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 長野県保険協会では５月中旬から６月上旬にかけて県下の特別養護老人ホーム(地

域密着型を含む)にアンケート調査を行い、入所者の状況、「特養の入所者を要介護

度3以上とした」介護保険法改正や９年ぶりのマイナス改定となった介護報酬の影響

などを聞いている。回収率41.3％(施設数81/191)を得た調査結果から、まず介護報酬

改定の影響部分の要点を紹介する。調査結果の全体は次号で紹介の予定。 

 「保険でより良い歯科医療を長野連

絡会」が５月に実施の「歯のなんでも

電話相談」の相談事例(全23件)の相談内

容と回答の要点紹介の最終回。 

 以下で、■番号で各相談内容の要点

括弧内は相談者の性別と年代。 

インプラントの関係 

■18…右上６番を抜歯した。インプラ

ントをした方が良いかどうか説明を受

けたが、最終的な判断をしなければな

らない。インプラントの費用は20～40万

と言われた。（男性/60歳代） 

■19…10年前インプラント勧められ植

立した。他の歯の治療は保険が効くの

か？（ＴＶでは保険が使えないと言っ

ていた）インプラントはしっかりと咬

めている。（女性/60歳代） 

■20…下顎に１本インプラント、他も

古い治療をやり直し140万円かかった。

２年後の定期健診で上顎小臼歯が割れ

ていて、抜歯が必要と説明を受けた。

エックス線で了解。抜歯後は、インプ

ラント又はブリッジになるが、ブリッ

ジも自費を勧められた。保険で出来る

がそれは勧められないという。費用を

かけたくないので相談した。（女性/70

歳代） 

18～20の回答 

 インプラント関係は３件あった。費

用を聞かれた部分ではインプラントの

一般的な費用を説明。インプラントの

リスク、インプラント以外の保険での

治療法(ブリッジ、義歯)などについて

も説明した。19では骨の量が十分か主

治医に確かめるよう、20では保険治療

を希望するなら主治医にそれを伝える

よう、夫々助言した。 

歯並びや歯の矯正の関係 

■21…(40代の娘さんの歯科矯正につい

て）犬歯が八重歯。子供の頃、４本抜

歯といわれ治療をやめた。最近、ラジ

オで身体の病気の治療をする際に、歯

並びが悪いとできないと言っていた

が、本当か。

（女性/70歳

代） 

■ 22…子ど

もの上前歯が

「出っ歯」に

なっている。

矯正が必要と言われているが、費用と

始める時期について、ブラケットが付

いているのが、わからないか心配。

（女性/40歳代） 

■23…５歳の子、乳歯列で反対咬合、

歯軋りが凄い。上の歯が磨り減ってき

ている。マウスピースなどを作って歯

を保護したほうがいいか？ アデノイ

ドが腫れて口呼吸になっているが、反

対咬合が原因と耳鼻科で言われた。口

呼吸が治れば、歯並びも治るのか？ 

矯正治療を治療を始めるのはいつ頃な

のか？（女性） 

21～23の回答 

 21 では、口腔内の細菌が影響を及ぼ

すことはあるが、歯並びが悪くて身体

の病気の治療ができないことは

ないと説明。口腔状態をよくし

ておくことが大切と伝えた。22 

は、歯科の矯正治療は自由診療

となるので医療機関により費用

が異なることを説明。治療は早

い内に始めた方が良いが歯の交

換時期の兼ね合いもあり、まずは診断

を受けるよう勧めた。ブラケットにつ

いては周囲に理解してもらいたいとし

た。23では、乳歯列で歯軋りはよくあ

るが、そのためにマウスピースを作る

ことはほとんどしないこと。口呼吸が

歯並びや噛み合わせに影響するのは本

当で、まず耳鼻科で治療をすること。

反対咬合の状態により治療が違ってく

ることを説明して、矯正治療の開始時

期も状態により異なるので矯正専門医

の診断を勧めた。 

 

 介護報酬改定の影響では、７割以上の施設で４月の介護報酬請求額が３月に比べ

て減少したと

回答。そのう

ち３割の施設

で、減少額が

百万円以上と

なった。３月と４月の収支でも65％の施

設が減少、そのうち５割近くが100万円以

上の減少と回答した。介護報酬改定に対

する意見では、このままでは経営が難し

いとする意見が多くあった。  

減少した 58 71.6%
増加した 3 3.7%
ほとんど変わらない 13 16.0%
未回答 7 8.6%
合計 81 100.0%

 

(１)３月と比べて４月の介護報酬の請求額はどうなりましたか 
 

①減少した額は？
10万円未満 1 1.7%
10万円以上50万円未満 14 24.1%
50万円以上100万円未満 17 29.3%
100万円以上300万円未満 14 24.1%
300万円以上 3 5.2%
未回答 9 15.5%
合計 58 100.0%

②増加した額は？
10万円未満 1 33.3%
10万円以上50万円未満 1 33.3%
50万円以上100万円未満 0 0.0%
100万円以上300万円未満 0 0.0%
300万円以上 1 33.3%
未回答 0 0.0%
合計 3 100.0%

(２) 施設全体の収入は３月と４月でどのくらい変化がありましたか 

※届出予定無しの理由： 

・小規模の施設の為、介護員を研修に  

 出していく事に難しさがある。 

・要件を満たすことが困難であるため 

・介護職員処遇改善加算Ⅱの対応 

・昨年まで(Ⅱ)で申請していたので今

年  

②施設全体の収支の増加額　
10万円以上50万円未満（回答１件）

届出した 63 77.8%
今後届出る見込み 2 2.5%
届出予定なし※ 11 13.6%
未回答 5 6.2%
合計 81 100.0%

(３) 新設された介護職員処遇改善加算（1）について 

減少した 53 65.4%
増加した 1 1.2%
変わらない、不明等※ 5 6.2%
未回答 22 27.2%
合計 81 100.0%
※回答欄が「減少した」「増加した」のみだっ
たが、欄外に「変わらない」、「まだ出ていな
い」等と記載のあったもの

①施設全体の収支の減少額は？
10万円未満 1 1.9%
10万円以上50万円未満 7 13.2%
50万円以上100万円未満 3 5.7%
100万円以上300万円未満 20 37.7%
300万円以上 5 9.4%
未回答 17 32.1%
合計 53 100.0%

(４) 今回の介護報酬改定についてのご意見  

  寄せられた意見は「減収、経営困難

になる等」14件、「介護従事者の負担

増、確保困難等」４件、「利用者への影

響」３件、「介護職員処遇改善加算等

の関係」７件。以下はその要点。 

 減収、経営困難の関係では、▽改定

は施設にとっては大変大きな減収にな

ります。今後の経営が心配。 ▽新設の

小規模特養に対してはとても厳しい改

定 ▽現場の現状を無視した机上理論に

よるソ連共産党以来のまれに見る社会

的政治的暴挙であり、愚行。 ▽今まで

一生懸命きりつめて実施してきたの

に、もう限界。 ▽高齢者が増えてくる

と政府も承知しているのに、それを支

える介護職員の現場に支払われる介護

報酬を下げるなんておかしい。 ▽減額

は大変厳しい。介護報酬の引き上げを

望む。▽収入減が多く今後の存続が出

来るかどうか不安。…などの意見。 

 介護従事者の負担増、確保困難等で

は、▽職員の確保が大きな課題。職員

が確保できなければ、職員の質、レベ

ルを上げることは出来ない。▽ 入居者

様の負担は少なくなったが、スタッフ

の負担は増大した。書類等が増

えた。▽いいケアをしようと努力すれ

ばするほど、収支がマイナスになってし

まう。▽職員が安定した生活を続けら

れなくては、利用者へ明るい健全なサー

ビスは提供できない。…などの意見。 

  利用者への影響では、▽部屋代、光

熱水量費の値上げにより、低所得者の

負担増が考えられる。サービスの質の確

保が困難になる。▽基本単価の大幅減

は利用者の生活に直結。 ▽室料負担を

上げたが、自己負担が増えることで利

用者やご家族からの不満の声も起こる

のではないか。…などの意見。 

 介護職員処遇改善加算の関係では、

▽介護報酬を引き下げた中での処遇改

善は意味が分からない。▽処遇改善加

算を上げても、介護収入がプラスにな

らないので経営的にとても大変との意

見があった。 

 加算ありきの改定では努力しても、

チームとして介護職員のみの処遇改善

は限界である。加算を算定できれば減

少が抑えられるが、加算の要件も厳し

いため、人件費との兼ね合いで検討が

必要。 

 

 

電話対応と相談事例まとめを交代で 


