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（午後６時３０分開会）

○介護保険特命担当課長 定刻となりましたので、第１０回選択的介護モデル事業に関す

る有識者会議を開催させていただきたいと思います。

 本日もお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 ３月３日に開催予定だった会議につきましては、新型コロナウイルス拡大防止のために

中止とさせていただきました。委員の皆様には資料のみの送付とさせていただいておりま

す。今回の会議につきましては感染拡大防止のための対策を取らせていただいております

ので、ご容赦いただきたいと存じます。

 最初に、本日の欠席についてでございますが、大久保委員と駒村委員が欠席となってお

ります。

 それでは、資料の確認のほうを先にさせていただきたいと思います。

【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】

 それでは、進行のほうをよろしくお願いいたします。

○会長 本日はどうもお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。

 本日の傍聴について、事務局からご説明をお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 本日の傍聴でございます。

 本有識者会議につきましては、傍聴の希望があった場合、原則公開としているところで

ございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点によりまして本日は傍聴をお

控えいただくようお願いすることといたしました。

 なお、この会議についての資料及び議事録については、後日豊島区ホームページで公開

いたします。

○会長 この件についてはよろしいでございましょうか。

(異議なし) 

○会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。

 議事に先立ちまして、新しい委員の方のご紹介がありますので、事務局よりよろしくお

願いいたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より新委員の紹介】

○会長 ありがとうございました。

○介護保険特命担当課長 なお、４月の人事異動に伴いまして事務局にも交代がございま

したので、紹介させていただきたいと思います。
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【豊島区介護保険特命担当課長より事務局の紹介】

○会長 では、議事に入りたいと思います。

１つ目の議題ですが、「平成３０年度モデルの進捗状況について」ということで、事

務局からご説明をお願いいたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より資料２について説明】

○会長 ありがとうございました。

 いろいろ興味深い結果が出ていると思いますが、これにつきましてぜひご意見を賜りた

いと思います。どなたからでもよろしくお願いします。

○委員 利用者の立場で、ご質問させていただきます。

 ８ページに利用者向け調査ということで、回収数が９件、うち本人は５名ということで

すが、実際には３８名でしたっけ、利用者の人数は。

○介護保険特命担当課長 はい。

○委員 全員に対してこのアンケートはされて、回答はこれしか取れなかったということ

ですか。

○介護保険特命担当課長 今回の調査の対象といたしましては、２月時点で６カ月以上継

続してサービスを利用している方、本人の聞き取りが困難な場合そのご家族を対象として

おります。これまでの利用実績３８件については資料２の３ページから５ページにわたっ

て書いておりますが、入所や逝去等によりサービスをすでに終了された方や利用を開始し

て間もない方は除外しているといった内容でございます。

○委員 回答された方は概ねいいという判断をされていて、その結果について特に異論は

ないんですけれども、やはり全体的な件数そのものが少ない中で、こういう評価、いいと

いう形で終わるのはちょっと厳しいところもあるかなという、そんな感じがします。

○会長 そうですね。逆に、ネガティブな評価をどう吸い上げるかということがやっぱり

大事かもしれませんが、そこは答えてもらわないと仕方がないので、できるだけ定性的な

ものでも結構ですから、今後何かあれば。

 ほかにいかがでしょうか。

○委員 アンケート結果をまとめていただいた中で、ヒアリングも併せてなんですけれど

も、１７ページの部分に課題で「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」、こちらはヒアリングを踏まえた結果ということで書かれてありますが、アンケート

の結果を見ますと研修を受けたケアマネジャーの方は積極的にやってくださっているとい
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うようなことが書かれていましたけれども、二十数％の方は研修を受けられていないとい

うことが記載されておりました。

 そちらに対しては今まで何かアプローチをされていらっしゃるのでしょうか。研修を積

極的に受けてくださるようにというか、そういったことは行われていますか。

○介護保険特命担当課長 確かに研修を受けられた方については選択的介護サービスを提

案される方が多くなっておりまして、残りの２割強の方については選択的介護の研修を受

けておらず、そういったケアマネジャーは選択的介護サービスの利用を提案できていない

ということになります。

 そういった方に今後いかにして研修等に参加していただくか、そういったことがこれか

ら課題になってこようかと思います。

○委員 ありがとうございます。

○介護保険担当係長 研修につきましては、29 年度から継続的に実施しているのですが、

研修の参加者数が減っているというところが現実としてはございます。

 当初から継続してずっと参加していただいているケアマネジャーと、そうでない方とい

うふうに少し二極化してしまっているというところがございます。ただ、研修の中での参

加者の声として、実際に選択的介護の中で使ってみてよかった事例とかそういうようなも

のというのはどんどん発信してほしいということを要望として聞いておりますので、そう

いった事例を集めた事例集をケア倶楽部等、ウェブ上での情報提供等も行いながらケアマ

ネジャーの中に選択的介護を広げていくようにしておりますので、引き続きそういった取

組を継続していきたいと思っております。

○委員 既にパンフレット等はお配りになっていらっしゃるので制度自体は知っていらっ

しゃる方は多いと思うんですが、研修になるとなかなかご家庭であるとかお仕事の事情で

出られないと思いますので、ぜひホームページ等で共有していただければと思います。

○会長 ありがとうございました。どうぞお願いします。

○委員 アンケートを拝見しますと、QOL がよくなったとか安心感ができたということ

で、情緒的な支援に対する効果みたいなものについて皆さんが感じられているということ

で、それはすごくよかったなというふうに思っています。

 それで、今のような状況もありまして今回は訪問介護ストップというところまではいか

なかったわけですけれども、将来的なこともあって、こういう遠隔的な見守りだとかそう

いうものに対する可能性みたいなものについては大変いい勉強になったんじゃないかなと
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いうふうに思うんですね。

 その上で少し質問があるのは、利用された方はそもそもインターネットを使ったことが

あるとかうちにはスマホがあるとかそういう方々であったのか、あるいはそういうことは

なくても、この見守りサービスのサポートがあることによってそういうものが使えるよう

になって、安心してテレビ電話ができるようになったりとかしたのか、その辺のところの

ご本人のご自宅のインターネットの環境がどうなのか、それからご本人様のインターネッ

トとか機器を使うリテラシーの問題、その辺について確認したりとか勉強していることが

あったら教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

○介護保険担当係長 ３０年度モデルの見守りサービスにつきましては、高齢の方でご自

宅にそういったインターネット環境が整っている方というのはやはり少ないというふうに

伺っております。

 見守りサービスは２事業者がサービスを提供しているのですが、１事業者の見守り機器

はインターネット回線ではなく３Ｇ回線を使っているので、新たにそういったインターネ

ットのほうの環境を整えなくても使えるような仕様となっております。

 もう１者につきましては、使用にあたってWi-Fi環境が必要なのですが、ご自宅に環境

が整っていない方が多いということで、低額のWi-Fiルーターを、サービスと併せて入れ

ていただいて、提供しているとのことです

○委員 それで、もう一ついいですか。こちらは３０年度のモデルということで、これは

これでいいんですが、今そういう意味では遠隔医療とかということも可能に少しずつなっ

てきておりますので、今回の令和元年度モデルのお薬のサービスというのも、少し拡大し

てそういう形で取り入れていただけるのか。事業者さんとの相談になるんでしょうけれど

も、そういう形になるとどんなことがあっても取りあえずは大丈夫というような環境にな

るので、少し発展させていただければいいなというふうに感じたところです。

○会長 その薬の遠隔というのは医療以上に難しいかと思うのですが、そういった薬務指

導のほうはどのようになっているのでしょうか。

○介護保険特命担当課長 薬の関連でいうと、例えばこれまで対面販売じゃなければいけ

ない薬が、インターネットで販売できるようになるといったような薬事法の改正等で、

徐々に緩和されているというふうには聞いております。

○会長 そうですか、そうだといいのですが。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
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○委員 確認の意味も込めて伺いますが、昨年度のアンケート結果との比較について、昨

年度課題とされたことというのは恐らく何らか取組に反映できるように、例えば研修など

を通じて共有していくとか、より課題をなくすための取組をされたんじゃないかと思うん

ですけれど、そうした結果、去年の課題で上がったものが今年どういうふうに捉えられて

いるのでしょうか。もしかしたら成果として上がっているのか、あるいはやっぱり難しく

て引き続き課題として残ってしまっているのか、その辺りをちょっと解説していただけま

すか。

○介護保険担当係長 昨年度のアンケートで課題として出されたところでは、例えばケア

マネジャーの側からは、やはり提供事業者が少ないので、いま利用者の方が使われている

事業者を選択的介護の提供事業者に替えないとサービスが使えない、というご意見がござ

いました。ここに関しては、昨年度に提供事業者の追加ということで公募を行ったところ

ではございます。

 ただ、なかなか区のモデル事業のスキームというか、ルールの中でやっていただけると

いう事業者が少なかったこともございまして、追加されたのは２事業所のみという形にな

っていますので、そこに関しては、そのような状況の解消には至っていないというところ

ではございます。

○東京都委託事業者 補足させていただくと、ご指摘いただいた課題は同じかどうかとい

う点につきましては、多分昨年度と基本的には同じ課題だと思っていただいて差し支えな

くて、今ご説明があったとおり、やっぱり改善はしているんだけれども、解消には至って

いないというような形で、より踏み込んだ取組が継続的に必要だろうというふうに考えて

いるという状況とご理解いただければと思います。

○委員 どの辺がその改善が見られるというふうに捉えていらっしゃいますか。

○東京都委託事業者 選択的介護を提案できるケアマネジャーの拡大につきましては、研

修の参加者の意識の変化は見られますし、実際ご提案されたことのあるケアマネジャーと

いうのはアンケートの結果からも明確に改善がなされているというところがございます。

サービス提供事業者も、数が大幅に増えたわけではないんですけれども、それでも昨年度

は増えてはいるというところも、これは改善したところだと思っています。

 事務負担についても、前よりは大分楽になったというような事業者さんというのも多く

なっており、明確に改善が見られているところで、この辺りは改善しているというふうに

考えています。
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○会長 何かケアマネジャーのインセンティブづけはできないのでしょうかね。研修に参

加した場合に、何か出せるとかですね。

○介護保険特命担当課長 そういったことも、今後検討していく必要はあるのかなと思っ

ております。

○会長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 アンケート調査結果を見た上での感想でもあるんですけれども、全体的に書かれ

ている流れが、当たり前ですからいいのですが、要するに選択的介護というサービスが有

益であるということが前提になっているんです。でも、ケアマネジャーが、ある方にマネ

ジメントしていくというときに、あるいはサービスにつなげていくというときに、有益か

どうかというのは本来最初に出てくることではないんですよね。だから、たまたま幾つか

のメニューがあって、それをこの人に使ってみた結果非常に有益だったという結果が出る

んです。もちろん、これは有益だから使ってみませんかという紹介もできますが、マッチ

ングがうまくいかないということもあり得るという意味で、私は、ケアマネジャーは慎重

にその利用者のことを考えながら簡単にはつなげていないんだなと、いうところをとても

感じたところです。

 だから、頭から有益なものだというふうに言ってしまうことは、少しおこがましいこと

に思えるし、その人に合ってこそ非常に安心感があった、QOL が向上したというような

ことの結果が出てくるということだと思うんです。ですから、ケアマネジャーからいろん

な事例を見たいという要望が出ていたとあるように、どういう人たちにとってサービスが

どのような点で有益だった、というのが本当の有益さであって、有益なサービスだから使

ってみませんか、というその有益さって何だろうというところが、ここの書きっぷりだと、

実は一生懸命このサービスを考えてきた私たちが言っちゃいけないんですけど、少しおこ

がましいかなという感じがしました。

 それで、「利用者に有益なサービスと感じてもらえなかった」という事業者向けのアン

ケートの回答にもあったりしますけれども、それはやっぱりそうだろうと私は思ったとこ

ろです。

 そして、ケアマネジメントの向上につながったというような意見も出てくるんですけど、

そこのところは、やっぱりこのサービスを使うにあたっては、ケアプランの中に落とし込

むというところが私は一番いいところだと思ってもいいと思っているんです。今、自費サ

ービスというのも確かに行われているんですが、同じようなことをやっていても、それは
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なかなかケアプランに反映されない、だから情報共有ができなくて日頃の何でもない日常

というのを見落とすということがあるんですけれども、そのことがケアプランの中に示さ

れ、情報共有が行われたというところは、システムを考えていく中でもっと強調していい

メリットじゃなかったかなと思います。

 そういうことがあって、利用者の満足度が上がってくるんじゃないかと思いますし、本

当に見えづらかった利用者の生活がもっと鮮明に見えてくる、そのことがすごくこれから

マネジメントしていくにあたっても、サービスを考えていくにあたってもとてもいい効果

だったんじゃないかというふうに思いました。

 だから、その辺のところをクローズアップしてほしいなというふうに思います。確かに

いわゆるインフォーマルサービスをプランに盛り込んでいくということはよく言われるん

ですけど、それについての情報共有がここまで行われているということはなかなかないの

で、そういうところがすごくよくできたというところは、評価して、書き込んでいただき

たいなと思うところです。

○会長 ありがとうございました。

 何か事務局からその点についてありますでしょうか。

○介護保険特命担当課長 保険外サービスもケアプランに書き込んでいくということにつ

いては利用者保護につながりますし、そういったことをケアマネジャーにきっちりとやっ

ていただくということは、利用者にとってのメリットが大きいと思います。

 あと、個々の利用者への選択的介護のサービスの提供についても、委員おっしゃるとお

りいろんなパターンがあってしかるべきだと思いますので、そういった意味ではどういっ

た事例があって、どういった内容のサービスが、どういった方に対してうまく適応して効

果があったかとか、そういった中身について広く事例を集めて、詳細に検討するというの

は必要なことだろうと感じております。

 そして、ケアマネジャーの方にもそういったことの周知といいますか、そういう事例等

を幅広く知っていただくということが重要なことなんだろうと思います。

○会長 ありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。

○委員 今のお話を伺って気がついたんですけど、利用者の生活レベルというのはいろん

なレベルがあるわけですね。それで、例えばそれを１０に分割して、ふだんの生活が３の

レベルで生活していた人がその中の１が欠落したのでそれをカバーするために介護を受け



8

たり、あるいは多少の蓄えで選択的介護を利用しているというレベルの人と、従来から１

０の生活をやっている人がその中で１が欠落したときにサービスを受けたいという場合で

は状況が少し異なるのかなと。ケアマネジャーがいろんな形でその人に合ったサービスは

これですよと、いろんなメニューを提案して、利用者が選択するということであればそれ

が一番いいんでしょうけれど、こういうサービスがあるからというと、押しつけという言

い方は当たらないかもしれないんですけど、３の生活がやれればいいという人に対して５

のレベルの生活をやるためにはこういうサービスもありますよ、という必要はちょっとな

いような気がいたしました。

○会長 それはそうだと思いますが、ただ本人も気がつかないうちにもっと改善できる余

地があるのなら、それはいいのかなと思います。もちろん、おっしゃったように押しつけ

になってしまっては当然よくないというのはそのとおりだと思います。

 ほかにいかがでしょうか。追加的なご質問でも結構ですので、どうぞ。

○委員 アンケート集計結果の影響のあるサービスについて、これは複数回答なので、表

を作るときにもう少し工夫して、組み立て方を変えればもっと有益な情報になると思うん

だよね。そこら辺がちょっと粗雑というか、せっかくどういう形でやったらいいかという

のを考えるものだから、もう少し丁寧にされないと、というふうに思いました。

 だから、これを質問票自身と見比べながら、それで、どういうことでこうなるのかなと

かそういうふうに考えるということなので、データだけ並べてみたってしようがないと思

うんだよね。

 それともう一つ、アンケートのサンプル数についてさっき説明があったんだけど、事業

者向けアンケートについて、１１事業者のうち１０事業者しか答えていないでしょ。そう

いうのってね、１１事業者に尋ねましたって名前を書いてね、それで答えなかったのはこ

れですって出したほうがいいよ。どういうことかねっていうことだよね。事業者としては

忙しいのかもしれないけどね、それはやっぱりモデル事業でやっていることだからね。

ケアマネ向けアンケートについては百数十人というのがあって、数が多いか少ないか

っていうのはあるけど、これはすごく貴重なデータなんだよね。それで、この後の会議で

そういうお話があるのかもしれないけど、これらを一つ一つ拾って、これからのモデル事

業としての運用であるとか、あとこういうのが煩雑だとか、こういうのが手間かかるとか、

いろいろありましたよね。そういうものを改善するための資料になるんだよ。

 だから、これを読んで一つ一つ拾い上げて、実際に実施におけるいろんな要綱であると
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か、その他もろもろについて、こういうふうに改善する、こういうふうに手直しする、そ

ういうふうなものが組み立てられていないといけないと思うんだよね。

 だから、このアンケートの意見で、「ケアマネが利用者に縛られてしまいそうです」と

か「敷居が高い」とか「他の事業者との調整が増え負担になる」とか「緊急時等の呼び出

しで負担が増える」とかさ、いろいろあるじゃない。こういうものを一つ一つ解消する、

ないしはそういうことにならないような形でやっていくのが、こういう現場に近いところ

でこういうモデル事業をやるのであれば重要だと思う。

 だから、これをちゃんと一つ一つ拾って改善につなげるということをしてもらいたい。

それと、さっきお話ししたアンケート集計結果の表については、もう少し工夫したらもっ

と説得力があって、わかりやすくなると思いました。

○会長 ありがとうございました。

やっぱり１事業者が回答していないというのは問題ですよね。それは催促しても答え

てくれなかったのですか。

○介護保険担当係長 何度か催促はしたのですが、回答いただけませんでした。

○会長 では、仕方ないですけれども、確かにアンケートというのは改善するための大事

なものですから、そこはぜひまたご指導をよろしくお願いしたいと思います。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○委員 今のお話を聞いていてますます思ったんですが、さっきの質問とちょっとかぶり

ますけど、課題で出たものを次にどうつなげていくかというところがやはり重要で、そう

いうのを研修でやっているんじゃないかなと。研修も何回もやっているじゃないですか。

だから、研修でも、多分事例を共有するだけじゃなくて、その中でこういうのがちょっと

引っかかるよねとかというのを研修でやりながらよくしていくために、ケアマネジャーや

いろんな方々の意識の理解を深めるだけじゃなくて、こういう改善をしていくところをど

うしていくかというところで議論していくんじゃないかなとも思っているんですけれども、

実際研修だと、毎回同じことをやっているとは思わないので、どんなふうな研修をテーマ

なり、やり方なりやってね、研修としての成果というのはどんなふうに出ているのかなと

いうのをお聞かせいただければと思います。

○介護保険担当係長 やはり選択的介護につきましては、ケアプランに位置づけることと

いうのがまずこちらの事業の要という部分になってございますので、実際に動き出してか

らは、先ほど申し上げたように実際の事例の検討であるとか好事例の紹介とかというのも
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実際に行っております。また、ケアマネジャーへの支援として、区の選択的介護のガイド

ライン等を作成しているのですが、それを研修でも活用しながら、事例についてのケアプ

ランへの位置づけ方や、ケアプラン各表への記載方法であるとか、そういった形の実務的

な部分についても実際に紹介等をしながら、それと並行して好事例についての紹介である

とかグループワーク等を進めることをやっているところでございます。

○委員 今のお話の部分なんだけど、一般的にこういうことに課題があるとかさ、こうい

うのを疑問に思っているというのがあるでしょ。そういうのをさ、研修会とかに落とし込

むのってね、案外難しいんですよ。どうしても一般論とか一般的な形で述べるって形にな

っちゃうので、聞いている人が言ったことであったとしてもね、それが本人に感じられな

いんだよね。

 だから、いわゆる想定問答的な形での研修じゃだめで、アンケートで確かに意見を言っ

た人がいるんだよ。だから、その人に対してね、説得力を持って違うんだぞとか、これは

了見が違うとかこれは改善しなきゃいけないなというのを丹念に作っていく。そうすると、

一個一個潰していくことになって、そういうことってとても大事なんですね。国会とかそ

ういうところでもいろいろあるんだよね。一般的なもので答弁書を作っちゃうと余り効果

がなくて、むしろ指摘していることは多分いろいろなことから本当に思われていることだ

と思うんですよ。だから、核心の部分については、理論武装して徹底してやって、そして

必ず研修会ではその部分にフォーカスを当てて論ずると、１人の人を説得できたというだ

けじゃなくて、それ以外の漫然とある種結晶化していないような人に対しても、ああなる

ほど、という感じになるからね。研修されるんだったら、そういう工夫もされるといいと

思いますよ。

○会長 ありがとうございました。

○介護保険特命担当課長 ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえて検討さ

せていただきたいと思います。

○会長 では、次の２つ目の議事、「令和元年度モデルの進捗状況について」を事務局か

らお願いいたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より資料３について説明】

○会長 どうもありがとうございました。これについてのご意見はいかがでしょうか。

○委員 この資料３の内容はすごくいいね。今までモデル事業というのを幾つかやってき

て、さっきも議論があったと思うんですけれど、こういうような人工知能的なものを使っ
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たり、そういうのがあるじゃない。これは相当可能性あるものですし、極端にやればね、

本当は介護保険制度上もというのもないわけじゃないよね。つまり、労力とかいろんな負

担とかそういうのも含めてね、いろんなデータを突合してそれを改善につなげるというの

は本来介護保険上も必要なことではあるんだけど、現在の仕組みでそれをやるのは、なか

なか現実問題としては難しいのは確かです。

 それと、先ほどの話でも、ケアマネジャーが一生懸命されているというのはよくわかる

んです。現実的にケアマネジャー協会に属している人はまだよくて、ケアマネジャー協会

に協力してもらってやった調査結果を見たら、社会福祉士の割合が６割か７割で、しかも

主任ケアマネの資格を持っている人ばっかりだったんけど、それは特別な場合なのね。一

般的な場合は全然そうじゃないわけだ。

 というので、ケアマネジャーで頑張っている人とか優秀な人はもちろんいるんだけど、

現実問題としてはね、ケアマネジャーが全て掌握していくことだって難しいし、先ほどの

説明を見ていても、いろんなデータが取れることによって、ケアマネジャーがこれを見て、

あっ、そうなのかとかね、わかることがすごく増えるよね。だから、本来であれば介護保

険上もやったらいいんだけど、それは現実問題としては難しい。

 あともう一つは、そういうデータを活用しながらケアマネジャーと何かやるとかそうい

うので、これを見て、すごく今年度というか、可能性がある、次のステップにもつながる

ものだし、相当いい感じだなと私は思いましたよ。

○会長 そういう点はかなり強調しないとだめですよね。ほかにいかがでしょうか。

○委員 新しいモデルのほうはさらに積極的なモデルで、状態改善とかというものをこれ

だけでも変えられるようなイメージを持ったサービスが選択されているんだろうと思うん

ですけど、そのときに私が気になっていることがあります。例えば、体調がおかしくなっ

たことの予知ができますというふうに多分事業者さんは考えていらっしゃるんだろうけど、

それって恐らく証明されていないし、実際予知できたかどうかも分からないと思うんです

よ。だけど、こういうモデル事業の中でこういうものをやりましたとなると、それでお墨

つきを貰ったということになるのがすごく怖いんですね。

 なので、何をもって予知というのか、実際にそれが予知されて、ヒヤリ・ハットがどれ

ぐらいあったのかとか、実際に危なかったのはどうなのかということについて、せっかく

の実証試験なのでしっかりとやってほしいと。でなければ、予知とかというのは除いてほ

しいぐらいなんですね。
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 それから、生活のリズムというわけだけど、生活のリズムというのもまた人それぞれで

ありますし、どう定義するのか。例えば今回これをやる中で、普通の人は何％の範囲ぐら

いで揺らぐんだけど、明らかに大きな揺らぎがある人がいて、これの導入によってその揺

らぎが小さくなりますと。これは一つの定義なんだけど、そういうものをもうちょっと聞

き込んできちっとやった方がいいのかなと思います。

 それからもう一つは、機能訓練をしますと。そもそもはリハビリしますとかって書いて

いたんですけど、機能訓練をして何を改善するとするのかと。結局皆さん喜びましたとい

うことになるのではやっぱり困りますから、そのところを少しだけ客観的にどうするかと

いう部分。３０年度モデルは比較的主観的なものでよかったんですけれども、この元年度

モデルのほうはさらに進んだ形になるので、そこのところを余り緩くしないほうがいいの

ではないかと思うんです。

 しつこいようですけど、夢があるんですよ、お客様からするとこれを入れると体が元気

になります、これになると転びそうになる前から分かりますとか。でも、僕はすごく懐疑

的なんですね、今までの僕の研究からもなかなか難しいと思っているのがあるから。

 でも、事業者さんは割と比較的こういうふうに自分たちは測れるので分かるはずだとい

う前提でお話をされるんだけど、そこのところがまだ十分には分かっていないというふう

に思うので、ぜひ検証のところではしていただければなというふうに思います。

○会長 ありがとうございました。その予知の点はどうですか。

○介護保険特命担当課長 データをこれから少しずつ積み上げていくということと、先ほ

ど委員がおっしゃっていましたが、そのデータを今後ケアマネジャーが活用してどのよう

につなげていくということと、それが具体的にどこまで、どのぐらいのデータがあればど

れだけの信頼性が出るかということについてはやはりまだ未知数な部分でございますので、

その辺については今後検証していかなくてはいけないのかなと思っております。

○委員 それであれば、実証したところでもしそういうエビデンスがたまらないのであれ

ばその予知の部分は外そうねとか、そういう指導はしっかりするということをここで確認

しておいたほうがいいと思います。

○会長 どうぞ。

○委員 データの数からいっても委員がおっしゃるようにまず予知なんて無理ですよ。

 だから「予兆」と書いたのかもしれないけど、ケアマネジャーにしても、ヘルパーにし

ても、あとデイサービスでもそうだけど、いずれにせよ限られた時間での関わりですよね。
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しかも、デイサービスだって、６時間の滞在時間をずっとモニタリングしているわけじゃ

ないから、言わば点と点みたいな形ですよね。それって、ヘルパーが訪問した時もそうだ

し、ケアマネジャーもしかりだと思うんだよね。

 そういう時に、ずっと眺めているってわけにはいかないけど、ある種の機会というか、

データを取るというのは、そんな大げさなことは言えないにしても、幾つかのことについ

てはこのデータがあったのでこれを疑ってみたとかさ、このデータはこうなんじゃないか

というのは、結構役に立つものだなというか、その程度というとあれだけどね。

 だから、委員がおっしゃるように予知というと大変なことになってしまうんだけど、オ

カレンスとインシデンスということでいうと、多少分かってくるものがあって、それがあ

る程度現在以上に把握できたとしたら、例えばサービスの質とか投入の仕方とか、ケアマ

ネの関わりとか、あと家族のこととか、そういうもので改善が見られるようなこともない

わけじゃなくて、少しは前進すると思います。

 だから、予知というのはもちろんできないし、ここでは「予兆」って書いてあるけどね、

先生がおっしゃるように、あまり期待させるというのはよくないとは思うんだけど、やっ

ぱりモニタリングって人がやるというのは難しいよね。その点、データ等がいろいろある

とやっぱりいいんじゃないかというのは思いました。

○会長 だから、モニタリングして何か異常値を見つけるわけですね。

○委員 そうですね。

○会長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 いろんなところに多職種連携のツールにするというような言葉が出てきていて、

いろいろやってみないと分からないかもしれませんが、現時点でもいくつかの事例が出て

いるわけで、利用状況も資料の４ページなどに出ています。これらの一つ一つの事例を多

職種で検討してみるということはやらないのでしょうか。要するに、地域ケア会議のよう

な場にかけてみる。そうすると、このサービスを使うことによって何が分かったかとかど

んな変化が見えるとか、それからこれからの可能性もちょっぴり分かるかもしれないし、

それを色々な目、いわゆるいろんな多職種が見ることで、もちろんケアマネが気がつかな

かったこともあるかもしれないし、既に入っているサービスについても、気がつかなかっ

たことを他の職種から何か言われることで、またもう一つマネジメントの段階を進ませる

ということもできるかもしれないので、せっかくある事例をやっぱりどこかで、いわゆる

多職種の目で検討してみてはどうかなと思います。
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○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。

 ここにある事例について、そのような使い方も想定できるかなと考えているところでご

ざいます。

○会長 ほかにいかがでしょうか。

 私は、要介護者の見守りが同時に事業者の見守りにも役に立つというのが面白かったわ

けでして、それは間接的にはもちろん要介護者の保護にもなるわけですけれども、ただこ

の費用を誰が負担するかということで、これは選択的介護だからある程度自発的にやるの

でしょうけど、本当は公的保険だってある程度こういうのが必要だと思います。こういっ

たサービスがもっと安くできるようになればいいのですがね。

 どうなんでしょう、現状ではどれぐらいかかるのでしょうか。

○介護保険特命担当課長 今現在での料金ですが、４ページの２－２の事業者が１，９８

０円ということでございます。２－３の事業者につきましては、トライアル期間というこ

とで今のところお金は取らずにやっていただいているというところでございます。

○会長 すごく新しいサービスに結びつけたら良いのでしょうけど、いかがでしょうか、

ほかの方も含めて。

 やっぱりこういうのは高齢者が多い豊島区らしいですよね。

○介護保険特命担当課長 豊島区は単身の高齢世帯が多く、高齢者のいる世帯が約４万あ

るんですが、そのうち約１万９，０００世帯につきましては高齢者の単身世帯というふう

になってございます。

○会長 そうですね。家族がいればいいわけだから、単身世帯が多いというところは確か

にそうですね。

○委員 高齢者という立場で、先ほど豊島区には一人住まいの高齢者が多いというのはそ

のとおりでして、実は私の近所に一人住まいの高齢者の方で、ふだんから孤独死のことを

気にされて、亡くなられて異臭が発生するぐらいになって初めて気がつくというようなこ

とがないように、普段から声がけをしてくださいとか、そういう人がいるんです。

そういう人に対して、区の予算等で IT を利用した見守りを入れるというのは、選択的介

護とちょっと外れるかもしれませんけど、あってほしいなという、そういう希望はありま

すね。

○会長 いや、選択的介護というのはもともとそういう意味もあって、最初は自己負担で

やってみて、それで非常にうまくいきそうだったら、それからコストも下がってくれば公
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的保険に入れてしまうという、医療はもともとそうなっていますよね。混合診療のほうは、

いずれあれは本体に入れるというようなイメージもあるわけですので、そうなればすごく

いいと思いますね。

○委員 感想的なことになってしまうかもしれませんが、令和元年度モデルなどを見てい

ると比較的軽度で、独居というところの層の人に効果的で、３０年度モデルは要介護１と

５の人で独居の方の利用が多いとのことで、豊島区の高齢者の状況にも合いますし、一人

暮らしで介護度が重い方というと、全国的にもそういう方ができるだけ独居で、自分のお

家で最後までいられる期間が長くなるというようなことを皆さんが望んでいるので、そう

いう点では広がりというか、豊島区でやったことがいろんな自治体でも広がっていく可能

性があるのかなというふうに思いました。

○会長 ありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。

○委員 会長がおっしゃった公的なものに限らないというのは福祉でもそうだし、医療で

もそうなんだけど、例えばこれはすごくいいなと思うことでも、自費でなかなかできない

人に対してどうするかということがありますよね。そういう場合ね、それは行政が直営で

やるっていう発想もあるんだけど、民間のサービスを行政が買うということも重要なんだ

よ。これはこれからすごく大事なことで、身元保証というか、その他もろもろを検討した

り、議論する際にね、やっぱり行政が全部直営でやるというのはなかなか難しいし、大変

ですよ。例えば、行政がどこかの国みたいに人工知能をすごく使って、これをやったら全

部分かるみたいな仕組みを、日本もやるかもしれないけど、なかなか進まないよね。その

点、民間企業は、そういったイノベーションというか、機械化とか、電子化とかそういう

のにはすごく長じているし、それはやっぱり全然違うと思うんだよね。

 だから、そういうサービスを行政が買うということがこれから重要だと思うんだよね。

全部が全部、例えば限られた低所得者の方については行政が直接やらなきゃいけないとい

う発想はあるんだけど、だけど民間企業でより効率的にいいサービスが行われていること

も確かなんだよ。だから、それを積極的に行政が買って、配るという視点も大切だと思う。

それは、決してロットというか、総量からいったらそんなに大きくならないけど、区民は

すごく安心できることだし、それがあると、いや、私たちは自費でもしますけどみたいな

ことにもなるだろうしね。そこら辺もこれからの発想とすると、企業のサービスを行政が

買ってということも大事なことだと思いますけどね。



16

 あともう一つは、今の現状でも議論は着々と進んではいるんだけど、今後の介護保険料

について。介護保険給付費に対する保険料の負担割合は、いずれ６５歳以上の第一号被保

険者のほうが第二号被保険者よりも高くなるよね。制度開始当初は１７対３３とかだった

のが、１９対３１とかになって、いずれは２５対２５みたいになってさ、変わっていくで

しょ。いずれね、民間の保険会社が参入せざるを得ないことが仮にあるとするならね、本

当に今の段階というのはまだ危ないということだと思うんだけど、そうなると本当にこう

いった選択的介護とか、そういうものの持つ環境自身が大きく変わります。これは、それ

によってお金持ちのほうがいろんなサービスを使うようになって格差が生ずるというよう

なことを言っているんじゃないですよ。全然そういう意味じゃなくて、要するに外の環境

が変化したら、本当に今行っている作業というものが、いろんな意味で先鞭をつけている

ということになるんじゃないかと思うし、また民間保険からしたらね、例えば健康維持を

進めるということはとても保険会社にとってもプラスになることだし、また利用者にとっ

てもプラスになるしね。例えば老人クラブとかは、そういう健康管理であるとか、健康ア

ドバイスとかをするようになると思います。

 ただ、そういう場合でも、やっぱり低所得の人たちに対してどうするかというのは残り

ますよ。それは絶対必要なことで、公たるものは絶対しなきゃいけないと思うんだけど、

今申し上げたような環境の変化というのもいずれ起きざるを得ないようなことに日本はな

ると思うので、そういうふうに私は思いながらここに参加しています。

○会長 ありがとうございました。ほかによろしいですか。

 そういうことも含めて、逆に企業のほうも将来性を見込んでかなり格安で売ってくれる

可能性もありますよね。 ただ、豊島区が仮にこれを採用したら、いずれ東京都が全部入

れようと思ったらかなり値引きで提供してくれる可能性があるわけで、こういう ICT 関

係のものはですね。事業者の中に関係者もいらっしゃいますから、そういうこともまたい

ろんな夢があって非常にいいかと思いますので。

 それでは、本日のご意見を踏まえて事務局には事業を進めていただき、その過程でどん

どん今日気がつかなかった点についてもコメントを追加的に頂ければありがたいと思いま

す。では、今後のスケジュール等、事務連絡をお願いできましょうか。

○介護保険特命担当課長 本日頂きましたご意見を踏まえまして効果検証等をまた進めて

まいりたいと思います。

 また、１１回の会議につきましては今後日程を調整させていただきます。詳細が決まり



17

ましたら委員の皆様にはご連絡を、一般傍聴者の皆様には「広報としま」と区のホームペ

ージで周知させていただきたいと思います。

○会長 ありがとうございました。

それでは、これをもちまして第１０回選択的介護モデル事業に関する有識者会議を閉

会といたしたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。

（午後８時００分閉会）


