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○介護保険特命担当課長 定刻よりちょっと早いのですけれども、皆さんおそろいだとい

うことで、会議を始めたいと思います。

 第１１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ます。

 委員の皆様方におかれましてはお忙しい中御出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からＷｅｂ会議システムを活用

しての実施とさせていただきます。

 最初に、事務局に異動がございましたので、御紹介いたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より事務局の紹介】

○介護保険特命担当課長 それでは、議事に入る前に資料の確認と会議の運営方法の確認

をさせていただきます。

【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】

○介護保険特命担当課長 次に、Ｗｅｂ会議における発言の方法の確認でございます。御

発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。画面で会長に御確認い

ただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言いただければと思います。挙手

しているにも関わらず発言希望の御意思が伝わっていないと思われる場合は、Ｗｅｂ会議

システムのチャット機能等で事務局に御意思を伝えていただければと思います。

 それでは、会長、進行をよろしくお願いいたします。

○会長 皆様、こんにちは。

 今回は初めてのＷｅｂ会議ということですが、我々は大学ではずっと前からやっており

まして、いい面と悪い面と両方あるわけですが、本日はよろしくお願いいたします。

 それでは、最初に事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○介護保険特命担当課長 本有識者会議につきましては、傍聴の希望があった場合は原則

公開としておりましたが、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場での

傍聴はお控えいただくようにお願いしております。

 また、実施方法の変更に伴いまして、オンラインでの動画配信等の会議の公開等も検討

したのですが、区の通信環境の制約等により対応が難しいため、今回は非公開での開催と

させていただければと思います。

 なお、本会議の資料及び議事録につきましては、後日ホームページで公開する予定でご

ざいます。

 以上でございます。
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○会長 それでは、議題を順番にお願いいたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より資料１、２について説明】

○会長 どうもありがとうございました。よくまとめていただきまして、感謝します。

 それでは、今の事務局にまとめていただいたことにつきまして御意見を頂きたいと思い

ます。いかがでしょうか。

○委員 ２１ページのサービス適正化に寄与したというところがどの事例から出てきたの

かよく分からなかったので、そこの説明と、ケアマネに負担感はあったのか、この辺はど

ういう議論があったのか。私は今年あまり参加できなかったので、抜けた質問かもしれま

せんけれども、そこだけとりあえず教えていただきたいと思いました。

○介護保険特命担当課長 サービスの適正化に関しては資料２の１８ページに記載がござ

います。上段は独居の利用者の方ですが、センサーによる見守りを導入したことにより利

用者の状態を家族が把握できるようになったことから、結果として家族からの支援が増え

た形になっております。それが訪問介護の終了につながっているといった内容でございま

す。また、下段の方は、こちらもＷｅｂカメラによる見守りの導入により利用者の状況を

把握できたことが事業者の夜間の訪問時間帯の見直し等につながり、訪問がより効果的・

効率的になったという意見が事業者からございました。

 ケアマネの負担感については、保険外サービス部分もケアプランに位置付けるというこ

とで、やはり最初のハードルが高いというような意見が多くありました。

○会長 この選択的介護はケアマネの方の能力というかケアマネの方のポテンシャルに非

常に依存しているわけなので、そこをぜひ明確に示していただければと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

○委員 御報告ありがとうございました。

 平成３０年度モデルの中で今後成果として示していただきたいと思った点は、センサー

による見守りというのは、日中家族がお仕事をされていてそばにいない方や、家族が遠方

に暮らしているというような利用者にとってはとても有効だったという点です。

 もう一つ、スマートフォンの設定等の対応を訪問介護のヘルパーが行っていただきまし

た。現在、豊島区の高田介護予防センターなどで行っているスマートフォンの講座、これ

は介護予防事業だと思いますけれども、そのような事業もすごく人気があるということで、

コロナ禍にあってこのような対応はとても有効なのではないかと思う点がありましたので、

そちらもぜひ検討していただければと思います。
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 あとは、参考資料１の報告書にも書いてあるのですけれども、今後検討していただきた

い点としては、「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）」とい

うところを提供側から課題だということで挙げてくださっていました。これは制度上難し

いということかもしれないのですけれども、今回利用されていた方の内訳、先ほどの資料

２の８ページ、介護度別で４５人の利用者を見ていただくと、要介護１が３８％、要介護

２が１８％ということで、軽度の方で半数以上を占めているというところもありますので、

要支援者に対して同様のサービスが難しいとしても、軽度者に対して介護保険外のこのよ

うなサービスが有用であるということを報告書ではお示しいただければと思います。

 あとはどうしたらいいのか分からないのですけれども、事業所の事務負担というところ

について御指摘もありましたので、もし可能であれば、軽減していただけるところがあれ

ばしていただければと思います。

 以上です。

○会長 ありがとうございました。

○委員 質問が２点と意見が１点です。

 まず教えていただきたいこととしては、先ほど御説明があった利用者の状況ですけれど

も、終了された方はそれぞれ様々な理由がありますが、このサービスを利用することによ

って逆に利用者から期待外れだとかそうしたネガティブな反応はなかったのでしょうか。

 もう一点は、資料の１３ページにございますが、その中で成果・効果の１番目に「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」と。この選択的介護が有効な利用者像というのをどのように捉えていらっしゃるのか。

ここが２点目に教えていただきたいところです。

 あと、８ページの利用者の状況で、介護度別、先ほどの委員の方も触れられたかと思い

ますが、要介護１の方が３８％利用されている。今回の選択的介護は対象が要介護者とい

うことですけれども、このことは、要支援の方とか、今回の対象から外れますけれども、

あるいはフレイルにある状態の方とか、そういう方々へも有効なのかなと。そうした示唆

が得られたような気がいたします。

 先ほどの２点の質問を教え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。

 それでは、事務局よろしくお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 まず１点目のネガティブな御意見がなかったかということでご
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ざいます。アンケート調査を利用者にもしておりますし、ヒアリングも事業者等にやって

おりますが、選択的介護を利用したことによってネガティブな影響が見られたとか、そう

いった意見は今のところはございません。

 ２点目でございます。利用者像のイメージが浸透してきているということでございます

が、選択的介護が有効なケースとしましては、独居の方というのが１つ挙げられるかと思

います。ナショナルミニマムとしての介護保険制度を利用しつつも、そこで対応できない

支援としてさらにもう一つ選択的介護を利用するのが有効な方としましては、そのような

独居であるとか、多少ご自身でも動ける方とか、そういったイメージだと考えているとこ

ろでございます。

○会長 今おっしゃったのは、独居と軽度の方、要支援の方のほうが使って効果がある。

逆に言えば、重度の方はそれほど。今回はあまり例がなかったわけですかね。

○介護保険特命担当課長 利用事例としては重度の方もいらっしゃいましたが、そのよう

な傾向が見られたということでございます。

○会長 その辺りがどこまでちゃんと立証できるかということだと思いますが、今のお答

えで良かったですか。

○委員 はい。ありがとうございました。

○会長 ほかはいかがでしょうか。

○委員 私から印象を含めて二、三お話しさせていただきたいのですが、まず、当初心配

していた年金生活者が利用対象に加われないのではないかという点は基本的にはないのか

なという意味で、そういう部分が実証されたということで、それは良かったかなと思いま

す。ただ、４５件のデータでいろいろな意味での分析がされるということで、データ件数

がまだまだ足りないのかなと。そういう面では、ケアマネさんの勧誘というか利用者を掘

り起こすという部分でもう少し何らかの便利さというか推進策みたいなものがあっていい

のかなと思います。

 もう一つ、Ｗｅｂあるいはスマホ関係の利用によって見守りをするという部分では、実

は高齢者クラブでもそういう部分に力を入れていこうかなという考えもありますし、たま

たま私自身は今シルバー人材センターでパソコン教室を主宰しているアシストをやってい

るのですが、その中の教育コースではスマホの利用とかそういう部分では結構受講者も多

いものですから、そういう推進に携わっている点からいけば、今後高齢者もスマホを利用

してお互いの安否確認をするというようなことも必要になってくるかなとは思っています。
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 私からは以上です。

○会長 ありがとうございました。非常に重要な御指摘を頂きまして、高齢者クラブでも

似たようなことをされている。ただ、その方々は自分で高齢者クラブに行かれる方ですよ

ね。

○委員 そうです。

○会長 だから、そこまで元気がないと。ただ、ヘルパーさんが来てくれれば対応すると

いうすみ分けみたいなのがあるのかなという印象を持ちました。ありがとうございました。

○委員 御説明ありがとうございました。

 １点質問です。２０ページの資料の「保険外サービスのケアプランへの積極的な位置づ

け」の１つ目のところです。「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」ということがあるのですけ

れども、区のモデル事業と表現できなくなったりしたときのことを考えて、２３ページの

具体的な支援策として検討している内容の４つ目の「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」という提案につながっているのでしょうかというところです。

よろしくお願いします。

○会長 ありがとうございました。確かに今はモデル事業だからいいのですが、いつまで

もそれをやっているわけにいきませんから、おっしゃったように認定事業にうまくつなげ

ていくというところが大事かと思います。

 今の点について、事務局はいかがでしょうか。

○介護保険特命担当課長 まさしく委員がおっしゃったような事由から、区といたしまし

てもモデル事業終了後も提供事業者への何らかの支援につなげたいといった内容で検討し

ているものでございます。

○会長 よろしいですか。

○介護保険担当係長 少し補足させていただいてもよろしいでしょうか。

 これまでモデル事業として実施してきましたが、モデル事業独自の提供ルールであると

か、データの提供等を含めた事務的な手間等により、なかなか提供事業者が増えなかった

ということを各事業者から御指摘いただいたところでございます。そのあたり、特に提供

ルールの部分に関しましては、例えばサービス提供計画の作成を保険外についても位置付

けるとか、その辺りにつきましては３０年度に出された国の通知と比較しても結構厳しめ
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にやっているというところもございまして、そこについては緩和できないかという御意見

もいただいたところでございますので、来年度以降は、この部分は認定制度という形で、

まだこちらの詳細な内容については検討中でございますけれども、事業者に対してどの辺

りまで求めていくかというところも含めてこの辺りは検討しているところでございます。

 以上になります。

○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 よろしくお願いします。

 僕は良い方向が見られてよかったなと思います。

 ネガティブなところはなかったということでしたので、広報する場合にはそれについて

もないと。ネガティブなのがなくて書いていないのか、あって書いていないのかというの

で違うと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

 もう一つのインパクトとしては、やはりコロナということで需要が少し変わってきたと

ころがあると思っておりまして、従来型のサービスだとそういう柔軟性がないところを今

回のところでどれぐらい引き受けられたのかというところもある意味インパクトのポイン

トかなと思いますので、もしそういうまとめ方ができるのであれば、特出し的な感じにす

ると皆さんの理解がいいかと思いました。

 もう一つは、モニタリングのところで、この件だったか、ほかの件だったか、ごっちゃ

になっているところがあるのですけれども、予兆というか、モニタリングするところで悪

い状態になるのを初めに予兆するとか、あるいは転びそうになったのをあらかじめアラー

トを発するというようなことにつなげるということだったかと思うのですけれども、そう

いった点から見たときに効果があったのかどうか、その点について、私の興味なのですけ

れども、教えていただければありがたいです。

○会長 ありがとうございました。

 今の点はいかがでしょうか。

○介護保険特命担当課長 御意見ありがとうございます。

 最後の御質問の予兆についてということでございますが、現在のところ、見守りサービ

スの中で何か予兆に気づいたとかいうことについては検証が得られていないところでござ

います。

○会長 いかがでしょうか。今の説明でよろしいですか。
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○委員 事業者さんがそういう提案をされたのだと思うのです。ですから、その点につい

ては事業者にとりまとめを求めて資料を頂いたほうがいいかと思います。

○東京都委託事業者 補足させていただきますけれども、今の御指摘の内容は令和元年度

モデルのほうだと思っていまして、３０年度モデルの見守りとは関連しない部分です。御

指摘いただいた点は事業所で検討していますけれども、本日に至るところまでで明確な結

果が現状で出ているということでは、報告書の中には入っていない状況と御理解ください。

○委員 承知しました。ありがとうございます。

○会長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 私もいろいろな意味で有効な利用ができたのだなということを思いました。

 お聞きしたいのは、資料２の１３ページに書かれている課題に「利用に至らないケース

も多い」という言葉があったのですが、今回検証されているのは４５ケースですので、利

用に至らなかったケースがそれを上回る数であるかもしれなくて、利用に至らない理由は

経済的御負担であったのか、サービスの内容であったのかというところは、もし分かって

いたら教えていただきたいと思うし、今後のために明確になったほうがいいかなと思いま

した。

○会長 ありがとうございました。

 今の件はよろしいですか。

○介護保険担当係長 実際に提案したけれども利用に至らなかった件数がどのぐらいあっ

たかというところに関しましては、明確な数字を把握できておりません。

利用につながらなかった理由について、昨年度までに実施いたしましたアンケートや、

ヒアリング等から把握しているところでは、委員がおっしゃるようなサービス内容や、費

用負担の部分で理解が得られなかったということはございました。また、その他にも、事

業者側からは、ケアプランに位置付けなければいけないという事務的な手間等であるとか

ケアマネジャーの選択的介護への理解が不十分ということから、ケアマネジャー側の理解

が得られなかったというご意見があったところでございます。

 逆にケアマネジャー側からは、選択的介護の提供事業者が限られているため、利用して

いる訪問介護事業者が選択的介護の提供事業者でない場合は、訪問介護の事業者を変える

必要があることから、なかなか利用につながらないという意見は聞いております。

○会長 ありがとうございました。どうぞ。

○委員 先ほど報告書の詳細な部分で御説明があったわけですし、資料も拝見しましたけ



8

れども、私自身も去年１年間の豊島区のいろいろなプログラムはすごく良かったと思って

いるのです。本当に。これは会議の最初でも申し上げましたけれども。

 その上で、否定的なコメントはあまりなかったということで、それはそれでいいのです

けれども、そもそもどなたがインタビューして、インタビューガイドはどういう形でつく

られたのですか。それを事務局にお聞きしたいということです。

○会長 では、そこをよろしくお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 まず３０年度モデル事業については、３１年１月にアンケート

調査を行っております。最初は事業者向けのアンケート調査で、こちらは選択的介護のサ

ービス提供の事業者について、件数としては１０件でございます。また、ケアマネジャー

向けのアンケートについては回収数が１７３件ございまして、事業者もケアマネジャーも

郵送の調査といった内容でございます。利用者向けについては、令和２年２月現在、６か

月以上継続してサービスを利用されている方について、ケアマネジャーが利用者宅で聞き

取りを行って調査票に記入する訪問調査でございます。回収数は９件ということでござい

ます。また、ヒアリングについてはグループインタビュー形式で実施してございます。事

業者向けについては４事業者、ケアマネジャーは３名といった内容でございます。

○委員 要するに、利用者について９件インタビューをしたということでも、結局インタ

ビューガイドがどういうものかによって答えは違うわけじゃないですか。あと、インタビ

ュー形式でない場合でも書面によって質問したわけでしょう。その内容に、あえてマイナ

スのことを聞くとか、そういう設問はあるのですか。

○会長 今の点はどうですか。

○介護保険担当係長 利用者への聞き取り調査票につきまして、満足度とかサービスの継

続意向の項目につきましては、回答は選択式ではございましたが、否定的な選択肢も用意

しておりましたので、肯定的な回答のみで作成したものではございません。

○委員 分かりました。

○会長 その点に関連して今私が気になったのは、６か月以上継続して利用している利用

者の方から聞いているわけですね。だから、不満足な人は６か月も使わないというサンプ

ルバイアスがあるのかもしれない。どうでしょうか。

○介護保険特命担当課長 利用者向け調査については、継続利用している方について利用

の効果等を見ることを目的といたしましたので、そのような方が対象となっているところ

でございます。
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○会長 だから、サンプルはどうしてもその時点でかなり満足しておられる方が出てくる

わけですね。これは非常に難しい点ではありますけれども。

○委員 先ほど言ったケアマネジャーに尋ねてもらうというのでも、繰り返しになります

けれども、きちんと構造化インタビューみたいな形でインタビューガイドをつくって、そ

れに基づいてやらないと、データの信用性がないわけです。ちなみに、私は好意的な人が

多いというのは本当にそう思っていまして、その上での話なのですけれども、やはり対外

的に示すものだから、ケアマネジャーの方が自由な形での質問をしたのか、かなり構造化

インタビューみたいな形にしたのか、そして、何よりもインタビューガイドというものが

しっかりしていないといけないというのは当たり前のことですから、そういうのもきちん

とやっていただきたいというのが１点でした。

 もう一つ、事業者の事務的な負担があるということで事務局からも説明がありまして、

軽減できるものと軽減できないものの区分けというのは区とか行政が既に検討されている

と思いますけれども、先ほどの資料の中に今後の課題と今後の方向とか何とかいうのがあ

ったと思うのです。その中に認定制度と書いてあったでしょう。こういう認定制度という

のは行政の役人が考えがちなことなのです。非常にやりがちなことなのですけれども、す

ごい気をつけないと。私は基本的に認定制度に反対ですけれども、それは後日お話しする

として、事務局が話したのは認定制度で認定されたところについては業務負担が少ないよ

うにするということだったのかな。

○会長 その点、事務局、明確にお願いします。

○介護保険特命担当課長 こちらは、選択的介護のサービスを適切に提供している事業者

について区が認定するという制度を導入したらどうかといった内容でございます。

○委員 これと業務量負担との関係はないのですか。

○介護保険担当係長 補足させていただきます。

 モデル事業終了後は、任意の保険外サービスとして事業者にこれまで提供していただい

たようなサービスを提供してもらうことを想定しております。保険外サービスにつきまし

ては、明確な縛りがないのが本来ではございますけれども、例えば契約等につきましては

重要事項説明等をきっちり利用者にするとか、その辺りの方向性については国からの通知

でも示されておりますので、いわゆる利用者保護の部分について最低限のラインがきっち

り守られているかどうか、区として、例えば書類の提出等によりその部分をきっちりでき

ているかというところを確認した上で、保険外サービスを適切に提供している事業者を認
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定するような制度を今検討しているところでございます。

○委員 その検討は区か東京都でされているのかもしれないけれども、繰り返しになりま

すけれども、保険外サービスは基本的に自由なサービスであるべきなのです。妙な形で認

定制度とかそういうものをつくると、保険外サービスであるにも関わらずいろいろな縛り

がかかったり、はっきり言えば無駄なものになることがすごく多いのです。行政からする

と心配だというのはよく分かるのだけれども、そこら辺は慎重に考えるべきで、行政とい

うのは必ずそういうことを考えてしまうところがありまして、そういうので少し心配だな

と思いました。

 もう一つは、４０何件について、必ずしも軽度の方だけではなくて要介護も含めて、利

用されている人がばらついているというので、結果的に非常にいいということで、なおか

つ、私が最初の頃から申し上げていたように、保険外サービスというのは必ずしも要支援

とか軽度の人たちだけではなくて、中重度の方にとっても大変ありがたい。最期を迎える

ときに、どうしても保険サービスだけでは心残りというか、本当に最後にこれをしたいと

いうのはやはり難しいのです。そういう意味では、先ほどから申し上げているように、要

支援もそうだけれども、要介護の中重度の人にとってもありがたい制度だと私は思ってい

ますので、これは今後とも重視していただきたいということ。

 もう一つは、保険外サービスを使うことによって介護保険の各要介護度ごとの支給上限

額の中における介護保険の利用額の変化というのはあったのですか、なかったのですか。

つまり、私は２０数年間、要介護認定の認定審査会の委員をしているのですけれども、そ

ういうのをしていると、ケアマネジャーとか事業者の不適切さというのはすごくありまし

て、ホームヘルプサービスを極端な回数やって、支給上限額を超えるような形でお金を支

払わなければいけないということは結構あります。その一方、保険外サービスを使うこと

によって多少中身とかいろいろなことを考え始めるということがたしかあったと思うので

す。それによって、今まで介護保険の保険給付の中でこれだけを使っていたのだけれども、

介護保険外サービスを使うことによって、今まで使っていた介護保険給付のサービスに変

化があったかどうか。

○会長 この場合の変化というのは減少ということですね。

○委員 減少でも増えてもいいのですけれども。それはどちらでもいいです。

○会長 では、その点、事務局、よろしくお願いいたします。

○東京都委託事業者 介護保険の給付の厳密な分析はできていないのですけれども、訪問
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介護の訪問頻度、タイミングを見直したというケースとか、現状を鑑みてデイサービスに

変えたというケースもあったというところで、サービスの適正化という観点では一部見直

しが行われたケースがあったところでございます。

○委員 それは今お話が出たようにとてもいいことなのです。今まではあまりそういう視

点で利用者とか家族がしていなかったのだけれども、今回保険外サービスが入ったものだ

からいろいろ見てみるということになって、見直しによって、分かりやすく言うと、どち

らのサービスを選択すべきかということについてのチョイスが変化したというのは、たと

え少数の例であったとしてもすごく貴重なことだと私は思います。

 最後に、今日の会議の一番最後の話になるのでしょうけれども、これだけのことをされ

てきたので、特に令和元年、今年１年間の新しい、ＩＴを使ったり、いろいろな取組みを

していますよね。私からすると軌道に乗ったなという感じがしておりまして、ぜひ発信力

を今回の報告書の中で十分考えて、発信力を持ったような形での報告書にしていただきた

いと思います。拝見したところ、まだ報告書の一番最後のまとめというところが空欄にな

っていたんじゃないかな。全然入っていないからね。それで僕たちが知らないところでま

とめられてしまったら困るなというのが１つ。

 それは冗談だけれども、仮にそうされたとしても、これだけの成果が出ている。もちろ

ん数のことがあるから事例的なものということではあるのだけれども、とてもいい資料だ

と思いますので、豊島区以外のところもそうなのだけれども、むしろ東京以外のところに

もこの実験をもっと見ていただくように発信力を高めてもらいたいと思います。報告され

ている内容はかなりいい部分があるのだけれども、最後のところで腰が引けてしまうみた

いなところがあると良くないので、ぜひ発信力を持ったような報告書のまとめにしていた

だきたいと思います。

 以上です。

○会長 ありがとうございました。これまでのところでほかにいかがでしょうか。

それでは、次の令和元年度のほうに移っていただきたいと思います。また、報告書のまと

めは、最後に少し時間がありますので、よろしくお願いします。では、事務局。

【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 詳細な御説明をありがとうございました。

 それでは、皆さんの御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○委員 御報告ありがとうございました。
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 まず１点質問がございます。平成３０年度モデル事業の中にある見守り等のサービスで

すね、カメラ・センサー等を活用した支援のサービスと、今年度の令和元年度モデルの中

でＩｏＴ機器を活用した在宅支援サービスを居宅介護支援と一緒に提供するということは

今年度実施できたということなのですけれども、これの利用者の違いというのは事務局で

把握されていますでしょうか。こういったサービスは、どの方にはこちらがいいですよと

いうような提示もできるといいと思いますので、現状で把握していることがあれば教えて

ください。

○介護保険担当係長 ありがとうございます。

 まず３０年度モデルにつきましては、どちらかというと見守りの部分を重視するという

ところで、訪問介護事業者が提供していたところでございます。Ｗｅｂカメラであるとか、

センサーといってもそれほど複雑なものではなくて、動きを感知するものであるとか、そ

ういった比較的簡易なセンサーを使いまして、何か異常等があった場合に利用者の御家族

等のスマホや事業者に情報が行って、なおかつ場合によっては訪問介護事業者のヘルパー

が対応するというもので、どちらかというと見守りの部分を重視した形のものになってご

ざいます。

 それに対して、令和元年度モデル事業は、もう少し詳細な情報がとれるセンサーを活用

して、利用者の生活状況やリズムを把握するものでございます。取得した詳細なデータに

ついては居宅介護支援事業者のケアマネジャーがケアプランのアセスメントやモニタリン

グ等に活用することで、その方にとって適切な支援やサービス提供につなげるというのが

元年度モデルの趣旨になりますので、その辺りのすみ分けはしているところでございます。

○委員 ありがとうございました。

 頂いているデータを見ただけで、これが本当に正しいかどうかは分からないので、後で

検討していただきたいのですが、令和元年度モデルですと要介護４・５の方の利用はいら

っしゃらない状況ですが、平成３０年度モデルはカメラによる見守り等と書いてあるもの

をピックアップすると９件あって、そのうち要介護４・５の方が５件ございました。先ほ

ど言っていただいた見守り重視という観点から言うと、そういった重度の方の見守りを行

いたい、また駆けつけてくださるというのがとても有用だということにつながるかもしれ

ませんので、そのような点も御検討いただくといいのかなと思いました。

 あと、見守りということで、今年度行っていただいた居宅介護支援の提供ですと９件中

独居が６件ということでありますけれども、この独居が生涯未婚の方とか離婚した方とか
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お子さんがいらっしゃらないとか、そういった家族的背景を見ますと、あまり関連の方が

いらっしゃらない、親族の方がいらっしゃらないという方にとってももしかしたら有効な

のかなと。見守りという点から言うと、ほかの家族が見守りたいというのは平成３０年度

モデルにあるようなサービスが有効だけれども、単身の方等にとってみるとどちらも有効

なのだけれども、居宅介護支援事業所で見ていただけるというのはとても有用なことなの

かなと思いましたので、もし可能であればその点も御検証いただければと思います。

 もう一つ、居宅介護支援と一緒に提供するということで、今の状況だとケアマネさんが

変わらなければ同じサービスを受けることができないということになりますかね。ですの

で、ほかの居宅介護支援事業所にもこのサービスは有用なんだよということがありました

らアピールしていただいて、企業からこのサービスの導入を検討してはどうかというよう

なことが言えるようになると多くの方が利用できるかもしれませんので、そのようなこと

につながる報告書にしていただいたり、企業等との連携、事業所等との連携等を行ってい

ただければと考えております。

○会長 ありがとうございました。貴重な御意見を頂きましたが、事務局は特に何か御返

事はありますか。今頂いた内容でよろしいですか。

○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。今の御意見を踏まえてしっかりと検討

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す。ほかはいかがでしょうか。

 ＩｏＴの利用というのは本当にこれからどんどん進んでくるわけですので、おっしゃっ

たように、見守りの点について独居老人にとっても極めて重要だということですね。

 いかがでしょうか。

○委員 時間の関係もあるので最後の発言にしたいですけれども、報告書のことで、先ほ

どお話ししましたように、介護保険によるサービスだと、極論で言いますと、サービスイ

ノベーションを起こすことはあまりできません。したがって、介護保険外サービスこそが

新たな領域とか進んだ領域というものを開発できるのです。本来、介護保険の出発時点で

はこんなことになるとは想定していなかったのだけれども、ますますがんじがらめになっ

てしまって、細かいものをつくってしまって、にっちもさっちもいかなくなっているので

す。それで事業者の創意工夫とかそういうのがなかなか生かせない。だから、むしろ外国

の昔の理論である繰り出し梯子理論のようなところで、例えばＩＴとかの活用によって、

モニタリングによってお医者さん自身もこれは非常に意味があるというのは、今後は進ん
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でいくでしょうけれども、今の介護保険の中でやるのはなかなか難しい。だけど、これを

豊島区でやってみたら、やはりドクターから見てもそういうことがある。それ以外にも

様々なことがありますね。というので、保険外サービス、選択的介護について私が非常に

積極的に評価しているのは、現在の介護保険内サービスというものを革新する、イノベー

ションを起こすためにも保険外サービスのところで頑張って進めていただきたい。そうい

うメッセージが多少入っていいと思うのです。

 たまたま今日、慶応大学の土居さんのインタビューのものを見ていたら、名称は違うの

だけれども、混合介護の拡充について書かれていました。従事者の支援にもなる混合介護

の拡充をというので土居さんがインタビューに答えています。なお、同じ雑誌で豊島区の

試みについて私も書きました。本当にそういう流れになりつつあると私は思いますよ。

○会長 そういう記事についてはコピーして、委員と、それから報告書にも一部使ってい

ただいてもいいかと思います。特に土居先生は非常に著名な方ですから。

 ほかに御意見はいかがでしょうか。

○委員 このテーマはほかでも研究・検討していて、別の角度からもいろいろ考えていた

のですけれども、今日の結論、結果を見ても、家族の介護力を高めるということがまず確

認されてきたのではないかなと思います。保険外を有効に使うことによって、見ていると、

在宅介護の力が上がっている、在宅で過ごせることが上がっているということが明らかに

なってきたのかなと思いますが、一方で、先ほども少し触れた、ケアマネがこの保険外に

どう向き合うのか、どう責任を持つのかというのが制度の中でも曖昧で、その貢献にどう

向くのかというのもまだ曖昧なままなので、ケアマネをどう処遇するのかも含めて重要な

のが残っているのかなと。

 先ほど認定の部分で御指摘された部分が前の資料の資料２なのですが、委員がここに非

常に警戒心というか心配されているところをもうちょっと詳しくお聞きしたかったなとい

うのが正直なところで、ケアマネの責任というのか、ケアマネが安心して保険外サービス

をアレンジすることができるためにお行儀のいい事業者を認定するという意図であれば、

認定制度というのはそんなに悪いものでもないのかなと。手取り足取り、これをやっちゃ

いけない、あれをやっちゃいけないということだと変な認定制度ですけれども、お行儀の

いい事業者であるというお墨つきをつける認定制度ならば、ケアマネの負担軽減とか、今、

東京都の別の研究会で、認知機能が低下した高齢者、これは認証に至らなくても、軽度認

知障害も含めて、グレーゾーンの方の生活をどう支援するかという検討会も東京都のほう
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で私はやっているのですけれども、やはり契約が非常に複雑になるとそこで課題が出ます

ので、そういう負担を軽減するためにも何らかのお墨つきというのはいいんじゃないかな

と思っていたので、先ほど認定制度のところでいろいろごちゃごちゃつけて変なものをつ

くるなよと言ったのはどういう趣旨なのかなというのを明らかにしてくれたほうが事務局

は助かるのではないかなと思って、そこだけ引っかかっていたところです。

○会長 どうですか、簡潔に。

○委員 もともと出発点として大体善意でもって認定制度というのはつくるものなのです

けれども、つくってシステム化された暁には大体駄目になるというのが今までの介護保険

サービスとかの通例なのです。例えばシルバーサービス振興会、シルバーマークとかあっ

たのだけれども、それなどが典型ですし、そういう意味で、豊島区内でやるのかどうかは

分からないですけれども、あまり認定制度を最初から悪いと思ってつくる人はいないので、

利用者にとってプラスになると思ってつくるのが大体の出発点なのだけれども、いざ実際

につくってみると、結局自由なものを阻害したり、認定制度に付随した事柄がシステム上

いろいろ発生したりすることはしばしばあるというので、善意でやるというのは認定制度

にありがちなのだけれども、いろいろな経験をしている者として気をつけたほうがいいで

すよということです。

 あと、消費者保護という観点が非常に重要なので、そういう意味で、消費者保護につい

てケアマネジャーができるかどうかということについては、本当の話で言うとなかなか難

しいということなのです。ケアマネジャーが介護保険の要だという言い方が常に行われて

いたわけだけれども、実態的に言うとケアマネジャーの役割とかどういう人がケアマネジ

ャーになるかということについては当初考えていたのとは違っていますので、そういう意

味でケアマネジャーに全部させることが本当にいいのかどうか、本当に介護保険というも

のを利用しやすくしようと思うのであれば、きれいごとの話ではなくて議論するとしたら、

そういうことが必ず出てくると思うのです。そういう観点からの事業者の認定制度という

ような提案であるとするなら、何分の１かについては賛成できるのです。というようなこ

とです。

○会長 ありがとうございます。

 委員の言っておられることは、ほかの委員の方はどう思われますか。やはり何か認定制

度は要るのだということと、それがあるとかえって複雑になってしまうという、その辺り、

現場で経験されている方はどう思われますか。しかし、全くないと利用者としても困らな
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いですかね。私が言うのもどうかと思いますが、あまり市場に任せるというのは。しかも

かなり複雑なサービスですからね。どうでしょうか。

○委員 私の周りで高齢の方と日頃いろいろお話しして感じるところなのですが、認知症

とまだ判断されていない、御本人も含めて認知症にはなっていないという高齢者の方は、

電話によるセールスも頻繁ですし、知らない人が訪問してくるので、ものすごくガードが

固くなっていて、だまされたら大変という気持ちがすごく高くなってきていると思うので

す。その一方で認知症の高齢者の方は逆で、いろいろ話しかけてくれる、優しい言葉をか

けてくれるというようなことで案外だまされてしまうというか、そういう言葉に引きずら

れていろいろなものを買ってしまったり、そんなことがあることをよく見聞きしています。

そういう意味で、本当にこの選択的介護が高齢者の方にプラスになっていくというような

ことがあるのだとすれば、それを一生懸命、例えばケアマネが高齢者の方に説明している

のだけれども、逆にあまり説明し過ぎたりすると、これってお金を使わせるためだけに言

っているんじゃないかという誤解を与えてしまうことになると残念だなということがあり

ます。ある程度信頼できるということを高齢者自身が分かるような何かがないと、なかな

かこういう選択的介護というものを積極的に高齢消費者の方たちが利用できないのではな

いかなということがあって、認定制度というものがあってもいいのかなと感じているとこ

ろです。

○会長 その場合の認定というのは、事業者というのか、むしろケアマネが鍵ですよね。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。今の点はかなり大事だと思いますので。ケアマネが

信用できなかったらこの制度はもたないですからね。別に選択的介護だけではなくて、介

護保険自体がもたないわけで、難しいと思うのですけれども、どなたか。

○委員 私がもしこういう選択的介護を行っている事業所があるということをその事業と

ともに紹介していくときに、複数あってお選びいただくことができるぐらいの状況ならば

いいのですけれども、Ａ社ならやっていますよというような数が少ない場合には、それは

どういうところと聞かれたときに、ほかの事業所と同じように事業所指定を受けています

よとかいうことはかなりの保証になると思いますし、その後、あなたが紹介してくれたと

ころだったのにあまり良くなかったわというようなことをどこまで私たちが責任を負うの

かなということがあるので、少なくともお使いになる方が選べるぐらいの数はあって、Ａ

社、Ｂ社、Ｃ社の中から選択するのは利用者なのだというところを確立しておきたいなと

は思います。
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○会長 ありがとうございました。どうぞ。

○委員 今、利用者側からケアマネの方を選ぶというのは、普段の状況からいくと、情報

とかそういうものは、近隣の同じ人たちが多少、私の両親の場合はこんな形でケアマネを

お願いしましたとか、そういう形での情報しか実際には入ってこないのです。そうすると、

地域の包括とかいろいろなところがその人に合ったケアマネを選んで推薦してくれるとか、

そういう部分も必要なのではないかなと、今皆さんのお話を伺っていて感じました。

○会長 そうですね。ありがとうございました。

 では、今の問題も含めて最後の報告書の部分に行っていただいたらいかがでしょうか。

【東京都介護保険課長より資料４について説明】

○会長 ありがとうございました。

 今回の報告書の内容につきましては、もう一度議論する機会は必ずあります。ただ、そ

こだけではとても議論ができないので、できれば事務局にはこの会議の前に案をつくって

いただいて、メールで回していただいて、メールベースである程度議論した上で最後に詰

めるというような形にしていただくとありがたいと思います。

 それから、今のアウトラインの中で認定制度というのはどこで議論するのでしたでしょ

うか。報告書（案）をもうちょっと見せていただきますけれども、あるとしたら何章辺り

になるのでしょうか。そこはかなり大事な点ですので。あるいは評価の点も含めてですね。

○介護保険特命担当課長 事務局としてもまだ認定制度のスキームがどうにも難しいとこ

ろがございまして、そこについては今後検討いたします。

○会長 具体的なスキームでなくても、そういう認定制度が必要かどうかという議論を今

していたわけで、モデル事業を終わった後ではやはり利用者から見て不安がある、それを

どう解消するか。認定制度でないとしたら、代替案として、何かありますか。

○委員 ありますね。認定制度ではなくて、登録制です。これであれば十分いけると思い

ます。１つは、認定制度となるとどうしてもエクスキューズするための、責任回避のため

のものになりがちなのです。もう一つは、本来は専門性を持って、あと情報共有すること

によって利用者の方々に対して適切なサービスをアドバイスする、奨励するということが

必要なのですけれども、力量とかそういうものを蓄積したり、情報共有したり、正確な情

報を持つということなしに認定制度だけが走るというか、認定制度だけができてしまって、

全てそれに押し付けて力量が低くなるということはしばしばあるのです。そういう意味か

ら、責任逃れと言うとあれですけれども、本来力量を高めるべきものが、認定制度にお任



18

せしてそれに責任をなすりつけるというようなことがありがちだから、そういうものより

も、むしろ登録制度というのが非常に重要ですので。登録制度によっても、縛るという言

い方は変だけれども、適切なグリップ力は発揮できますからね。どこでもそうですけれど

も、事業者に対してリストを持っていますよね。だから、それをもう少し工夫したような

形で、あとは専門家同士と行政との情報共有に努める。そういうことによってやっていく

というのが非常に重要だと思います。登録制度という形であれば十分やっていける。

○会長 よく理解できないのですけれども、選択的介護ができる事業者を登録させるとい

うことですか。

○委員 そうそう。実績のあるところを。例えばＮＰＯ法がありますよね。あれは、社会

福祉法人とか学校法人とか公益法人等ではない形で、民法改正ができないと思ってしまっ

たものだからＮＰＯ法ができたわけですけれども、あれは要するに登録です。認定となる

とちょっと違うのです。

○会長 ですから、事務局にお願いしたいのは、細かい認定とかそういうのではなくて、

委員が言われた登録というような手段も含めて何らかの形で利用者が識別できるようなも

の。

○委員 それは賛成です。

○会長 そういうものを検討していただければと思いますが、いかがでしょうか。

○介護保険特命担当課長 はい。ありがとうございます。

○会長 それから、広報ということについても、単にパンフレットをつくって配るだけで

は駄目で、例えばここに出ておられる先生でどこかの有力な介護関係の雑誌で座談会をや

っていただいて宣伝していただくとか、そういうあれがあればいいかと思います。

○委員 登録制度は、僕は基本的には同じ趣旨です。先ほど委員がおっしゃった、高齢者

は非常にいろいろな人がやってきて困ると。滋賀県の野洲という町では訪問販売業者を登

録制度にして、登録していない訪問販売業者は市内で活動できないようにしているのです。

それの選択的介護版みたいな形で、実質的には同じだと思うのです。だから、私は別に認

定にこだわっているわけではなくて、ちゃんとシグナルを持てるというのが大事かなと思

っていますので、それはありだと思いました。

○会長 もう最後ですので、ほかの委員の方、何か御意見があればぜひ。よろしいですか。

それでは、そろそろ時間になりましたので、最後に事務局から何かありますでしょうか。

○介護保険特命担当課長 いろいろ貴重な御意見をありがとうございました。
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 本日頂きました議論を踏まえまして、報告書のとりまとめを先ほどのスケジュールに沿

って進めさせていただきたいと思います。

 また、次回、１２回の会議につきましては今後日程調整させていただきます。詳細が決

まりましたら御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○会長 次回は対面でできればいいのですが、コロナ次第ですので。

では、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


