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令和元年度モデルの進め方（前回有識者会議での検討事項の確認）

• 令和元年度モデルのサービス実施にあたっては、以下のように段階的に進めることを想定。
• 現行制度内で実施できるものから着手し、実績を踏まえ特区提案等を検討する。
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＜第１段階＞

＜第２段階＞

現行制度内で実施できるものから着手

必要に応じて特区提案等

サービス提供を踏まえたニーズの把握、得られる効果把握等を実施



令和元年度モデルの公募・選定結果

• 令和元年度モデルの公募・選定結果は以下のとおり。
• 各提案事業者へのヒアリング等を踏まえた結果、提案された各サービスについて、現行制度内で実施できるものから着手することとしたい。
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＜提供サービス概要（想定案）＞

• デイサービスの機能（人的・物的資源）を活用し、利用者ニーズが
高く、利用者の自立支援・重度化防止につながる外出支援を行う。
事務局との協議を通じて実施可能な内容を明確にし、多様な外出
支援を実施する。

• デイサービスの場（事業所のスペース）を活用して、デイサービスでの
機能訓練等と合わせて、薬剤師による個別のお薬相談等のサービス
を保険外サービスとして提供する。個別相談にデイサービス職員が同
席するなどして、適正な服薬管理、事故防止等につなげるとともに、デ
イサービスでのケアに活用することも視野にサービスを構築する。

• IoT機器等を活用して、利用者の生活リズムを把握し、家族や関係
する多職種での情報共有を行い、適切な生活リズムの維持・回復支
援、適切なサポート体制の実現を図る。保険外サービスとして提供す
るものであるが、介護保険サービスにおける多職種連携等への活用が
可能となる情報の取得、運用を行う。

１.デイサービスの機能を活用
した外出支援

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)

＜選定結果＞

0件

1件（1グループ）

3件（2グループ）

＜公募テーマ＞

公募説明会 6月25日（火曜日） 参加16者
公募受付期間 7月12日（金曜日）～8月2日（金曜日）
応募件数 4件（3グループ） ※応募は全件グループでの提案
ヒアリング審査 8月21日（水曜日）から9月5日（木曜日）までの間に応募グループごとに2回実施



応募事業者・提案サービス概要

• 各公募テーマへの提案事業者（グループ）及び応募者から提案のあったサービス概要等は以下のとおり（各提案内容については後掲）。
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＜提案者の構成＞

【代表事業者・実施事業者】
介護事業者
【共同参加事業者】
調剤薬局運営事業者

【代表事業者・実施事業者】
介護事業者
【共同参加事業者】
ICTベンダー

【代表事業者・実施事業者】
介護事業者
【共同参加事業者】
ICTベンダー

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

＜応募者から提案のあったサービス概要＞

薬剤師、管理栄養士等が通所介護事業所を訪問し、
①お薬相談、②薬の受け渡し、③血流測定・健康相
談、④栄養相談・栄養指導のサービスを提供する。

居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置、生活
リズムのモニタリング・見守り等を実施し、生活リズムを整
える支援を行う。
ケアマネジャーによるモニタリングの強化により、予兆の検
知、早期対応、プランの見直し等に活用する。

通所介護利用者宅にICT機器を設置、生活リズムの
モニタリング・見守り等を実施する。集積するデータを活
用し、生活リズムを整える助言等の実施、個人の状態に
応じた機能訓練の提供等を行う。サービス提供時間外
の状況の確認、住環境のセンシング等によるデイサービス
来所時の対応力の向上等も見込む。

＜公募テーマ＞

※代表事業者・・・事務局との連絡窓口、とりまとめを実施する事業者（実施事業者との兼務可）
実施事業者・・・サービス提供に際して対象となる利用者と契約関係を有する介護事業者
共同参加事業者・・・代表事業者、実施事業者以外にモデル事業に参加する連携事業者

2-1

3-1

3-2

【代表事業者】
インフラ事業者
【実施事業者】
介護事業者（2者）
【共同参加事業者】
ICTベンダー等

居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置して生
活状況の可視化を行い、家族向けのレポートを提供す
るとともに、生活リズムの維持・回復に資するサービスを
提供する。
集積するデータを活用したケアプランの見直し、多職種
への情報共有によるケアの質向上も見込む。

3-3

＜参照頁＞

4～7

8～10

11～13

14～16



応募者からの提案内容
2-1. ①サービス概要、提供時間、料金、想定利用者像
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サービス概要

提携薬局の薬剤師や管理栄養士が週1回（土曜日の14：00～15：00）デイサービスを訪問し対面サービスを提供
以下のサービスから現行制度で実施可能なものから着手
【薬関連】
①薬剤師によるお薬講座・お薬相談（多剤服用による健康被害や副作用防止、健康チェック、医師、関係機関への連絡等）
服薬等に関する講座や相談を実施。対面での相談のほか、デイ非利用日の本人及びご家族からの電話での問い合わせ・相
談にも対応。

②デイサービスでの薬の受け渡し
あらかじめ処方箋を提携薬局に届けた（ＦＡＸ、電子メール含む）利用者に対し、デイサービスの利用時に薬の受け渡し
（服薬指導を含む）を行う。

【健康・栄養相談関連】
③血流測定観察器などを利用した健康相談
血流の状態について説明・助言を実施。希望があれば薬局で取り扱っているＯＴＣ薬品、健康補助食品などの販売も行う。

④管理栄養士による栄養相談・栄養指導
栄養面の相談対応、指導を実施。希望があれば健康補助食品の提案、販売も行う。

サービス
提供時間

①薬剤師によるお薬講座・お薬相談 ： 毎週土曜日 14：00～15：00 ※電話対応は別途設定
②デイサービスでの薬の受け渡し ： デイサービス利用の際の希望日
③血流測定観察器などを利用した健康相談： 毎週土曜日 14：00～15：00
④管理栄養士による栄養相談・栄養指導 ： 毎週土曜日 14：00～15：00

料金
①薬剤師によるお薬講座・お薬相談 ： 基本相談料 500円/回
②デイサービスでの薬の受け渡し ： お届け料 500円/回
③血流測定観察器などを利用した健康相談： 測定・相談料 500円/回
④管理栄養士による栄養相談・栄養指導 ： 相談・指導料 500円/回

想定利用者像
①薬剤師によるお薬講座・お薬相談 ： 自身の服薬に関心や課題のある方
②デイサービスでの薬の受け渡し ： 薬局への訪問・待ち時間に負担を感じている方
③血流測定観察器などを利用した健康相談： 自身の健康管理・健康増進に関心のある方（比較的軽度者を想定）
④管理栄養士による栄養相談・栄養指導 ： 自身の栄養状態に不安がある方、健康維持に関心のある方（軽度者を想定）



実施スキーム

①お薬相談
自宅等

通所介護事業所

応募者からの提案内容
2-1. ②実施スキーム
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薬剤師が訪問
（週1回）

利用者 薬剤師

電話による問合せ
（随時）利用者・家族

服薬に係る
相談対応

実施スキーム

②薬の受け渡し

通所介護事業所

薬剤師が訪問
（希望曜日）

利用者 薬剤師

薬の手交・
服薬指導

処方箋

処方箋は事前に提出
（FAX、メール等含め）



実施スキーム

③血流測定・健康
相談

通所介護事業所

応募者からの提案内容
2-1. ②実施スキーム

6

薬剤師が訪問
（週1回）

利用者 薬剤師

血流測定・
結果提示

実施スキーム

④栄養相談・栄養
指導

通所介護事業所

管理栄養士が訪問
（週1回）

利用者 栄養士

OTC・健康食品
の提案、販売

他の薬局との情報連携も検討

栄養相談・
指導の実施

健康食品等
の提案、販売

他の薬局との情報連携も検討

情報は薬局内で薬剤師にも共有



応募者からの提案内容
2-1. ③想定効果、実施上の課題・対応方策、次年度以降の展開可能性
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想定効果

【利用者・家族】
お薬関連の悩みの解消（多剤服用等の課題解消など）
薬の受け取り負担の解消（移動負担、待ち時間等の負担解消、介助を受けている場合の時間短縮等）
健康・栄養への関心向上
【デイサービス事業者】
薬の専門家の介入による安心感の向上
薬関連の相談対応にかかる時間の削減（介護職の利用者に対するケアへのさらなる注力）
保険外サービス収入の確保
【調剤薬局】
薬のお届けをまとめて行うことによる効率化
生活に近い場での利用者情報を用いたより適切な服薬指導等の実施
他の薬局との連携促進

実施上の課題・
対応方策

 ①お薬相談は、患者の服用する医薬品を調剤する薬局（患者利用薬局）に所属する薬剤師が行う場合、交付した薬剤に
係るフォローアップ（保険内）の一環となり、保険外サービスとしての対価を得ることができない。

 ②薬の受け渡し時の「服薬指導」はデイサービスの場では実施できない
 ①～④のサービスはいずれも保険外サービスを提供するものであるため、デイサービス実施時間帯の合間に提供する場合には、
当該保険外サービス提供時間帯についてはデイサービスの算定時間から除外する必要がある（デイサービスの減収とならないよ
うな配慮が必要）。

→関係省庁への確認・協議を行い、実施可能なサービスを整理した上でモデル事業として実施する。
モデル事業での実施を通じて利用者や関係者の意見を収集・蓄積し、一定のニーズや効果等が見込める場合には特区提案等
につなげる。
 ③血流測定・健康相談、④栄養相談・栄養指導については、物販も想定した内容であるため、不要なものの販売等につながら
ないよう利用者保護の観点での仕組みなども考慮する必要がある

→認知機能が低下している利用者への販売や、必要以上の種類・量の販売については一定のルールを設けるなどして、利用者保
護に配慮した仕組みを構築する。

次年度以降の
展開可能性

• 利用者情報を活用した薬局間の連携強化、医療機関との連携強化への展開が想定される
• デイサービスという場のさらなる活用の観点から、薬に係る相談内容等をケアマネジャー等にも共有、多職種連携の促進につなげ
ることが想定される



応募者からの提案内容
3-1. ①サービス概要、提供時間、料金、想定利用者像
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サービス概要

居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置して生活リズム等のモニタリングを実施し、生活の様子を把握するとともに、機器によ
るメッセージ配信等を行って利用者の生活リズムの維持・回復を支援する。あわせて、ケアマネジャーによる特定の保険外サービスの
提供を行う。
主な提供価値としては以下を想定。

• メッセージ配信等による服薬等の生活習慣づけ、生活リズム構築サポート
• 呼び出し機能を利用しての緊急時対応
• ICT機器による見守り
• （介護保険外の）院内介助・美容院への同行・突発的な緊急時の訪問対応
• （希望・必要に応じて）モニタリングによる服薬効果の確認等を踏まえた医療機関、薬局への情報提供
• （希望・必要に応じて）多職種への生活状況・体調等の情報共有
• 生活リズム等の客観的データを踏まえたケアプランの見直し、適切な保険外サービス等の活用促進

設置する機器の構成は以下のとおり。
本体機器（メッセージ配信機能等を含む）/玄関ドア開閉センサー/起床センサー/トイレ人感センサー

機器の設置により以下の内容が確認可能。
リビングの温湿度、照度、活動量/起床時間帯/玄関ドアの開閉回数・時間帯/トイレの利用回数・時間帯、利用時間/
睡眠時間、夜間の離床頻度

サービス
提供時間

ICT機器によるモニタリング・データ収集、アラート通知・メッセージ配信は24時間
電話等での個別対応は事業所の就業時間（9：00～18：00）
家族、事業所職員によるデータ閲覧は随時可能

料金 月額利用料4,000円/月（別途レンタル料、通信料金として10,000円/月）
※提供初期段階ではキャンペーン料金の適用も検討

想定利用者像
独居、日中独居等で密な生活状況の把握が重要と考えられる方
認知機能の低下、生活リズムの変化のリスクがある方
退院直後など、特に生活リズムの把握、回復のための支援が必要な方



実施スキーム

応募者からの提案内容
3-1. ②実施スキーム
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居宅介護支援事業所

利用者宅

データ

利用者宅にICT機器を設置

モニタリング情報を
踏まえ生活リズムを整える

助言・支援を実施

共有された情報を
サービス提供に活用

ICTベンダー
モニタリング情報は
クラウドに集積

利用者情報には
適宜アクセス可能 利用者へのメッセージ配信

（服薬時間等）

利用者、家族の同意の下、
介護サービス事業者、

医療機関等への情報共有実施

ICT機器による見守り

緊急時等の呼び出しが可能



応募者からの提案内容
3-1. ③想定効果、実施上の課題・対応方策、次年度以降の展開可能性
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想定効果

【利用者・家族】
家族・ケアマネジャーの適切なサポートによる生活リズムの安定
ケアマネジャーと必要な時に連絡が取れることによる不安の解消、安心感の向上
メッセージ配信による生活リズムの安定
生活環境の改善による生活の質の確保
見守り機能による安心感醸成

【居宅介護支援事業所】
ケアプランの見直し等へのデータの活用
多職種連携のためのデータ活用
保険外サービス収入の確保

実施上の課題・
対応方策

 モニタリングについてはケアマネジャーの業務の範囲であるため、モニタリングについて対価を得ることは困難
→モニタリングではなく通常業務範囲外である見守りサービス、生活リズムを安定化するためのサービスとして提供する。適宜、必要
となるサポートを合わせて提供する。

次年度以降の
展開可能性 • 利用者情報を活用した多職種連携強化、特に医療職と介護職との連携の促進への活用が期待される



応募者からの提案内容
3-2. ①サービス概要、提供時間、料金、想定利用者像
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サービス概要

通所介護利用者の利用者宅にICT機器を設置して生活リズム等のモニタリングを実施し、生活の様子を把握するとともに、デイ
サービス利用時に把握した健康チェック情報も活用し、個人の状態に適した機能訓練等を提供する。
デイサービスの提供時間外の見守り機能、機能訓練の効果把握等にも活用する。
主な提供価値としては以下を想定。

• 利用者の体調、生活状況に応じた個別的な機能訓練の提供
• 通所介護利用時の健康チェック、健康相談の実施
• 機能訓練等の効果の客観的な確認
• サービス提供時間外のICT機器による見守り
• デイサービス利用の際のメッセージ配信による利用忘れの防止
• 呼び出し機能を利用しての緊急時対応
• （希望・必要に応じて）多職種への生活状況・体調等の情報共有

設置する機器の構成は以下のとおり。
本体機器（メッセージ配信機能等を含む）/玄関ドア開閉センサー/起床センサー/トイレ人感センサー

機器の設置により以下の内容が確認可能。
リビングの温湿度、照度、活動量/起床時間帯/玄関ドアの開閉回数・時間帯/トイレの利用回数・時間帯、利用時間/
睡眠時間、夜間の離床頻度

サービス
提供時間

ICT機器によるモニタリング・データ収集、アラート通知・メッセージ配信は24時間
収集したデータを活用したサポートはデイサービスの提供時間（9：00～18：00が原則）
家族、ケアマネジャーによるデータ閲覧は随時可能

料金 モデル事業としての実施期間は6,000円/月（料金には機器利用費・通信費を含む）
※提供初期段階ではキャンペーン料金の適用も検討

想定利用者像
独居、日中独居等で密な生活状況の把握が重要と考えられる方
生活リズムの変化のリスクがある方
健康の増進に関心がある方、ADL等の向上が期待される方



実施スキーム

応募者からの提案内容 3-2. ②実施スキーム
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通所介護事業所

利用者宅

データ

利用者宅にICT機器を設置

共有された情報を
サービス提供に活用

ICTベンダー モニタリング情報は
クラウドに集積

利用者情報には
適宜アクセス可能

データを活用し状態に応じた
機能訓練実施

サービス提供時間外の見守り

健康情報を踏まえた
アドバイス

利用者、家族の同意の下、
関係事業所に情報共有

緊急時等の呼び出しが可能

利用者へのメッセージ配信
（デイサービス利用時間の事前通知）



応募者からの提案内容
3-2. ③想定効果、実施上の課題・対応方策、次年度以降の展開可能性
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想定効果

【利用者・家族】
個人に応じた機能訓練の実施による効果の向上
メッセージ配信によるデイサービスの利用忘れ防止
生活環境の改善による生活の質の確保
見守り機能による安心感醸成

【通所介護事業所】
データ活用による適切な機能訓練の提供
多職種連携のためのデータ活用
保険外サービス収入の確保

実施上の課題・
対応方策 （特になし）

次年度以降の
展開可能性

• 利用者情報を活用した多職種連携強化が期待される
• より個別化された機能訓練の提供につながる可能性がある



応募者からの提案内容
3-3. ①サービス概要、提供時間、料金、想定利用者像
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サービス概要

居宅介護支援の利用者宅にICT機器（電力センサー、環境センサー、ドアセンサー等）を設置、利用者の生活に係る情報を可
視化、アドバイス情報を家族等に提供することで生活リズムの安定・回復を支援する。
電力の利用状況、ドアの開閉状況、居室等の温湿度等をデータとして整備、日々の生活情報としてグラフ化するとともに、専門家
（ケアマネジャーを想定）によるアドバイスコメント・レポートサービスを提供する。

• 月次単位で日中の生活状況、睡眠状況、トイレや入浴に係る時間・頻度を出力、日々の変化を踏まえたコメントを家
族等に提供する

• 利用者への介入は家族等によるものを中心とするが、必要に応じてケアマネジャーによる支援も実施する

利用者・家族の許諾を得る前提で、得られる情報は介護サービス事業所等にも共有し、各事業所でのサービス提供等に活用いた
だくことも想定。
収集するデータは利用者のモニタリング、ケアプランの見直し、ケアプランに位置付けたサービスの効果の把握等にも活用し、ケアマネ
ジメントの質的な向上も図る。

サービス
提供時間

ICT機器によるモニタリング・データ収集、家族向けアラート通知は24時間
家族、ケアマネジャーによる利用者の生活情報に係るレポート（センシングしたデータのグラフ等（前月分））の閲覧は随時可能
ケアマネジャーによる分析を踏まえた家族向けのレポート提供（家族向けのアドバイス等）は月1回

料金
3,000円～5,000円/月（通信費は家庭のインターネット回線を利用又は別途。初期費用は別途）
※設置する機器の個数、提供サービス内容により価格差がある
※提供初期段階では通信費・初期費用も含めて無償での提供を検討

想定利用者像
サービス提供対象は居宅介護支援利用者の家族を想定
 退院直後の方など、生活リズムの早期安定が必要な利用者の家族
 独居、日中独居等、生活環境の把握の必要性が高い利用者の家族
 認知機能低下が疑われる利用者の家族



実施スキーム

応募者からの提案内容
3-3. ②実施スキーム
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利用者宅

データ

インフラ事業者・
ICTベンダー

センシングデータは
専門事業者が集積・管理

レポート情報（前月分）には
適宜アクセス

居宅介護支援事業所

利用者家族

生活リズムを整える支援

要介護者のサポートに
係る相談

利用者、家族の同意の下、
介護サービス事業者、

医療機関等への情報共有実施

プランの見直し等も検討

利用者宅にICT機器
を設置

アラート情報発出（適宜）

可視化レポート提供
（月次））



応募者からの提案内容
3-3. ③想定効果、実施上の課題・対応方策、次年度以降の展開可能性
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想定効果

【利用者・家族】
利用者の生活情報を確認することによる家族としての安心感
専門家からのコメントを踏まえた家族の支援による生活リズムの安定
実際の生活状況、課題把握を踏まえたケアマネジャー等への相談ができること、ケアプラン見直しにより利用者の状態にあったサー
ビスを受けられること

【居宅介護支援事業所】
より生活状況に応じたケアプランの作成・見直しの実現
生活情報に係るデータを活用したモニタリング訪問の実施、それによるモニタリング訪問の効果向上
多職種連携におけるコミュニケーションツールとしての活用

実施上の課題・
対応方策

 モニタリングについてはケアマネジャーの業務の範囲であるため、モニタリングについて対価を得ることは困難
→モニタリングではなく、家族向けのサービスとして提供する。家族が利用者本人の生活リズムを整える支援ができるようなレポーティ
ングを実施し、それに対する対価としてのサービスとする。

 ケアマネジャーの業務負担が増える可能性がある
→通常業務の範囲を超えた業務が生じることが見込まれるが、レポーティングにおける助言に加えて、個別対応に要した業務に対
する評価を行う必要がある。

次年度以降の
展開可能性

• 利用者情報を活用した多職種連携強化が期待される
• 居宅介護支援事業所以外の介護サービス事業所でも活用することで、当該介護サービス事業者が提供したサービスの効果把
握及び生活状況を踏まえたサービス提供等の実施が期待される

• 見守り、駆け付けサービス等への拡大の可能性がある



令和元年度モデル実施内容・進め方（案）

• 令和元年度モデルについては、応募者からの提案内容に係る実施上の課題等を踏まえ、以下のような進め方としたい。

17

＜第１段階＞
現行制度内で
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
（現状想定される
特区提案等の例）

・①お薬相談では、混合診療や一部負担金の重複受領
に該当しないよう留意しつつ、まずは、患者の服用する
医薬品を調剤する薬局（患者利用薬局）に所属しな
い他の薬剤師によるお薬相談及びお薬講座等から提供
開始（患者利用薬局によるお薬相談を無償で実施す
ることも検討（その場合、モデル事業実施事業者には
区からの補助等を検討））
・②薬の受け渡しでは、患者利用薬局があらかじめ服薬
指導を行った医薬品について後日デイサービスに届ける
サービス等から提供開始
・③血流測定・健康相談、④栄養相談・栄養指導は関
係法令に抵触しないか確認の上、提案内容をベースに
提供開始
（上記①～④のサービスを提供する時間は通所介護算
定時間から除外）

2-1.薬剤師や管理栄養士が
通所介護事業所を訪問してのサービス提供

・①について、薬剤を交付・服薬指導した薬局と同じ薬局
がフォローアップの服薬指導を行う方策の検討
・②について、薬剤交付時の服薬指導をデイサービスでも
実施可能とする方策の検討
・①～④について、通所介護の算定時間からの除外を必
要としない方策の検討

・居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置して利用
者の生活リズム等のモニタリングを実施し、生活リズムを
整えるための支援サービスと居宅介護支援事業所によ
る見守りサービスとして提供開始
・多職種への情報共有については利用者あるいは家族の
同意がある場合のみ実施

3-1.居宅介護支援事業所による見守り、生活リズム回
復を支援するサービス提供

・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



・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

令和元年度モデル実施内容・進め方（案）
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・通所介護の利用者宅にICT機器を設置して利用者の
生活リズム等のモニタリングを実施し、生活状況に応じた
個別的な機能訓練の提供と通所介護事業所による見
守りサービスとして提供開始。
・多職種への情報共有については利用者あるいは家族の
同意がある場合のみ実施。

3-2.通所介護事業所による健康状況等を踏まえた機
能訓練、見守りサービス提供

・居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置して生活
状況を可視化し、家族向けのレポートサービスとして提
供開始。（レポート内容はケアマネジャー等の専門家か
らの具体的なアドバイスとし、家族による生活リズム回復
等の支援に利用できるものとする）
・多職種への情報共有については利用者あるいは家族の
同意がある場合のみ実施。

3-3.居宅介護支援の利用者家族に対するレポート・助
言サービスの提供

・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

＜第１段階＞
現行制度内で
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
（現状想定される
特区提案等の例）


