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1. 平成30年度モデルの実施スケジュール（案）

• 平成30年度モデルに係る令和2年度の実施スケジュールは以下を予定している。
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令和2年 令和3年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

効果等検証

サービス提供の継続・
令和3年度以降の展開に係る検討

モデル事業の継続

令和3年度以降（モデル事業
終了後）の実施方針等の検
討・整理

H30年度モデル報告書の
作成・公表

報告書（中間のまとめ）作成

報告書（中間）確認、修正

報告書（中間）の公表・周知

報告書（最終）作成

▽有識者会議（6/10）



2-1. 平成30年度モデル利用者数の推移（2020年4月末まで）

• 平成30年度モデルにおいては11者の事業者が参加しており、そのうちサービスを提供している事業者は
8者である。

• 2018年8月のサービス提供開始以降、利用者数は少しずつではあるが増加しており、2020年4月末時点で
38件となっている。

• サービス区分ごとの内訳は、居宅内のサービス26件、居宅外のサービス9件、見守り等のサービス10件となって
いる。

○平成30年度モデル利用者数の推移（延べ契約件数）

○サービス区分ごとの利用者数の推移（延べ件数）

※同一の利用者が複数のサービス区分を利用しているケースがあるため、上表の契約件数とは一致しない。
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
居宅内のサービス 0 4 4 5 5 9 10 12 14 16 16 17 19 19 20 21 22 23 23 25 26
居宅外のサービス 0 0 1 2 2 2 2 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9
見守り等のサービス 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10
合計 1 6 8 11 11 16 18 22 25 27 28 29 32 32 36 38 39 40 40 43 45

2020年2018年 2019年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
平成30年度モデル利用者数 1 6 8 11 11 16 18 19 21 23 24 24 27 27 31 32 33 34 34 36 38

2020年2018年 2019年
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独居/同居別 (n=38)

独居 同居

26%

74%

性別 (n=38)

男性 女性

2-2. 平成30年度モデル利用者の状況（2020年4月末まで）

• 年代では、80～90代、性別では女性、独居／同居では独居世帯が7割強を占めている。
• 介護サービスの利用者負担割合においては、1割負担が7割強を占めている。
• 介護度においては要介護1の占める割合が4割弱と最も高く、次いで要介護5の占める割合が高い。
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2-3. 平成30年度モデル利用実績① 2020年4月末までの平成30年度モデルの契約実績は38件
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契約状況

1 新規加入

訪問介護
訪問看護
福祉用具貸与
居宅療養管理指導

60代 男性 独居 - 一般のマンション・
アパート 1割 要介護5 B1 自立 2018年8月 2019年5月 居宅内

見守り等
日用品以外の買物
おくすりプラン - - 利用者逝去により終了

2 新規加入

訪問介護
訪問リハビリ
福祉用具貸与
居宅療養管理指導

70代 女性 独居 - 一般のマンション・
アパート 1割 要介護5 C2 自立 2018年9月 居宅内 電子機器の操作確認 0 0

3 新規加入
訪問介護
訪問看護
通所介護

80代 男性 独居 - 一般のマンション・
アパート 2割 要介護2 A1 Ⅲb 2018年9月 2018年10月 居宅内 書類の確認・分別 - - ケアプラン見直しにより終了

4 新規加入 訪問介護 90代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護2 A1 Ⅲa 2018年9月 2020年1月 居宅内 ペットの世話 - - 入所により終了

5 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
通所リハビリ 80代 女性 独居 - 高齢者向け住宅 1割 要介護1 A2 Ⅰ 2018年9月 居宅内 保険外の掃除 2 5,500

6 新規加入

訪問介護
訪問看護
訪問入浴
福祉用具貸与
居宅療養管理指導

90代 男性 同居 息子
夫婦 戸建住宅 2割 要介護3 C1 Ⅲa 2018年9月 2018年10月 見守り等 みまもりナビ - - 訪問介護の利用終了

により終了

7 新規加入 訪問介護
通所介護 80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護1 J2 Ⅱｂ 2018年10月 居宅外 院内介助、趣味等への同行 0 0

8 新規加入
訪問介護
訪問入浴
福祉用具貸与

90代 男性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護4 C1 Ⅳ 2018年10月 2019年7月 見守り等 みまもりナビ - - 利用者逝去により終了

9 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
通所介護 80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護3 B2 Ⅳ 2018年11月 2019年5月 居宅内 保険外の掃除、

書類の確認・分別 - - 入所により終了

10 新規加入 訪問介護
訪問入浴 90代 男性 独居 - 一般のマンション・

アパート 2割 要介護5 B2 Ⅳ 2018年11月 2019年1月 見守り等 みまもりプラン - - 利用者逝去により終了

11 新規加入

訪問介護
訪問看護
通所介護
福祉用具貸与

80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護1 A1 Ⅲa 2018年11月 居宅外 散歩等 2.5 6,875

12 新規加入
訪問介護
訪問看護
福祉用具貸与

100代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護3 C1 自立 2019年1月 2019年10月 見守り等 みまもりナビ - - 入所により終了

13 新規加入 訪問介護
通所介護 80代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 1割 要介護1 J2 Ⅰ 2019年1月 居宅内 話し相手 1 3,200

選択的介護サービス

備考選択的介護の
契約経緯

（新規加入/切替）

利用している
介護保険サービス 年齢 性別 独居/

同居 利用開始月 利用終了月 区分 サービス内容
4月

利用時間
(時間/月)

4月
利用金額
(円/月額)

同居者 住居形態 負担
割合 要介護度

日常生活
自立度
（障害）

日常生活
自立度
（認知）

利用者№

基本属性 状態



2-3. 平成30年度モデル利用実績②
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契約状況

14 新規加入

訪問介護
訪問看護

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

80代 女性 独居 - 戸建住宅 3割 要介護4 B1 Ⅰ 2019年1月 居宅内 保険外の掃除、
書類の整理、話相手 0 0

15 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問看護

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

90代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護2 A2 Ⅰ 2019年1月 居宅内 保険外の掃除 1 2,860

16 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問入浴
訪問看護

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

90代 男性 同居 娘 戸建住宅 2割 要介護5 B2 Ⅱｂ 2019年1月 2019年2月 居宅内 保険外の掃除、見守り - - ケアプラン見直しにより終了

17 新規加入
訪問介護
通所介護

福祉用具貸与
60代 男性 独居 - 一般のマンション・

アパート 1割 要介護2 A1 Ⅰ 2019年2月 居宅内
居宅外

保険外の掃除、
郵便物の確認・分別
趣味等への同行

2.5
4.5

6,009
10,816

18 新規加入

訪問介護
訪問看護
通所介護

短期入所生活介護
居宅療養管理指導

80代 女性 同居 娘 一般のマンション・
アパート 1割 要介護5 C2 Ⅲa 2019年2月 2019年11月

居宅内
居宅外
見守り等

話し相手
院内介助
みまもりプラン

- - 入所により終了

19 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
通所介護

福祉用具貸与
80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護1 A2 Ⅱｂ 2019年3月 2019年10月 居宅内 保険外の掃除、話し相手 - - 要支援認定により終了

20 新規加入
訪問介護
通所介護

福祉用具貸与
80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護1 A2 Ⅱa 2019年4月 2019年6月 居宅内 保険外の掃除 - - 家族対応に変更により

終了

21 新規加入 訪問介護
居宅療養管理指導 90代 女性 同居 娘 一般のマンション・

アパート 1割 要介護5 C2 Ⅳ 2019年4月 見守り等 みまもりプラン - 4,980

22 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問入浴

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

70代 女性 同居 夫 一般のマンション・
アパート 1割 要介護5 C2 Ⅳ 2019年5月 居宅内 同居家族分の家事

日用品以外の買い物 8 25,740

23 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問入浴
訪問看護

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

80代 女性 同居 弟 戸建住宅 1割 要介護5 B2 自立 2019年5月 2020年3月 居宅内 日用品以外の買い物 - - 利用者逝去により終了

24 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
通所介護

福祉用具貸与
70代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 1割 要介護3 B1 Ⅰ 2019年6月 2019年9月 居宅内
居宅外

話し相手
趣味等への同行 - - 要支援認定により終了

25 新規加入 訪問介護
訪問看護 60代 男性 独居 - 一般のマンション・

アパート 3割 要介護1 自立 自立 2019年8月 2019年9月 居宅内 保険外の掃除 - - 訪問介護の利用終了
により終了

26 新規加入 訪問介護
通所介護 80代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 2割 要介護1 J2 Ⅰ 2019年8月 居宅内 ペットの世話 2 7,000

4月
利用金額
(円/月額)

利用開始月 利用終了月 区分 サービス内容
4月

利用時間
(時間/月)

利用者№

基本属性 状態 選択的介護サービス

備考選択的介護の
契約経緯

（新規加入/切替）

利用している
介護保険サービス 年齢 性別 独居/

同居 同居者 住居形態 負担
割合 要介護度

日常生活
自立度
（障害）

日常生活
自立度
（認知）



2-3. 平成30年度モデル利用実績③
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契約状況

27 新規加入 訪問介護
訪問看護 50代 女性 同居 父 戸建住宅 1割 要介護1 A1 Ⅳ 2019年8月 2020年1月 居宅外 院内介助 - - 入院により終了

28 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問看護
通所介護

福祉用具貸与

80代 女性 同居 兄 戸建住宅 1割 要介護5 C1 自立 2019年10月 居宅外 院内介助、趣味等への同行 2 5,400

29 新規加入 訪問介護
通所介護 80代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護1 A2 Ⅰ 2019年10月 2019年12月 見守り等 みまもりナビ - - 入所により終了

30 新規加入 訪問介護
通所介護 90代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 3割 要介護1 J2 Ⅱｂ 2019年10月 見守り等 おくすりプラン - 5,500

31 新規加入

訪問介護
訪問看護

福祉用具貸与
居宅療養管理指導

90代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護5 C1 Ⅱa 2019年10月 2019年11月 居宅内 書類の確認・分別、見守り - - 利用者逝去により終了

32 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問看護 90代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 1割 要介護1 自立 自立 2019年11月 2020年2月 居宅内
居宅外

話し相手
日用品以外の買い物への同行 - - 入所により終了

33 新規加入 訪問介護
訪問看護 60代 男性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護3 J2 Ⅱa 2019年12月 2019年12月 居宅内 ペットの世話 - - 入院により終了

34 新規加入 訪問介護
通所介護 80代 女性 同居 娘 戸建住宅 3割 要介護1 J2 Ⅱｂ 2020年1月 居宅内 同居家族分の家事 0 0

35 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
福祉用具貸与 80代 男性 同居 妹 戸建住宅 1割 要介護5 A2 Ⅱｂ 2020年3月 居宅内

居宅外
保険外の掃除
院内介助

0
0.5

0
1,375

36 新規加入
訪問介護
訪問看護

居宅療養管理指導
80代 女性 同居 息子 戸建住宅 1割 要介護4 C1 Ⅲa 2020年3月 居宅内 保険外の家事 5 15,016

37 新規加入 訪問介護
福祉用具貸与 70代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 3割 要介護2 J1 自立 2020年4月 居宅内 保険外の掃除 4 14,400

38 新規加入 訪問介護
訪問看護 80代 女性 独居 - 一般のマンション・

アパート 2割 要介護1 J2 Ⅱa 2020年4月 見守り等 みまもりプラン - 0
トライアル期間

備考選択的介護の
契約経緯

（新規加入/切替）

利用している
介護保険サービス 年齢 性別 独居/

同居 同居者 住居形態 負担
割合 要介護度

日常生活
自立度
（障害）

日常生活
自立度
（認知）

利用開始月 利用終了月 区分 サービス内容
利用者№

基本属性 状態 選択的介護サービス
4月

利用時間
(時間/月)

4月
利用金額
(円/月額)



3-1. 効果等検証のための実施内容

• 平成30年度モデルについては、平成31年1月に短期的な効果等検証（アンケート調査）を行ったが、その後
1年を経過したため、より長期的な利用者の状況を確認すべく、あらためて調査を実施した（実施期間：令和
2年2月10日から３月10日まで）。

8

【対象者】
豊島区内の選択的介護サービス提供事業者

【回収数】
10件（対象事業者数11者）

【実施方法】
アンケート郵送調査

①事業者向けアンケート（継続）
【対象者】
令和2年2月現在、豊島区内の居宅介護支
援事業所に所属するケアマネジャー

【回収数】
173件（対象者数239名）

【実施方法】
アンケート郵送調査

②ケアマネジャー向けアンケート（継続）
【対象者】
選択的介護サービス利用者で、令和2年2月現
在、6か月以上継続してサービスを利用している方
※ご本人への聞き取りが困難な場合はご家族等
を対象とする

【回収数】
9件（本人5名、ご家族等４名）

【実施方法】
ケアマネジャーが利用者宅で聞き取りを行い、調査
票に記入する訪問調査

③利用者向け調査（新規）
＜アンケート調査の概要＞

＜ヒアリング調査の概要＞ ※ヒアリングはグループインタビュー形式で実施した。

【対象者】
選択的介護提供事業者のうち、選択的介護
利用者が比較的多い事業者

【対象数】
4事業者

①事業者向け
【対象者】
選択的介護利用者を多く担当しているケアマネ
ジャー

【対象者数】
3名

②ケアマネジャー向け



3-2. アンケート調査結果概要①事業者向け

• 事業者向けに実施したアンケート調査結果概要は以下のとおり。
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【アンケート結果概要】

• 前回アンケート時と比較して、選択的介護の利用者数及び利用率は高まっている。

• 選択的介護の利用者への提案件数に対して、利用に至らなかった割合は約6割となっている。利用に至らな
かった理由としては「利用者に有益なサービスと感じてもらえなかった」、「担当ケアマネジャーの理解が
得られなかった」などが主な回答内容であった。

• 選択的介護サービスの提供にあたって、負担に感じていることは、「利用者へのサービス内容の説明（保険
外サービスとの違い等）」「サービス提供計画の作成・同意」が多い。前回アンケート時と比較して、
「サービス提供に必要な人員の確保」を負担と考える事業者は減少している。

• 選択的介護サービス利用者拡大のために実施している取組みとしては、「事業所内での研修等の実施」が6
割と一番多い。

• 必要だと思う行政からの支援内容としては、「区民に向けた広報・周知」、「人材確保や人材育成に係る支
援の充実」が多い。

• 選択的介護サービス実施にあたっての課題としては、７割の事業者が「ケアマネジャーの選択的介護への理
解不足」、「利用対象者の制限（要支援者・生活保護受給者が使用できない）」と回答している。



3-2. アンケート調査結果概要②ケアマネジャー向け（1/2）

• ケアマネジャー向けに実施したアンケート調査結果概要は以下のとおり。
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【アンケート結果概要】

• 回答者のうち約半数のケアマネジャーにおいて、選択的介護以外の保険外サービスの利用者がいる。

• 回答者の41％が選択的介護を利用者に提案した経験があり、うち31％は選択的介護の利用者を担当してい
る。（選択的介護利用者の担当数は1～5名とばらつきがある。）

• 介護保険利用者のうち選択的介護を利用しそうな人について、「1人もいない」という回答は、前回アン
ケート時から大きく減少している（57%から39％と18ポイント減）。

• 一方で、「選択的介護を利用しそうな人が2割未満いる」という回答は、前回アンケートから12ポイント増
の29％となっており、選択的介護が有効な利用者像等のイメージが浸透してきている可能性がある。

• 選択的介護の今後のケアプランへの盛り込み意向について、「積極的に盛り込みたい」という回答は前回ア
ンケート時の6％から8％と微増となった。

• 「盛り込みには慎重」という回答は、前回アンケート時の37％から27％と10ポイント減少した。また、
「これらの回答に関する１年前と比較した意識の変化」について、「変化があった」と回答した方の多くが
研修をきっかけに意識が変わったと回答している。

• 選択的介護をケアプランに積極的に盛り込まない理由としては、「10割負担のため提案しにくい」という
回答が多い。

• 選択的介護を利用することによる利用者への影響について、「少し好影響がある」「好影響がある」という
回答は、前回アンケート時より30ポイント増の63％となっており、影響がある項目としては「QOL」「生活
の幅」「精神面」の回答が多い。



3-2. アンケート調査結果概要②ケアマネジャー向け（2/2）
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【アンケート結果概要】（続き）

• 選択的介護を実施したことによるケアマネジャーにとってのメリットとしては、利用者QOLの向上、自立度
向上、家族の不安軽減、利用者の理解につながり事業者連携やケアマネジメントの向上に繋がった等の意見
が見られた。一方で、デメリットとしては、事業者との調整等の負担がかかるという意見が見られた。

• 選択的介護サービスをより浸透させていくために、ケアマネジャーが豊島区に期待する取組については、
「料金やサービス内容の見直し」（61％）、「提供事業所の拡大」（51％）という回答が多い。

• 選択的介護のケアプランへの位置付けやその検討を行うことを通じての意識の変化については、以下の各項
目において肯定的な回答（「非常に思う」「やや思う」）が見られた。その割合は前回アンケート時と比較
して1～2割程度増加している。
＜肯定的な回答が見られたアンケート項目＞
 保険外サービスを検討・位置づけることの有用性を再認識した
 ケアプラン作成・見直しをより多様な視点で情報を分析して検討するようになった
 より多様なサービスについて検討する必要性を感じるようになった
 アセスメントやモニタリングにおいての視野が広がった
 多職種連携の重要性をこれまで以上に感じるようになった

• 選択的介護サービスを利用して、利用者やそのご家族、その他の関係者の変化としては、「利用者の在宅生
活の継続に寄与している」（59％）との回答が最も多い。

• 豊島区が継続的に実施している選択的介護実務者研修に参加したことがあるとの回答は68％、参加したこ
とがないとの回答は27％であった。
 研修に参加したことがない方と比べて、研修への参加経験のあるケアマネジャーは選択的介護の利用
者像がイメージできている傾向があり、ケアプランに選択的介護を盛り込む意向も高いことが確認さ
れた。



3-2. アンケート調査結果概要③利用者向け

• 利用者向けに実施したアンケート調査結果概要は以下のとおり。

12

【アンケート結果概要】

• 選択的介護サービスを知ったきっかけとしては、大半（9名中8名）が「ケアマネジャーから聞いた」と回
答しており、選択的介護サービスを利用者やご家族に周知する上でケアマネジャーが重要なチャネルとなっ
ていることが確認された。

• 選択的介護サービスに対する満足度については、全員が満足していると回答している（「大変満足してい
る」3名、「満足している」6名）。

• 選択的介護の利用が利用者や家族に良い影響を与えているとの意見が多くみられ、「自宅で暮らし続ける自
信がついた」等、在宅生活の継続につながるような意見も見られた。
＜利用者の声＞

 ヘルパーさんと話すことで寂しさが払拭され、楽しい時間を過ごすことができました。
 ”融通の利く”仕組みなのでありがたいと思います。
 自分ではとてもできない窓ガラスの掃除をしてもらえています。慣れているヘルパーさんが来てくれるので
安心してお願いすることができています。

 選択的介護を利用して、これからも自宅で暮らし続ける自信がつきました。
＜家族の声＞

 いつも来てくれているヘルパーさんなので安心してお任せできました。
 本人にとっては見守りがあることの安心感が精神的な安定につながっているようです。ヘルパーさんとの
コミュニケーションをとることを楽しんでいる印象もあります。

 カメラで生活の状況を確認できるので、仕事中でも安心できます。

• 一方で、サービスの使い方がなかなか理解できない、介護保険サービスとの区別が分からないという意見も
一部存在しており、サービスや費用について、より分かりやすく説明することも課題と考えられる。

• 今後の継続利用意向としては、9名中7名が今後も継続して使い続けたいと回答している。



3-3. アンケート結果を踏まえた成果・課題の整理

• 事業者、ケアマネジャー及び利用者へのアンケート結果からは、以下のような効果及び課題が把握された。
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成果・効果

 区内のケアマネジャーにおいて、選択的介護が有効な利用者像等のイメージが浸透してきている。
 選択的介護が利用者の健康状態や自立支援、精神面等に与える影響について、多くのケアマネジャーが肯
定的に捉えている。

 選択的介護について検討を行うことがケアマネジャー自身の意識変化にもつながっており、区が継続的に実施
している選択的介護実務者研修もその一助となっていると考えられる。

 利用者の満足度は高く、選択的介護が利用者の在宅生活の継続へ寄与できる可能性も示されている。

 事業者やケアマネジャーが選択的介護の利用について提案を行っても、利用に至らないケースも多い。
 事業者、ケアマネジャーのいずれも事務や調整に係る負担があるという回答は多い。
 一層の利用拡大に向けては、提供事業所の拡大、事業者・ケアマネジャー・利用者それぞれへのさらなる理解
促進が必要と考えられる。

課題



3-4. 事業者・ケアマネジャーヒアリング結果①事業者 （1/2）

• 事業者ヒアリングにおけるコメント・意見としては以下のようなものが挙げられた。

利用者・家族
における効果・変化

• 居宅内サービスでペットの世話を行ったケースでは、ヘルパーと利用者の関係が深
まり、拒否感が強かった身体介護の受け入れや美容院等への外出意欲の向上がみら
れたことで自立支援の足掛かりになった。（モデルケース②【利用者No.4】）

• グループホームを退所して自宅に戻った利用者に、カメラによる見守りサービスを
導入したケースでは、訪問時以外の状況が把握できるようになり、そこから得た情
報を参考に多職種でのチームとして対応できたことで、自宅での生活を実現できた。
（モデルケース③【利用者No.10】）

事業者における
効果・変化

• 選択的介護の提供が利用者との信頼関係の構築・コミュニケーションの充実につな
がり、結果として身体介護等の介護保険サービスが円滑に実施できるようになった。

• 介護保険サービスのみの提供では見えづらい利用者の生活実態や考え方等が把握で
きるようになり、提供するサービスの質の向上にもつながっている。

• 事業所内で選択的介護の事例共有を行っており、職員の視野の拡大やモチベーショ
ンの向上につながっている。職員間での情報共有やコミュニケーションも増えた。

• 介護保険の枠内ではできない支援が行えるようになったことで、職員が自身の特技
を生かせる支援内容を考える契機となり、意識の向上が見られた。

• 見守りサービスの導入で利用者の生活状況の把握が可能になった。夜間の訪問時間
の見直し等にもつながり、訪問がより効果的・効率的になったケースもある。

• 見守りサービスの提供を契機に、事業所として業務でのタブレット導入等の電子
化・自動化を進めることができ、業務の効率化につながった。

• 新たな試みに参加し、区のパンフレット等に事業所名が掲載されることが、職員の
モチベーションや事業所のイメージ向上につながっている面もある。
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3-4. 事業者・ケアマネジャーヒアリング結果①事業者 （2/2）

利用に向けた課題、
導入促進のポイント

• ケアマネジャーとの意識合わせ、協力関係構築が重要。利用者に選択的介護を提案
してくれるケアマネジャーをどれだけ増やせるかが課題。

• 見守りサービスは、プライバシーの観点から導入に懸念を持たれることも多い。

• 要支援者や生活保護受給者からのニーズがあるが、選択的介護の利用対象外である。

• 新たな契約や計画・記録を作成することの事務負担は課題ではあるが、一方で、そ
れらの手続きを踏むことでサービスを安心して提供できるというメリットも大きい。

• サービスの内容や保険サービスとの線引きなど、利用者の理解を得ることが難しい。
現場の職員の理解促進や利用者への説明の仕方も重要である。

• 事業所内では、利用者への説明の仕方や実施に際しての課題を含めて情報共有を
行っている。利用者や家族の理解を得るためには重要なのではないか。

• 新規加入よりも自費サービスからの切り替えの方が、費用負担に関する利用者の
抵抗感が少ないため、導入が円滑に進むことが多い。

その他の効果・変化

• 見守りサービスについて、カメラやセンサーから得られた生活情報をケアマネ
ジャーと共有している。結果としてケアプランの再検討につながることもある。

• 見守りサービスのデータを活用して医師を含めた多職種で連携し、チームケアを実
施したケースもある。

• 選択的介護はケアプランへの位置付けが必須であるため、ケアマネジャーとの情報
共有は円滑に行うことができている。

• サービス内容や価格が明確に整理されているため、利用者への説明がしやすく、自
費サービスでは何でもやってもらえるという利用者の誤解が解消された。
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3-4. 事業者・ケアマネジャーヒアリング結果②ケアマネジャー

ケアマネジャー
としての効果・変化

• 単なる自費サービスの場合、ケアマネジャーの関与がなく、事業者からの情報提供もな
いことが多いが、選択的介護であれば情報共有が円滑に行える。

• カメラやセンサーでの見守りでは、家族が利用者の生活実態をより把握でき、結果とし
て、家族からの支援が増えたことで、ケアプランの見直しができたケースもある。

• 区のパンフレットができたことで、実施できるサービスと利用料金が明確となり、提案
しやすくなっている。

• 介護保険の枠内ではできない在宅生活継続のための支援を行うことで、本当の意味で自
立支援に資するケアプランができたと感じた。

利用者・家族
における効果・変化

• 重度麻痺のある利用者に居宅内サービスで電子機器の操作支援を行ったケースでは、ス
マートフォンによる音声での家電操作が可能になり、温湿度の調整を自身で実施できる
ようになった。また、音声入力でメールができるようになったことで、コミュニケー
ションや連絡が取りやすくなり、安心感が深まった。(モデルケース①【利用者No.2】）

その他の効果・変化
• カメラやセンサーを導入することで、これまで把握できなかった利用者の生活実態に加
え、事業者のサービス提供実態も把握できた面がある。

利用に向けた課題、
導入促進のポイント

• 選択的介護サービス提供事業者が少ないことは、利用に際してのハードルとなるため、
大手介護事業者の選択的介護への参入促進も必要ではないか。

• 選択的介護サービス提供事業者の事務負担の抑制や利用料以外のインセンティブなども
重要となるのではないか。

• 自立支援、多職種連携等の好事例については、ケアマネジャーだけでなく区民へも広め
ていくことが重要である（利用者からの声の発信など）。

• 他区のケアマネジャーからの問い合わせや、他区の利用者で選択的介護の利用が想定で
きるケースもあるため、実施地域の拡大が必要なのではないか。

• ケアマネジャーヒアリングにおけるコメント・意見としては以下のようなものが挙げられた。
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3-5. ヒアリングを踏まえた成果・課題の整理

• 事業者及びケアマネジャーへのヒアリングからは、以下のような効果及び課題が把握された。
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効果・成果

 利用者の生活の実態がより詳細に把握できたことや、利用者との信頼関係が構築できたことによって、介護保
険サービスにおいても質や効率の向上がみられるケースが複数みられた。

 介護保険サービスではできない支援を選択的介護で提供することで、在宅生活を維持できたケースもみられた。
 提供したサービスの情報共有により、事業所内や多職種間での連携が促進された面がある。
 職員のモチベーションや意識の向上、視野の拡大などにつながっている事業者もみられた。

課題

 選択的介護を利用者に提案できるケアマネジャーの拡大
 選択的介護サービス提供事業者の拡大
 更なる広報周知や理解促進
 選択的介護サービス提供事業者の事務負担の軽減
 選択的介護実施地域の拡大
 選択的介護利用対象者の拡大



4. 今後の実施内容・進め方（案）

• 平成30年度モデルに係る今後の実施事項及び検討事項としては以下を予定している。
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○有識者会議意見を踏まえた報告書の修正
• 本日の有識者会議での意見を踏まえ、H30モデル報告書（中間のまとめ）
の修正作業を実施する。

○報告書の公表、豊島区内外への周知
• 報告書については、豊島区内で活用するとともに、東京都内での選択的介
護の普及促進等にも活用する。

• 東京都及び豊島区ホームページ等での公表並びに豊島区以外の区市町村へ
の配布等により、モデル事業で得られた成果を広く紹介し、他地域への普
及を図る。

○令和3年度以降（モデル事業終了後）の実施方針等の検討と整理
• モデル事業終了後におけるサービス提供継続について、方針や支援方法等
を具体的に検討し、整理する。



性別 女性

年齢 70代

世帯 独居

住居形態
一般のマンション・

アパート

負担割合 1割

日常生活自立度（障害） C2

日常生活自立度（認知） 自立

介護度 要介護5

基本属性

・訪問介護 ・福祉用具貸与
・訪問リハビリ ・居宅療養管理指導

介護保険サービス利用状況

選択的介護サービス利用状況

区分 居宅内

利用開始月 2018年9月

新規／切替 新規加入

サービス内容 電子機器の操作確認

詳細
スマートフォンの初期設定、

操作説明

利用頻度 隔週1回

提供タイミング 訪問介護の合間または提供後

利用時間／月 2時間

利用金額 6,696円

利用開始の経緯

契約時の状況

利用前の状況・
導入の経緯

【主たる介護者】なし
独居で重度の障害を持っているため24時間の援助が必要。夏の猛暑で外出
時に熱中症気味になった際、長男にすぐに連絡を取ることができなかったこと
があり、いつでも連絡が取れるよう本人がスマートフォンの購入を検討した。購
入後の各種設定等についてサポートが必要であったため、選択的介護での対
応を検討した。

利用者及び家族
等の意向

【利用者】自宅で今までどおりの生活を続けたい。家族には負担をかけず自立
した生活を送りたい。

サービス認知の
きっかけ

サービス提供中の会話等からヘルパーが本人のスマートフォンの利用意向を
把握。それを受けて選択的介護の活用について管理責任者が提案。

説明時の工夫等

【説明者】管理責任者
【同席者】ヘルパー
利用者は認知機能に問題がなく、事業者からの説明に加えて、自身でもパンフ
レットを読み、内容を理解していた。

導入による効果

利用者

スマートフォンの音声認識機能の活用で、電話やメール等のスマートフォンの
各機能の操作が可能になり、利用者はいつでも連絡が取れる安心感を得るこ
とができている。また、スマートフォンの音声認識機能を活用した家電の操作
等も可能になり、今後より自立した生活を送れる可能性を感じて、期待感を
持っている。

事業所・ヘルパー・
ケアマネ

利用者が自身でいつでも連絡することが容易になったことで、訪問時間外の
不安が軽減された。また、スマートフォンからエアコンの操作を自身で行うこと
ができるようになったことで、室温管理への不安が解消した。利用者はスマー
トフォンの更なる活用方法を検討しており、今後も必要に応じて選択的介護で
対応する方向。

サービス提供時の状況
保険内・外サービス
の切替時の工夫等

サービス切り替え時に声がけする。

＜参考＞選択的介護実施モデルケース①【利用者No.2】
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性別 女性

年齢 90代

世帯 独居

住居形態 戸建住宅

負担割合 1割

日常生活自立度（障害） A1

日常生活自立度（認知） Ⅲa

介護度 要介護2

基本属性

・訪問介護

介護保険サービス利用状況

選択的介護サービス利用状況

区分 居宅内

利用開始月 2018年9月

新規／切替 新規加入

サービス内容 ペットの世話

詳細 ペット周りの掃除と餌の購入

利用頻度 1回15分/週2回

提供タイミング 訪問介護提供後

利用時間／月 2時間

利用金額 5,400円

利用開始の経緯

契約時の状況

利用前の状況・
導入の経緯

【主たる介護者】なし
ADLの低下に伴いヘルパーの生活支援を受けながら居宅で生活をしている。
家族のように大切にしているペットと暮らしていくのが生きがい。自身でペットの
世話を行っていたが、ペットの成長と認知症の影響で困難になっていた。

利用者及び家族
等の意向

【利用者】ペットは自分の娘同様なので、しっかり世話をしてもらいたい。

サービス認知の
きっかけ

担当ケアマネジャーより提案

説明時の工夫等

【説明者】サービス提供責任者 【同席者】ケアマネジャー
ペットの世話については保険外サービスとなることを選択的介護のパンフレット
を見せながら説明し、本人の了承を得た。利用時間については、ペットの世話
の内容と所要時間など一つずつ利用者に確認し、協議のうえ決定した。

導入による効果

利用者
ペットの話を全員でして喜びを分かち合えることにより、不安定だった利用者の
精神状態の安定など予想外の効果があった。

事業所・ヘルパー・
ケアマネ

ケアマネも保険外サービスに関与するようになり、関係者全員でペットの話な
ど利用者に関する話をより多く共有できるようになった。ご本人との会話が増え、
信頼関係を築くことができている。

サービス提供時の状況

保険内・外サービス
の切替時の工夫等

介護保険と保険外サービスの切替時に声掛けを行っている。
介護保険と保険外サービスの提供時間が区別しやすいように、提供記録票
を分けること、その都度用紙に支援時間を記入していき、１か月分の使用時
間をまとめ、把握しやすいようにしている

＜参考＞選択的介護実施モデルケース②【利用者No.4】

20



性別 男性

年齢 90代

世帯 独居

住居形態
一般のマンション・

アパート

負担割合 2割

日常生活自立度（障害） B2

日常生活自立度（認知） Ⅳ

介護度 要介護5

基本属性

・訪問介護
・訪問入浴

介護保険サービス利用状況

選択的介護サービス利用状況

区分 見守り等

利用開始月 2018年11月

新規／切替 新規加入

サービス内容 みまもりプラン

詳細 1日2回カメラ訪問

利用頻度 -

提供タイミング カメラ訪問（5時半、23時半）

利用時間／月 -

利用金額 4,980円

利用開始の経緯

契約時の状況

利用前の状況・
導入の経緯

【主たる介護者】上階に住む息子
グループホームに入居していたが、病状の変化から入居の継続が困難と判断
され在宅復帰となる。本人は認知症重度でパーキンソン等多動で転倒の危険
性が高い。住居はビルでエレベーターなし。同建物の別フロアに居住する次男
は日中仕事で不在、次男の妻は腰痛のため介護は困難。また、深夜帯も頻回
に様子を確認するのは困難である。次男が自宅への引き取りについてケアマネ
に相談した際に選択的介護の利用意向があった。

利用者及び家族
等の意向

【家族】本人は集団生活が難しいため、自宅で安全かつ自由に生活できるよう
にできる限りのことはしたい。家族の負担が過大にならないよう介護保険サービ
スや選択的介護を活用したい。

サービス認知の
きっかけ

次男は選択的介護に関心を持っており、相談時には既にサービスを認知してい
た。

説明時の工夫等

【説明者】管理責任者
【同席者】ケアマネジャー、次男
次男への説明となったが、ウェブカメラ等の機器にある程度精通している方だっ
たため、導入は円滑であった。

導入による効果

利用者
随時カメラで見守りができるため家族は安心が得られ、本人や各ヘルパー等
の状況把握が的確に行われている。

事業所・ヘルパー・
ケアマネ

病状が重く事業者としても本人の安否に不安があったが、サービスの導入によ
りヘルパーが訪問しない時間帯も様子が確認でき、利用者へのアセスメントが
より深いものになった。

サービス提供時の状況

保険内・外サービス
の切替時の工夫等

見守りサービスのため、保険内外の区別は問題なく理解している。

＜参考＞選択的介護実施モデルケース③【利用者No.10】
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