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介護老人保健施設の理念と役割  

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、  
安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上  
をめざし総合的に援助します。また、家族や  
地域の人びと■機関と協力し、安心して自立し  
た在宅生活が続けられるよう支援します。  

晦豊実全国老人保健施設協会  

介護老人保健施設の理念と役割  

1．包括的ケアサービス施設  
2．リハビリテーション施設  

3．在宅復帰施設  

4．在宅生活支援施設  

5．地域に根ざした施設  

痘瑠全国老人保健施設協会   



介護老人保健施設は．．．  

それぞれの地域で異なる事情を地道に  

ひろい上げ、各施設が求められている  
ニーズに対して敏感かつ真筆に対応し  

てきた結果として、多機能性に富んだ施  
設類型となりました。  

㊥豊貿全国老人保健施設協会   



全老健会員施設の構成  
（平成19年10月31日現在）  

●入所定員の規模別集計  

入所定員規模  施設数  構成比（％）  入所定員数  平均定員数  

49人以下   63   1．9   2，345   37．2   

50一－99   1．518   46．2   112，034   73．8  

100～149   1，530   46．6   158，007   103．3   

150′・・■199   160   4．9   24，655   154．1  

200人以上   14   0．4   3，054   218．1   

合計   3，285   100．0   300，095   91．4   

囁憬全国老人保健施設協会  5   

全老健会員施設の構成  
（平成19年10月31日現在）  

●正会員施設・設置主休状況  

王○甘辛1土   紘空曹駄   1暮l粛l十〔kl  1露まi軌   平蛙I含■畿l  

医療法人   2．41丁   73．6   223．536   g2．5  

社会福祉法人   505   15．4   4t；．436   92．0  

済生会   23   0．丁   1．875   81．5  

財団法人   61   1．g   5．759   94．4  

社団法人   37   3．259   88．1  

一部事務組合   36   1．1   2．887   8D．2  

市町村   127   3，9   9．151   72．1  

社会保険協会   28   0．9   2．660   95．0  

日本赤十字社   6   D．2   582   97．0  

厚生連   23   0．丁   1，899   82．6  

健康保険組合   7   D．2   654   g3．4  

共済組合   4   0．1   348   8丁．0  

都道府県   4   D．1   228   57．0  

その他   7   0．2   821   11丁．3  

合 計   3．285   10〔）．0   3∝l．095   91．4   

曝…、票全国老人保健施設協会  
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老健施設が提供する関連サービス  
（平成18年6月実施 全老健「平成18年4月介護報酬改定後の経営影響調査」より）   

貴老健施設の関連で、同一市区町村内にある入所系施設は？（あるものに01）  

N＝  1，095  （N→記入のあった件数）  

無回答・エラー  5  ※複数回答  

区分   回答数   構成比   

1）介護老人保健施設   263箇所   21．01％   

2）介護老人福祉施設   296箇所   23．64％   

3）グループホーム（認知鐙対応型共同生活介珪）   366箇所   29．23！i   

4）経費老人ホーム（ケアハウス含む）   175箇所   13．98％   

5）有料老人ホーム   69箇所   5．51！i   

6）身体障害者関連入所施設   46箇所   3．67％   

7）ケア付き住宅（アパート等）   37箇所   2．96，i   

合計   1．252箇所   100．00！i   

囁I豊実全国老人保健施設協会  

老健施設が提供する関連サービス  
（平成18年6月実施 全老健「平成18年4月介護報酬改定後の経営影響調査Jより）  

設置主体の法人／関連法人が実施している訪問通所サービスは？（あるものに01）  

N＝  991  

無回答・エラー  109  ※複数回答  
同一市区町村内て実施している事※の事業所敢   うち．自施設と一体的な建物内   

区分   回答数   構成比  老健と一体で実施   

1）訪問介護   345事業所  15．59％   155事業所   

2）訪問者護   419事業所  18．93，も   172幸美所   
3）老健の訪問リハ   141事業所   6．37，i   59事集所   

4）その他の訪問リハ   188事業所   8．50％   37事業所   

5）適所介護   256事業所  11．57％   14事業所   
6）老健での適所リハ   589事業所  26．62，i   556事業所   
7）老健以外での通所リハ   152事業所   ＄．87，i   11事業所   8）福祉用鼻曾与   123事業所   5．56，‘   7事集所   

合計   2，213事業所  100．00％  1．0＝事業所  

一体的に居宅系サービスを実施する会員施設が多く、スタッフ  
にもさらなる多機能性が要求されるのが老健施設の特徴。   

囁闇全国老人保健施設協会   



表ト2－1介蓋保険拒憂受の現状及び人邑配置墓彊  

t罪｛・■f・・蒐島仏事の靂窮 唇t欄朋  

■介托▲≠ナが有毒仕仁一6 】■丁リハビリ7－シ⊃ン托l量  

蓼グー鴇ふ▲iナの′L鼠了二生滅龍 政  

（「介■密集公腹帯嶋鰹」爪鷺  

■   徽笛■良古事右丁卓ホR又  

じ幹線席でれ「て．当汁鴫書  

ホ才琴【入電1も賢介手t  

llし．廉鰻サーニスト■し墨  

コいて、趨■ニク）常州．f鶉、  

F学的盲4の‘トニJ〉l・為す乱  

そ¢他のせ丘忍リtt且絆そ  

り無虻・tご6：＃ケ仁1ことI  

8的と丁う】一汁．  

さ7け  

1コ日射2人  

し「含∫屯人サn托鯉」のこ冨フ   

■介■占．一対し、鶉放サー  

ヒJ引暮に1ついぐ 石；▼．  

Fサわ管理のトこ1．t寸ら介護  

属‖削沌川ほの化各㌃‖  
■鉱ひ一 ヨ≠生玉⊥釆せ茫亀  
行■ノこと書目的とT皇絃詫。   

汗つ鷹も人■虻．托建Jの正吉■・   

≠人福嶋墓r絶窟丁る津別  

壬汀線人中 ム’（あ：∴ 鈷  

汁凄別集hモ人ホームlこ入青  

■lち電介在t‘射し 凡退■－  

ヒス計■∵羊づいこ、入一ち、  

靡せ；・、富書簡の勇■誰その帆  

F）b霹生試上プjuⅡ、■徹汀  

嫡Li封有t11農び需■⊥の世  

道争J7）こ」ご¢目l〕とす王■  

5、2つ1  老健施設は、利用者  
3名に対し、看・介護  
職1名の配置が基準  

3」3†   

フロ2，さ†：l人  

▼増任用巳徽 1人■たり曽王tⅧ  

こ3C．1巳   

FrU上  

青むTじ」」  1【XJニー」ゴ上  

用■員  電撃よt士（P¶ 仲異■慮土（OT）  

土斎l畑lだは貞  

青酸I以上  

】00．1i－tさ  介t壬嬢■n員 （肘■～虹技占■）  

千里Itl上  

・Yllい■▲  
雷kl最上  †〇n：lJ上  

11けJ嚢介議畦■1．1介諸仏付什禾蓼■五Jけ拍℡■首棍丘Il睾1＃．和▲17甲11‡1罫腋加ノ・ろユ幽  

2】岨捏れ．光跡尉▼ついて■J∴¶■サーと1穐ヨ・ヰ1プ荊食l（ー疇，亨氏】～キ」CIIIU鴫加  

コ ↑カ在韓‾lhrこつl■て1l、■，・1サ ヒス帖 可一所轟モ．、疇．1－疇誹㍗H川・の題1礪TlこつIlこコ  

▲Il草加は．外打♯－仁封印靴㍍耶臼臣封Iiく．  
（全老鮭鴇集図書「平成19年版 介護白書」より）  

囁闇全国老人保健施設協会   9  
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介ほ職月のうち、介護桔祉士が占める曹   嘘含（介滞保障3憮怜の比較）  

介桝■  うち．介護福祉士の有賀枯者  有資格者の割合   
種別   年度  総款  刑が－  非常勤  総隷  常勤■－  非常勤  総数  常勤■’  非常勤   

平成15年  145．650  121．172  24．47  57．455  55β26  1．529  3≦〉4l  46．2ヽ  6．孤  

介護老人子吉‡止施設                       平成16年  152．828  130．767  27．〔お1  62β44  61．010  1．934  41．2l  467l  7．1ち  

平成17年  171．8：D  川1．165  30．635  6！I．138  68．661  2．477  40．2l  47．2t  8．1l   

平成15年  83．729  76．4｛l  7．285  35β96  34β85  411  42．3■  458％  5．6X  

介護毛人保健施投                       平成16年  防．850  8：）β15  7β35  38．326  37．720  6（：6  43．1I  466l  7．6％  

平成17年  94．a53  85．（p9  9254  ヰ0」）17  40．1D4  813  43．4l  471ヽ  8t淋   

平成15年  52．（》9  47．印7  4．412  8．561  8．477  84  16．4ち  17鮪  1．沸  

介t賽療養型医♯施投                                            平成16年  

平成17年   

平成18年4月の給与改定状況  
（平成18年6月実施全老優「平成18年4月介護報酬改定後の経営影響調査」より）  

Q：前年対比昇給車は、平成1丁年4月の基準内給与金頼で調査■の昇給総額を険して井出して下さい。  

12   
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平成18年4月の給与改定状況  
（平成18年6月実施全毛脚平成18年4月介護報酬改定後の経営影響儀億」より）  

平成18年4月の給与改定状況について  
畦種の区分  

医師（役員又は管理者）  

医師（披t用看）  

看護職員  

介護職員  

支援相談■  

介護支援専¶員  

Q：前年対比昇給状況  
（平成17年4月の基準内   

給与金額と比鼓して、   
平成18年4月時点の給   
与について言己入）  

看・介護職につい  
ては、80％以上の  
職員に対し、何ら  
かの昇給（ベース  
アップ、定期昇給、  
諸手当見直し等）  
を行なった  

■何らかの昇給あり  ロ昇給なし  

囁櫻全国老人保健施設協会  
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介護老人保健施設は、  
若い介護職員がケアサービスを支えている  

表2－1・25 事業所の種類別にみた年齢隋級別従■者の構成割合  

r平成16年介護サービス施訃事業所調査」  
（会老健繊1国暮「平成購年版介護白暮Jより）  

囁櫻全国老人保健施設協会  

全老健の主な研修会等（年間30本以上）  

認知症ケア研修会（年3匡l）  

ケアプラン施設内養成指導書研修会（年1固）  ・故知症短期1中リハ研修（医師対象）   

（年数回）  

・医師研修会（年1回）  

・t理看（職）研修会（年2回）  

・毛健医療研究会（年1回）等々  

毛健勤稀年数5年以上  （年5回）  

リハビリテーション研修会（年4回）  

リスクマネジメント研修会（年1回）  

リスクマネジャー養成講座（年利回）  

安全推進セミナー（年2回）  

施設内感染症指導者研修会（年1回）  

摂食・壌下・栄養セミナー（年1回）  

高齢手ケアプラン策定実践講座（年1匡l）  

看護職研修会（年1回）  

在宅支援研修会（年1回）  

会計に関するセミナー（年数回）  

管理者・医師研修会  

各種研修会  

中堅職員研修会  

実地研傭（全国89カ所）  

職良基礎研修会  毛健勤務年数2年未満  

（年5回）  

毎註票全国老人保健施設協会  
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平 成18年 度  平 成17年 度  平 成18年 度   

研 修 会 回 数   
28回   27回   25回   

4．85丁名   4，984名   4．911名   
2．255名   ト985名   1．8¢9名   

全老健の主な研修会内容  

全書低第19－00号  
平成19年6月00日  

会員各位  
社団法人全国老人保臆施設協会                                                会長 川合 秀治  

（公印甘咤）  

研修委員会  
委員長平川1一之  

ケアのプロフエツショナルを目指して  
平成19年度第2回職員基礎研修会（京都会場）開催  

牡員基喋研修会は、老匿損として必須の墓曝的間濁の誓紙を目的としています．ディスカシシヨンでは、全圧の老  
∴∴上ニ 

。巧 
会嶋  

m（耶引恥12銅  
参加■用・虻■ 1人0．00円（郡代・珊込み、脚全書加tI畑・200名（定Åと仁り、欠第締切）  

蕃加対暮響   正・準会員＿及び老健冊2年未満の会胤及び賞助会Å   
受講旺暮の発行 全脚さhた方に靴暮を交付致します．ただし．遺戒小早退等に上り全課柁を更漬され左かった際  

ほ、闇旺暮の交付は致しかわます．  

鬱加算 研修会間組細の1粥前に挽式会は0000上りこ郵送させn、ただき王す．  
義2RR  

11・30  受付  

12：20  オリエンテーション  

12：25  開講式  

12：30  介1毛人保健施設の理念と投刑  

～13：3D  全毛機会長  川合寛治  
13：40  チームケアについて－めさせケアの7■nフエツシ】ナルー  

ー14：40  全毛健研修柁遣掛金  0000  

14：50  介護僻集Irjよについて ～15・50   

－こhたけほ知っておこう介濃保l集肘1慶一  

全老僧l叫会長  葛瑠 1  

16：00  毛噂での■を語ろうディス玩′ション  

ー17：〇0  遺朽．全毛噂研修委員会牽■   0000  

18．00  書見交換会  

9：DO  介訂老人條臓！受のリハビリテーション  

ー†0：DO  全老憮リハビリデーション節会月 0000  

10：10  認知任■幡の理解とケア  

ー11・1D  全電機 認知正節会1  0000  

1120  高齢著介江における1事サービスのあり方  

－「2・2D  00県 介汁老人保健靖洩0000  

崇射斗具   0000  
1310  高ぉ寺ケアプラン  

～15■00 「ケ7プランのまた」  

00黒介丑老人保健施設0000  

iり施設長 000  

「事例I臭討」  

00県 000D老人保健遍没  

15－00  閉訊式  

主任 0000  

璃闇全国老人保健施設協会  18   



全老健の主な研修会内容  
全老併1シ0号  
平成伯年○月○日  

社民法人会属躇人保健肌合                     去1  

研修委員会  
ノ遁長官   

柳平川用之  

中堅職員のスキルアップ！  

会■各位  

平成19年度第2回中堅職員研修会（京都会場）開催！！  

中里職人研修会は、毛鮭l札■としての資賞向上を目的dノています．昨年度こ好評の「スキルアップ体産】ほ引き続き行い．今年度は  
新たにりスクマネジメント」の臓をプロクラムに追加勤しました．表紙こ参加下さい．  

Bけ・会場   平成19年7月26日（末〉－7月27日（j妙 立立京僻会館 h†中ノ／柵′kdyd血Or蝕′  
〒800一くD∽ 京■市左京区慈1大■顆2書坤 T∈L（07ち）7（方－12訳  

参加1用・走■ 1人0．0∞円（‡巾柑代・阻会●加tづ鵬込み）り5【〉名（定■となり次桝  
参加対暮●   毛岨の★糊旺Iぉ年以上の会1緻■1  
即ほ●の発行 全耶文■された方に蜘旺●を交付増しま丁．ただし、勘ナ■il事lこより全脚王を文机されなかった痔礼受講旺●の交月り封しかね王す．  

鬱加数     研修鎖鎌の1■間闇こ娩式金手土∞00▲りこ弊送させnlただき王丁．  

監巳旦 那  
9ヨ）    がノエンテーション  

95    御託  王者■会長  川合寛治  
Ⅶ00－11（氾介壇触■膿と介江亀人憺随一こγから毛勤唱I訂‾もの  

1、，叶，2，。触内仙研伽あ厳禁＿那摘批誹苧飴  
，3，…、。仲吼脚仇乃脚数て＿撫品常  

15ユ5～1730パネルディズわ：′ションこれからの毛働こ羊¢られるもの－  

蜘  ∞∞   

グループワークン   折輔弼紺…之チュ→一  

㌶窪隋課篇ト）  
◎慣知正（抽・熊脚  

脚も 昔㌶  
◎m庄（拘束・應㈹  

囁機会国老人保健施設協会  

平成19年虞第1回管理者（t）研修会【兼日瑚】九拝ユラム   平成柑年度全邑老人傍線應設協会医師研鯵会封帆   

射日巳  財閥平成18年○月7即金   

時間  研♯ヲ」－マ  甘 酢   時間   珊艦トマ   講師  

12：Z）  水口＝．ケづ月ン    12．25開講式   全臓全会鼻 ハ詮方台  
12－25  開 所 式   

12：a⊃介托老人保蜘全Ⅳ若ノ＼朱硯測益金会長Il旨露台  
全臓会  

酬棚  会長   Jl詮方台   

14：3〕ヒ捌貿別          ∞∞   12：3D  
情熱  13：30   榊  0⊃CO  

1JI：の介‡l老人保脚宮・肘掛全臓協会監事  13：3⊃  

15：の会批て  14：30   桝  ⊂〉00〇  

15：の総苫書冊  独掛軸  休憩   
16：2D介t掛腐蝕鴻送状兄  00CO  14この  

1ら：の   0〇⊂）〇  

皮槻の  
舶■  000⊃  

休是  
18＝刀 認諾          16こ5D  

兼2日目  17・5〕   

17：5〕  

時間  研修テーマ  講師   18：3〕   糊理事 C〉○⊂X⊃   

9：∝〉 脚帆0⊃大字  耕   18：3⊃  ・ 冥コ三 3ニ ーい   

10：CO一毛人用鮒躍如一 社州会用暮ぎ≠井l会雲■∞∞  

10：∝）日脚夫   進行：鍋拉協会職寧■   

肋た十  並行0＝沃掌   
②サー脚餌 付ラー：全辺躇ノ鳩脱脂会副会長  1．名相咄こ討ブ抑  

乙毛∧㈱こ討脚け勅7      補佐．鯛脇全職種事  

錮棚会報哩事  
＝、芸土苦ら．●●●●  

12：∝〉  

閉軒  事之日 時間  平民101年9月8日く土）  覇犠テーマ  ～・＝∴■         研修謝   平川†■之  9：⊂D 12・OD  カレーーフフーーク      榊 000〇             高利仁清     a葛側鱈こ力矧脚ント  研憾謝     Il†       亀弧肺ら且か 畳貪休憩    刊日用之 馴荊欝協会                   全取巻人尿腑金牌事  13：CO 14：00  功レフフーク （同＿D  研傾豪■    （X）∞       社柳腰・胞内仔圭之    14：CO  閉講式  全老呼 脚 5円一l鳩之  

塙櫻全国老人保健施設協会   20  
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全老健都道府県支部での研修会等（一例）  
文書名  

（仝■た）   
事 暮 名   

書 覇i月  支 訂 研 惟 会  
比l主 文 訂研 借金（老 儀 施l貸と介 可 憐 償 法）  
正丁 会（介 穫 支援 書 門 ■ 実 務 所 懐）  
研 惜 貪（リハ ビリデ ー シ■ン研 借 金）  
研條a（包 指 竹 島 立 文 事■ 7■ロケーラ▲）  
研 條 会（士 人 提Il編」貴 司 T・綴 書 セミナ ー）  
研惰卓（事 打・相 慄 ■・栄義 士 分 科 会）  
研 蝶 会（■ 遭・介 擾 分 料 会）   

千 葉 県  斬庄・■ 檀 介 穫I■ ■ 研僧：会  
ケ 丁 フ ラン 研1手 鼻  
PT・OT▲ST■ ■ 研 借金  

檜 遇 ▼ ナ 一 所憺 会  
雫 義 ■慎 ■ ■ ■ 研 健 全  
卿 剛 に っ ての 研 條 会  
T－ル7●レインクー研l重 合  

■ 覆・介 dリー ダ ー 研 條 会  
研 究 事 例 鶉 轟 曇  
土 讃 相 性 ■ 鋼せ会  
蔓 ヰ 介 慣 性 緯 研 憶 会  
■ 所リハt一，デーシ▲ン研 惜仝  

讐 可 書 研 條 貪  
たII防 止 研 條 曇  
暮 轟 ≠■ 研 健 全  
竃 びリテー シ ■ン 研 修 会   

大 分 羅  大 力り■ 寺 人 傭 t 箱根大 金  
∴ ・ ，■       二 ・ 二・  

介 tl文 王t 書 目 ■ 稟Il研 條 責 tl洪 魚 鱗 督 会  
暮 轟 曹1蓼 義 朗 借金  
書 覆・介 Ⅷ 欝 会 研 條 会  
栄 t 緒 霊 訂 i 研 條 会  
リハ ビリ甘 食 研 條 会  
土 讃 相 綾・介 覆 土 躍 紆 余 研 條 会  

各都道府県支部においても独自の研修会を多数開催 （平成川ヰ麿欄べ）  

囁櫻全国老人保健施設協会  
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施設職員の確保について  

ヂ  亮  

非常に困難  困難  多少困難   合計   

医師  54．4％  37．7％   7．9％  100．0％  

看護師  37．1％  50．0％  12．9％  100．0％  

介護福祉士  11．1％  62．0％  26．9％  100．0％  

ケアマネージャー  26．1％  45．5％  28．4％  100．0％  

PT・ST・OT  29．6％  53．5％  16．9％  100．0％  

支援相談員  6．7％  43．3％  50．0％  100．0％  

管理栄養士  16．2％  48．6％  35．1％  100．0％  

事務職  0．0％  25．0％  75．0％  100．0％  

その他  37．5％  50．0％  12．5％  100．0％  

幽β∂が二求人戯言とざ克た、、介藩屏鍵士不足る上位  

（平成18年度 会老健∵瞥理看（職）研修会アンケートより）  

㊨豊実全国老人保健施設協会  23  
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現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成19年6月9日から3ケ月間にわたり、全老健「会員専用HP」にて意見募集）  

T一Tl－・∬甲町一三正和二打丁干「¶TT・些±  

中h・●一■月』！頭書tエ沌■lこ袖瑠鼎▼  

全老髄一介荘重人尿t鮨婁めぐる捕覆と対応の方向  
蝕  

に喝する豪農・【バブリフクコメント】暮暮  
募★期闘：平成18年8月9B（土）一手ざ・丁・′∴㌻し－こ   

現在、童宅欄叩」介脚絆膿・介江楕飢死漉し（t空＝のとり王とめ  
作※董了■すめていま丁．  

正章ーコじめと丁る間係さ方面に．介江老人保臓をめぐる描法と 対応の方向性を示し、利用暮の†㈹や欄書の辞逢を踏王えた▲切な  
対応・檜遇青葉めたい．会1淑とモこで廿くスタッ7が．より上Ll書積で  
利用著の方々の＝－スに書心でぞるょう、不合理左】大洗をひとっても多くク  
リ7丁るために，全電鍵ほいま、■を響けて立ち＿上がろうとしています．   
そのためにほ．号に上りもます、会員腰・スタシフの皆Itに、全面的弓  

こ仏ブ〕を柚tわは弓り王せん．   

今恒L 全電機慮†介¶毛人偏鵬設をめぐる州送と対応の方向性J  

㈲を会Åi汁の榊lこお轡iしいただ事、皆機わ、らヰ■i号こ王九をT班 したく、牡行酢厭■に対するいフリックコメント）書下妃の瞥積でお■軋、  
することにいたしました．  

全老健会員と会員施  
タッフに、意見投稿を  
ぴかけ。  

好
 
 

投
広
 
 

・平成19年6月9日から3ケ月  
間にわたり、インターネットと  
FAXでコメントを受付。  

・投稿コメント総数、1．257件  

叱咤・激励も含め、左沢甘けの宣のこ暮員をお札かせいただきたくお †∴ 
二＝L＝‾‾‾▼▼▼’▼‾▼， ▲‾▲‾‾ll‾▼▲‾、‾’  丁 折うニi扇   

虚空出題■◎9叫1如し叫  

唾豊実全国老人保健施設協会  

n外ガ■坐氏旧た柁帽冒Illl叫  

参考資料  

現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成19年6月9E】から3ケ月間にわたり、全老健「会員専用HP」にて意見募集）  

コメント総数l．257件から得られたSTATEMENT  

1）施設スタッフが誇りを持って、かつ安心して働けるように力強い支援が必要  
●国家資格に見合う給与補償が可能となる介護報酬体系の確立  

●スタッフ数に対する評価  

●実務経験年数に対する評価  

2）包括制を含めた、老健における医療体制の見直しが必要  
●包括制を見直し、利用者の医療ニーズに応じた弾力的な医療保険の適用が望まれる。  
●看護職鼻が24時間配置されていることへの評価  
●科学的に積み上げ、介護施設における「看取り」のあり方とコストを再  

●「緊急時医療管理料」の評価の向上と適用範囲の拡大  

3）設の役割■機能や借入金（補助金）を考慮した  

4）医療と在宅の間のかけ橋となるべく、在宅生活支援・在宅復帰・地域ケア   
ネットワークの中核施設等、老健施設の機能強化が必要  

鳴憬全国老人保健施設協会  
26  
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参考資料  

現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成19年6月9日から3ケ月間にわたり、全老健「会員専用HP」にて意見募集）  

介護鞍の人材確保問題に言及したコメント計93件  

★将来設計ができる給与体系、給与待遇の改善が必要！（34件）  

＞介護職で一家を支え、一生を全うし得る給与が必要。介護業界の成人男子は極論す   
ると結婚できない。  

＞介護福祉士は国家資格のはず。その資格を取得して働いている労働者に対する最低   
賃金が現状でいいはずがない。  

＞現状の介護報酬では、職員が夢や希望の持てる給与は支給不可能。志のある職員   
は現場を去るし、優秀な職員は採用できない。  

＞介護への夢や希望を抱いて就職してくれた職員に対して、最低限の賃金しか支払うこ   
とができない現在の介護報酬。特に、男性介護職眉は自分の将来に対する不安は大   
きいはず。夢や希望、誇りだけでは生活できない現実がある。報われる報酬体系を期   
待する。  

＞利用者の尊厳を考える時、なによりも自分自身が豊かでなければ他者に対して思い   
やりを持つ事は難しいと思う。職務経験とともに業種としての余裕がもてる仕組みつく   
りが必要に思う。  

＞公務員のご子息が働きたいと思える状態になることが、必要量低条件である。  

㊥註貿全国老人保健施設協会  27  

参考資料  

現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成t9年6月9日から3ケ月間にわたり、全老健「会員専用HP」にて意見募集）  

介護駿の人材確保問題に言及したコメント 計93件  

★介護職の社会的地位の向上、支援体制の確立を！（20件）  

＞職員に対する評価（人事考課など）が賃金に反映したり、職位に反映するなどの仕組   
みづくりと、それがケアの賞にどう影響するか、また経営的にはどうかなどと言う、い   
わゆるマネジメントという考え方の導入が急務だと思う。  

＞介護の賞が問われている中で、その支援は体制・教育研修・給与など経済的な支援   
が必要です。  

＞介護福祉士資格を取得しても身分の保障はない。各施設ごとの資格手当支給（給与   
補償）ではなく、介護報酬の中で補償されるようなシステムの推進を望む。  

＞国民に多くの誤解があるように感じるのが、医療・介護と福祉を混同していることであ   

る。医療・介護をボランティア精神で行なうことを是としている意見もよく聞かれるが、   
あくまで職業である。  

＞就職直前の教育機関での教育や、現場でのキャリアアップの仕組みが必要。もっと以   
前からの教育で医療・介護などの専門職に対する必要性などを学ぶ機会を与えること   
や、本当に大切な仕事と認識できるような、国家的キャンペーンも必要。そういう仕事   
に価値を見出せるような文化の醸成が最も重要であると思う。  

極悪貿全国老人保健施設協会  

14   



参考資料  

現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成柑年6月9日から3ケ月間にわたり、全老健ー会員専用HP」にて意見募集）  

介護鞍の人材確保問題に言及したコメント 計93件  

★介護職の確保が国難、早急な解決策が必要！（16件）  

＞現状は目の前の介護職眉を確保することが先決であり必死です。やる気のある人ほ   
ど燃え尽き退職してしまいます。  

＞現状の介護報酬では、他の菓界ヘスタッフをとられてしまうのではという不安がある。   
介護スタッフが今後ますます少なくなるのでは■・・。  

＞人材不足の解消が優先。そうでなければ悪戯に給与のみが上がってしまうのみで人   
材確保がさらに困難lこなってしまい、巽も悪くなる。  

＞制度を整備するにあたり、現場の問題解消を一番に考えて欲しい。今どこの施設も人   
員確保に頭を悩まし、特に看護職員確保は退職者が一度出ると補充までにかなりの   
時間を要す。病院のように寮や託児所の整備や働く環境作りにもっと補助金を出す仕   
組みを考えて欲しい。  

＞早く解消しないと、医療専門職不在による減算による指定取消しが頻発したり、地方   
の施設では外国人労働者の不法就労のルートが確立されるでしょう。  

囁ば全国老人保健施設協会  29  

参考資料  

現場からの生の声～全老健【パブリックコメント】より   
（平成19年6月9日から3ケ月間にわたり、全老健「会員専用HP」にて意見募集）  

介護職の人材確保問愚に言及したコメント 計93件  

★現実に即した制度設計と、賃金体系の慎重な検討を！（23件）  

＞老健施設の本来の目的である在宅復帰を実現するためには、施設職員全体のかなり   
の労力と時間がなければ実現しないのが現状である。そのことに対する報酬のサ   
ポートを望む。職員のやる気をそがないでいただきたい。  

＞人がいないのに資格制度ばかりを充実させても意味が無い。国家資格制虔を確立す   
ることで介護士が集まるか疑問。とにかく介護士不足を解消してからにして欲しい。  

＞今後の社会情勢を踏まえて考えた場合、公務員と同じように硬直化されると経営上困   
難が予想されるので、モデル賃金等の提示は避けていただきたいと考えます。  

＞最低賃金、基準賃金については介護報酬とセットで論ずべきと考える。  

＞妥当な目標賃金は必要と考えるが、なにをもって妥当とするかは難しい。その辺は慎   
重に進めないと。  

＞標準モデルが必妾であるが、各施設や地域において実情の違いが多いと思う。かなり  の調査が必要であると考える。  
＞施設は機械化することはできない（人間でなければできない）。国も県も現場の窮状 （声）を聞く会等を設け、もう少し温かみのある改正になるようにしてもらいたい。  

璃憬全国老人保健施設協会  30  
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17年4月⇔18年4月  

介護報酬改定後の経営影響調査（入所）  
（平成18年6月実施 全老健「平成柑年4月介護報酬改定後の経営影響韻査」より）  

データ数   28（；   

点小価   －18．9l   

最大檀   19．5兄   

中央値   －2．4ち   

平均   ーえ1■   

標準偏差   8．汎  

入所収入の増減率  

増濾率   施設数   
－1亡沖もー－   24X 

－15トー1乙5％  al  

－1Z5■・一・・・1臍も  已  

減収  臨【鵬  
－7．5へ－5％   14  

・ちへ－25％   

・・之5一、0〉も   1al   

M．5％   ほ   
Z5－ち％   7．  

シ）7．5％   

増収  
10一－1Z5％   

1Z5一－15％   

15サトー   

キツ㌍帯ノダ㌦㌔㌔脚〆  

㊥豊実全国老人保健施設協会  31  

17年4月⇔18年4月  

介護報酬改定後の経営影響調査（短期入所）  
データ数   131   

最小値   一日XI．肪   

丘大傭   255．8％   

中央値   －12．1ヽ   

平均   －2．2％   

標準偏差   5ヰ．ヰ％   

（平成18年8月実施 全毛健「平成18年4月介護報酬改定後の撞営影響漬査」より）  

短期入所収入の増減率  

40  

蟹  

i、 、、 i．、、、         ヽ、i、、、▲、、   

丁・⊥款・ユ■   
－1掛－7訊  ユ   

・75－一肌  

減収      ∝1：粍        ㈹  払  

増トー1え5％  9  

125～けヲ鳴   1l．   

0－12≡秒も   84X 

125一方％   邑1  

】お－幻％   1l  

増収  盟邦  
1∝ト・1肋  

1貿卜勿か％  

肌以上   8  

毎誌買全国老人保健施設協会  
。2  
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17年4月⇔18年4月  

介護報酬改定後の経営影響調査（適所）  
（平成18年6月実施 全老健「平成18年4月介護報酬改定後の経営影響調査」より）  

適所収入の増減率  

増減車  Jr腐托う・   

－15％■－   15   

－15■－－ほ5％  8  

－1之5■－1研嶋  tn4  

減収      7l－8％             －1【トー15％  tn4  
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