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（午後６時２８分開会） 

○介護保険特命担当課長 定刻より少し前でございますが、委員お集まりでございますの

で、これから第８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ありがとうございます。 

  本日、駒村委員、外山委員、齊藤委員がご欠席でございます。 

【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、会長、ご進行をお願いいたします。 

○会長 こんばんは。いつも定刻より前に集まっていただきまして、ありがとうございま

す。最初に、本日は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。１０名いらっしゃいます。 

○会長 それでは傍聴を認めていいか、お諮りさせていただきます。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 では、傍聴を認めますので、よろしくお願いいたします。 

（傍聴人入室） 

○会長 よろしいでしょうか。それでは議事に先立ちまして、新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】 

○介護保険特命担当課長 なお、新委員の就任に伴い、資料１といたしまして、委員名簿

を改定しておりますので、後ほどご確認いただければと存じます。 

  また、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すので、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】 

○会長 それでは引き続き、議事に入りたいと思います。 

  １つ目の議事の平成３０年度モデル及び新サービスモデルの実施スケジュール（案）

について、及び２つ目の平成３０年度モデル事業の効果検証結果と今後の進め方につい

て、事務局からご説明を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資料２・３について説明】 

○会長 大変ありがとうございました。 

  それでは、ご報告いただいた資料２、３について、ご質問、ご意見をよろしくお願い

いたします。 

○委員 限られた時間で議論しなきゃいけないので仕方ないとは思うんですけれど、資料

３の３ページ以降のアンケート実施結果について、それぞれのアンケートの質問票が全

部ないんだよね。質問票がないと議論できませんよ、きちんと考えるときに。そうじゃ

ないと、ストーリーラインをつくられちゃって、よくないと思うんだよ。それで、前回

の会議のときには、ケアマネジャーと未利用者に対するアンケート票は資料があるんだ
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けど、それ以外はないですよね。しかも、今回は結果の一部分だけ説明されているので、

そうすると全体像がわからない。数字は少なくても、極めて重要な部分で、分析する場

合にあると思うんだよね。だから、それは今日じゃなくてもいいけれど、それぞれ、委

員の方に配る必要があると思いますよ。 

  例えば、唐突に８ページのところで、事務手続の簡素化と書いてあるでしょう。事務

手続の簡素化というのは、前の６ページ目のところにある、選択的介護提供事業者向け

アンケート調査結果というところにあるんだけど、そもそもアンケートの質問票自体を

見ることができなくて、少なくとも前回に出した幾つかのアンケートには、いわゆる事

務手続の簡素化に類する選択肢というのはないんですね。だから、一般的には唐突に出

てきたというふうに受け取れるし、仮に選択的介護提供事業者向けアンケート調査の中

では、その設問、選択肢をつくっているのであれば、そういう形で説明しなきゃいけな

いと思う。 

  あと、それ以外でも、例えば５ページ目のところで、「１０割負担のため提案しにく

い」「事業者の数が少ない」「パック料金のため利用しにくい」などの回答が多く見ら

れたということなんだけど、これらは、もともと設定された選択肢で書いてあることな

んですね。だから、こういう意見がたくさん出てきたというのじゃなくて、用意された

選択肢を書いてあるだけなのよ。だから、それについて、それが何人だったとか、具体

的なパーセントとか、そういうのを示さないとよくないと思う。そのほうがむしろ議論

を正確にできるんだから、限られた時間でしなきゃいけないからというのはよくわかる

んだけど、そのようにしたほうがいいと思います。 

○会長 ちょっと今のところで切っていただいてよろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 今のアンケートのバックデータとか、こういうものは、後で送っていただけるの

かどうか、よろしくお願いします。 

○介護保険特命担当課長 申しわけございません。別途委員の皆様にご送付させていただ

きます。 

○会長 よろしいですか。では、そのまま続けてください。 

○委員 資料３の２ページ目のところで、介護保険サービスの総契約者数というのが４１

７名で、この表の中でＡからⅠ者と書いてあるけど、これは事業者ですよね。事業者が

これだけいて、介護保険サービスの総契約者数の合計が４１７名になっているんだけど、

その次のところの保険外サービスでは７５名、そして選択的介護で１９名になっている。

この場合の介護保険サービスの総契約者数というのは、それぞれＡ者、Ｂ者、Ｃ者とあ

るわけですよね。各事業者からすれば、自分のところの介護保険適用サービスを使って

いるのは、被保険者として１８名だとか１６名だという形の数字ですよね。どういう形

の、回数が少ないとか、そういうのは関係なく、被保険者数という意味ですよね。 

○介護保険特命担当課長 そうです。 
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○委員 したがって、法定内サービスにおける、例えばデイであるとか訪問ヘルプサービ

スとか、そういうものを組み合わせてとか、そういう数字は、まだここには出ていない

と。 

○介護保険特命担当課長 出ておりません。 

○委員 ということだよね。 

  それと、もう一つは、豊島区内における事業者がこのような形で提供していて、Ａ者

のも使っているし、Ｂ者のも使っているというのもあり得るということですよね。 

○介護保険特命担当課長 各事業所からいただいている資料で、それを横では、個人で突

合しておりませんので、委員のおっしゃるように、Ａ者と、この中のＣ者とが重なって

いることもあり得ます。ただ選択的介護につきましては、その人数が重なっていること

はございません。 

○委員 それと、もう一つ、例えばＣ者の場合、１０１名の被保険者がサービスを使って

いて、保険外サービスが３１名というので、こういうパターンと、そうじゃないパター

ンというか、いろんなパターンがあるということだよね。だから、それらも分析してみ

ると、すごくおもしろいというか、組み合わせだよね、そういう子細なものも分析して

ほしい。 

○会長 すみません。最後のこういうパターンというのが、少し理解できなかったんです

けど。 

○委員 介護保険サービスは提供している、保険外サービスも選択的サービスも全然提供

していないというＢ者みたいなのがありますよね。一方、ちょっと割り算すればいいん

だけど、保険内サービスと保険外サービスの比率が５分の１かな、割合率がかなり違う

のもある。かつ、選択的介護もやっているというのがあるから、事例研究みたいな形に

なるかもしれないけど、その組み合わせというのも、これから事業を促進するための材

料としてなるのではないかという意味で申し上げました。 

○会長 だから、保険外サービスと選択的介護が代替的か補完的か、その意味ですね。 

○委員 そうです。そういう意味でもあります。 

○会長 わかりました。では、ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○委員 では、質問させてください。資料３の４ページのところの黒ポツの２番目のとこ

ろ、これは、現在利用したくても利用できない等と書いてありますけど、これは推定で

すよね。質問の中に使いたいけど使えない条件みたいなものを聞いた設問はなかったの

かなと思って。実際にどれぐらいニーズがあるのか、ちょっとつかみ切れないなという

のが一点。 

  もう一点は、これをもし使いたい人がいるとすると、事業者さんのほうが利益になる

訳だから、どんどんマーケットを広げて、一生懸命やればという話になると思うんです

けれども、例えば最後の９ページのところで、料金は月単位、月額パックで設定という

のがあるんですけど、僕のこれまでの議論の理解では、サービスがいつ出るかわからな
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いのに人を確保していくのは難しいと。むしろ、月単位で、こういうものがあれば、事

業者側としては準備ができるので提供しやすいという理解だったんですけど、そういう

文脈の中で行くと、料金が時間単位で設定するというのは、逆に事業者さんのインセン

ティブを下げてしまうようなことにならないかなということで、質問です。 

○会長 お願いします。 

○介護保険特命担当課長 まず一点目でございますが、４ページの選択的介護を知ってい

ると回答した６０４名のうち、括弧内に記載してある「利用している事業者が選択的介

護を提供していないなどの」等の、何らかの要因でというのは、選択肢ではございませ

んので、あくまで想定でございます。ですので、これについては、後ほどアンケートの

調査票を送らせていただいて、その点についてもわかるようにお示しをしたいと思いま

す。 

  二点目、今いただきましたパック料金のことでございますが、現在パック料金のみで

やっている中で、どうしても月単位で１回のみというサービスのニーズがあるというこ

とは、現在提供してくださっている事業者のほうから挙がっている意見でございます。

それもございまして、委員のおっしゃったように、一人でも多くの方に選択的介護を利

用していただくために、逆に単発のものだけになってしまいますと、ほかの保険外サー

ビスと同じになってしまいますので、そこは留意点だろうと思いますが、事業者のほう

で、ぜひ、この形で訪問介護と組み合わせた選択的介護をパックではなく提供したいと

いう意見がありましたので、この形を取り入れていきたいかなというふうに考えており

ます。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 事業者の意見ということで理解しています。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 資料３の、まず２ページのところ、私は前回欠席いたしましたので、ちょっとア

ンケートのデザインにはかかわっていなくて、申しわけないんですけれども、２０１９

年４月末までに利用した延べ２１人の方たちの要介護度というのは、どこかでおわかり

になりますか。もし、後で情報をいただけるならば、今でなくても構いませんが。 

○介護保険特命担当課長 資料は手元にございますので、確認いたしまして、後ほどお答

えしたいと思います。 

○委員 わかりました。 

  それと、ケアマネジャーに対してとられたアンケートの結果が５ページにございます。

上から２つ目の黒点の最後に、「選択的介護サービスを利用するイメージを持てていな

い」という言葉があるんですけれども、この後の図のほうに、好影響があると回答しな

がらケアプランへの盛り込みに積極的ではないというような数字も出ているんですが、

イメージを持てていない、でも好影響があることはわかるという状況がよくわからない

んですけれども、好影響ということをどのように調査の中で定義されたのか、あるいは、
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これを書いているケアマネジャーが好影響ということをどのように解釈しているかとい

うのは、おわかりになるでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 申し訳ございません。アンケートの調査票がお手元にあれば、

見ていただけたかと思います。今委員からいただきましたように、これが選択肢になっ

ておりますので、クロス集計をかけておりますけれども、イメージはないんだけれども、

何となく好影響がある、けれども、それは自分が具体的にケアプランの中に盛り込むと

きには、担当している利用者さんの中で、どういう方に、これが適切に当てはまるのか

がイメージできないという。 

  なかなか、まだ発信が足りないのかなというふうな思いを持ったんですけども、実際

のプランの中にどうしたらうまく盛り込めるのかというところが、研修を重ねてはいま

すが、具体はない。ただ、何となく情報は入ってきていて、何かいい話も入ってくるの

でということで、こういうイメージを持っているというご回答になっております。 

  調査票を見ていただくと、もう少しわかりやすくなりますので、ご送付させていただ

きたいと思います。 

○委員 わかりました。そうしましたら、最後に、延べ２１人の方たちが使ってよかった

かということでの好影響というのはとられていますか。 

○会長 どうぞ。 

○介護保険特命担当課長 先ほどご説明させていただいたんですけれども、定量が少ない

ということもあって、個別の利用者の方へのアンケートは、まだ実施していないのです

が、これを今年度、進めさせていただきたいと思います。そして、私どもが得ている情

報は、専ら提供事業者のほうからの声ということで、毎月の定例会の中で伺っている声

でございますので、アンケートは、またまとめさせていただきたいと思います。 

また、先ほどの委員からいただきましたご質問で、今ご利用になっている方たちの介

護度でございますが、２１人のうち、要介護１の方が６名、要介護２の方が４名、要介

護３の方が５名、要介護４の方が１名、要介護５の方が５名いらっしゃいます。 

○会長 あまり明確なパターンはないですね、要介護度が高いほうとか、低いほうとか。

まだサンプルが少ないから関係がよくわからない。 

  それから、今のご説明だと、好影響の意味は、利用者が満足しているという意味でと

ってよろしいですか。 

○委員 いや、好影響というのは、ケアマネジャーアンケートの回答の中で、きちっと示

されているわけですよ。だから選択的介護を利用することが、利用者の健康状態とか、

自立度に対して、どういう影響があるかというので、直接、それは関係ないんじゃない

かなと思っている人の数は、ケアマネジャーで９２名ということになっているんだけど、

基本的には、好影響がある、少し好影響があるという比率のほうに回答が寄っているん

ですね。だから、それは問６の回答として、そういう形になっていますので、悪影響が

あるという回答は、そもそも少ないんです。だから、プラスになることが多いというの
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が全体像です。 

○会長 なるほど。だから、イメージが持てないというのは推定ですよね。 

○介護保険特命担当課長 申しわけありません。今、委員にいただいたように、悪影響が

ある、好影響があるというのは、設問として載っているところでございます。５つの選

択肢の中で、悪影響があるという選択肢は、この５ページの表の横軸に出ております。

積極的に盛り込みたいかというところは、問６として、選択肢がありまして、それを縦

軸にとって、この問いを、クロス集計をかけている結果でございます。ですので、先ほ

どの回答は、この選択肢のクロス集計の結果ということでございます。 

○会長 よろしいですか。どうぞ、お願いします。 

○委員 何点かお尋ねします。 

  資料３のところですけれども、まず２ページのところで、２つ目の黒ポツのところに、

利用者が少しずつ増加していると。そして、ポジティブな意見が出ているというふうに

表記がされています。逆に、ネガティブな意見といったものはございましたでしょうか。

ありましたら、ちょっとお教えいただきたいということが一点ですね。 

  それから、４ページ目のアンケート調査結果の概要で、これは、２，８００名の無作

為抽出で、回答が１，０７１件、あくまでも回答者の１，０７１名の中の６０４名の方

が選択的介護を知っていると回答されております。ただ、選択的介護の認知度というこ

とですれば、回答いただかなかった方のことも、これは勝手な推測になってしまいます

けれども、無回答の方も母数に含めますと、やっぱり２割程度しか知らない、こういう

認識のほうがリアルかなという気がいたします。 

  最後に三点目ですけれども、６ページの下から３つ目の黒ポツのところですが、今こ

の事業に参加されている事業者の半数の事業者が、今後は選択的介護サービスの料金や

内容の変更を検討しているということが書かれています。これは今後のことだと思いま

すけれども、それが、どのような内容の変更を検討されたか等々について、これは、今

後ということだと思いますけれども、ご教示いただければと思います。 

  以上、三点でございます。 

○介護保険特命担当課長 まず一点目のネガティブな意見はなかったのかということでご

ざいますが、やはり、提供事業者の方の声なので、正直なところ、非常に手応えを感じ

始めたというところが主でございまして、これをやったら、こういうことでよくなかっ

たという意見は、まだ聞こえてこないところです。 

  二点目の認知度については、回答なしも含めると２０％程度の認知度ではないかとい

うことなんですが、そのように受け取るのか、回答者の５６％の方が知っているという

ことで、もう少し認知度が上がってきたというふうに捉えるのか、微妙なところではご

ざいます。まず一般的な区民の方々が、自分が介護保険サービスを受けることになって

も、その方自身が、みずから、この選択的介護の制度を理解して、サービスを申し出る

ということは、やはり余りないだろうなというのがわかってきたところでございますの
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で、ここについてもケアマネジャーの方に、さらに理解していただいて、ケアプランに

組み込んでいただくことが一つの大きな課題かと思いますし、区民の方への周知ももっ

ともっと広めていかなければならないと考えております。 

  三点目のサービス料金や内容の変更につきましては、最も多いのは料金についての変

更で、１０月の消費税アップがございますので、それに伴う対応をしたいというとこと

を伺っております。あとはサービス提供の内容について、居宅内、居宅外のサービス料

金について少し見直したいというような意見もいただいておりますので、それにつきま

しては結果が出ましたらまたご報告させていただきたいと思います。 

○会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ご報告いただきありがとうございました。 

  先ほどお話があった資料３の２ページの部分で、今後の調査をするときに、ぜひお願

いしたい点をお話しさせていただきたいと思います。 

  先ほど利用者の要介護度に一定の傾向が見られなかったということがありましたが、

要介護度以外に、事業所のサービス、どの選択的介護のサービスかということ、また保

険外サービスも、どのようなものかというところ、利用しているサービス内容を見てい

くと少し傾向が見られるのかもしれないと思いましたので、そこをぜひお願いしたいと

思います。 

  また事業所の経営方針、そういったところと、また、あと事業所によって、ケアマネ

ジャーの方がまた変わってくることもあるかもしれませんので、そこをぜひ調査してい

ただければと思います。お願いします。 

○会長 ありがとうございました。 

  ほかにご意見がございませんでしたら、次の議題に行きたいと思いますが、よろしい

でしょうか。それでは、３つ目の議事、新サービスモデルの方向性について、よろしく

お願いいたします。 

【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。 

  これについて、ご質問、コメントをいただければ。いかがでしょうか。 

○委員 調査のところで事業者への調査とあるんですけれども、事業者というのは、豊島

区内の事業者という理解でよろしいでしょうか。 

○東京都介護保険課長 左様でございます。 

  ９ページをごらんいただければと思います。豊島区内の通所介護事業所と地域密着型

通所介護事業所、４５件の回答いただいているところでございます。 

○委員 わかりました。説明のところで、参考のほうを見ていなかったので、確認できま

した。ありがとうございます。 

○会長 いかがでしょうか。 

○委員 ＩｏＴ等を活用した在宅高齢者の支援の部分について、質問させてください。 
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  豊島区において、ＩＣＴベンダーと豊島区内の介護事業所のマッチング会を実施した

ということが、３ページのほうに書かれています。こちらはどのように実施したのかと

いうことと、今後に実際に行うことになった場合は、新たに事業者を募集するのか、そ

れとも、一番初めに一定程度決まっていて、参加した企業のみに限定されるのか、教え

ていただければと思います。 

○介護保険特命担当課長 このマッチング会につきましては、本年１月に行ったものでご

ざいます。介護事業所１１者、その他８者ということで、１９者に参加いただいており

まして、それぞれ、いわゆるベンダーと言われる事業者の方たちの説明の場を設けまし

て、それを介護事業者のほうに聞いていただきました。この事業者につきましては、ど

ういったサービスの提供の可能性があり、また介護事業所として、どのように受けとめ

ていただけるかということを、ニーズがあるのかどうかということをまず知りたかった

ということが主眼でございますので、公募はこの後に行いまして、公募の結果によって、

新たな事業者を決定していく予定でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 よろしいですか。では、お願いします。 

○委員 細かいところで、特に質問ではないんですけれども。 

  前回のときにも指摘させていただいたのですが、お手軽リハという表現ですよね。リ

ハビリテーションは、漸進的回復ということで、みんなで頑張っているので、これは違

う記載のほうが誤解がないと思います。多分、この内容を前回お聞きしたところ、トレ

ーニング的だったんですよね、家で一緒に体操しましょうとか。そうであれば、例えば

トレーニングとか、お手軽トレーニングとかというほうが正しいと思うんです。 

○会長 トレーニング的。そうですね。やっぱり名称は気をつけたほうがいいかと。 

○東京都介護保険課長 先ほどの説明のとおり、このサービスについては参入する事業者

が見込めないということなので、今後このサービス名自体が出てくることはないかなと

思いますが、申し訳ございません、気をつけます。 

○委員 資料４の２ページから３ページのところで関係省庁との協議結果というのが書か

れているんですけど、この部分は非常に重要だと思うんですよ。 

  それで、例えば３ページ目のところのデイサービスの機能を活用した高齢者の在宅生

活支援のところで、国交省関係のものがあって、上のほうは、厚労省老健局のほうのこ

とで、そこには、機能訓練に資するものとあらかじめ通所介護計画に位置づけていれば、

保険内でも実施できる可能性があるという記載がある。 

  そうすると、機能訓練に資するという形で、あらかじめ通所介護計画に位置づけてい

なきゃ、だめだということになるので、本来の目的からすれば、そんなの関係ないよと、

わかりやすく言えば。それでやらないなら、何のための選択的介護かわからないんだよ

ね。だったら、現行の範囲内でやりましょうというだけの話になるから、それでは全然

前進したことにならない。 
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  なるほど、事業者からすれば、これはお許しいただけるのかなということで、そのこ

とはできますねみたいなことで、その確認というのは悪いことじゃないんだけれど、例

えばデイサービスの機能を使って、高齢者を別のところに連れていくとか、別々にお連

れするとか、そうやって近隣に行くというのは、計画に入れ込めば、もちろん保険内サ

ービスの中でやっている。だけど、それ以外で、付加的な価値を含んだ形で、個別に対

応するとか、そういうニーズはすごくあるわけですよ。 

  ちなみに、従来では考えられなかったことなんだけど、既に平成３０年度の老健事業

で、特別養護老人ホームにおける保険外サービスの調査をしているんですよ。それはも

う公表されているから、別に秘密でも何でもないんだけど。それぐらいの時代なので、

従来の特別養護老人ホームは措置施設で、措置施設から契約になったけど、一般的な事

業者からするとあまり変わらないというか、従来的な姿勢でやっているわけなんだけど、

それでも特別養護老人ホームで入所サービスを受けられている方には、例えば墓参りを

したいとか、その他もろもろ、いろんなニーズがあるわけですよ。その人たちに対して、

保険外サービスを提供しているのね。有料でもしていますし、そうじゃない場合もある

ということで、そのぐらいの広がりがあるから。やっぱりそのような時代というか、方

向になっているから、もう少し大胆にというか、保険外で付加的な価値を含めて、やっ

ぱり個別サービスに対応して、極端に言えば、従来は同時一体的な形ではいけないとい

う主張なんだけど、同時一体的にやらないとできないこともあるのね。そういうものを

ちゃんと新しいサービスには入れないといけないと思います。 

  それともう一つは、３ページ目のところの薬剤師法の関係の部分については抵触する

ものではないと。これは保険外サービスでできるということで、これはいいわけだよ。  

それと、厚労省だと思うんだけれど、規制改革の関係で、ＩＣＴというのをこぞってや

らなきゃいけないということになっているから、エビデンスを示してくれと、それに対

しては好意的なんだよ。それはそれでいいんだけど、やはりそれぞれの答えぶりという

のは違うから、やっぱり保険外サービスでできると言われたものについては、積極的に

やるし、こういう形で保険外サービスができますよといったところについても、それで

安心するという形じゃなくて、一体的サービスとしてできるみたいなところまで踏み込

んだほうがいいと思う。 

  あともう一つは、６ページかな、それが健康にプラスになったか、好影響を検証する

とか、８ページのところにも書いてあるけど、好影響を検証するというのはなかなか難

しいと思うし、国は喜ぶかもしれないけど、ここまで、入れるのかなという感じがしな

いでもないですね。 

○会長 ありがとうございました。 

  今、委員がおっしゃった３ページのテーマ３などは、規制改革をするならモデル事業

によって、成功事例を示せと言っているんですが、それは難しいだけじゃなくて、規制

改革の論理に反するのです。規制改革の論理というのは、そういう新しいことをするこ
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とによって、弊害があればやってはいけない。つまり、弊害がなければ、選択肢を増や

すという観点からやってもいいのです。 

  規制当局は、プラスならやってもいいということですが、こっちはマイナスでなけれ

ばやらせろという。そこは、昔から特区なんかをやったときに各省庁の戦いの場なので、

気をつける必要があろうかと思います。 

  それから、テーマ１もそうで、厚労省はできるだけ限定しようと思っていますから、

それに乗ってはいけないというのはおっしゃるとおりですよね。 

  それから、テーマ２のほうだって、やっぱり薬剤師法には抵触しないけど、その時間

は、デイの提供時間から除外が必要というと、結果的に使えないことになるわけですか

ら、なぜそうなのか。薬剤師がサービスを提供していても、その間はデイの光熱費も使

うわけだし、場所も使うわけだから、なぜそこで、その間、デイの時間を減算しなきゃ

いけないかというのは、必ずしも明確じゃないので、これは、もう当然のこととせずに、

やっぱりちょっと考える必要があるのではないか。 

○委員 今の部分で、まさにそういうことで、通常、サービス行為というのは、複数の要

素を含んだ形で、実は同時的に行うわけですよ。介護をしながら自立に向けた精神的な

サポートをするとか、複数のことを。あと、これをやりながら観察するとか。 

  だから、要素の区分で、トータルケアコードで要介護認定をするときに、４００弱の

項目をつくったのは、１分間タイムスタディで、１項目としかカウントできないからな

んだけど、実は、特に在宅サービスなんかは、複合的に幾つかの行為をしながら行われ

るものなんです、同時一体的に。 

  だからシークエンスの中で行われている一連の行為について、区切って、それだけ外

すというのは、それはおかしいので。一つの行為というのは複雑で、心理的な部分と肉

体的な部分とか、そういうのを合わせた形で行われるのが特質なんだから、というよう

な形で理論武装して説得するなり、反論するなり、やっぱり反応するということがいい

協議だと思います。 

○会長 それで、これだけ材料が集まっているのだから、もう特区の事務局に速やかにお

伝えしていただいたらいかがでしょうか。 

○東京都介護保険課長 ご意見ありがとうございます。 

  最初の外出支援の部分については、事業者へのアンケート、資料４の１０ページをご

らんいただければと思うんですけれども、１０ページの右側ですね、今計画に位置づけ

ずに個別の外出について、要望のある具体的な中身としては、病院や薬局、買い物など

が多くて、この部分が、ニーズの多い部分が、現に保険内でできるということであれば、

そこをまずは明確化して、保険内でできないとされるのは、どういうものなのかという

ことをあぶり出した上で、そこをターゲットに特区提案していくという理論武装という

か、固めていくと。ということをしたいという趣旨でございます。 

○会長 わかりました。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 
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○委員 印象みたいなことになってしまって、申しわけないんですけれども。 

  デイサービスの場を活用した薬剤師の相談助言というところで、ここにデイサービス

の職員も一緒に利用者の方と相談助言を聞くというようなことは、デイの職員にとって

も、とても有意義なことなので、そういう点では、今までにない部分で、とてもいいん

じゃないかなと。薬も今は非常に多岐にわたっていますし、副作用とか、いろんなこと

を高齢者の方が非常に心配していたりするので、そのようなことを薬剤師という専門職

から、福祉の専門職が利用者と一緒になって、聞く機会をつくるということは、大変重

要なんじゃないかなと思う。さっきの委員と同じように、そういうデイの部分での多職

種連携というものを新たな形でできるというような機会になるんじゃないかなと思いま

した。ちょっと印象で、申しわけありません。 

○会長 そこは本当に大事な点です。昔から医療行為と福祉的行為の境界線に、いろいろ

な問題があったのですが、これは薬と福祉のはざまの問題ですが、そのようなものは、

やっぱり改善していく必要がある。 

  何かよろしいですか、この点について。 

○東京都介護保険課長 ご意見ありがとうございます。 

○会長 それでは、時間もありますので、この議事はこれでよろしいでしょうか。 

  では、次の４つ目の議題、選択的介護モデル事業の公募について、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資料５・６について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、今ご説明いただきました内容について、ご意見、ご質問をよろしくお願い

いたします。 

○委員 非常に重要な部分で、例えば資料６の３ページのところに実施テーマということ

が書いてあって、先ほど、事務局から説明があって、事務局から考えますということだ

ったんだけれど、資料６で公募要領が既にもう案として出されちゃっているので、これ

がどのぐらい今後変わるのかどうかわかりませんけど、このままだったら、さっきの話

を引き取った形のものではないですよ。さっき議論したんだから、それに合わせて直さ

なきゃおかしいでしょう。 

  それに、例えば実施テーマのところで、先ほどデイサービスの車両を活用した在宅生

活支援ということで。事務局として、こういうのを段階的にというのはよくわかります

のでそれを否定するものでもございません。その上で、例えば２行目のところで、外出

支援に関して、事務局との協議を通じて整理を行い、保険内で外出支援を提供する。保

険内での提供が難しい外出支援を利用者から求められた場合にはと書いてあるんだけど、

こういうのは、もうはっきり保険内外で外出支援を提供するにしたほうがいいんですよ。

そういう書き方が重要なんだから。 

  そのときに、どれを保険内と考えるのか、保険外と考えるかというのは、どういうも
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のが出てくるかということなので、こういう実施テーマの書き方、一つでも変わってく

るものだから、そこら辺を十分に考えたほうがいいと思いますよ。さっきの議論を踏ま

えたら、そういう形のものになると思いますけど。 

○会長 それは、もちろん、さっきの議論を踏まえてということだから、ここではすぐに

は直せなかった。だから、そこは、もう一回、直したものを後で、メールでいただけれ

ばと思います。確かに、ここはすごく大事な点なので。他にいかがでしょうか。 

○委員 ちなみに、厚生労働省の老健事業の地域包括ケア研究会かな、報告書があるんだ

けど、その中でも、きちっと混合介護と書いてある、文字も入れてありますので。 

  あと、生活支援サービスについても大幅に書き込みがなされています。老健事業なの

で、必ずしも役所の審議会ではありませんけど、今後の方向性を示すものとして、地域

包括ケア研究会かな、そのような会があるのね。その中で、混合介護であるとか、いわ

ゆる保険外というものについて、それと、保険内でできない生活支援サービスはあまた

あることは確かなので、それを家族でやって、家族もインフォーマルサービスだから、

それができないときにどうするかは、非常に重要な、本当にとても大事なことなわけだ

から、そういうのもご覧いただけたら、もう少し前進していいんじゃないかということ

を、ちょっと理解していただけるんじゃないかと思うんですね。 

○会長 すみません。その部分もかなり重要なので、ちょっと事務局で取り寄せていただ

いて。混合介護という言葉を厚労省は使っていますか。 

○委員 厚労省は使っていません。 

○会長 使っていませんか。厚労省関係の委員会で使ったということですか。 

○委員 委員会じゃないんだけど、要するに、厚労省としては、保険外サービスという言

葉で、きちっと定義するということは当然のことなんですが、ただ、それらに関するさ

まざまな研究事業を老健事業で行っているわけですよね。それには、きょう欠席されて

いる委員も、一つの調査研究班に入られているし、それ以外にも、いろんな、四つとか

五つとか、それぐらいの研究班があるんです。 

  それと、地域包括ケア研究会の中での修正を全部踏まえた報告書の文章の中に、混合

介護という言葉が使われています。 

○会長 わかりました。少しは厚労省も変わってきているわけですね。だって、本当に嫌

なら消しますからね、そこを。 

  ほかにはよろしいですか。まだちょっと時間がありますから、これまでのことも踏ま

えて。 

○委員 さっきもお話ししたことなんだけど、アンケート等の分析をすごく丁寧にされて

いるのはよくわかります。その上で、個数が少ないから、クロス集計も一応することは

よくわかるんだけど、非常に重要なのは、やっぱり一つの事業者が保険内サービスを提

供している。その事業者が保険外サービスもやっている、あと選択的介護もやっている

といった場合、個々の事例研究というか、ケース研究というか、要するに保険内サービ



- 14 -

スは、こういうパターンの使い方をして、それで使えるかといわれると、だから保険外

サービスを使って、なおかつ今度パッケージができたから、こういう形で使っていると

いうものがあるじゃないですか。こういうデータ、基本的にデータでは５０人いたら５

０人のデータを集めて、一人の人間という形でやっているから、よく読めないんだよね。

統計の数字を合わせて、全部を一人の人格の中で、こうだというと見えてこないものが

あるから、やっぱり一つの事例というものもよく見て、それぞれのパターンとかを見る

ということも大事だと思います。以上です。 

○会長 今の点について、どうですか。 

○介護保険特命担当課長 少し工夫が必要かと思いますので、相談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。 

  前の議事も含めて、コメントは、特にございませんでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○会長 ご意見がないようでしたら、本日のご意見を踏まえて、事務局には、公募に向け

た準備を進めていただくとともに、次回以降の論点を整理していただき、議論を進めて

いただきたいと思います。それから、きょう委員からいろいろ厳しいご指摘がありまし

たので、それに対する対応もよろしくお願いいたします。 

  それでは最後に、今後のスケジュール等について、事務連絡をお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 事務局として、不備だった点がございまして、大変申しわけご

ざいませんでした。幾つか重要な視点をいただきましたので、アンケートについて、あ

るいは公募要領の変更点については至急対応させていただき、委員の皆様に送付させて

いただきます。そのほか、必要なものにつきましてもご送付させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。公募日程等がございますので、できるだけ速や

かに検討させていただきます。 

  次回、第９回の会議につきましては、できれば委員の皆様に公募のご了解をいただい

て、選定した上で、９月ごろに開催したいと考えておりますが、今後、また日程を調整

させていただきまして、詳細が決まり次第、委員の皆様にはご連絡させていただきます。

また一般の傍聴者の皆様には、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。どうもありがとうございました。 

○会長 あと事務局には、この前に伝えたんですが、豊島区でこういうことをやっている

ことが、ほかの自治体にどういう影響を及ぼしているかということなんですが、私個人

では、先日、選択的介護について、講演をしてくれと言われて、随分活発な意見交換が

あったんですが。 

  皆様で、何かほかの自治体等で、そういう動きをご存じでしょうか。ほかの区は、や

っぱり消極的なんですかね。皆さんで、もしそういう関心があるような情報をお持ちで

あれば、ぜひお知らせいただければ、説明に参ります。 
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  それでは、どうもありがとうございました。では、これをもちまして、第８回の選択

的介護モデル事業に関する有識者会議を閉会とさせていただきます。どうも遅くまであ

りがとうございました。 

（午後７時５８分閉会） 


