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○ 新サービスに係る検討経過及び今後の方向性（案）
1-1. 新サービス有望テーマ案（平成30年12月26日第7回有識者会議）
1-2. 関係省庁との協議結果及び事業者への調査結果
1-3. 新サービスの実施概要（案）
1-4. 新サービスの進め方（案）

○ 参考資料
1. デイサービスの車両を活用した在宅生活支援（実施イメージ）
2. デイサービスの場を活用した健康・療養支援（実施イメージ）
3. IoT等を活用した在宅高齢者の支援（実施イメージ）
4. 新サービスに係る通所介護事業所アンケート結果概要
4-1. 外出支援について
4-2. 服薬支援について



• デイサービス等の機能及び「場」を有効に活用し、要介護高齢者の「生活」「フィジカル」「メンタル」についてトータルにサポートする
ことで、自立支援・重度化防止等を推進。そのために多様なサービス提供を実現する。

• デイサービスを中核（拠点）として要介護高齢者をトータルにサポートできるサービスを提供することで、訪問介護等の給付適
正化やヘルパー不足にも対応することを目指す。

• 活用できる部分には先端の技術（AIやIoT等）も活用することで効率性と効果の向上を図る。

1-1. 新サービス有望テーマ案（12/26有識者会議提示）

• 以下のとおり、コンセプト及び有望テーマ案を提示した。

1.デイサービスの機能を活用し
た高齢者の在宅生活支援

2.デイサービスの場を活用した
高齢者の健康・療養支援

3.AI等を活用した生活リズム
の維持・回復支援と
お手軽リハ提供

① デイサービスの外出支援と組み合わせて日常で必要
な用事への対応支援を提供するサービス（サービス提
供時間内の必要な支援として提供）
② デイサービス利用者のデイサービスを利用しない日の
外出（用事）を支援するサービス（デイサービスの車
両、運転手等の空き時間等を利用）

 デイサービスの場でのお薬相談等を実施するサービ
ス（デイサービスのプログラムの一環として実施し、
利用者の相談をデイサービス職員も同席して実施
し、以降のデイサービスでの対応にも役立てる）

① AI等機器を駆使し、最適な生活リズムの回復を多
職種のチームで支援するサービス
② AI等機器を駆使し、最適なリハメニューをより身近
な場所で提供するサービス

① サービス提供時間から除外しない（現状と比べてデイ
の報酬が減らない）よう配慮することが必要
① 保険外サービスとして提供する場合、保険部分と保
険外サービスの費用を明確に区分することが必要
①②道路運送法の規制緩和が必要と考えられる
② 空き時間の資源（車両、運転手）を活用することで
デイサービス本体に影響が出ないことの担保

 実施内容によっては、薬局、居宅以外での薬剤師業
務の実施（現在は薬剤師法等により不可）を可能
とすることが必要

 デイサービスにおける機能向上のための訓練・プログラ
ムの一環という位置付けを前提に検討することが必要

① 密なモニタリング等を行うことに対する関連事業者等の
インセンテイブ確保が必要となる
② デイサービスで個人向けに作成するプログラムを保険
外サービスとして提供することが可能かの確認が必要
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＜想定サービス＞ ＜留意点＞

Ｈ31モデルのコンセプト（案）

(関連法規：道路運送法)

(関連法規：薬剤師法等)

(関連法規：特になし)



1-2. 関係省庁との協議結果及び事業者への調査結果

• １～３の各テーマについて、関係省庁との協議及び事業者への調査等を実施した。
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1.デイサービスの機能を活用し
た高齢者の在宅生活支援

2.デイサービスの場を活用した
高齢者の健康・療養支援

3.AI等を活用した生活リズム
の維持・回復支援と
お手軽リハ提供

• 病院や薬局等への外出支援について、機能訓練に資す
るものとしてあらかじめ通所介護計画に位置付けていれ
ば、保険内でも実施できる可能性あり。

• 道路運送法上の許可等を不要とすることや要件緩和
(営利法人の福祉有償運送実施) を行うことは安全管
理の観点から困難

• 薬局や居宅等で服薬指導を行った薬剤についてデイサー
ビスの場で薬剤師が相談・助言（保険外サービス）等
を行うことは、薬剤師が調剤や服薬指導を行う場所等を
規定している薬剤師法及び医薬品医療機器等法に抵
触するものではない（ただし、当該時間帯は、デイの
サービス提供時間から除外が必要）。

• 現行制度の範囲内でサービス提供可能。
• 将来的に規制緩和の提案を視野に入れているのであれ
ば、モデル事業の実施によりエビデンス（成功事例）を
蓄積し、効果を立証されたい。

＜関係省庁からの意見＞
• 4割の事業所が保険内で外出支援を実施している。
• 半数近くの事業所が、利用者から病院・薬局等への外出
支援の要望があるが、対応できていない。

• 複数の事業所から、外出支援のルールを明確化して欲し
いという意見あり

• 2割の事業所が、新サービス（病院・薬局等への外出）へ
の参加意向あり

• 営利法人による福祉有償運送については、金額面や人員
面から参加事業者を得ることが困難な状況

• 半数以上の事業所が利用者から薬を預かっている。
• 一定数の事業所が利用者から服薬に関する相談を受
けている。

• 一定数の事業所が、事業所として薬剤師に相談したい
ことがあると回答。

• 一定数の事業所が、新サービス（お薬相談等）に関し
て利用者が想定できると回答。

• 豊島区において、ICTベンダーと豊島区内介護事業者と
のマッチング会を実施。

• 「生活リズムの維持・回復支援」について複数の事業者
から参画意向の意思表示あり（デイのプログラムを居宅
等で利用（遠隔参加）するサービスについては、参画見
込事業者なし）。

＜事業者への調査結果等＞

(関連法規：道路運送法)

(関連法規：薬剤師法等)

(関連法規：特になし)



1-3. 新サービスの実施概要（案）

• 関係省庁との協議及び事業者への調査結果（前ページ）を踏まえ、以下の内容で実施してはどうか。
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＜サービス概要＞

• デイサービスにおける車両等を活用した外出支援(保険内)として実施可能な内容の明確化（想定事
例のリスト化）、それに伴う外出支援の多様化の推進。

• 上記実施により、規制緩和が必要となる新たなニーズが出てきた場合に特区提案を検討。
※営利法人による福祉有償運送の実施については、関係省庁との協議及び豊島区内通所介護事業
所への調査の結果、実施が困難なため、見送りとしてはどうか。

• デイサービスの場で、薬剤師による利用者へのお薬相談等を保険外サービスとして実施(デイサービス職
員が同席し、服薬の適正化につなげることも想定)
※上記サービスの実施と並行し、デイサービスの算定時間から除外を不要とする可能性や、診療報酬・
介護報酬の対象とする可能性を検討。

• 最適な生活リズムの把握、家族や関係する多職種のチームで支援するサービスを実施。
• 効果検証の結果、十分な成果（エビデンスの蓄積）が得られた場合は、必要な規制緩和の可能性を
検討。
※デイサービスのプログラムを居宅等で利用（遠隔参加）するサービスについては、参画見込事業者が
見込めないことから見送りとしてはどうか。

１.デイサービスの車両を活用
した在宅生活支援

２.デイサービスの場を活用した
健康・療養支援

３.IoT等を活用した
在宅高齢者の支援

(関連法規：道路運送法)

(関連法規：薬剤師法等)

(関連法規：特になし)

＊上記３.については、サービス内容に沿った名称に変更
（「AI等を活用した生活リズムの維持・回復支援とお手軽リハ提供」⇒「IoT等を活用した在宅高齢者の支援」）

(＊)



1-4. 新サービスの進め方（案）

• 新サービス（前ページ）の実施にあたっては、以下の要領で進めてはどうか。
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＜第１段階＞
現行制度で
実施できるもの
から着手

＜第２段階＞
必要に応じて
特区提案等

【１.デイサービスの車両を活用した在宅生活支援】
○ 保険内の外出支援として実施可能なサービスを明確化(高齢者の多様なニーズに対応する外出支援の推進)

【２.デイサービスの場を活用した健康・療養支援】
○ 実施スキームについて介護事業者や区薬剤師会等と調整の上、デイサービスの場でのお薬相談等を実施

【３.IoT等を活用した在宅高齢者の支援】
○ 最適な生活リズムの把握及び回復を多職種のチームで支援

【１.デイサービスの車両を活用した在宅生活支援】
○ 上記実施により、規制緩和が必要となる新たなニーズが出てきた場合に特区提案を検討

【２.デイサービスの場を活用した健康・療養支援】
○ 上記実施を踏まえ、保険外サービス実施時間帯について、デイサービスの算定時間からの除外を不要とする
特区提案や、診療報酬・介護報酬の対象とする可能性を検討

【３.IoT等を活用した在宅高齢者の支援】
○ 効果検証の結果、十分な成果(エビデンスの蓄積)が得られた場合は、必要な規制緩和の可能性を検討



＜参考＞1.デイサービスの車両を活用した在宅生活支援（実施イメージ）

• 新サービス案である、1.デイサービスの車両を活用した在宅生活支援の推進イメージ、検討・検証のポイントは以下を想定。
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デイサービス
事業者

デイサービス
事業者

デイサービス
事業者

デイサービス
事業者

利用者

• 外出支援の拡大による、利用者のQOL、機能訓練の効果向上への好影響。
• デイサービスのオペレーションに大きな影響がないことの確認。

検討・検証する事項

ケア
マネジャー

ケア
マネジャー

ケア
マネジャー

ケア
マネジャー

機能訓練の観点、利用者のQOL向上の観点等から
望ましい外出支援について把握、整理

関係省庁
（厚労省）

東京都
豊島区

区内での意向確認等を踏まえて、実施可能な
内容の確認、整理

買い物、役所等病院・薬局等

お墓参り、
日帰りツアー等

デイサービス 外出支援先を多様化、
効果を検証



＜参考＞2.デイサービスの機能を活用した健康・療養支援（実施イメージ）

• 新サービス案である、2.デイサービスの機能を活用した健康・療養支援の推進イメージ、検討・検証のポイントは以下を想定。
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• 薬局として必要な人的リソース、費用。
• 利用者のQOL等の向上への影響。介護職へ情報共有することの効果。
• 機能訓練に資するものであり、デイサービスの算定時間に含めることができる可能性の検討。

検討・検証する事項

デイサービス 介護職

利用者 薬剤師

保険外サービスとして
お薬相談等を提供

薬剤師派遣

複数の協力薬局を確保



＜参考＞3.IoT等を活用した在宅高齢者の支援（実施イメージ）

• 新サービス案である、3.IoT等を活用した在宅生活の支援の推進イメージ、検討・検証のポイントは以下を想定。
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• 在宅での生活リズム等を把握することによる効果、ケアの内容等の変化。
• 結果としての利用者のQOLや機能面の向上への影響。
• 多職種連携の一層の促進の効果。
• 情報連携を進めることによる事業者の生産性の向上。

検討・検証する事項

自宅

介護事業所 介護事業所ケアマネジャー

医療機関/薬局

データ

利用者の在宅生活のリズム等を
含めてモニタリングを実施
（保険外サービスとして）

多職種で情報共有、ケアの推進等に活用
ICTベンダーの既存のデバイス、システム

を利用

デバイス・ICT
ベンダー

必要な機器、仕組み提供



＜参考＞4. 新サービスに係る通所介護事業所アンケート結果概要

• 新サービスの実施に向けた検討の一環として豊島区内の通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所に対してアンケート調査を
実施した。
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【１．調査対象】
豊島区内の通所介護事業所/地域密着型通所介護事業所

【２．回答数】
４５件

【３．実施方法】
アンケート郵送調査

【４．実施期間】
平成31年4月

【５．調査項目】
外出支援、服薬支援に係る実態及び意向等



＜参考＞4-1. 外出支援について①

• 通所介護事業所向けアンケートにおける外出支援に係る主な調査結果は以下のとおり。

10

• 機能訓練の一環として通所介護計画に位置付け、通所介護提供中に介護保険サービスとして利用者の外出支援を実施していると
回答した事業所は40%。

• 具体的な外出支援先としては「近隣店舗への買い物」が多い。一方で「病院・薬局」や「金融機関や役所等の手続き」、「お墓参り」はほ
ぼ対応されていない。

• 利用者からの外出に係る要望は44％の事業所があると回答している。要望が多い行き先としては「病院・薬局」が最も多い。

40%

60%

Q15 機能訓練の一環として通所介護計画に

位置付け、 通所介護提供中に介護保険サービ

スと して利用者の外出支援を実施しているか

（ N=45）

実施している

実施していない

0%

44%

6%

33%

33%

0%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院・ 薬局

近隣店舗への買い物

金融機関や役所等の手続き

地域行事

日帰り旅行（ 花見・ 温泉等）

お墓参り

その他

Q15-3 具体的な外出支援先（ N=18）

44%

56%

Q17 通所介護提供中または提供時間外

に、 利用者から通所介護計画に位置付けて

いない個別の外出についての要望があるか

（ N=45）

ある

ない

85%

80%

40%

5%

35%

5%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院・ 薬局

近隣店舗への買い物

金融機関や役所等の手続き

地域行事

日帰り旅行（ 花見・ 温泉等）

お墓参り

その他

Q17-2 要望の多い外出先（ N=20）



＜参考＞4-1. 外出支援について②
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• （１）デイサービスの外出支援に合わせた個別の外出支援の実施についての、参加意向については、22％が参加を希望している。
• （２）デイサービス非利用日の外出支援実施についての、参加意向については、22％が参加を希望している。

○デイサービスの車両を活用した外出支援サービス
・デイサービスの車両を活用し、デイサービスの利用者に対して以下のとおり外出支援サービスを提供する。
（１）デイサービスの外出支援が通所介護計画に位置付けられている利用者に対して、

当該外出支援に合わせて、利用者の希望に応じて個別の用事への移動および付添を行う。
（２）デイサービス利用者に対しデイサービスを利用しない日の外出支援を行う。

＜以下のように想定サービス内容について提示したうえでの設問＞

22%

76%

2%

Q18 デイサービスの外出支援に合わせた

個別の外出支援実施についての参加意向

（ N=45）
参加を希望する

参加を希望しない

未回答

22%

69%

9%

Q19 デイサービス非利用日の外出支援

実施についての参加意向（ N=45）

参加を希望する

参加を希望しない

未回答



27%

67%

7%

Q1 運営規程に服薬介助を提供サービスと

して位置付けているか（ N=45）

位置づけている

位置づけていない

未回答

＜参考＞4-2. 服薬支援について①

• 通所介護事業所向けアンケートにおける服薬支援に係る主な調査結果は以下のとおり。
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• 運営規程に服薬介助を提供サービスとして位置付けているのは27％と一定数存在。
• 半数以上の事業所では、通所介護計画に服薬介助を位置づけており、対象の利用者数が10名以上である事業所も少なくない。
• 利用者が服用する薬を事業所で預かっている割合は過半数となっている。
• 利用者から服薬の相談を受けることがある事業所は24％となっており、一定の相談があることがうかがえる。

45%

23%

18%

5%
5%

0% 2% 2%

Q4 通所介護計画に服薬介助を位置づけて

いる利用者数（ 延べ人数） （ N=44）

0
10未満
10以上20未満
20以上30未満
30以上40未満
40以上50未満
50以上100未満
100以上

62%

38%

Q6 利用者が服用する薬を事業所で

預かっているか（ N=45）

預かっている

預かっていない

24%

69%

Q8 利用者からの服薬に関する相談を

受けることがあるか（ N=45）

ある

ない



＜参考＞4-2. 服薬支援について②
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• 利用者の服薬に関して、事業所として薬剤師に相談したいことがある、と回答した事業所は18%存在。
• 事業所として相談できる薬局があるとした割合は16%に留まる。

18%

82%

Q9 利用者の服薬に関して、 事業所として

薬剤師に相談したいことはあるか（ N=45）

ある

ない

Q9 具体内容
服薬後の状態の連絡

急な案件、イレギュラー対応時

服薬管理ができていない認知症状が進行している利用者の服薬の調整と
管理。（主に独居の方）

ご利用者様から頂いた質問等はこまめに薬剤師に相談している。

デイサービスでは昼薬・軟膏・点眼等に対応するも、日頃服用していな
い薬や飲めなかった朝薬の服用について依頼があった時、昼薬と同時に
服用させるのか等。また臨時薬等の情報がない時等。

一包化、日付入等

16%

84%

Q10 事業所として相談できる薬局

（ N=45）

ある

ない



＜参考＞4-2. 服薬支援について③

14

• （１）服薬に関する講座に関して、想定できる利用者がいると回答した事業所は16%となった。
• （２）個別のお薬相談に関しては、想定できる利用者がいると回答した事業所は13％となった。

○デイサービスの場を活用した高齢者の健康・療養支援
・デイサービスの場で、薬剤師が利用者を対象に、お薬相談等を保険外サービスとして実施（利用者からは保険外サービス利用料を徴収）
・具体的な実施内容は以下を想定
（1）服薬に関する講座（30～60分程度、内容：薬の飲み合わせや多剤服用等について）
（2）個別のお薬相談（１人あたり15分程度、パーテーション等により、利用者のプライバシーに配慮しての実施を想定）

＜以下のように想定サービス内容について提示したうえでの設問＞

16%

40%

44%

Q12（ 1） 服薬に関する講座について、

想定できる利用者（ N=45）

いる

いない

どちらともいえない

13%

44%

42%

Q13（ 1） 個別のお薬相談について、

想定できる利用者（ N=45）

いる

いない

どちらともいえない


