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介護保険制度の概要

～2021年度版～

《23分》

※本文中に記載のない限り、2021年4月1日時点の情報に基づいて作成しています。
なお、解説は全ての法律・制度を網羅するものではありません。

※スライドのイラストはイメージであり、法律・制度の内容を厳密に反映したものではありません。
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今回の研修目的

株式会社メディカル・リード 2

＜今回のテーマ背景＞
地域包括ケアシステムの構築による医療機関への影響を理解するためには、医療保険
制度と密接な関係にある介護保険制度の概要を理解しておく必要があります。

介護保険制度の全体像を把握し、在宅医療や介護施設に携
わる医師に、介護保険との関わりについて質問する

研修目的

そのために…

• 介護サービスが提供されるまでの流れを理解する
• 主なサービスの種類と特徴を理解する
• 医療保険や診療報酬との関係を理解する

介護報酬を
算定するケース
もあるのでしょ
うか
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地域包括ケアシステムの構築による医療機関への影響を理解するためには、医療保険制度と密

接な関係にある介護保険制度の概要を理解しておく必要があります。

今回の研修では、介護保険制度の全体像を把握し、在宅医療や介護施設に携わる医師に、介

護保険との関わりについて質問することを目的とします。

そのために、サービスが提供されるまでの流れや主なサービスの種類と特徴の他、医療保険や診療

報酬との関係を理解します。
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今回の内容
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２.介護保険サービス

１.制度の概要

• 医療保険と介護保険の違い
• 被保険者とサービス提供の条件
• 特定疾病一覧
• 要支援・要介護の状態とは
• 要支援・要介護の認定の流れ
• ケアプランとは
• 保険給付の対象となる費用
• 利用者負担について

• 主な種類
• 訪問系サービス
• 通所系サービス
• 入所系サービス
‣施設種類 ‣介護保険施設 ‣介護医療院
‣グループホーム ‣薬剤費の扱い
‣老健と介護療養病床・介護医療院で費用を
算定できる薬剤

• 提供事業者になるための条件
• 介護報酬の概要
• 診療報酬と介護報酬の算定について

株式会社メディカル・リード

3

今回は、医療保険制度と関係が深い介護保険制度について紹介します。前半では、制度の概要

を解説し、後半では、介護保険サービスの具体的な内容を紹介しながら、薬剤費の取り扱いや介

護報酬の概要を見ていきます。

まず、介護保険制度の基本的な仕組みを見ていきましょう。
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【1.制度の概要】医療保険と介護保険の違い
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医療保険 介護保険

保険者

都道府県・市町村
健康保険組合

全国健康保険協会
等

市町村

被保険者 全国民 40歳以上

保険サービス
受給者

全被保険者
保険者が認定した
被保険者のみ

※全ての内容を網羅しているものではありません。
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介護保険も医療保険と同様に、保険料と税金、保険サービス受給者（介護を受ける人）の自

己負担によって運営されている公的保険制度ですが、サービスが提供される仕組みは、医療保険

とは大きく異なります。

まず、保険者、被保険者、保険サービス受給者について、医療保険と比較しながら見ていきます。

◆保険者

医療保険では、職業や年齢によって被保険者が加入する保険は異なり、保険者も都道府県や

市町村、健康保険組合（健保組合）等、複数存在しますが、介護保険は1種類で、保険者は

市町村に一元化されています。

◆被保険者

医療保険は「国民皆保険」といわれるように、全国民が被保険者となりますが、介護保険は40歳

以上となっています。これは、介護保険が対象とする「老化に伴う介護」が中高年期から発生し得

ることと、40歳以降は親の介護の必要性が高まる世代であることから、介護費用を負担する対象

として一定の合理性があるとの考えからです。

◆保険サービス受給者

医療保険は「被保険者＝サービス受給者」であり、被保険者がいつでも自分の都合に合わせて保

険サービスを受けることができます。一方、介護保険のサービス受給者は、被保険者のうち、「介護

が必要である」と保険者から認定された者に限定されており、被保険者が自由に保険サービスを受

けられるわけではありません。

次のスライドでは、介護保険の被保険者と保険サービスが提供される条件について、詳しく解説し

ます。
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【1.制度の概要】被保険者とサービス提供の条件
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第1号被保険者 第2号被保険者

対象 65歳以上の国民
40歳以上65歳未満の
医療保険加入者

介護保険サービスが
提供される条件

「要支援」又は
「要介護」の認定

「特定疾病」が原因で
「要支援」又は「要介護」の

認定
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介護保険では被保険者は年齢によって第1号と第2号に分けられ、それぞれで介護保険サービス

が提供される条件が異なっています。

◆第1号被保険者

①対象

65歳以上の国民が対象です。

②介護保険サービスが提供される条件

保険者に「要支援」又は「要介護」と認定された被保険者のみに提供されます。支援や介護が必

要となった原因は問われません。

◆第2号被保険者

①対象

40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象です。

②介護保険サービスが提供される条件

「要支援」又は「要介護」と認定された被保険者に限定されている点は、第1号被保険者と同じで

すが、支援や介護が必要となった原因が、末期がん等国が定めた疾病によるものでなければならず、

第1号被保険者よりも条件が厳しくなっています。サービス提供の対象となる疾病は「特定疾病」と

呼ばれ、次のスライドに示した16疾病が規定されています。

なお、被保険者が保険サービスを受ける際に必要な保険証についても医療保険とは異なる点があ

ります。医療保険では、被保険者全員に健康保険証が交付されますが、介護保険の場合は、40

歳で加入しても、65歳になるまでは申請しなければ介護保険証は交付されません。また、介護保

険証が交付されても、保険証に「要支援」又は「要介護」という認定の記載がなければ保険証は

効力を持たない仕組みになっています。
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・介護保険サービスの利用計画書
・「要支援」「要介護」認定を受けた被保険者は必ず作成

【1.制度の概要】ケアプランとは
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※全ての内容を網羅しているものではありません。

ケアプラン作成 契約
介護保険
サービス提供

ケアプランの内容に
基づいて実施

要支援・要介護

◆介護保険サービス提供までの流れ

・サービスの種類
・スケジュール 等

ケアプランの内容

介護保険サービス
提供事業者と契約

通常、ケアマネジャーが作成
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介護保険サービスは、「ケアプラン」と呼ばれるサービスの利用計画書に基づいて提供される仕組み

になっており、「要支援」「要介護」のいずれかの認定を受けた被保険者は、サービスを受ける前に、

必ずケアプランを作成しなければなりません。

ケアプランには、サービスの種類やスケジュール等が記載され、プラン決定後、被保険者が介護保

険サービスを提供している事業者と契約を交わして、初めて介護保険サービスが提供されます。

ケアプランは、被保険者自身が作成しても構いませんが、通常は、被保険者が受けるサービスのマ

ネジメント等を行うケアマネジャー（介護支援専門員）が、被保険者やその家族と相談しながら

作成します。

なお、介護保険サービスが提供されている被保険者は、一般に「利用者」と呼ばれます。
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【1.制度の概要】保険給付の対象となる費用
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介護が行われる際に発生する費用

介護サービス費用 介護サービス以外の費用

入浴介助 食費 おむつ代等光熱水費

保険給付 全額自己負担

リハビリテーション

※全てのサービスを網羅しているものではありません。

在宅サービスは給付上限あり

等 等

株式会社メディカル・リード
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次に、介護保険の給付対象となる費用について解説します。

保険給付の対象となるのは、リハビリテーションや入浴介助等の介護サービスの費用のみで、施設

で提供される食費や光熱水費、おむつ代等、通常必要となる日常生活費＊等は保険給付の対

象外となり、原則として全額自己負担となります。

ただし、在宅で提供される介護サービスの費用については、給付上限額が設定されているため、上

限を超えた費用は全額自己負担になります。次のスライドで利用者の自己負担と併せてもう少し

詳しく解説します。

＊食費については保険給付の対象外ですが、栄養管理の費用は保険給付対象です。また、おむ

つ代については、利用するサービスによっては保険給付の対象となります。
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２.介護保険サービス

１.制度の概要

• 医療保険と介護保険の違い
• 被保険者とサービス提供の条件
• 特定疾病一覧
• 要支援・要介護の状態とは
• 要支援・要介護の認定の流れ
• ケアプランとは
• 保険給付の対象となる費用
• 利用者負担について

• 主な種類
• 訪問系サービス
• 通所系サービス
• 入所系サービス
‣施設種類 ‣介護保険施設 ‣介護医療院
‣グループホーム ‣薬剤費の扱い
‣老健と介護療養病床・介護医療院で費用を
算定できる薬剤

• 提供事業者になるための条件
• 介護報酬の概要
• 診療報酬と介護報酬の算定について

今回の内容

12株式会社メディカル・リード
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次に、介護保険で提供されるサービスの種類等について解説します。
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【2.介護保険サービス】主な種類
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訪問系サービス 通所系サービス 入所系サービス

介護保険サービス

※全てのサービスを網羅しているものではありません。

等 等

・通所介護
・通所リハビリテーション

・訪問介護
・訪問看護

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

株式会社メディカル・リード
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介護保険サービスは、主に、①医療職や介護職が利用者宅を訪問する「訪問系サービス」、②利

用者がサービス提供施設に通う「通所系サービス」、③利用者が施設等に入所する「入所系サー

ビス」――の3つに分類することができます。

ここからは、それぞれに分類される主なサービスの特徴を解説します。
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居宅療養管理指導

【2.介護保険サービス】訪問系サービス
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訪問服薬指導

一軒家・マンション等

※全てのサービスを網羅しているものではありません。

利用者宅

薬剤師

訪問療養指導

医師

訪問リハビリテーション

訪問看護

訪問介護

等

看護師

リハビリスタッフ

介護福祉士等

等
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まず、利用者宅で提供される「訪問系サービス」についてです。

訪問系サービスは、医療職によるものと介護職によるものに分類でき、主に次のようなサービスが設

定されています。

◆医療職による主なサービス

①居宅療養管理指導

要支援・要介護の認定を受けた利用者に対する医師の訪問療養指導や、薬剤師の訪問服薬

指導等のことで、介護保険ではどちらも「居宅療養管理指導」というサービス名で提供されます。

医師と薬剤師が介護保険サービスとして提供する医療行為は、この「居宅療養管理指導」のみで、

医師の診察や治療は、要支援・要介護の利用者であっても医療保険サービスとして提供されます。

②訪問看護

看護師が利用者宅で提供する看護サービスで、内容は医療保険で提供されるものと同じです。要

支援・要介護の認定を受けた利用者に対しては、原則、介護保険サービスとして提供されます。

③訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等のリハビリテーションスタッフが利用者宅で実施するリハビリテーションで

す。訪問看護同様、内容は医療保険サービスと同じですが、要支援・要介護の利用者には、原

則、介護保険サービスとして提供されます。

◆介護職による主なサービス

・訪問介護

介護福祉士やホームヘルパーが行う、排せつや食事の介助等の日常生活援助サービスのことです。

注）要支援の利用者に提供するサービスは「介護予防居宅療養管理指導」等となり、名称の頭

に「介護予防」と付きますが、サービス内容はほぼ同じであるため、省略しています（以降同

じ）。
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【2.介護保険サービス】通所系サービス
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送迎バス等

※全てのサービスを網羅しているものではありません。

・日常の世話
・機能訓練

・リハビリテーション

通所介護
（デイサービス）

通所リハビリテーション
（デイケア）

通い

一軒家・マンション等

利用者宅
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次に、介護サービス提供施設において実施される「通所系サービス」について解説します。

通所系サービスは、自宅等で暮らす利用者が施設に通ってサービスを受けるもので、施設がバス等

で送り迎えをするのが一般的です。サービスは「通所介護」と「通所リハビリテーション」の2種類があ

り、次のような特徴があります。

◆通所介護

通称「デイサービス」と呼ばれているもので、食事や入浴等の日常の世話の他、体操やレクリエー

ション等を通じた機能訓練が行われます。このサービスは、利用者の生活機能の維持・向上、孤立

感の解消だけでなく、介護を行っている家族の負担を軽減するための、レスパイトと呼ばれる療養

支援にも利用されます。

◆通所リハビリテーション

通称「デイケア」と呼ばれているもので、医療機関又は介護老人保健施設において、医師の指示

の下、理学療法士等が実施するリハビリテーションです。医療機関において実施された場合でも、

要支援・要介護の利用者に対しては、原則、介護保険サービスとして提供されます。
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【2.介護保険サービス】入所系サービス～薬剤費の扱い～
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施設名
医療保険における
薬剤費の算定可否

介
護
保
険
施
設

介護老人福祉施設
（特養）

算定可

介護老人保健施設
（老健）

原則算定不可

介護療養型医療施設
（介護療養病床）

原則算定不可

介護医療院 原則算定不可

グループホーム 算定可
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自宅等で介護保険サービスを受けている利用者に薬剤を投与した場合は、一般の患者と同じよう

に費用を算定することができますが、入所系サービスの利用者の場合は、施設によって薬剤費の取

り扱いが異なります。

具体的には、介護老人福祉施設（特養）とグループホームの入所者に対しては薬剤費を算定で

きますが、介護老人保健施設（老健）、介護療養型医療施設（介護療養病床）、介護医

療院の入所者・入院患者の場合は、一部の薬剤を除き費用を算定することはできません。

なお、薬剤費を算定する場合は、医科診療報酬点数表に従って算定します。

老健、介護療養病床、介護医療院において算定可能な一部の薬剤は、次のスライドで紹介しま

す。
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【2.介護保険サービス】提供事業者になるための条件

22

介護保険サービス
提供事業者 【条件①】

法人であること

【条件②】
サービスの種類ごとに基準を満
たし、指定を受けること

医療機関

・医師、薬剤師による居宅療養管理指導
・看護師による訪問看護
・リハビリテーションスタッフによる訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション

薬局 ・居宅療養管理指導

ただし、医療機関・薬局は、自動的に以下の介護保険サービスを提供できる

※全ての内容を網羅しているものではありません。

株式会社メディカル・リード
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次は、介護保険サービスを提供する事業者について解説します。

介護保険制度では、企業がサービスを提供することも可能ですが、原則として「法人」であることが

条件となっています。また、サービスの種類ごとに国が定めた基準を満たして指定を受ける必要があ

ります。

ただし、医療機関と薬局が居宅療養管理指導等の医療系のサービスを提供する場合は、サービス

事業者としての基準を満たしていると見なされ、指定を受ける必要はありません。一方、医療機関

や薬局であっても、訪問介護や通所介護等の介護職が行うサービスを提供する場合は、企業等と

同様に、基準を満たして介護保険の指定を受ける必要があります。

◆医療機関が介護保険の指定を受けることなしに提供できるサービス

・医師、薬剤師による居宅療養管理指導

・看護師による訪問看護

・リハビリテーションスタッフによる訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

◆薬局が介護保険の指定を受けることなしに提供できるサービス

・居宅療養管理指導
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①サービス受給者は「要支援」「要介護」の被保険者のみ

②老健、介護療養病床、介護医療院では
原則薬剤費は算定不可

③医療系サービスの費用は介護報酬が優先

株式会社メディカル・リード

①サービス受給者は「要支援」「要介護」の被保険者のみ

介護保険も国が運営する公的保険制度ですが、サービスが提供される仕組みは医療保険より複

雑です。フリーアクセスが特徴である医療保険では、被保険者が自分の判断で自由に保険診療を

受けられますが、介護保険において被保険者が介護保険サービスを受けるには、保険者である市

町村から「要支援」「要介護」と認定される必要があります。また、認定されてからもケアプランの作

成や介護保険サービス提供事業者との契約等、サービス開始までに様々な手続きを踏む必要が

あるのも医療保険とは大きく異なる点です。

②老健、介護療養病床、介護医療院では原則薬剤費は算定不可

訪問系サービスや通所系サービスの利用者に薬剤を投与した場合の費用の取り扱いは、一般の

患者と同じですが、入所系サービスの利用者については、入所先によって取り扱いが異なります。具

体的には、介護老人福祉施設（特養）とグループホームの入所者の薬剤費は算定可能ですが、

介護老人保健施設（老健）、介護療養型医療施設（介護療養病床）、介護医療院では、

一部の薬剤を除き算定できないルールになっています。

③医療系サービスの費用は介護報酬が優先

医師や薬剤師等の医療従事者が提供する医療系サービスは、医療保険でも提供されており

、診療報酬と介護報酬の両方に報酬が設定されています。医療系サービスが提供された場合は、

原則として介護保険が優先されるルールになっているため、通常、医療機関等が利用者に医療系

サービスを提供した場合は、介護報酬から費用を算定します。
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