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会  議  録（要旨） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第９回選択的介護モデル事業に関する有識者会議 

事務局（担当課） 
保健福祉部介護保険課 

（東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課と共同事務局） 

開   催   日   時 令和元年 10 月 9 日（水）18 時 29 分 ～20 時 19 分 

開  催  場  所 豊島区役所本庁舎８階 ８０７・８０８会議室 

議   題 

(1) 平成３０年度モデル及び令和元年度モデルの実施スケジュー

ル（案）について 

(2) 平成３０年度モデルの進捗状況について 

(3) 令和元年度モデルの公募結果及び実施内容（案）について 

公開の 

可否 

会  議 公開 

会 議 録 公開  

出席者 

委 員 
八代 尚宏、大渕 修一、駒村 康平、知脇 希、栃本 一三郎、 

宮崎 牧子、大久保 孝彦、小島 操、外山 克己、齊藤  雅人 

理事者 

【東京都】介護保険課長、介護保険課課長代理 

【豊島区】保健福祉部長、介護保険特命担当課長（介護保険課長兼務）

高齢者福祉課長、介護保険担当係長 

事 務 局 
【東京都】介護保険課 

【豊島区】介護保険課 特命グループ 
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（午後６時２９分開会） 

○介護保険特命担当課長 定刻になりましたので、第９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。 

  本日も委員の皆様、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。 

  最初に本日の欠席について、申し上げます。本日は村田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、八代会長、よろしくお願いいたします。 

○会長 どうぞよろしくお願いいたします。 

   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 本日、９名の方が傍聴をご希望になっております。 

○会長 傍聴を認めてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 それでは、傍聴を認めますので、事務局は傍聴の方を入れてください。 

（傍聴人入室） 

○会長 それでは、議事に入らせていただきます。 

一つ目の議事の、平成３０年度モデル及び令和元年度モデルの実施スケジュールにつ

いて、及び二つ目の平成３０年度モデル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・２について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  今、ご説明いただいた内容につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、よろしく

お願いいたします。 

  具体的な事例を随分きちっと書いていただきまして、大分イメージがわいたわけです

が、全てケアマネジャーからの提案ということで、やはりケアマネジャーの方の役割が

非常に重要だという印象を持ちました。 

  いかがでございましょうか。どうぞ、お願いいたします。 

○委員 ご丁寧なご説明、ありがとうございました。 

  資料２のところで、選択的介護の実施モデルケースについて、いろいろ資料に基づい

てご説明をいただきましたが、個々のケースで導入による効果というところがございま

す。ご案内のとおり利用者、また事業所、ヘルパー、ケアマネさんから見た場合に、こ

の導入による効果はそれぞれプラス面として整理されているかなという印象を持ちまし

たが、何らかのマイナス面みたいなものというのはなかったんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。 

  説明を割愛しましたが、資料２の２ページ目の一番下のところに、現時点では、選択

的介護利用者における介護度や自立度にほぼ変動はなく、利用者や事業者及び従事者に

対しては悪影響が確認されていないというふうに記載しております。また、今回説明さ
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せていただいた資料以上に、個別の詳細な資料を事務局では用意をして見ておりますが、

その範囲の中では、大きくこのサービスを提供したために自立度が下がってしまった、

あるいは事業者との関係性が悪化したというような事例は、今のところご報告は受けて

おりません。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○委員 今、一番最後のところでお話があったんですけれど、今回はこういう形で整理さ

れて、読みやすい形でわかりやすくなっているんですが、ケアマネジャーからの聞き取

りから、ないしはケアマネジャーを経由して、より細かいことについて把握されている

ということなんですけどね。 

やっぱりこういう場ですので、余り細かいのは差し支えがあるというのはよくわかる

んですが、ただ、家族の状況であるとか、つまり概況、家族は近くにいるんだけれど、

非常に接点がないとか、同居していても日中独居であるとか、かなり遠隔地にお子さん

とかが住んでいらっしゃるとか、あと、ご夫妻でも、お一人の方は施設に入られている

とか、いろんなケースがあるわけですよね。あと、介護に対する拒否であるとか、介護

保険によるサービスだけは使いたくないとか、そういうケースも実際にあるんですね。 

  ということで、それともう一つは、最初からのいろいろな議論の中で、選択的介護は

本人に資するものであると同時に、家族にとっても働き方改革であるとか、そういうこ

とからいっても重要だということなんです。それとあわせて、感覚的に言うと、選択的

介護って本人が利用するといった場合、比較的軽度の方を想定されるかもしれませんけ

ど、実際には去年、特別養護老人ホームにおける保険外サービス、特養ですから、そも

そも保険外サービスというのを本当にやっているのかとかということがあるんだけど、

実際に調べてみると、施設長さんのお考えとか、法人の理事長さんのお考えとか、あと

現場の人たちからこういうサービスがあったらいいよねと。つまり、お盆のときだけは

やっぱり墓参りに行きたいのでとか、その他もろもろ、あと、自宅にたまには戻っても

いいんじゃないかとか、いろんなことをやっているのね。それは施設の場合なんだけど、

実は在宅でも本人が利用するということでは比較的軽度な人なんだけど、要介護２以上

で家族と一緒にいて、ないしは同居はしていないんだけど、しばしば通ってくるという

ケースは相当多いんだよね。 

  その人たちの場合は、介護をどういう組み合わせでやるかというのはすごく重要なの

ね。ケアマネに相談することもあるんだけど、それはなかなかうまくいかないことがあ

って、かつ非常に重要なのは、これから訪問看護とか、そういうのが入っているかどう

かということなんですよ。 

そういう意味で、この会議では示されないかもしれないけれど、やっぱりそういう部

分について事務局のほうで細かく分析する。もちろん数が少ないから、事例ではあるん

だけれど、これからやはり我が国の介護保険制度の切り札は、ここで言うところの選択
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的介護であることは確かなんですよ。その場合、軽度の人たちだけが使うわけでもない

し、本人だけでもないし、いろんな組み合わせで、より人間の尊厳にふさわしいような

終わり方をするかということで、選択的介護というのは重要だからね。そういうことか

らいって、最初の組み立てだから数が少ないかもしれないし、なかなか難しいかもしれ

ないけど、せっかく１年以上やっているので、細かなデータをとっておいて、組み合わ

せでどうなのかということを深堀してほしい。 

だから、この会議では難しいかもしれないけど、会長をはじめ、それぞれよくご存じ

の方がいらっしゃるから、訪ねて歩き、きめ細かなものを事務局のほうでやはり検討す

るなり分析するというのも必要だと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

  要するに、こういうテストは問題点をあぶり出すのが目的だから、全部うまくいって

それでいいというわけではないということなんですね。 

  それから、やっぱり家族からの要望というか、特に遠くに住んでいる場合に、どうや

ってそういう方に情報を伝えるか、ケアマネジャー以外の方ですね。 

○委員 インターネットのアンケートで、保険外サービスの利用について、対象者を実際

に介護している人たちだけじゃなくて、もっと幅広い人を対象にしたのね。そうしたら、

例えば私が 60 代だとすると、私の息子とか娘ぐらいの年齢の人たちにも、「こういう機

会があったら使いたい」とか、そういう興味深いデータが出たんですよ。 

  それと今、委員がおっしゃったように、保険外サービスをこういう形で使える、これ

も活用できるんだったら、保険内サービスというか、保険サービスの組み立てを変えて、

これはこちらで対応しようとか、組み合わせがすごい変わってくるんですよ。そこら辺

の組み合わせ問題って、単に介護サービスのところの上乗せで使うという形じゃなくて、

サービスそのものが選択的介護と介護保険内サービスの構造が変わるというか、組み合

わせが変わるというのは一つ重要な部分だから、その辺りも今後検討されると良いと思

います。 

○会長 ありがとうございました。 

  まさに今おっしゃった点が肝心で、よくある選択的介護に対する批判は、これを導入

すると保険内サービスが逆に刺激されて増えるんじゃないか。そういうことがあるかな

いかは、きちっとデータとして示す必要があろうかと思います。ありがとうございます。 

  ほか、いかがでしょうか。 

○委員 ご報告ありがとうございました。 

  １点、質問がございます。８名の方が、自費サービスからの切りかえで選択的介護を

利用されておりますが、どのような利点というか、どのような理由で利用されるように

なったか、わかれば教えてください。 

○介護保険特命担当課長 今回、選択的介護に手を挙げてくださった事業者は、選択的介

護が始まる前から独自の保険外サービスを独自のシステムで提供されていた事業者が多
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かったんですが、これまでは必ずしもケアマネジャーさんがつくる計画の中に位置づけ

られたり、連続提供のやり方ですとか、選択的介護のようにきちんと１５分ずつ保険内

サービスにつけていくというようなルールづけがない方もいらっしゃいました。 

  もちろんきちんとやってくださっていたんですが、そこに、さらにケアマネジャーの

関与をきちんとしていただこうということで、改めて、内容については同じ場合もある

んですけれども、選択的介護という形で報告もつくり、そして、必ずそこにケアマネジ

ャーの関与があるというルールづくりをした上で切りかえをしていただいて、契約も非

常にここは工夫の部分もあるんですが、再度契約もきちんとしていただいて、選択的介

護で改めてご家族も、ご本人も、ケアマネジャーさんも共有しつつ、自費サービス、保

険外サービスを提供するということを行ってくださった部分が、自費サービスからの切

りかえの部分でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

  そうすると、管理であるとか、情報の共有というのがうまくいく形になるように、選

択的介護に切りかえていただいたということですね。ありがとうございます。 

○会長 ほか、どうぞ、お願いします。 

  委員、お願いします。 

○委員 ３ページの介護サービスの利用負担割合において、１割負担が７割強を占めてい

るということについて、内容的には年金のみの生活者という人が７割強という見方はで

きるんでしょうか。それとも、別の収入等の兼ね合いで保険料が１割負担になっている

という、単にそういう意味合いなんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 介護保険は今、保険内サービスをご利用いただくときに、収入

によって１割、２割、３割負担ということで、１割負担の方は必ずしも年金だけとは限

らない方もいらっしゃいます。低年金だったり、無年金でお仕事をされている場合もあ

ります。ただ、今回は要介護の方が対象でサービスを使っていらっしゃるので、不労所

得である不動産とかがおありになるかどうかはわかりませんが、ほぼ１割負担という方

は年金、決められた年金の範囲でこちらのサービスを利用なさっている方というふうに

私たちは考えています。 

○会長 よろしいですか。ほかに、いかがでしょうか。 

  ここはゆっくり議論してほしいということで、まだ時間の余裕がございますので、ど

うぞ。 

○委員 ８ページの利用開始の経緯の利用前の状況のところで、床屋等の必要な回数云々

が記載されていて、ちょっと思い出したことをお話しして恐縮なんですが、豊島区の利

用組合では、６５歳以上の要介護４以上の場合には出張サービスもあるというふうに聞

いていましたので、それが要介護３とか下げていけるのかどうかはちょっとわかりませ

んけど、そういうようなサービスが何か別にあるような気がしましたので。 

○会長 ただ、どっちかといえば、本人が出かけていったほうがむしろ気分転換にもなる
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しというような気もしたんですが、出張サービスというのは、それは料金が別にかかる

んですか。その点、いかがでしょうか。事務局のほう。 

○高齢者福祉課長 出張理美容サービスというサービスでございまして、これは外出でき

ない寝たきりの高齢者のために、理美容店から自宅へ出張して散髪をするというような

サービスでございます。対象は６５歳以上で、要介護４以上の在宅の方と、所得により

自己負担を設定してございます。 

○会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

  それでは、また、戻っていただいても結構ですので、続きまして三つ目の議事、令和

元年度モデルの公募結果及び実施内容について、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３について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  こちらはまた、新しいやり方なので、いろいろご意見があると思いますが。 

  前、思ったんですが、デイサービスで薬剤師が来てこういうことをしたら、デイのほ

うの報酬を減らさなきゃいけないというロジックというのは、医療についてはどうなん

ですか。 

  例えばよくあるのは、特養に入っている人が、お医者さんの往診を受けるようなケー

スがあるわけですよね、たまには。そのときにお医者さんに往診料を払っているんだか

ら、特養の費用を減らせとか、そんなことは言わないわけで、これは医療保険にはなく

て介護保険に特有の問題なんですか。 

その辺、厚労省のほうに聞かないとわかりませんが、そういうことは医療ではあり得

るんだと思うんですが。 

○東京都介護保険課長 特養のほうは、結局は医療を提供すること自体が施設のサービス

の一部としてあるので、その部分は介護報酬でみれる範囲ということになろうかと思う

んですけども、現状のデイのほうは機能訓練ということになって、服薬指導なりのお薬

の上での提供というのは、現状では保険外になるのではないかと、そういうふうに考え

ております。 

○会長 委員はどう思いますか。 

○委員 医療の場合はさっきの話で、なおかつ嘱託医ということにしていますので、これ

は一つでいろんな課題があって、例えばドイツだったら、いわゆる日本でいう特養のあ

たりのところでも主治医がいるわけですよ。だから、自分の今までかかったお医者さん

に診てもらえるし、かなり詳細に医療データとか、いわゆるカルテとか、そういうのを

施設の中で全部シェアできて、管理できるので、看護師さんと介護者、それと施設長さ

んと医者のデータが全部その場で見られるので、つつがなくカンファレンスを開かなく

ても全部サービスがうまく組み合わされている。 

  ただ日本はそうじゃないから、何かあったときには嘱託医。実際には何か困ったとき

みたいなもので、かなり専門的なことになると、往診をするなら入院させちゃうという
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形でね、むしろやっていっているわけですね。 

  それで、今、デイサービスはこれだけ数が増えてしまったので、機能訓練に特化した

形で加算をつけるみたいな形にしたり、あとはリハビリとの連携であるとか、いろんな

ことに取り組んでいるわけですけど、その一方でデイサービスは漫然としたというか、

何もしないデイサービスではいけないということになっているので、比較的時間の管理

が結構厳しくなっている。あと、非常に短めのデイサービスもあったりしましてね。だ

から、国はデイサービスのいろんな使い方について、かなり細かいことまで指摘してい

ますので、そのサービス提供時間内で薬剤師さんが来て、それを使っちゃうというのは、

これはどうもうまくないというのはそうだと思う。 

  ただ、それでも工夫の仕方で、こういう形でやれば難なくできますよとか、間に挟む

とか、来て準備する時間、帰宅するときの送り出しのときにやるとか、いろんなやり方

があると思うんですよね。だから、それの工夫さえすれば、それほど同時の時間帯にや

っちゃいけないというのは回避できるでしょうし、実際に始めちゃえばというのはある

けど、組み立てとしてはうまくこういう形でという、あちらが納得できるようなことは

幾らでも可能だと思うんですよ。その上でもう少し柔軟にということだと思いますよ。 

○会長 ありがとうございました。 

  委員に聞いて、理論武装して、厚労省とまた特区ワーキンググループ等で議論したほ

うがいいと思います。ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 今回の令和元年度モデルは、すごくおもしろいと思うんだよね。 

  ４ページ目の薬関連で、①が薬剤師によるお薬講座・お薬相談。多剤服用による健康

被害や副作用防止、健康チェック、医師、関係機関への連絡等、服薬等に関する講座や

相談を実施するとあるけど、講座とか相談という言い方ではないと思うんだよね。 

  対面での相談のほか、その次の部分が非常に重要なんですよ。「デイ非利用日の本人

及びご家族からの電話での問い合わせや相談にも対応」、この部分が一番重要なんだよ、

実は。ところが、その次のページの実施スキーム①では、上が通所事業所内、その下が、

自宅等となっているんだけど、ここでは自宅等がここの部分で電話による問い合わせと

か、それしか書かれていないんです。 

  それで、次の実施スキーム②の薬の受け渡しとか、③血圧測定、健康相談とか、④の

栄養相談・指導とかというところは、ほぼ自宅の部分が消えちゃっているんだよね。デ

イサービスというのは週何回とかしかないでしょう。だけど、それを起点にして在宅で

の生活がどのくらいできるかということを支えるのがデイサービスの役割でもあるし、

それは介護保険だけではできない。できないというか、だけじゃない形でするというの

もあるからね。というので、せっかく４ページのところに、「のほか、デイ非利用日」

ここの部分ね。それをもうちょっと強調されるということも必要だと思います。 

それともう一つは、７ページ目に、想定効果でデイサービス事業者について、薬の専
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門家の介入による安心感の向上ってあるでしょう。ソーシャルワーカーの方なのかよく

知らないけど、「介入」という言葉は余りよくないと思うよ。 

それと、１０ページのところで、先ほどこちらのほうはいわゆるＩＣＴベンダーとか

を使って、これは非常にこれから極めて重要だと言われている部分だよね。実際に先行

した取り組みというのも地方なんかに行くともちろんあるよね。いろんなお金を使って、

厚生労働省以外のお金を使ってやっているというのはすごくあるから、これは相当進ん

でいるよということなんだけど、ここで、先ほどモニタリングは云々という話があった

でしょう。だからお金が取れないみたいな話が前後であったでしょう。だけどね、こう

いうようなサービスをすることによって、実際はむしろこちらのほうでモニタリングを

もっとしっかりというか、しかもクラウドとかそういうのを使って、あとは端末とかを

使って全部シェアするみたいな形になりますので、非常に即効性があるし、何か急変し

たときにすぐ対応できるんだよね、このやり方のほうが。これはすごく重要なのね。 

その上で、ケアプランとかケアマネジャーがモニタリングするからできないとか、料

金取れないという、そういう理屈じゃなくて、ケアマネジャーさんに有益な情報を提供

するという業務は、結局ケアマネジメントの質の向上にもつながるでしょうし、ケアマ

ネさんにとってもプラスになるわけなんだから、理屈を考えて、モニタリングだからだ

めだというんじゃなくて、むしろ今申し上げたような形で、ケアマネに情報を提供する、

シェアするというような組み立てにしていけば、もうちょっといい形になるんじゃない

か。 

その他、先ほど段階論で、今年やるのと来年やるのというのがありましたよね。それ

について第二段階が想定されるというのが書いてあるんだから、それを今書き込むのは

難しいかもしれないけど、第一段階のところにも少し可能性というか、領域が残ってい

るみたいな形で作図したほうがいいと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

  最初の「介入」という言葉は、今のご説明だと、薬の専門家の関与・助言によるとい

うようなイメージですかね。そういう意味なんでしょうけど、おっしゃったように、そ

ういう薬剤師とか、医師とか、そういう他の専門家が関与することで、デイサービスの

介護職員の生産性が上がるというか、経済用語で言うと質が上がるというか、そういう

相乗作用をちゃんと受け持っているんですよという。 

○委員 あと、通常、デイサービス以外のときにホームヘルプのサービスを使ったりもす

るけれど、居宅療養管理指導とか、あとは訪問看護を使って、それで薬の関係、服薬の

こととかするよね。それは介護保険サービスで、介護給付でやるわけなんだけど、それ

だから悪いとかそういうことを言っているんじゃないですよ。むしろデイサービスで、

こういう形でそれができ得るんであれば、週１回とか、訪問看護でやるような、しかも

介護保険を使ってみたいな、療養管理指導かな。というものが省けるという言い方はち

ょっと、省けるという言葉がいいのかどうかちょっとわからないけどね。やっぱりそこ
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の部分が、それを二重にやったら何のためにやるのかということになるから、そこら辺

もいろんな試行実験をされたほうがいいと思いました。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 二つ教えていただきたいんですが、高齢者の見守りという形からいけば、ＩＣＴ

を使った見守り方法は非常にいいかなとは思いますけども、例えば１５ページのアラー

ト情報の発出（適宜）となっています。 

具体的に、どういう場合に注意情報が流れるのかという点と、もう一つはモニタリン

グ情報をある程度蓄えていたものが、介護認定の場合の情報として使えるのかどうか。

その辺、お考えがあればお聞きしたいんですが。 

  介護認定の場合は、介護認定を受けようとすると、認定調査の日だけちゃんとしてい

るということが実際にあるわけですけど、実際にある期間モニタリングをやった情報と

いうのが、重要じゃないかと思う部分がありますので、ある程度介護認定を受けたい人

が有料でもこういうモニタリングをやって、実際にサービスを受けてやってみたら、も

ちろん医師の判定が一番重要かもしれませんけど、本人情報という意味では、実際の行

動パターンというか、そういうものもある程度認定できるんではないかなとちょっと思

いますので、この２点、お願いします。 

○介護保険特命担当課長 まず、１点目のアラート情報の発出でございます。事業者様か

らの提案内容の中で出てくる部分なのですが、例えば家庭内につけたデータで、明らか

に室温ですとか、先ほど申し上げた湿度がおかしい、あるいはお部屋の中での動きがど

うもおかしい、冷蔵庫の開閉がないというような状況で、これは何か異変が起こってい

るのではないかという時に、このアラート情報をご家族に向けてお出しできるという仕

組みになっております。 

  ２点目のモニタリングデータの認定に関する利用ということでございますけれども、

現状で申し上げると、選択的介護は保険外のサービスとして使っているものでございま

すが、介護認定の仕組みには介護保険制度での全国一律の扱うべきツールというのがご

ざいますので、例えばそのデータを訪問調査に行った際に、調査員にご家族が参考資料

としてお示しをいただいたり、「こういうものがあるんですよ」というような形で、例

えばお見せいただくということは差し支えないと思いますが、それを直接的に介護認定

の中でそのデータを使うというのは、まだ現状ではなかなか想定はしづらいかなと、介

護保険課長としては思うところでございます。ただ、非常に今後重要なツールになって

いくのは間違いないという認識はしております。 

○委員 私も今週、認定審査会で４０件以上審査をやるんだよね。 

訪問調査員が行くでしょう。区分変更とか、そういうときは市役所が直接行くけど、

あとは委託で行くという形なんだけど、それなりに工夫していることは確かですよね。
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その分、認定審査会の事務局は大変苦労して、主治医意見書についても苦労しているは

ずですよ。非常に間違っている部分があったり、いろいろあるからね。 

  その上で実際見てみると、本人しかいなくて、それ以外は聞き取りとかそういう形で、

家族の人とかがいない場合が実は結構あるんだよね。また、家族がいたとしても、訪問

調査員が、要するに認定審査の際も訪問調査員が来るのでというので、万端やりくりし

て来ているだけみたいなので、実際は普段を見ていないというのもないわけじゃない。

普段を見ている人もいますが、家族とか、そういう人から「どうですか」といったとき

に、今のお話のようなそういう情報は極めて貴重ですよ。特にこれから、同居している

人とか、そういう場合が比較的少なくなるわけだし、また同居していたとしても高齢者

同士で、お互い要支援と要介護とか、そういうので暮らしていることもあるから、直接

それを訪問調査の際には、積極的にという言い方はどうかわからないけど、有効に活用

するというのは、非常に訪問調査員のいろんな特記事項であるとか、概況というものを

精度の高いものにするためにも、大切なことだと思いますよ。 

○会長 委員、いかがですか。 

○委員 アラート情報の要するに適宜という部分で、要は２４時間見ているわけじゃない

ですから、実際に転倒したという情報がすぐにわかるような、そういうアラート情報の

発出でないと余り意味がない。２４時間後にもう一回ビデオか何かを見直して、「ああ、

ここで転倒していたんだ」と見てもしようがないわけで、そういう実際に普段の行動パ

ターンと違うことが起きたときに、それがアラームにつながるような、そういうＩＣＴ

であったらいいなという、そういう希望です。 

  もう一つは、高齢者の見守りという観点でお話ししたのは、豊島区はご存じのように、

７５歳以上で独居が２３区で一番多い区です。そういう人たちが、ある意味では高齢者

同士見守りをやるわけですけども、やはり１週間後に訪ねていって初めて亡くなってい

たと気がつくんじゃなくて、ふだんの行動パターンと違う状況だったら、何かよく魔法

瓶のアラームじゃないけど、ああいったものとちょっと違うかもしれませんけども、何

かそういうようなＩＣＴが使えて、それも安く必要な人が使えるような形になるといい

かなと思います。 

○会長 事務局はいかがですか、今の点については。 

○保健福祉部長 今、ご指摘いただきましたとおり、７５歳以上の方の率が非常に高い中

で、こういった今後センシングデータがどういった形で出てくるのかといったようなと

ころですとか、あるいは定時的なモニターをどのタイミングでやっていくのかといった

ようなこともございますけれども、将来的に、今、委員がおっしゃったようなことがカ

バーできていくようなものにつなげていく、その最初のきっかけにしていきたいという

ふうに存じ上げます。 

○会長 ありがとうございました。 

  今、アップルウォッチみたいな形で、腕につけていると心拍数、血圧、そういうもの
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がかなりわかるものもできていると思います。高いでしょうけどね。 

何かほかの委員の方、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 ４ページのところの血流測定観察器というのは、どういうものなんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 医療の専門機器というものになると、扱える方がいろいろ変わ

ってくるんですが、これは指を当てると、それによって血流で、いわゆるご高齢の方が

気になさる血液がどろどろになっているとかって、そういったものの少し簡易的なデー

タがとれるということで、これをもって直ちにそれが診断であるとか、そういうことに

つながるものではないんですが、一つはそういったことで、ご本人の気になさっている

ことに対する助言をということで、今回いろいろご提案をいただいている内容でござい

ます。 

○委員 私としては、これ、ちょっと根拠が薄いんじゃないかなと思う。 

  そして一方、それのデータに基づいて、希望があれば健康補助食品等を販売するとい

うことで、これもまた、もう一つ根拠が若干薄いところなので、むしろ豊島区では今フ

レイルチェックということでやっているわけですから、こういった医療の専門の方々が

フレイルについてチェックしていただいて、お話をいただくというふうなほうに少し修

正したほうがいいのではと思う。 

○会長 すみません。フレイルチェックのことを教えていただけますか。 

○委員 高齢期の場合は、病気だけではなくて、やっぱり食べられなくなったとか、外に

出なくなって友達の交流がなくなったとか、そういうのがやっぱり生活のほうに大きな

インパクトを持っているので、そういうのをチェックして、「じゃあ、こういうのがい

いよ」と、素人というか家族が言ってもお父さんは動かないと。しかし、そういう専門

の方々から「こういうふうにしたほうがいいですよ」と言われると動きやすいというこ

ともあるので、ぜひ、そういう機会にどうだろうかというのが１点ですね。 

  同じページのところで、管理栄養士による栄養相談。このときに、本当に細かいこと

で申しわけないんですけど、管理栄養士は基本的に疾病管理の管理栄養士ということに

なるので、病気を管理するというのが目標になる。 

  例えば、「たんぱく質が足りていませんね」とか、「鉄分が足りていませんね」、「亜

鉛が足りていませんね」というふうな足りていないところに注目しがちになるんですけ

ど、介護というのは暮らしなので、なぜその成分が足りていないとか、過多になるのか

というところをもう少し広く捉えていただいて、「お友達とご飯を食べてみたらどうだ

ろう」とか、もうちょっと暮らしに即したものをお願いしますということで、ここはち

ょっと注をつけていただいたほうがいいなと思うところです。 

  それから、もう一つは、モニタリングということが先ほど話になっていましたけど、

用語を少し整理したらどうかなと思います。ここで言う、介護保険で言うモニタリング

というのは、ＰＤＣＡサイクルというか、こういうケアをすることによって、その人の

生活がどう変わりますかということをモニターするという意味ですよね。 
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このご提案のモニタリングというのは、生活記録、ライフログというものになってい

ると思うので、もっと違う次元のもので、生活記録に基づいて、ここに書いてあるよう

にお布団から離れたかどうかとか、トイレを使ったかどうかとか、ちょっと今までと違

うということでセンシングしてくれるので、ケアプランでいうところのモニタリングと

やっぱり言っていることは違うんだと思うので、ここは用語の使い方を生活記録とか、

ライフログとかというような形に使い分けたらどうかなというふうに考えました。 

○会長 貴重なコメントをありがとうございました。 

○介護保険特命担当課長 ご指摘の点は整理をしたいと思います。 

○委員 さっきの先生がおっしゃったフレイルチェックのことなんですが、フレイルチェ

ックを誰がするかというのがあるとは思います。もちろんＯＴ、ＰＴとかもいないわけ

じゃないんだけど、どうしてもデイサービスでいろいろな職員がいろいろな関わりをす

る中で、やはり日常の業務とかで、個別対応でその人に対する相談というのはなかなか

できるかといったら、ちょっと難しいことがあると思うんですよね。 

  その点、全く違った職種、薬剤師さんが来るのはいいと思う。特に重要だと思うのは、

委員の皆さんは全部わかっていると思うんだけど、多剤服用でいろんな薬を飲んでいて、

それだけ飲んでいたらおかしくなるだろうっていうぐらい飲んでいるわけだよね。しか

も、それによってもたらされる効果で、パーキンソンの薬を飲んでいて、幻視が出てい

るのをレビー小体認知症と間違えたりね。そういうことを筋道を立てて、こうだからこ

うだというのを薬剤師さんが丁寧に説明して、あと本人の体調がこうならこうですよと

いうと、非常に説得力があるというか、「ああ、そうなのか」と思うことが多いですよ

ね。だから、資料には単に薬の相談と書いてあるけど、もっとすごく本当に生命線なぐ

らい薬をどうするかっていうことは重要で、いろんなものを飲んで、あと飲まなかった

りしてね。 

  あとはもう一つ、自分の体のことについて、いろいろ自分のところにデイサービスに

出張で来てくれて、話をして、専門家の人が個別対応してくれるというのはとてもいい

サービスだと思いますよ。だから、委員がおっしゃったようにフレイルとつなげてやっ

ていただくと、本当に安心のもとになると思いますよ。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 細かなところで申しわけありません。４ページのところの、サービス提供時間の

①のところなんですが、お薬講座とか相談というのを毎週土曜日にやるということなん

ですけれども、デイサービスなので、こういう相談に参加するといった場合には、送迎

が保証されないとなかなか難しいと思うんですが、この場合の送迎とかというのはどの

ような設定になっているんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 ご提案の中では、その方の本来のデイサービスのプログラムと

合わせて提供するということで、もちろん必要な配慮、それからご希望等は個別になる

と思いますが、送迎はきちんとついた形で提供していただけるということでございます。 
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○委員 その送迎などは別途、通常ケアプランの中で利用する通所介護とは別になると思

うんですけれども、その場合の通所の送迎の料金というのは別に発生していくというこ

となんでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 先ほどの、デイサービスの時間から削られるのか、保険内のと

ころから削らなければならないのかという委員方のご意見もいただきましたが、そこも

含めて、送迎がなくてはこのサービスが提供できないが、それがデイサービスの事業者

の減収につながるのでは意味がないというふうに考えています。そこの詳細については、

そういったことが生じないようにどうするかということも含めて、きちんと実施までに

は詰めなければいけないところだと思っています。送迎を保険内サービスのデイサービ

スで提供する以上は、そこだけ別途料金という請求はできないというふうに考えていま

すので、そこの調整はきちんとしたいと思っています。 

○会長 よろしいですか。いかがでしょう。 

○委員 先ほどお話があった健康食品的な部分に関して７ページにも書いてあるんですけ

れども、大変心配な部分があるなと思います。 

  物販も想定した内容である、不要なものの販売につながらないように利用者保護の観

点で一定のルールを設けるなど仕組みなども考慮する必要がある。本当に本人が望んで

買ったのか、望んで買っていないのか、そのときの状況によってよくわからないという

ことがあると思いますので、こういう物販の健康補助のみならず、これから物販的なも

のが入ってくるならば、極めて丁寧に、慎重にというか、きちんとしたルールがないと

問題が起きてくると思いますので、これは留意点かなと思いました。 

  具体的に、これについては何か調査をされたり、検討はされているんですか。このル

ールなり、消費者のほうというか利用者の観点でというのは、何かイメージ、参考にし

ているものはありますか。 

○介護保険特命担当課長 現状、いわゆるイベント的なところで、実際に薬局や薬剤師さ

んが提供しているような内容について、提案の中で説明を受けています。 

なので、資料に書かせていただいたように、ここはかなり重要なことで、選択的介護

をヒアリングいただく中で、高齢者の認知機能が下がった人に対してのサービス提供と

いうことは常に言われてきたところでございますので、最も慎重にしなければならない

ところだと思います。ここはきちんとどちらに対しても説明ができるような仕組みをつ

くることが、まず前提として考えております。 

○委員 ありがとうございます。 

  判断力が落ちてきている方に対してどう経済活動にかかわってもらうかというのは極

めて難しい問題になってきますので、ここは本当によく考えておかないといけない部分

になると思うので。 

○会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○委員 薬の飲み合わせということで、ちょっとわからないんでお聞きするんですが、こ
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の４ページの多剤服用による健康被害や副作用防止という部分に限って言えば、例えば

お薬の情報を入れたら、ＡＩがいいのかどうかわかりませんけど、そういうコンピュー

タなりでの自動的にチェック情報を提供するような、そういうサービスというのが今あ

るんでしょうか。 

○委員 それはない。ないというか、一つは、いわゆる薬の飲み合わせだけじゃなくて、

一人の人がどれだけの薬を飲んでいるかというのと、体調との関係とか、体重の変化と

か、あとは日中変動が非常に激しくある人とない人じゃ違うし、個別のもので見ていっ

て、状態を見ながら、現在これを飲んでいるなと、これは中止しているなと、これは以

前飲んでいたけどやめましたというのを見ながらアドバイスするものなので。 

  あと、胃が痛いとか、その他もろもろがあるときは、これは今はちょっと止めたほう

がいいとかね。もう眠れるようになったんだったら、もうちょっと減らしましょうとか。

あと、いかにも薬が多過ぎるというのもあるでしょうし、最近はむしろ、薬をやめたら

健康になるという例もある。少なくとも認知症の方があれだけたくさんの薬を飲まされ

ているのは日本だけですよ。ヨーロッパのオランダとか、イタリアとかそういうところ

は、１剤しか使いませんよ。 

それと、もう一つ、よく主治医概要のところに書いてある知能検査。ヨーロッパでは、

知能検査で何点以下の場合は使えないんですよ。ところが、日本の場合何点以下になる

と二つ、三つ使うという。何点以下の場合はむしろ使わないんですよ。という形なので、

日本では今、やっぱりすごく薬のことというのは大きな問題だと思いますよ。 

それと、あと薬を通じていろんなことって話せるものなんですね。薬の専門家とご本

人さんや家族というものが、薬をきっかけに、いろんなところまで話を持っていくこと

ができるから、今のところロボットとかで、これとこれの飲み合わせは悪いとか、そう

いうのは機械であるかもしれないけど、個別のことについては体調や容態の変化と年齢

とか、あと、ついこの間入院して、戻ってきてとか、そういうのはすごくあるから、や

はり個別で見たほうがいいと思うんですよね。 

○会長 本来それは薬剤師の仕事ですよね。しかし、インセンティブが逆になっているか

ら、そこが問題だと思いますが。 

  ほか、いかがですか。どうぞ。 

○委員 今、薬剤師さんのお話が出て、いろいろ興味深く思ったんですけれども、診療報

酬の場面では多剤投与を含めて、かなり制約される方向で動いているという状況が一つ

あることですよね。 

  それから、飲み合わせ云々というのもいろいろありましたけれども、今、おくすり手

帳ってありますよね。ですから、ちゃんとしたところだとおくすり手帳にちゃんと何を

飲んでいるかが書かれていて、薬剤師さんはそれに基づいて基本的なアドバイスをする

はずです。 

  薬剤師事情を踏まえますと、この経済環境下で本当にデイサービスに出向くことがで
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きるかなと。今、薬剤師は、かなり確保が大変ですので。 

  また別のことなんですけれども、デイサービスは基本的に要支援の方もいらっしゃい

ますが、多くのデイサービスは要介護の方がかなりいらっしゃる。デイサービスの平均

要介護度は２.いくつかだったと思いますけれども、言ってみれば通いの場なんですよね。 

  この通いの場というのは一つのキーワードで、去年閣議決定がされ、有識者会議が開

かれて、今年も検討会が開かれて、どちらかというと要支援の方々が主たる対象になる

んですけれども、この通いの場を活用して、いわば医療保険の範疇である保健指導だと

か、介護保険の範疇である介護予防とか、先ほど出たフレイル対策とか、そうしたもの

をばらばらにじゃなくて一体的に提供するために、医療の専門職といったものを看護師、

保健師、もしくはリハを配置して、この通いの場を健康寿命の延伸のためにも最大限に

活用していこうというところが、今検討が重ねられていますね。多分それが今年度中に

取りまとめをされて、来年度は「こうしたらどう」という具体的なものが出てくると思

います。 

そんなことをちょっと思いつつ、この話を伺ったんですけれども、今度は通所の介護

という、いわば違った形の通いの場を活用して、選択的介護という視点からどんなアプ

ローチができるか。そこに薬剤師さんも管理栄養士さんも、あとは口腔ケアを担当する

歯科衛生士さん、もしくはＳＴ、そうしたもののことも俎上に上がってくるかなという

ふうな感想を持ちました。 

意見として全くまとまっていなくて申しわけないんですが、ちょっと申し上げようと

思っていたものですから、以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○委員 ＩＣＴを活用した見守りサービスのお話のほうで、ちょっと教えていただきたい

ことがございます。 

  確かにこのような機器をセットしますと、見守られている安心感というのも利用者側

にあるかもしれないし、いつ、何が起きているということもキャッチできるかもしれな

い。ということは、先ほど委員がご質問なさったように、今ちょっと危ないですよとい

うようなアラートも来たりする。もしかして、これをずっと２４時間監視といっては何

ですけども、見ていたときに、あら、今日はこの部屋にも、この部屋にも動きがないな

みたいに、そうなったときにその情報をどこにフィードバックして、誰が駆けつけるの

かというところまで考えていないと、単純にそういう記録だけが重なっていってもどう

しようもなくて、そういうことは、何カ月たって「生活状態こんなでしたね」というデ

ータが出るということもいいことなんですけれども、何か緊急時であったり、誰かが行

かなければならないであろうという時の手当ても考えていないと、安心されるものでは

ないんじゃないかなと思います。それがセットだといいなというふうに思いました。 

  それと、利用者家族への発信について、現在ご利用になっているいろんな事例の家族

状況が、私もまだよくわからないなと思ったんですが、独居している方の家族がどこに
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いて、来られる状況にあるのかもわかっていないと、単純に家族にいろんな情報が発信

されても、今度は家族が不安になるだけだとかということがあります。いろんなことが

めぐりめぐってケアマネジャーに返ってくるということでもいいんですけれども、そう

だとすると、そのシステムの中で、やっぱりケアマネジャーに対する特例的な処置とい

う、要するに報酬が発生しないとおかしいんじゃないかということもありますので、何

かこの見守りシステムをとるというときには、見守って何かあったときの手当てという

ものは必ずセットで考えていただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

  今、委員がおっしゃったことは大変重要な件で、先ほどのご説明だと第一義的には家

族に連絡が行くわけですよね。だけど、とても遠いところにいたらそれは対応できない

ので、この見守りサービスを提供している事業者の方は、今の問題についてはどういう

ふうに考えておられるか。そのあたりも教えていただければと。 

○介護保険特命担当課長 見守りという言葉が持っている意味の幅の捉え方が非常に微妙

かなと思います。 

  もちろん何か起きた、モニターに映った、すぐに駆けつけるということになれば、保

険外サービスのみ提供していて、警備保障会社等のサービスのような形で、それを売り

にしているようなサービスも実際にはありますし、あるいはもっと単純にカメラを室内

につけて、ご家族がそれをずっと見るような形で、本当に何かあったときにすぐに駆け

つけるというサービスもあります。 

  ただ、実際問題、今回選択的介護の中で、介護事業所が提供していくサービスとして、

この３－１と３－２のスキームについては、呼び出しは可能ということでご提案いただ

いていますが、２４時間対応ができるかというと、これはなかなか難しいというのが現

実だと思います。異常時の対応が、これが本当に２４時間対応可能であれば、理想の形

ではあるかもしれませんが、他の家族等からも見守られているということもありますし、

これはある程度制約があるのかなと思います。 

  あと、今、委員からいただいたように、３－３のところで触れておりますが、結果的

にケアマネジャーの業務負担がふえる可能性があるのは、３－１と３－２にも想定しな

ければいけないことだと思いますので、そこについて今、どこまでが介護報酬内の業務

で、どこからが別のもの、あるいはきちんと対価としてできるものかということを、ま

ずは現行法の中でできることと、次の段階できちんと負担に対して応じていけるかとい

うことを、さらにこの場でまたご報告をしながら検討いこうと考えているところです。 

○会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○委員 これは極めて実務的な部分で、豊島区ないしは事業者がいろいろ契約なりを結ぶ

ときに、こういうのが発生したときには自分たちが駆けつけるんじゃなくても誰それに

連絡する、それはケアマネに連絡する、ないしはデイサービスのほうに連絡するとかね、

そういうのさえつくっておけばいいわけだと思うんですね。 
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  それと、ケアマネの負担がこれで増えるとあるけれど、何でもかんでもケアマネとい

うのは、もうこの時代無理なんですよ。ましてや要支援１、２の関係とか、その他もろ

もろまでケアマネができるかというと、あとボランティアとか、そういうのにまでつな

げることができるかといったら、無理ですよ。だから、極端に言えば、ケアマネジャー

の適用除外みたいなものがあってもいいぐらいなのね。 

  例えば、２４時間定期巡回というのは、まさにいろんな意味でのモニタリング。それ

で看護師がいて、昼間からイレギュラーパターンで電話を利用者宅にかけていると、夜

中の電話は減るよねというものなんだよ。つまり、定期巡回のところに一番確実なマネ

ジメントができて、モニタリングができている人がいるわけ。しかも２４時間対応で。

かつての、夜中の高い介護報酬じゃなくてね。 

あと、小規模多機能について囲い込み、囲い込みと言うけど、例えばデイサービスを

週３回、短時間ホームヘルパーを５０回、短時間の訪看が入っている場合に、それをケ

アマネジャーが組み立てているとして、全体像をつかんでいるかというとつかんでいな

いんだよね。ばらばらなのよ。ましてや週３回のデイサービスだけケアプランをつくっ

ている人だったら、それが中心になっちゃっているんだよね。 

ところが小規模多機能の場合は、三位一体というか、ケアマネジャーが内包化されて

いるから、非常によくわかるんだよね。変化もわかるし。 

あと送迎、送り迎えする運転手さんはそれ以外の時間に何をやっているかといったら、

小規模多機能のところでは高齢者と一緒にギターを弾いたり、いろんなことをしていま

す。あと、見えるところでおやつとか、いろんなものをつくり始めるでしょう。まさに

湯気の音がして、香りがするようなところでやっているのね。それのおかしづくりとか

をやっている人も実際はずっと見ているから、変化のポイントとか、そういうのはよく

見ているんだよね。 

だから、いろいろ問題を指摘することもあるけど、あれは内包化されているからいい

んであって、やっぱりケアマネジャーについて、あんまり建前論というか、それで今後

うまくいくかといったらあんまりいかないで、極端にこの場合はケアマネ適用除外で、

それにかわり得る人がやればいいんだろうというぐらいにやるべきだし、さらに言えば、

介護保険外、選択的介護を使っている人は、保険内給付についても、現在の指定介護事

業者じゃなくてもいいみたいな形にするなり、すぐには無理だと思うけど、それぐらい

の発想をするのも、本当は必要だと思いますよ。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。お願いいたします。 

○委員 ３－１と３－３のＩｏＴを活用した在宅高齢者の支援について質問させていただ

きます。 

  こちら、居宅介護支援の利用者宅にＡということなんですけれども、例えばこのＡの

事業者だったら３－１、Ｂの事業者だったら３－３というふうに決まっているものなん

でしょうか。それとも、さまざまな利用者が３－１と３－３どちらかふさわしいほうを
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選ぶものなのか、教えてください。 

○介護保険特命担当課長 基本的には居宅介護支援の事業者のケアマネジャーが支援する

ところになりますので、そこで決まってくるものだと思います。 

  提案で組んでいただいている機器を提供する事業者により、機器の内容が少し違いま

すので、どちらがより適切かで決まってくると思います。 

  そのときに、また第三者のケアマネジャーさんが関与するのかどうか、できるのかど

うかについては、まだ少し事業としては難しいかなと思いますので、当初は３－１の居

宅介護支援事業所で組んでいただいたＩＣＴを提供する事業者のセット。それから３－

３も同じように、それぞれ提案をいただいたＩＣＴを提供していただける事業者と一緒

に組んでいただける居宅介護支援の事業者という組み合わせで、機器を提供することに

なるのかなというふうに考えています。 

○委員 ありがとうございます。 

  こちら、おっしゃるように使用する機器が違うというのは見てわかるんですけども、

ちょっとこの８ページと１４ページのサービスの概要が比較しにくい形になっているの

で、それがわかりやすい形になって、例えばモニタリングはどこなのかというものがわ

かって、必ずこちらとこちらで同じものをモニタリングしているけども、ここは違って

いるところがわかって、後日、どちらのモニタリングのほうがこのような方にふさわし

かったというものがわかるような形になっているといいかなと思いますので、ぜひお願

いします。 

  あと、もう一つ。通所のサービス。デイサービスを活用した外出支援は０件だったと

いうことで、やはりこちらは事業所にとってメリットがなかなかないということだった

り、人員が難しいことだったのか教えてください。 

○介護保険特命担当課長 ３－１と３－３については、パンフレット等を使いまして、ど

ういった内容がふさわしいのか。あるいは選択をするときにどちらのほうがいいのかと

いうことを、まずわかりやすく説明ができるようにし、広げていきたいと思います。 

  デイサービスの外出支援について、提案がなかった理由なんですが、私どもでも提案

をしていただきたいということで、デイサービスの事業所さんともやりとりをし、説明

会には来ていただきました。 

  要素としてあるのは、具体的にきちんと保険内のサービスと保険外のサービスを切り

分けて考えたときに、実際の提供の場面できちんと安定して人手が確保できるかどうか

わからないというところと、いわゆるやってはいけないことが明確にあり、現行法の中

では、別法人をつくり、有償運送のようなことをしなければならないところが、考慮せ

ざるを得ない部分がございまして、だとすると、有償運送では収益は上がらないという

こともあり、やりとりはありましたけれども、最終的には応募という形につながらない

まま終わりました。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
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○委員 今のデイサービスのところで、運転手の人というのはデイサービスのほかの仕事

も兼務はできるのでしょうか。 

  運転手は運転手の仕事しかできないのか。その辺が、何か運転をやっている人の収入

の問題もあって、なかなか難しいという話をちらっと聞いたことがあります。 

○介護保険特命担当課長 本当に運転だけということで雇用をなさっているデイサービス

もございますし、そうではなくて、常勤であればそれだけの時間を勤務しますので、送

迎が終わった後はデイサービスの中の仕事に携わっている場合もあります。 

例えば先ほど委員からも出た短いデイサービスですと、利用者さんの送迎が頻繁にな

りますので、どうしても送迎だけでお一人はずっとかかりっきりという例もありますし、

少し長い時間のデイサービスであれば、合い間の時間はご勤務をなさっている例もあっ

て、特段それだけを、運転手は運転手しかできないということはございません。やはり

中のほかのデイサービスにかかわるために必要な資格であるとか、要件であるとか、そ

れぞれ事業者さんごとに判断をなさっているところです。 

○会長 送迎は無償ですから、別に二種免許は要らないわけですよね。だから、普通の人

が運転免許さえ持っていれば、別にやっても構わないわけですよね。 

  ありがとうございました。前のところの議論も踏まえてで結構ですので、ほかはいか

がでしょうか。 

 よろしければ、本日のご意見も踏まえまして、事務局には事業実施に向けた準備を進め

ていただくとともに、次回以降の動き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、お手元に新しいパンフレットがありますよね。ぜひ、ご覧いただきまして、

またこれについてもご意見をいただければ、次回の改訂に結びつけられると思いますの

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

○介護保険特命担当課長 どうも長い時間ご議論いただきまして、ありがとうございまし

た。本日、大変貴重なご意見をたくさんいただきましたので、これらを踏まえまして具

体的な事業実施に向けた準備を滞りなく進めてまいりたいと存じます。 

  次回の会議でございますけれども、できれば来年の３月までを含めた今年度中にもう

一度開催させていただきまして、来年度以降の３０年度モデル、令和元年度モデルにつ

きましての方向性について、ご意見をいただきたいと考えております。 

  後日、日程を調整させていただきまして、詳細が決まりましたら、委員の皆様には日

程調整の上、ご連絡を差し上げます。 

  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をさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 どうもありがとうございました。 

（午後８時１９分閉会） 


