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１．平成30年度モデル事業の実施スケジュール

• 平成30年度モデル事業の令和2年度の実施スケジュールは以下のとおり。
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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

検証データ収集

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

モデル事業報告書作成

報告書（中間のまとめ）作成

報告書（中間のまとめ）公表

報告書（最終）作成

▽有識者会議（6/10） ▽（12/22）



２-１．平成30年度モデル事業の検討・実施経緯

• 平成30年度モデル事業の検討から実施までの経緯は以下のとおり。
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

提供候補テーマ
・サービス案の
検討・整理

実施方針
整理

候補
サービス
絞り込み

公募
準備

公募・
選定

事前準備

平成30年度モデル事業サービス提供
（平成30年8月～）

効果等検証
1回目

効果等検証
2回目

効果等検証
3回目



２-２．検討当初（平成29年度時点）の想定サービス概要
• 平成29年度に検討した事業者提案を基にした想定されるサービスについての対応方針（案）は以下のとおり。
• 当初における平成30年度モデル事業の候補は「【対応方針①】平成30年度着手候補」とされたものであった。

4出所：第2回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（平成29年8月2日）



２-３．選択的介護モデル事業実施に向けた考え方

• 平成30年度モデル事業の実施内容について、「一定の条件を満たせば実施できるもの」と「現行ルールでは明確に実施することが不可と
されているもの」に整理し、それぞれの取り組み方針を決定した。

5
出所：第4回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（平成29年12月26日）

選択的介護モデル事業実施に向けた考え方
• これまで、利用者のニーズの把握、事業者のニーズの把握、ケアマネジャーＷＧにおける検討、有識者会議における検討を経て、在宅や
通いの場など複数の場面における「選択的介護」の具体的な内容（サービスイメージ）を整理したところ。

• 整理されたサービス内容の中には、現行のルールにおいて明確に実施することが不可とされているもの（保険内外の同時一体的な提供
や送迎途中での下車等）と、一定の条件（保険内外を明確に区分すること等）を満たせば実施できるもの（訪問介護サービスと連
続して（保険内サービスの間に）保険外サービスを提供する等）の２つに整理できる。

• 今後、モデル事業の実施に向けては、これら２つの領域それぞれに以下のような取り組み方針をもって準備を進めることとしたい。
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高齢者・
家族のニーズ

事業者の
ニーズ

ケアマネジャー
WGでの検討

有識者会議
での検討

一定の条件を満たせば
現行のルールにおいても
実施可能なｻｰﾋﾞｽ内容

現行のルールでは
明らかに実施

不可能なｻｰﾋﾞｽ内容

実施可否による分類 モデル事業での取り扱い

• 現行ルールの趣旨を
踏まえ、保険者とし
て独自ルールを設定

• 本ルールの妥当性を
特区の仕組みを活
用し確認

• ニーズやメリット/想定
課題への対応策を
併せて特区提案

• 特区認定を受けて
から実施（※特区
認定を仮定して事業
者募集）

具体的な内容(抜粋)
• 利用者が区分を理
解できること、不適正
な保険給付にならな
いことを担保する仕
組み(ケアプランチェッ
ク、モニタリング/報告
等）を構築・導入

• 緩和を希望する規
制項目を特定し、緩
和に伴う想定課題へ
の対応策を併せた要
望書をとりまとめ、特
区ＷＧに提案



２-４．平成30年度モデル事業の内容

• 前項の考え方を前提として、平成30年度モデル事業は指定訪問介護と保険外サービスの組み合わせにより実施することとし、
「居宅内」「居宅外」「見守り等」の３つのテーマで実施事業者の公募を行うこととした。

6出所：第4回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（平成29年12月26日）



２-５．公募概要と公募結果（平成29年度実施）

• 公募対象としたサービス概要、公募概要及び選定結果は以下のとおり。
• 平成30年5月30日、国家戦略特別区域会議（第21 回東京圏国家戦略特別区域会議）において、豊島区内で選択的介護モデ
ル事業を実施することを報告し、平成30年8月より平成30年度モデル事業のサービス提供を開始した。

7
出所：第5回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（平成30年5月16日）

１ 公募説明会 平成３０年１月１７日（水曜日） 参加２０者
２ 公募受付期間 平成３０年１月１７日（水曜日）～２月１６日（金曜日）
３ 公募モデル事業のサービス提供形態
（１）指定訪問介護と保険外サービスを柔軟に組み合わせて提供するもの
（２）指定訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供するもの
４ 公募テーマ
ⅰ）居宅内での選択的介護 ⅱ）居宅外での選択的介護 ⅲ）見守り等のサービス
５ 申込事業者数 １０者（うち２者は共同参加あり）
６ ヒアリング審査 平成３０年３月３日（月曜日）・８（木曜日）・１４日（水曜日）・

１６日（金曜日）・２２日（木曜日）で全申込事業者に実施
７ 選定事業者数 １０者（全申込事業者を選定）

※令和元年度に追加公募を実施し、令和2年12月時点では11者が参加している。



３-１．平成30年度モデル事業の利用者の状況（令和2年10月末現在）
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○平成30年度モデル事業利用者数の推移（延べ契約件数）

平成30年度 令和元年度
令和２年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
利用者数 19 36 38 38 38 39 39 44 45
※サービス区分ごとの内訳(令和2年度10月末現在）は、居宅内32件、居宅外11件、見守り等11件
※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、各サービス区分の合計は上記の契約件数と一致しない。

○平成30年度モデル事業利用者の類型（N＝45）

73%

14%

13%

負担割合別（ｎ=45）

1割
2割
3割

38%

18%
11%

9%

24%

介護度別（ｎ=45）

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

67%

33%

独居/同居別（ｎ=45）

独居
同居

24%

76%

性別（ｎ=45）

男性
女性

2%

9%

13%

49%

22%

5%

年代別（ｎ=45）

50代
60代
70代
80代
90代
100代



３-２．平成30年度モデル事業の利用実績① （令和2年10月末現在）

• 平成30年度モデル事業の利用者の状況は以下のとおり。
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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
日用品以外の買い物
Webカメラによる見守り - - 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 当月利用なし

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
福祉用具貸与

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 6,875

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 戸建住宅 2割 要介護3 C1 Ⅲa 2018年9月 2018年10月 見守り等 センサーによる見守り - - 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 当月利用なし

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 センサーによる見守り - - 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 Webカメラによる見守り - - 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 5,500

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 センサーによる見守り - - 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

14 新規加入

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 独居 戸建住宅 3割 要介護4 B2 自立 2019年1月 居宅内
保険外の掃除、

書類の整理、話し相手 2.5 7,500

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

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
10月
利用時間
(時間/月)

独居/
同居 住居形態 負担

割合 要介護度
日常生活
自立度
（障害）

NO
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

10月
利用金額
(円/月額)



３-２．平成30年度モデル事業の利用実績② （令和2年10月末現在）

10

契約状況

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 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

院内介助、趣味等への同行

2
4

4,807
9,614

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 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

Webカメラによる見守り
- - 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 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 Webカメラによる見守り - 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 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 13.5 43,975

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 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 2020年4月 居宅内 ペットの世話 - - 非該当(自立)認定により終了

27 新規加入 訪問介護
訪問看護 50代 女性 同居 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 独居 戸建住宅 1割 要介護5 C1 自立 2019年10月 居宅内
居宅外

日用品以外の買い物
院内介助、趣味等への

同行

0.25
6.25

687
17,188

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 センサーによる見守り - - 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 2019年12月 見守り等 Webカメラによる見守り - - 訪問介護の利用終了
により終了

利用終了月 区分 サービス内容
10月
利用時間
(時間/月)

10月
利用金額
(円/月額)

NO
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 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



３-２．平成30年度モデル事業の利用実績③ （令和2年10月末現在）

11

契約状況

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 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 1 3,500

35 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

80代 男性 同居 戸建住宅 1割 要介護5 A2 Ⅱｂ 2020年3月 2020年7月 居宅内
居宅外

保険外の掃除
院内介助 - - 利用者逝去により終了

36 新規加入
訪問介護
訪問看護
通所介護

居宅療養管理指導

80代 女性 同居 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 6.5 18,590

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 0 0 当月利用なし

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 2020年6月 見守り等 Webカメラによる見守り - - ケアプラン見直しに
より終了

39 新規加入
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与

居宅療養管理指導

100代 女性 独居 一般のマンション・
アパート 1割 要介護2 B1 Ⅲa 2020年7月 居宅外

趣味等への同行
日用品以外の買い物へ

の同行
1 5,500

40 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
訪問看護

居宅療養管理指導
70代 男性 同居 一般のマンション・

アパート 1割 要介護1 A1 Ⅰ 2020年9月 居宅内
日用品以外の買い物
保険外の掃除 2 5,720

41 自費ｻｰﾋﾞｽからの
切替

訪問介護
福祉用具貸与 80代 女性 同居 戸建住宅 1割 要介護2 A1 Ⅱｂ 2020年9月 居宅内 保険外の掃除・洗濯 2 5,720

42 新規加入
訪問介護
通所リハビリ
福祉用具貸与

80代 女性 同居 一般のマンション・
アパート 1割 要介護2 A1 Ⅲb 2020年9月 居宅内 保険外の掃除 1 2,860

43 新規加入 訪問介護
福祉用具貸与 70代 女性 独居 戸建住宅 1割 要介護1 J2 Ⅱa 2020年9月 見守り等 Webカメラによる見守り - 4,980

44 新規加入
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与

80代 女性 同居 戸建住宅 1割 要介護4 B2 自立 2020年9月 居宅内
居宅外

保険外の家事
院内介助

0.5
0.5

1,375
1,375

45 新規加入 訪問介護
訪問リハビリ 80代 女性 同居 戸建住宅 3割 要介護1 A1 自立 2020年10月 居宅内 保険外の掃除

庭の手入れ 1.5 4,125

利用終了月 区分 サービス内容
10月
利用時間
(時間/月)

10月
利用金額
(円/月額)

NO
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 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



４-１．これまでの効果等検証状況 ①検証の観点

• 平成30年度モデル事業については、以下の観点から効果等の検証を実施した。

12

自立支援を阻害しないこと

利用者及び家族の
利便性・満足度・安心感が

向上すること

サービス利用が継続的に見込まれ、
対価の支払いに問題がないこと

ケアの効率や質的向上に
資すること

今後の普及・展開に向けて
有用性があること

• 選択的介護利用者の要介護度やADL/IADL等が、大幅に悪化することが
ないことを確認する。

• 特に独居高齢者等については、重点的に検証できるようデータを整理す
る必要があると思料。

• 利用者本人及び家族の利便性・満足度・安心感の醸成等に資することを
確認する。

• 利用前後での比較、変化の有無等の確認が必要と想定される。

• モデル事業におけるサービス内容が継続的に需要があり、対価の支払い
に問題がないかを確認する。

• 月次のサービスの利用実態の確認、費用に対する認識を確認することが
必要となる。

• モデル事業の実施により、事業所・従業者のサービス効率の向上につな
がるか、あるいはケアの質向上の可能性があるか等について確認する。

• 質の面については、利用者サイドやケアマネジャー等の意見把握も考慮
する。ケアマネジャーの意識の変容については重点を置く。

• 今後の普及・展開に向けては有用性があることを示す必要があり、従業
者の満足度向上、人材確保・定着への貢献、地域資源の有効活用等、地
域課題に対応できるか否かについての確認も必要と思料。

出所：第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（平成30年9月14日）



４-１．これまでの効果等検証状況 ②令和元年度アンケート結果より

• 平成30年度モデル事業に係る令和元年度までに実施した効果等検証（事業者、ケアマネジャー、利用者アンケート）の結果は
以下のとおり。

13

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

出所：第10回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（令和2年6月10日）



４-１．これまでの効果等検証状況 ③令和元年度ヒアリング結果より

• 平成30年度モデル事業に係る令和元年度までに実施した効果等検証（事業者、ケアマネジャーヒアリング）の結果は以下のとおり。

14

成果・効果

 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

出所：第10回選択的介護モデル事業に関する有識者会議資料（令和2年6月10日）



４-２．さらなる効果等検証の視点 ①平成30年度モデル事業の終了事由の整理

• 平成30年度モデル事業はすでに利用終了となった方が一定数存在している。
• 利用終了事由の動向は以下のように整理される。

15

居宅内

居宅外

見守り等

利用者逝去
6件

入所
6件

ケアプラン見直し
3件

要支援・非該当認定
3件

訪問介護利用終了
3件

家族対応
1件

入院
2件

25％

33％

25％

13％

4％

新規加入
32件

自費サービスからの
切替
13件

令和2年10月末時点_利用者数 45件

継続中
21件

終了
24件

選
択
的
介
護

利用終了事由
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• 利用終了事由別に、選択的介護の与えた影響・効果について以下の可能性が想定される。
• 仮説検証に向けて、個別の利用事例の深堀を行うため、ケアマネジャーと事業者にヒアリング調査を実施した。

４-２．さらなる効果等検証の視点 ②選択的介護が与えた影響・効果についての仮説

【選択的介護による効果の仮説と深堀検証の視点】

〇在宅生活の継続へ貢献できる可能性
利用終了事由のうち、「利用者逝去」については、入院や入所も検討されたが、選択的介護によって自宅での逝去につ
ながった可能性、「入所」、「入院」の場合については、選択的介護を利用していなければより早く入所、入院となっていた
可能性も考えられる。
ヒアリング結果等から選択的介護の利用による在宅生活の継続への貢献可能性、選択的介護を利用してなかった場合
に想定された状況等について検討を行う。

〇サービス適正化につながる可能性
終了事由のうち、「ケアプラン見直し」、「訪問介護利用終了」については、選択的介護の提供が利用者のより詳細な情
報を得ることにつながり、そのことがより利用者の実態・状態に応じたサービスにつながった可能性が考えられる。
ヒアリング結果等から、訪問介護の頻度やタイミング、サービス内容の見直し等の実施の有無やその内容、その効果等を確
認し、サービスの変更や適正化につながった事例があるかどうか確認する。

〇生活状況や状態改善に資する可能性
終了事由のうち、「要支援・非該当認定」、「家族対応」については、選択的介護利用により、生活状況の改善や状態
改善があった可能性が考えられる。
ヒアリング結果等から、選択的介護の利用により、生活リズムや生活環境の改善、状態改善につながった事例等がある
かどうか確認する。

＜ヒアリング調査の概要＞
選択的介護を継続的に利用している事例を対象として選定の上、サービス提供事業者および担当のケアマネジャー
両者に同時ヒアリングを実施
実施日時：令和2年11月25日（水） 対象ケース：4件（No.17/ No.18/ No.28/ No.39）
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▶ 在宅生活の継続への貢献

４-３．ヒアリング調査等結果（1/4）

背景・経緯

【利用者No.17】
• 利用者は糖尿病により傷の治りが悪いため、
転倒への警戒感が非常に強く、一人での外
出がほとんどできない状況であった。

【利用者No.18】
• 同居している長女は平日就労しており、利
用者は日中独居であるが、歩行に不安があ
るため、長女不在中に転倒などのリスクを
抱えていた。

【利用者No.28】
• 利用者は要介護5で寝たきり状態だが、在
宅での生活の継続を強く希望しており、馴
染みのデイサービスに行く際には必ず美容
院に行くなど、従前の生活様式にも強いこ
だわりを持っていた。

【利用者No.39】
• 利用者は独居だが、新型コロナウイルスの
影響で主な介護者である孫が頻回に訪問で
きなくなり、十分な支援が出来ない状況で
あった。

選択的介護利用後の効果

• 選択的介護（外出支援）の利用により、定期的な病院への
受診に加えて、行政手続きや買い物、床屋、銀行等へも行
けるようになり、生活の質の向上と在宅生活の継続につな
がっている。

• 選択的介護（Webカメラによる見守り、話し相手）により
長女不在時の見守りが可能になり、在宅での生活が継続で
きている。緊急時にはヘルパーが対応ができることも、家
族の不安解消につながっている。

• 選択的介護（月1回の通院介助、週1回の美容院同行な
ど）を利用することで、今までの生活様式が継続できてお
り、自身の望む生活を継続できていることが利用者の在宅
生活継続へのモチベーションにもなっている。

• 選択的介護（日用品以外の買い物同行等）により、従前は
孫が対応していた買い物や美容院への同行にヘルパーが対
応することができている。
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▶ サービスの適正化

４-３．ヒアリング調査等結果（2/4）

背景・経緯

【過去ヒアリング結果（利用者No.6）】
• 主な介護者は近隣に住む長女。同居の長男夫
婦は就業しているため日中独居状態。

• 利用者は心不全で転倒等の不安・突然死のリ
スクがあり、夜間に居室で転倒したが、朝まで家
族が気づかないこと等もあった。

【過去ヒアリング結果（利用者No.10）】
• 利用者は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
宅復帰となった。

• 認知症重度でパーキンソン等多動で転倒の危
険性が高いが、同一建物の別フロアに住む長
男は就労により日中不在であり、夜間も頻回に
様子を確認するのは困難であった。

選択的介護利用後の効果

• 長女からの希望で選択的介護（センサーによる見守り）を
導入。利用者の状態が把握できるようになったことにより
家族からの支援が増えた結果、訪問介護の終了につながっ
た。

• 選択的介護（Webカメラによる見守り）の導入で利用者の
生活状況の把握が可能になった。事業者の夜間の訪問時間
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。



▶ 生活状況、状態改善への影響

４-３．ヒアリング調査等結果（3/4）

背景・経緯

【利用者No.17】
• 脳梗塞による右半身麻痺により、利用者は
一人で片付けができず、自宅は足の踏み場
がない状態。介護保険サービスだけでは退
院後の在宅生活の維持は困難な状況であっ
たが、本人は自宅での生活継続意向が非常
に強かった。

【利用者No.28】
• 利用者は兄と2人暮らしで、両人とも要介
護状態。兄はターミナルケアが必要な状況
であった。（令和2年7月に逝去）

【過去ヒアリング結果（利用者No.2）】
• 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
連絡が取れるようスマートフォンを購入し
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。

選択的介護利用後の効果

• 選択的介護（保険外の掃除）により荷物の仕分けと自宅の
環境整備を実施し、生活動線の確保ができた。

• 自身の意志で選択的介護を利用していることが、本人の前
向きな気持ちにつながっている。リハビリにも意欲的にな
り、自身で片付け出来るまでに改善。在宅生活の継続にも
寄与している。

• ２人とも食へのこだわりが強く、兄が最期に食べられるも
のは嗜好品で限定されていたため、選択的介護（日用品以
外の買い物）を活用して対応。自身では対応できないが、
兄の希望に沿う食べ物を提供したいという、本人の思いに
応えることができた。

• 兄を在宅で最期まで看取ることができたことが本人の自信
につながっており、その後の生活の安定にも寄与している。

• 選択的介護（スマートフォンの初期設定、操作説明）によ
り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。

19
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▶ その他見受けられた効果

４-３．ヒアリング調査等結果（4/4）

ヒアリングでの意見

• 介護保険で対応出来ないことも、選択的介護によって、ヘルパーがより迅速に
利用者の希望に対応できるようになった。

• 選択的介護の提供を通して、利用者との会話の内容が幅広くなり、より深くま
で関わり理解することができた。

• 介護保険サービスのみの利用者に比べて、より多くの情報をケアマネジャーと
共有することができ、従前よりも緊密に連携がとれるようになった。

• 保険外サービスの提案は事業所の営業として受け取られてしまう場合があるが、
選択的介護は区のモデル事業であり、ケアマネジャーが積極的に関与するため、
従前の保険外サービスと比べて提案をしやすい。

• 介護保険サービスのみのケアプランから一歩踏み出し、ケアマネジャーが保険
外サービスを積極的に活用するきっかけになると思われる。

効果

サービスの質の向上

事業者とケアマネ
ジャーの連携強化

保険外サービスのケ
アプランへの積極的
な位置づけ
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４-４．ヒアリング調査等により確認できた効果

• ヒアリング調査等の結果を踏まえ、以下のような効果が確認できた。

 在宅生活の継続に資する可能性が確認できた。
• 一般的には施設入所を検討するような利用者において、選択的介護の利用により、在宅での生活を
継続できている事例がみられた。

• できるだけ自宅での生活を続けたいという本人の思いに応えることができた。

 サービスの適正化につながる可能性が示唆された。
• 保険外サービスを組み合わせることで、介護保険サービスの見直しが行われたケースもあり、より状況に
応じたサービス提供につながった事例がみられた。

 生活状況等の改善につながる支援ができる可能性が示唆された。
• 保険外サービスの提供を行うことで、より生活状況を踏まえた対応ができるとともに、本人の意向を踏まえ
た継続的な対応が可能となり、生活状況の改善や本人の精神的安定、向上にも寄与している事例が
みられた。



４-５．平成30年度モデル事業について得られた成果のまとめ

• 平成30年度モデル事業の実施により、効果等検証の観点に沿った以下の成果が得られた。
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自立支援を阻害しないこと

利用者及び家族の
利便性・満足度・安心感が

向上すること

サービス利用が継続的に見込まれ、
対価の支払いに問題がないこと

ケアの効率や質的向上に
資すること

今後の普及・展開に向けて
有用性があること

• 選択的介護の利用によって状態が悪化したケースはみられなかった。
• サービス内容及び対象者によっては在宅生活の継続に資する可能性が示
唆されており、自立支援の理念に沿ったサービスとなる可能性が確認で
きた。

• 全般的に利用者や家族の満足度は高く、サービス利用による利便性の向
上、安心感が得られた。

• 各サービスは利用者や家族にとって有用なものであることが確認できた。

• 利用者や家族のサービス継続意向は高いが、状態の変化等により長期の
利用につながらない事例もみられた。

• モデル実施前に「支払いが難しい利用者もいるのでは」と懸念される意
見もあったが、収入・資産の多寡に係わらずサービスが利用されている
ことが確認できた。

• 事業者側にはモデル事業特有の事務負担は生じたが、選択的介護の提供
によって利用者の情報をより詳細に把握することで、効果的なケアにつ
ながることが確認できた。

• 事業所内や多職種間での連携促進に資する面もみられた。
• ケアプランに保険外サービスを位置づけることの有用性に対する認識が
高まるなど、ケアマネジャーの意識の変容につながる事が確認できた。

• 事業者からは、選択的介護の提供が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との意見もあった。



５．今後の進め方
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〇報告書の公表、豊島区内外への周知
• 報告書については、本日の有識者会議での意見を踏まえ、内容のとりまとめを
行う。

• 東京都及び豊島区ホームページ等での公表並びに都内全区市町村への配付等に
より、モデル事業の成果を広く紹介し、他地域への普及を図る。

〇令和3年度以降（モデル事業終了後）の実施方針の検討
• モデル事業の実施は令和２年度で終了となるが、事業者のサービス提供の継続
意向も踏まえ、任意の保険外サービスとしての提供の継続について区内事業者
やケアマネジャーへの支援を継続する。

• 具体的な支援策として検討している内容は以下のとおり。
➢ 選択的介護のパンフレットの作成・配布
➢ 区内介護事業者が提供している保険外サービス情報の収集と発信
➢ ケアマネジャーやサービス提供責任者等を対象とした研修の実施
➢ 保険外サービスを適切に提供している事業者の認定制度の導入

• 平成30年度モデル事業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。


