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（午後６時３０分開会） 

○介護保険特命担当課長 それでは、定刻となりましたので、第７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。 

  本日もお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

  最初に本日の欠席等について申し上げます。大久保委員と小島委員、また副区長の齊

藤でございますが、本日欠席でございます。また、栃本委員、駒村委員より、少し遅れ

るとのご連絡をいただいております。 

  それでは、次に資料の確認をさせていただきます。資料は４点ございます。次第をお

めくりいただきまして、資料１が３０年モデル事業の進捗状況について、資料２が３１

年度新サービスモデルの検討について、資料３が効果検証のための調査方針について、

資料４が本年度の実施事項（案）についてでございます。また、委員のみの配付資料と

いたしまして、参考資料等をご用意してございます。 

  それでは、八代会長、進行をお願いいたします。 

○会長 本日の傍聴の方はおられますでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 はい。本日１４名の傍聴の方がいらっしゃいます。 

○会長 それでは、傍聴を認めてよろしいかどうか、お諮りさせていただきますが、よろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 はい。それでは、お願いいたします。 

  それでは、引き続き、議事に入りたいと思います。 

  一つ目の平成３０年度モデル事業の進捗状況について、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１について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  今、ご説明いただいた１１のケースについて、ご質問、ご意見がございましたら、よ

ろしくお願いします。 

  ケアマネジャーの方からは好評だったということですが、懸念するような声はなかっ

たわけですよね。 

○介護保険特命担当課長 サービス提供事業者が９事業者と限られていますので、選択的

介護を使いたい場合に事業者を変更しなければいけないこともあり、そこは課題として

挙げられているところでございます。 

○会長 いかがでしょうか。 

○委員 ２ページの説明の中で、最終的にその評価、確認ができるというお話があったか

と思いますが、それを行うのは第三者ですか、それとも利用者の家族でしょうか。 

○介護保険特命担当課長 再アセスメントというところでございますが、ヘルパーさんの

声、またサービス提供責任者、ケアマネジャーさん、関係されている方々のお声ももち
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ろんですし、ご利用者ご本人からも利用されているサービス内容についてお尋ねをして、

評価をしていくことを考えております。 

○委員 ＩＣＴの利用について、新しいところだと思うので、少し質問させていただきた

いんですけれども、このＩＣＴを利用することによって、実際どんなふうに活用される

のか、ちょっとイメージが湧かないものですから、もう少し詳しく利用者とかご家族の

介護のお話を教えてほしいのと、例えばこれが進んでいくと、定期巡回型などのかわり

になっていくようなものなのか、その辺のところについて教えていただくことはできま

すでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 カメラでございますが、ウェブカメラでお話もできるため、ご

利用者の状況を２４時間いつでも確認できる、声がかけられるというところはかなり安

心だという声がございました。また、ヘルパーがサービスに入っているときに、カメラ

で見られているということもあるわけでございますが、そのヘルパーからご利用者が普

段どのようにサービスを受けているかをご家族が確認することができる。それがヘルパ

ーにとっても励みになるといいますか、非常にありがたいという声が出ているところで

ございます。 

  もう一つ、センサーでございますが、こちらは室温や湿度等のほかに、ご本人が普段

活動されている様子を棒グラフで示すことになっております。これによって、認知症の

方が、夜は寝ているとおっしゃっていたんですけれども、実際にセンサーの情報を見ま

すと、ほとんど寝ていないという状況が示されているといったこともございまして、そ

れによって訪問介護の提供時間であるとか提供方法も改善をするといったところがござ

います。 

  定期巡回とは確かにかなり近いものではございますが、定期巡回よりもその費用は少

しお安くなるというところもございますし、アプリを導入することによって、複数の方

が同時に見ることができる。また、先ほどのセンサーでしたら、チャット機能でやりと

りができるといったところが違うところでございまして、今後ともこのＩＣＴに関して

は、ご利用が増えていくのかなというふうに考えてございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 そのＩＣＴを利用した場合、いわゆる利用者側の初期投資的な部分について、負

担は特になしで、あくまでも利用料の中でそれは賄えるという理解でいいんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 カメラに関しましては、Ｗｉ－Ｆｉの環境が必要になってきま

すので、そこは初期投資という形で必要になってまいります。また、センサーに関しま

しては、初期導入費用として２万９，８００円かかるとなってございまして、それぞれ

通常のご利用料金以外にそういった経費はかかってまいります。 

○委員 要するに利用者を、より介護度が増さないように常時見ていくということは、別

の意味で、福祉の費用を減らす的な考えができるかどうかわかりませんが、そういう面

からいけば、必要な人に対する初期投資的な部分は、ある程度行政でカバーするような
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方向というのは考えられるんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 この選択的介護は、介護保険料を上げることなく介護サービス

を充実させていくことを目指すもので、サービスを必要とされている方が料金をお支払

いいただいて受けるサービスという点が重要であると考えております。ただ、ＩＣＴに

関しましては、今後介護保険の中でどのように利用されていくかというところは、この

モデルの中でどういった効果が出ていくのかということにも関わってくるかと考えてお

ります。 

○委員 そうすると、ある程度経済力いう部分でいくと、高齢者の場合の多くは、当初、

豊島区で、健常者も含めてアンケートをとったときには、２００万ぐらいの年金生活以

下の人が、四十数パーセントいるとアンケート結果もありますから、そういう人が要介

護的な方向に行った場合に、初期投資は、なかなか難しいような気がいたしました。 

○介護保険特命担当課長 初期投資につきましては、私どもも大きな課題と思っておりま

して、今後ご利用が伸びていけば、この初期投資もだんだん金額が下がっていくかとは

思いますが、今はこの金額が必要ということになっております。 

○会長 最初、この余裕のある方がこれを使ってみて、それが本当に福祉の減少につなが

るということがかなり実証されれば、それはまた保険適用という可能性もあるんじゃな

いかと思いますが、一律に最初から保険適用するほど自信があるものではないという面

も、混合診療のときも同じで、最初は保険外診療を入れてみて、効果があれば保険適用

というのは医療の場合でもあるわけですので、これは財源次第ですけど、そういう可能

性は排除できないと、あり得るとは思いますけれども、今ここでは確約できないという

ことだと。 

○委員 ＩＣＴについてもう少しお伺いさせていただきます。見守りサービスですけれど

も、棒グラフで出るということですが、例えば洗面所、トイレ、浴室や玄関、リビング

等、いろいろ置く場所で活動がわかるものなのではないかなというふうに拝察したんで

すけれども、先ほどの認知症の方を例に挙げてみますと、どのような場所に設置してい

るのかということと、あとは、この１日２回のセンサーチェックというのは、これはサ

ービスの提供側が２回チェックするのか。そしてご家族の方はいつでも見られるという

ようなものかというのを教えてください。 

○介護保険特命担当課長 カメラもセンサーも、ご利用者が普段よくいらっしゃる場所に

置きます。また、ヘルパーは１日２回と決めていますが、ご家族は２４時間いつでも確

認することができます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかは、いかがでしょうか。 

○委員 モデルケース９ですけれども、グループホームに入居していた方が、状態が変化

したのでということで、ご自宅に帰られて、おひとり暮らしですよね。これは、すばら

しい効果のように思うんですけれども、ちょっとにわかに信じられないんですけれども、
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どんな状況でこうなって、このサービスがどうかみ合って、お一人で、要介護５で、グ

ループホームにもいられない方が住めるようになったのかと、もうちょっと詳しく教え

てもらってよろしいですか。 

○介護保険特命担当課長 これまでグループホームに入居されていたんですけれども、利

用前の状況のところにも記載してございますように、多動で転倒の危険が高いというこ

とで、あと、ご家族もご利用者には自由に暮らしてほしいということで、ご自宅に引き

取られたケースです。集団生活が難しいということで、ご自宅で生活をされている。上

階にはご家族の方も住んでいらっしゃるんですけれども、基本的には朝、昼、夜と訪問

介護が入っておりまして、また夜中の身体介護等も入ってございます。プラス見守りサ

ービスを入れることによって、時間があるときにご家族が確認いたしまして、この前も、

いつもいるお布団のところにいなかったけれども、ちょっと横を見たらそこにいたとい

うふうな、カメラの映像によってかなり広範囲に見ることができますので、それによっ

て利用者の状況が確認できる。また、小さいカメラでございますので、ご利用者も見ら

れているという意識は余りなく、安心してお暮らしいただけている状況でございます。 

○委員 では、費用対効果がグループホームに比べて高いというわけではないんですね。 

○介護保険特命担当課長 申し訳ございません、料金は比較していないんですが、訪問介

護のサービスはかなり入っているところでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 

○委員 一つだけ。契約時ですけども、ほとんどのケースでケアマネがついているんです

が、ケース６だけケアマネがついていなかったというのは、これは何か事情があるんで

しょうか。 

○介護保険特命担当課長 ケース６でございますが、ケアマネジャーから説明もしている

のですが、契約時に同席をしておりますのは、このサービスの必要性を見つけたヘルパ

ーでございます。ご本人はスマートフォンを自分で選んで購入したいけれども、スマー

トフォンの購入や設定等の支援が受けられることはご存じなかったので諦めていた。ヘ

ルパーが日常会話の中からご本人の利用意向を把握して、サービス提供責任者と相談を

してサービスを導入したというものですが、ケアマネジャーもきちんとその話は聞いて

おります。 

○会長 こういうスマートフォンの使い方に詳しいヘルパーさんを使うときは、加算のよ

うなものはないんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 今回は加算は特につけていないんですけども、確かにヘルパー

さんに非常に知識があるということでサービスにつながっているケースで、全てがこう

なるわけではないとは思っております。 

○会長 よろしいですか。 

  それであれば、次の議事に行って、またこの議事に戻ってきていただいて結構ですの
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で、二つ目の議題ですね、３１年度新サービスモデルの検討について、ご説明をお願い

いたします。 

【東京都介護保険課長より資料２について説明】 

○会長 はい。ありがとうございました。 

  道路運送法とか薬剤師法に触れるので、なかなか面倒だと思いますが、ご意見はいか

がでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員 ただいまの事務局の説明について、少し確認と補足をさせていただきます。まず、

先ほど資料１で説明のありましたように、８月から開始しております第一弾のモデル事

業、いわゆる３０モデルというのは、介護保険の訪問介護と保険外サービスを組み合わ

せたもので、現行制度の枠内での実施が可能である旨、厚労省に確認した上で実施をし

たと。一方、先ほど説明のありましたように、第二弾となります３１モデルは、デイサ

ービスを拠点として、高齢者の生活面や健康面などをトータルに支えていくというもの

でありまして、これは現在の３０モデルとは異なり、基本的に特区制度を活用して現行

制度の枠を超えて実施していきたいと考えております。会長からありましたように、な

かなかハードルは高いんですけれども、そこが３０モデルと３１モデルの大きな違いか

なと。 

  本日、委員の皆様から本案についてご意見をいただいた上で、私どもとしては、年明

けには関係省庁との協議を始め、例えば年度内に特区の区域会議、これは国家戦略特別

区域会議ですけれども、その特区の区域会議への提案も視野に入れるなど、作業を加速

していきたいと考えております。また、特区の作業と並行しまして、先ほど事務局から

説明がありましたけれども、事業者公募に向けた準備も進めていきたいと考えておりま

すので、改めてではありますが、委員の皆様には、そういったことも含めまして、お気

づきの点があれば、ぜひご意見をいただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  ただ、特区諮問会議にかけるその前に、ワーキンググループのほうに出していただき

たい。よろしくお願いします。 

  いかがでしょうか。 

  さきほどのご説明で、特養ならできることがデイサービスではできないということで、

それは、特養は住んでいるからで、デイは住んでいないからというだけの話ですよね。

しかし、日常の生活の大部分を過ごしている訳ですから、それはその部分の解釈を変え

るというほうが簡単ではないですか。そのあたりを、教えていただければと思います。 

○東京都介護保険課長 その部分を変えるということも、今回、提案の中でしつつ、居宅

の中にデイサービスも入れてほしいということを考えています。 

○会長 特区の議論で似たような話があり、例えば障害児に対して何か福祉的なサービス
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のときに、学校でやっていいかどうかという話もあって、それも子供にとって１日の大

部分を過ごす学校を居宅と同じ扱いにしようと、こういう考え方があちこちに出てきて

いると思いますので、ご検討いただければと思います。 

  いかがでしょうか。 

○委員 私の理解が間違えていたら指摘していただきたいのですが、デイサービスで薬剤

師の方々が服薬指導するのは大変いいなと思うんですが、一方で、薬剤師が服薬指導す

るときに足かせになっているのが、診断名や病歴といったものが、通常私たちが薬局に

行って出す資料の中には、入っていません。そのお薬を見て、そこから、とんちクイズ

みたいな形で、いろいろやっているというのが現状だと僕は認識しています。 

  そういう意味では、特養ですと、恐らくお医者様もいらして、そういうバックグラウ

ンドデータが見ることができるので、多分できるんだろうと思うのですが、デイサービ

スにおいても、そういったバックグラウンドの情報について薬剤師の方と共有してと、

そういったところについてのその問題といいますか、できるだけそういうふうになった

ほうが、ご本人のためにはいいと思うんですけれども、その辺のところも含めてご検討

いただくということはできないかなと思ったところです。 

○会長 ただ、今の点は、ここで言ったようなデイサービスを自宅や薬局と同じ扱い、自

宅や薬局なら服薬指導できるわけですから。両方ともお医者さんはどっちみちいません

から、そういう話じゃなかったんでしょうか。 

○委員 服薬指導で、飲み合わせみたいな形で、何か症状が出ていますね、これは先生に

言って変えてもらいましょうと、これはもう全く問題なくできると思うんですけれども、

私がひっかかったところは、減薬の指導とか、そういうことにつながるのではないかと

おっしゃったんですけども、現実的には診断名もわからなくて、減薬指導するまでは多

分無理だと思うんですよ。しかしながら、やはりそういった観点というのは、将来に向

けて、大事だと思いますので、この今回の規制の中で、そこら辺のところも話し合える

チャンネルがあればどうかなと思って、提案したということです。 

○東京都介護保険課長 在宅であれば、居宅療養管理指導というのがあって、医師の指示

の中で指導できるという部分があるんですけども、それは例えば通院できない人とか、

ある程度重度の方に限定されていて、デイに通っている方の中では、例えばいろんな病

院に通っていて、同じような薬を処方されている。同じような薬を飲んでいて対応が悪

くなっているというような、いわゆる居宅がメーンの方で、居宅での指導を受けられな

いような方もいらっしゃるので、そういった方に焦点を当てて、こういったサービスが

できればいいんじゃないかというところを、豊島区の薬剤師会の方々とも意見交換をし

ながら組み立てて、今、先生が言われたような内容を踏まえながら、考えていきたいと

いうふうに思ってございます。 

○保健福祉部長 ここでの選択的介護のメニューということではないんですが、今後、多

剤併用の対策についてはやっぱりやっていく必要があるかなというふうに思っていて、
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これからポリファーマシーの関係について、薬剤師会さんとどういうふうな形ができて

いくのかというのは、全く別な問題意識ですけれども、それはそれで一つの課題かなと

いうふうに思っているので、今、都の介護保険課長のほうからお話をさせていただいた

ようなことの中で、その二つの目的とは違うんですけれども、トータルでいくと、やは

り整合を図る必要はあるかなというふうに思っておりますので、そのあたりもまた今後

ご報告させていただきたいと思います。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 さまざまなことを検討していただいて、ありがとうございます。 

  ２点質問があります。以前、コインランドリーサービスというようなお話が出ていま

したけれども、厚生労働省からの９月２８日の通知になると、物品を販売するものなど

はよろしいという内容が出ていたんですけれども、コインランドリーサービスといった

ようなものも、そのようなものに該当するので、外しているということなのかというの

が、一つ。もう一つが、ＡＩ等を活用した生活リズムの維持・回復支援とお手軽リハ提

供というところの名称です。さまざまなところでリハビリテーションとかリハビリとい

う言葉が使われていますが、例えば訪問リハビリマッサージというような車が走ってい

るのを見たりとか、医学的リハビリテーションであったり、社会的リハビリテーション

と、さまざまな言葉の使い方がある中で、恐らく通所介護の中だと、機能訓練という言

葉が使われているんですね。ここで、この「お手軽」という言葉と「リハ」が組み合わ

さっているというところで、内容的にはとてもおもしろいというか、興味深いし、自立

支援につながるようなメニューが提供されることが期待されるのですが、それとこの名

称がちょっとそぐわないような気がしまして、どのような形で考えていらっしゃるのか

というのを、もう一度教えていただければと思います。 

○東京都介護保険課長 まず、コインランドリーにつきましては、ご指摘のとおり、物販・

移動販売やレンタルサービスの中の一つに入っていると、これは厚労省のほうに電話で

確認してございます。ですので、今回落とさせていただいているというところでござい

ます。 

  あとはＡＩを活用したお手軽リハというところですが、例えばデイサービスに行った

日については、しっかりご自身で取り組むが、それ以外の日については実施しないと。

そうすると、ぜひご自宅でもやってよねといっても、なかなかできないような部分もご

ざいますので、そういったところをＡＩとかＩｏＴを活用して、ご自宅だったり、例え

ば通いの場だったり、もう少しご自宅からご自身が移動できる距離の範囲内で、デイサ

ービスでやっているようなこともできないかなと。そこで遠隔でのご指導をいただいて

実施するとか、少しちょっと未来的な話になってきてしまうんですけども、そんな可能

性も考えられないかというところを、我々としてご提案しているというところでござい

ます。そういう意味でお手軽という、家の近くでできるということで、身近にできると

いうところで、お手軽という意味合いの言葉。 
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○委員 どちらかというと、生活の場面でのリハビリテーションということですかね。あ

りがとうございます。 

○会長 いいですか。 

○委員 今のところですけれども、資料２の１２、１３ページにある、ＡＩを使った最適

なリズムの回復のプログラムをつくるという、最適化されて科学的なエビデンスがある

ようなサービスというのは開発されているのか、それとも、あくまでも将来の絵という

感じでしょうか。そして、８ページ以降は、まだイメージだということなので、多分そ

ういうことだと思うのですが、いま一つ、このＡＩを使ったリハのところは、もう少し

わかりやすく、どのようにＡＩを使うんですか。 

○東京都介護保険課長 医療法人が運営しているデイサービスセンターがございまして、

その中で、ご利用者の症状と実施したリハの内容とその結果のデータを積み重ねること

によって、ＡＩとして、知識として積み重なっていると。それによって、こういうケー

スであれば、こういうリハのプログラムを実施したほうがいいという、そういったプロ

グラムの内容が出てくるというようなシステムを、もう既につくっている会社が幾つか

ございます。 

  ＩＣＴリハというような名前をつけて、展開していて、海外からも視察が来て、実態

として要介護度が改善しているとか、そういった実績を上げている会社がございまして、

そういったもののご提案を、この中でできないかと。 

  今言った会社以外にも、ＡＩとかＩｏＴ、ＩＣＴの活用に関しては、いろんな会社が、

いろんなアイデアを持っているので、そういったものを引き出して、介護の現場と結び

つけて何かできないかというようなことを考えていきたいというふうに思ってございま

す。 

  特に１２のほうは余り、もしかしたらない。ただ、多職種連携ということが叫ばれて

いる中で、もう少しＡＩやＩｏＴ、ＩＣＴを活用した連携というのを進めることができ

ないかなというふうに考えてございます。 

○委員 例えば、スカイプみたいなもので、インストラクターが向こうに居て、こういう

ことをやりますよとか、そういう感じですか。それとも、何かプログラムがダウンロー

ドされて、テレビか何かで一緒にやりましょうなのか。どんな感じですかね。 

○東京都介護保険課長 今言われたような、映像で一緒にスカイプなんかで指示をしなが

ら一緒にできないかというようなもので、それが個別的なリハのメニューになっている

というようなものでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 先ほどビッグデータ。それでＮＤとか、ＣＤとか、そういうようなものと結びつ

けてとおっしゃるけれど、そんなの現実的に行われていますか。 

○東京都介護保険課長 今回、視察に行かせていただいて、こちらのほうで講演もしてい

ただいたんですけども、一応、成果は上がっているという話は聞いています。ただ、そ
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れが１００％信じていいのかどうかという部分については、我々も実証、もっともっと

研究していかなきゃいけない部分はあるとは思うんですが、見に行った限りでは、成果

は上がっているというようなところでございます。 

○委員 ちなみに私は、ＩＴを活用するのは賛成しています。だから、すごくいいことだ

と思う。 

  だけど、これからそれが進んでいくという、まだ端緒というレベル。それをこの中に

入れるというのは、相当負荷が高いから、慎重にというので、やめなさいということを

言っているのでは、全くありませんが、やはりもう少し、これに関して厚生労働省など

は、さまざまな形で研究費を出したり、調査研究のためのことをしているので、そうい

うものを全部ご覧になるといいと思うんですね。どのレベルなのかと。 

  それでシンクタンクとか、民間の大手の企業などの提案ベースのものというのも、か

なりありますよね。ただ、それは申請書類上、いろんなことが書いてあるけど、精査し

てみると、まだ、ものになるかどうかわからないというか、そもそもビッグデータとつ

なげることさえできていないんだから。それとミクロのデータを繋ぎ合わせるというの

は、もうちょっとしっかりしたことを書かないといけないんじゃないかというのが一つ。 

  それともう一つは、デイというのは、やっぱり箇所数も多いし、多様だし、あと日本

のデイサービスの仕組みというのは、ある意味では、稀有というか比較的珍しくて、こ

れが訪問サービスの代替になっている部分があります。その上で、それを活用して、拠

点にというのは、薬の場合、非常に、デイを整えるというのはすごくいいと思う。 

  その上で、デイサービスだけを使っていて、例えば薬を出されているという場合。そ

の場合のケアマネジャーというのは、一般的にデイサービスのケアマネジャー。 

  それで、よく吟味してみると、そのデイサービス事業者が、要介護何で、認知症の改

善薬をこのぐらい使っているというのがあって、これはどう見てもおかしいなというの

が相当ある。 

  ということでいうと、こういう形でデイサービスのところに来てくださって、薬剤師

さんが来て、いろんなアドバイスをするというのは、利用者にとっても、すごくいいこ

とだと思います。 

  だから今回、３１モデルというのはようやく、少し積極的に、試行ではあるのかもし

れないけれど、取り組んだというのはいいと思いますね。 

  それともう一つは、いろいろ先ほど、会長からもお話がありましたけれど、既存の制

約というか、そういうのがあるので、事務局のほうで、きちんと整理されていると思う

んだけれど、もう一度組み立てをしっかり吟味して、理論武装をすることが非常に重要。

というので、すごく、いいものだと思いますよ。 

○会長 ありがとうございました。 

  ただ、８ページ以下は、あくまで参考資料でありまして、その前とはちょっと区別を

ということで、ご容赦いただければと思います。 
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  ほかに、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 先ほどご説明いただいた中で、１２ページとか、１３ページにデータをという部

分がありますが、ちょっとこのイメージがよくわからないんですが、もともとのこのデ

ータを誰が入力して、どういうデータが蓄積されて、利用はもちろんデータが整えば、

それぞれの利用者のどういう状態か、いろんな意味での利用はできると思うんですけど、

蓄えられる手段がちょっとよくわからないです。 

  例えば、お医者さんのカルテのデータが、そのまま入っていくのか。お医者さんによ

っては、もちろん病気の状態、あるいは薬剤の状態、いろんな情報が、そこに入ってい

るものを吸い上げていけば、ある意味では利用できるかもしれませんけれども。そのデ

ータのイメージをもう一回説明してもらえますか。 

○東京都介護保険課長 医療法人でデイサービスを提供している会社がございまして、そ

こでは、どういうリハをしたら、どう改善したのか。どんな内容をやったら、どうよく

なったのかというのをデータとして蓄積しています。 

  お体の状況とリハビリの内容を組み合わせ、そういったものをデータとして蓄積して、

新しい人が来た場合には、その人の状態を入力して、その人に関して、どういうタイプ

のリハビリがいいのかというのを、まずＡＩが判断して、プログラムを提供してくれる

というような形になります。 

  いわゆるデータの積み重ねというのは、これまで利用した方たちの内容。お体の状況

であったり、その人がどんなリハをやって改善したかというのが、過去のデータの積み

重ねがあった上で、それを我々は使わせていただくというようなもので、今から何かを

入力するということではなくて、今まで何年も積み重ねたものを我々は活用してもらう

というようなことを考えているというところでございます。 

  例えば、介護度とか、疾病分類のＩＣＤの組み合わせ、性別、年齢、ＢＭＩ、お体の

いろんな状況を、この中には入力されているということになります。 

○委員 デイサービスの大手のデータを使うというのは、意味はわかりましたけど、ただ、

その利用者個人が、それだけではないですよね。いろんなお医者さんにかかっているこ

ともあるし、いろんな病歴もあるし、それが前提になって、初めてベストのリハをやる

など、そういうことになるんだろうと思いますけど、何が影響して、そういう状態にな

っているかというのは、デイサービスだけでは捉えられるデータではないような気がい

たしますので、もう少し広く、その個人に対するデータが蓄積されないと、ＡＩを使う

にしても、情報不足でＡＩを使っても、あまり意味がないと思いますので、その辺が少

し気になりました。 

○会長 ありがとうございました。 

○東京都介護保険課長 今、言われたことは、よくわかりますので、そういった情報とＡ

Ｉのデータを両方組み合わせて、最適なプログラムというのを提供していくというふう

に認識してございますので、そのように実施していきたいと思ってございます。 
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○委員 私も、今のところで１点質問なんですけれども、介護保険事業のことではないん

ですけれども、報道で、海外の企業がＡＩを活用して採用を行ったところ、性別の中で

差別的な対応があったような報道を過去に見た記憶がございます。 

  この中で不適切な結果が出てしまうかどうかというのは、ケアマネが確認していくよ

うなものなのでしょうか。 

  そのものをつくった企業、医療法人が、ある程度は検証するとは思いますけれども、

そこが気がつかないようなところを、採用の場合は企業が気がついて変更していたんだ

と思うんですけども、こちらの場合は、そちらに対する対応は、どのようにお考えか教

えてください。 

○東京都介護保険課長 ケアマネジャーがその人の目標を立てて、それにあった通所介護

計画をつくると。その中で機能訓練をどういうことをしていこうかと。このＰＤＣＡと

いうのをしっかり回して確認していくということになりますので、通所介護計画の内容

をまず、通所の中の生活相談員が、機能訓練を担当する職員が確認するということと、

それが目標に対してしっかりできているかどうかというのをケアマネが確認するという

ことで、二重のチェックで進んでいくのかなというふうに考えてございます。 

○委員 それを例えば、将来的に豊島区が採用した後も、恐らく検証していくと思うので、

不適切な事例がたくさんあったら、そこは採用をやめていくというような、別の検証も

お考えかというところも、お答えいただきたいと思います。 

○介護保険特命担当課長 今回のＩＣＴリハは、その方が取り組んでいらっしゃる機能訓

練の方向性をＡＩを活用して見ていくというもので、医療と違って何かを治すとか、そ

ういったものではないですが、本人のやりがいが成果に結びついていくというところを

ＩＣＴリハで支援していきたいと思っております。成果として出てくれば、私どもとし

ては、どんどん推進していきたいと考えております。 

○会長 よろしいですか。どうぞ。 

○委員 言葉の使い方ですけど、やっぱり今の説明とリハは結びつかなくて、トレーニン

グとか、そんな話だと思うんですね。だから、お手軽トレーニングというのであれば納

得できるんですけど、やっぱりリハビリというと、もっと広い概念でのトレーニング。 

  私は、リハビリ専門ですけど、リハビリテーションからすると、トレーニングはこの

一部なんですね。そういう感覚からすると、そこまで広げられてしまって、ＡＩでリハ

も大丈夫ですよと言われると、こういう先進的なグループから発信するメッセージとし

ては、ちょっと危ないというか、むしろ、お手軽なトレーニングぐらいのほうがいいか

なと思います。 

○東京都介護保険課長 今、いわゆる体力をアップするようなトレーニングというお話だ

ったんですけど、我々は機能訓練というふうに考えていまして、例えば認知症の予防と

か、もちろんお体の状況とか、生活効力を上げていくとか、いろんなその人に不足して

いる部分を上げていくための機能訓練を実施していくという意味でのサーベイプログラ
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ムを提供していくということになりますので、今、ちょっと昔まで流行っていたパワリ

ハみたいな、そんなようなことではなくて、その人、その人に合ったテーマごとの機能

訓練というのを組み合わせて、提供していくということを考えているというところでご

ざいます。 

○委員 こういう形でやっていくといいなというのはわかるんだけど、やっぱり、すごく

落ちついた会議だから、もう少しブレイクダウンしてほしい、余り超未来的なことで、

これがこうなったら、ああなるみたいな、今の段階ではそんなのは物語ですから、端的

に言って。だけど、それを否定していませんからね。 

  だけどやっぱり、もう少し、これについて客観的な研究調査とか、そういうのもあり

ますから、外部のところでどうなのかなというのは、幾つかはあると思うんですね。そ

ういうのも参考にしながら、ここまであり得るなという形にしないと、なんかすごく机

の上というか、理屈とか、こうなったらいいなみたいな形だけで組み立てるというのは

危険だと思うんだよね。 

  多くの時間帯を家で暮らしている。家族とともに暮らしている。あと独居でしている。

それを自宅で同じようなことができるような形にするというのは、従来から、そういう

のがあればいいなということも言われているのもたしか。それはすごく方向性としては、

いいことだと思いますよ。 

  だから、それを落ちついた形で伝えるということであれば、皆さん方が、そうだなと

いうので共通して、やっぱり僕以外の４人の専門家の方々というのは、同じような認識

だと思うんだよね。 

○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 あと、会議で話された、プラス面ってこういう形で利用者にとって、いい側面と

いうか、こういう形で活用できたら、広がりますよとかね。広がるというのは自分たち

の生活とか、あと、点で行っていたものが面になったり、そういう形になるというのは、

高齢者の立場からすると、すごくいいことだと思うんだよね。 

  だから、その場合は、一般の方々に、わかっていただくような形の書き方は重要だと

思うのね。そういうのも心得られたほうが、ＡＩだからみたいな形ばっかり書くと、ど

うなのかしらというふうに思われちゃうから、そこら辺、もう少しわかりやすく書くと

いうのも、僕は大事だと思いますよ。 

○会長 はい、よろしいですか。 

  次の三つ目の議題、効果検証のための調査方針、それから本年度の実施事項ですか。

これについて、ご説明お願いいたします。 

【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 ありがとうございました。 

  選択的介護がなかなか使われないということですが、これは最初の段階は、やはり宅
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配便でもなかなか使われなかったわけでして、一旦使い出せば、また広がっていくと思

うんですが、そのきっかけとして、何を考えるかということで、アンケートをやってみ

ようということなんですが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 アンケートの問２から説明していただいているけれど、そもそも利用がこれだけ

少ない。なぜかというのはもちろんあるんだけど、その中に、「四分の一より少ない」

や、「四分の一以上だが半分よりは少ない」、「半分以上だが四分の三よりは少ない」、

「四分の三以上」と「わからない」とか、知能検査でもやっているのかというぐらい、そ

もそも数が少ないのに、この値ごろ感というか、そういうのをもうちょっと考えたほう

がいいと思いますよ。 

  あともう一つ、後ろのほうを見ますと、カラー刷りで保険外サービスに居宅内サービ

ス、居宅外サービス、見守りサービスとなっていて、「選択的介護サービス」では、下

記の三つの区分などが書いてある。 

  保険外サービスというのは、かなり広範囲に、まだ自覚はされていないけど、必要な

ものだというふうに思われているケアマネジャー多いと思う。 

  それと、３０年モデルや３１年モデルのメニューは、限られている。もちろん先ほど

の出発点は、現在３０年モデルが、まだ数人しかいないからというのが発端で、それで

たくさんの人にアンケートしようというので、それはよくわかるんだけど、ただ、３０

年度と３１年度だけで聞こうとすると、余り芳しいというのは出てこないし、いきなり

３０年、３１年の試行的なモデルというか、そういうものだけでイメージしちゃうから。 

  そうすると介護支援専門員からすると、いろんな状況とか、いろんなことを考えたら、

やっぱり保険外サービスも、本当は必要だよなと思っていても、いきなり、この既にあ

る幾つかのものだけに限定されちゃうとなると、回答というのは、やっぱり難しいねみ

たいなことになりかねないのが１点。 

  それと、問５のところで、口頭では説明されたけれど、提案したらいいのかわからな

いとか、有益なサービスと思うものがないというのは、あと説明できないとか、それプ

ラス、やっぱり口頭ではおっしゃったけど、ケアマネジャーとして立場上できない。積

極的に提案していいものかどうかというような言い方をされたじゃない。そういう立場

上というのは、やっぱり結構あると思う。 

  ケアマネジャーというのは、いろんな施設とか、社会福祉法人とか、病院であるとか、

そういう人いらっしゃるんでしょうけど、やっぱりある種の公的な意識もおありな部分

があるから、だから、そういうので立場上というか、やってもおかしくないんだけど、

だけど、今までの習慣化されたものからする立場上というのもあるじゃないかというふ

うに思うので、そういうのも入れておかれたほうがいい。 

  それともう一つは、問６でも、健康状態や自立支援に対して影響があるというので、

健康状態と自立支援だけに対して影響があると書いてあるでしょう。これも回答してい

る部分が狭過ぎると思うんだよね。やっぱり生活、それはどういうふうにするか、生活
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豊かにするとか、いろんな回答肢というのがあると思うから、これだと健康状態と自立

支援に対して影響があると思いますというやつは、ケアマネに聞いたってしようがない

じゃないかみたいな感じもしないでもないし、もっとほかに生活の幅を広げるとか、も

うちょっと答えやすくて、なじみのあるようなものを入れておかないといけないんじゃ

ないかというふうに思いました。 

  以上です。 

○会長 ほかの方いかがでしょうか。 

○委員 ケアマネのアンケートのところと本人のアンケートのところですけれども、類似

の質問なのかもしれないですけれども、「１０割負担のために提案しにくい」。ご利用

者様の経済力が気になって、提案しにくいというのとちょっと違うような、入れたほう

がいいんじゃないかと思っていて、同じようなことは、利用者のほうも、価格が高いと

は別に所得が低いとか、お金が十分ないという選択肢はあったほうがいいのではないか

と思いました。 

○会長 そうですね。今のようなご提案、どんどんいただければと思いますが。 

  一つは、思い切った、今できないことも書いてみて、特にケアマネのほうは、きちん

と書かなきゃいけないんですが、利用者については空想的なものを入れてもいいんじゃ

ないか。余り慎重になっていたら興味ないけど、こんなことができるなら使ってみよう

という。 

○委員 あくまでケアマネジャーに聞く部分については、そうされたほうが、いい結果と

いうのは好都合という意味じゃなくて、中身的に学べるものが多いよと申し上げたので、

今の部分は利用者の方々、未利用者に対する設問は、未来的というか、少し幅広のもの

にしたほうがいいいのでは。設問という役割として、それは私もそうだと思います。賛

成です。 

○会長 問１３は、下記のような保険外サービスがあったら利用したいと思いますかとい

うのは、別に厚労省と協議するわけではないですから、例えば指名制度を入れるとかど

うか。 

○委員 消費者という観点からすると、利用者の方、あと家族の方は、介護保険を使い始

めたら、こういうこともあるかもしれない、ああいうこともあるかもしれない、指名制

もあるかもしれない。そういうのは、入れるのは、そういうのがあったらいいなという

ふうに、本当に丸つける人というのもいると思いますよ。 

  もし、豊島区で僕がアンケートを書く立場だったら、指名制だったら丸つけますね。

だから幾らでも、それは多様なものはあっていいと思いますよ。だからといって、それ

が現実的かどうかは、また別のことですけど。 

○委員 本人アンケートですけれども、これ原則、本人が書けるものは書いてほしいと、

ちょっと明確にしておいたほうがいいんじゃないかと思います。身体機能上書けないと

か、認知機能上書けないとか、そういうケースは、基本的には本人は書けないでしょう
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からいいんですけども、むやみやたらに家族やケアマネが書いちゃったら、ちょっと困

るかなと。 

  結局、選択的介護というのは選択能力が本人にあるということが前提ですから、認識

機能が落ちてしまえば選択能力が落ちて、なくなってしまうような方も出てくる。これ

は、さっきの１１事例の認知機能が、いろいろスコア出ていましたけれども、やはり、

かなり難しい人が多いですよね。本当にご説明して、理解の上でご利用いただいている

というふうに書いてありますけれども、それは本当に理解できているのかどうか、ちょ

っとわからない部分は正直ありますけれども、この辺のアンケートは、少なくとも基本

的には本人だと。身体上、認知上、そういう課題で書けない場合は、家族もしくはケア

マネが書いてくださいと明瞭に書いておいたほうが、ぶれないでいいと思います。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 先ほど委員が、ケアマネジャーのアンケートの問６のところで、利用者の健康状

態や自立支援に対して影響があるかというようなところを指摘されていました。例えば

地域の自主勉強会でケアマネジャーが参加して、そこでの意見で記されている、生活の

彩りなどの可能性が広がると感じたとケアマネジャーが、勉強会を通じて感じている。

今まで選択的介護というところのイメージが、限定されていたものが違う方向にもある

んだなということの気づきができているので、もうちょっとそんなところをヒントにし

て設問をすると検討してみたらどうかと思う。さらに、私も１１ケースの実際を見て、

意外に精神的なところに非常に影響があったのが、２ケースあったということに驚いた。

一般的な選択的介護のイメージと、やや違う事例があったということを多くの人に知っ

てもらうことが必要かなと思った。ケアマネジャーのアンケートをするときに、そんな

に詳細は要らないけれども、例えば１１ケースが、こんな傾向でしたみたいなものを示

しながら聞いてみるのは、どうでしょうかと思いました。 

○委員 本人なのか、そうじゃないのか、もうちょっときちんとしなきゃいけないという

ことで、アンケート案の問４は要支援１、２がないですね。要支援１の人でも使いたい

ものはある。 

  あと、要支援がなくて、要介護１、２、３、４、５と書いてあるでしょう。果たして

４と５って、区分けする必要があるのかどうかさえわからない。少なくとも５って、本

人じゃなくて家族が書くだろうけど。 

  だからもう少し、それぞれの委員に後で聞くなりして、直したほうがいい部分がかな

りあると思う。 

  あと、あと娘や息子等との同居。あともう少し近居とか、遠隔地で独居だとか、そう

いうのが入ったほうが、もうちょっと資料としてはいいものになると思う。 

  要介護というのは、やっぱり１、２、３、４、５と全部なってなきゃいけないのか。 

○委員 悩ましいところではありますよね。いつも悩ましいところです。 

  いろいろな調査をやるときに、やっぱり年配の方に関する質問、アンケートはとても
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難しいですよね。特に、要介護本人に対するアンケートというのは、よっぽど工夫しな

いと、答えに本当に信憑性があるのかどうなのか、本当に慎重にやらなければいけなく

て。 

  この間もあるところのデータの訪問型のアンケートをやってもらったんですけれども、

やっぱり７０代前半ぐらいから先は回収率も落ちているし、回答の一貫性も落ちますの

で、本当に正しく答えてくれるかどうかは、かなり工夫が必要だと思います。 

  今後、高齢化社会になりますので、本当に７０以上の人のデータというのは、いろん

な場面で集めなきゃいけない一方で、そういう方に対するアンケート技術というのが、

まだついて来ないような気がするので、そういう意味では、ちょっとかなり工夫したほ

うがいいんじゃないかなと思います。 

  もしかしたら、どっかに同じような質問をして一貫性がない回答が来た場合は、もし

かしたら、そのアンケートの信憑性にも、ちょっともしかしたら問題があるかもしれな

いので、同じ趣旨の質問をどこかに２問ぐらい入れて、一貫性がなかったら、ちゃんと

わかって答えていない可能性もありますよね。 

○介護保険特命担当課長 工夫と言えるかどうかなんですけれども、アンケートは郵送で

送りますが、ケアマネジャーにも協力いただいて、介護度の高い方につきましては、説

明をしながら回答していただくような、決して誘導ではなく、内容をきちんと説明した

上で、ご回答いただきたいということも考えているところではございます。 

  また、要支援の方を入れてなかったのは、選択的介護の対象が要介護ということで、

そこをきちんとご理解いただきたいというところもございまして、要支援を外しており

ます。 

  本日、様々なご意見をいただいておりますので、これをこのまま出すということでは

なくて、もう一度、内容を見直しいたしまして、出したいと考えております。 

○委員 現在受けている介護保険サービスについて、訪問介護と通所介護と訪問介護・通

所介護両方の選択肢だけにしているじゃない。これだって、簡略化するというのはよく

わかるんだけど、最近、実態として訪問看護とかよく使っている。たくさん書き過ぎる

と、よくないというのもよくわかるけど。 

○会長 問５の自己負担割合というのは、間接的に所得を聞いているんですよね。基本的

には、やっぱりそこが一番聞きたいところですから。 

○委員 最近、この手の研究をやっているんですけれども、選択肢が、やっぱり若い人よ

りも半分ぐらいまで絞り込まないと、わけわからなくなる傾向があると言われています。 

  例えば問１３はなるべくシンプルに絞り込んで、どうしても、これは入れておきたい

というのをやったほうがいいと思いますし、もうちょっと、正確性はある程度犠牲にし

て、役所や銀行に連れて行ってほしいとか、買い物に連れて行ってほしいとか、そうい

うシンプルな文章にしておかないと、若い人に対する質問と同じつもりで聞くと、場合

によっては、お答えできなくなったり、あるいは適当な答えが返ってきちゃう可能性が
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あります。それを工夫したほうがいいんじゃないかと思います。 

○会長 この問１２の「今飲んでいる薬に関して、不安なことや心配なことがありますか」

というのは、お医者さんから処方された薬なわけですから、多過ぎるとか、減薬指導に

結びつけてということですか。 

○介護保険特命担当課長 飲み合わせや多剤処方も含めまして、デイでご相談に乗ってい

ただきたいというご意向があるかどうかをうかがいたいと考えています。 

○委員 ここは直接的に、「今飲んでいる薬に関して、薬剤師の人に相談したいことがあ

りますか」とかにしたほうが、いいかもしれませんね。 

○会長 わかりやすいですね。漠然と不安を持っていても、別に相談する必要はないと思

っている人もいるかもしれないし、直接、誰かに相談したいかどうかということのほう

が、わかりやすいかもしれないですね。 

  ほかに、いかがでしょうか。 

○委員 利用者で介護認定を受けたいという、そういう段階からの話でいくと、どこのケ

アマネがいいのか、隣近所に、いろいろ聞きまわって、初めてここがよさそうだなとい

う、そういうことからいくと、やはり、サービス内容の提案とか、いろんな意味で、個

人が関わってくる質というか、そういう部分が、利用者にとっては一番大事かなと。そ

ういうことを聞けるようなアンケートって、難しいものかなとは思いますけど。 

○会長 そうですね。漠然と、こんなことがあったらいいなというようなイメージのご質

問ですから、ケアマネも含めて。 

  問１３もそうですが、保険外サービスという言い方自体が多分、理解できるかどうか

ということですよね。だから、あまり保険外とか保険とか言わずに、どんなサービスが

あったらいいかを書いてくださいと。その中にはケアマネをどうやって選んだらいいか。

どういうデイサービスを選んだらいいか。全部そういうようなのも入ってくると思いま

すが、ただ、これは選択的介護に関するアンケートだから、それはだめだということだ

と思うんですけども、どうでしょうか。 

○保健福祉部長 今、ご指摘いただいたことは、本当によく言われることです。なかなか

役所は、このケアマネがいいですよというふうに言えないところがつらいところなんで

すけれども。 

  今回、アンケートの目的が選択的介護の、今、我々が抱えている問題に対するニーズ

がほしいなということで。 

  例えば、今、委員がおっしゃったようなこと。問の１４みたいな、最後に自由記載欄

みたいな形で、一般的に介護保険について困っていることはありますかのような、そう

いうような部分をつくらせていただいて、それが選択的介護のところに直接反映するか

どうかは別ですけれども、少しそういう欄を工夫させていただきたいと思います。 

○会長 そうですね。 

  いよいよ、先ほど委員がおっしゃったように、これからおもしろくなるわけですから、
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それを景気づけるようなアンケートにしていただきたい。やっぱり今までやった、どち

らかというと細かいことに聞いても、多分、関心ないと言われるのがオチなんで、それ

は選択的介護自体に関心がないというよりも、もっと大胆にやってほしいというような

答えが出るかどうかということ。そういう選択的介護という概念を知らなくてもですね、

もっと自由にというか。というような答えも、可能性も排除しないようなことになれば

と思います。 

○介護保険特命担当課長 アンケートにつきまして、いろいろとご助言いただきましてあ

りがとうございます。 

  もう一度、事務局内で相談をいたしまして、案を作成したいと思います。 

  アンケートは、できましたら１月下旬ごろに発送したいと考えておりまして、本来で

したら、もう一度会議を開いてご意見を頂戴すべきところではございますが、メールで

のご確認をお許しいただけますでしょうか。 

○会長 きょう、かなりご意見もいただきましたから、メール等で、また事務局から案が

来て、それについて、どんどんお答えいただければと思います。 

  それから、必ずしも豊島区の人だけに聞くのではなく、前から私が気になっているの

は、ほかの自治体が、この豊島区のやっていることに関心があるのかないのかというこ

とですね。 

  実は個人的に、ある自治体から、今後、選択的介護について聞きたいというのが初め

て来ましてですね。本当はもっと来てほしいんですけれども、そういうのが非公式にも

余りないんでしょうか。ほかの自治体から、２３区も含めてですね。 

○介護保険特命担当課長 ８から１０ぐらいの自治体から、お問い合わせを頂戴してござ

います。 

  また、ケアマネジャーは他区から、よく聞かれているようでして、関心を持っていた

だいていると考えております。 

○会長 そちらのほうが、むしろありがたいと思いますので、ぜひ、委員の皆様も、あち

こちで宣伝していただければと思います。 

  それでは、きょうは遅くまでありがとうございました。今後とも、よろしくお願いい

たします。 

（午後８時２７分閉会） 


