
平成２４年度５月期 居宅支援部会 議事録 

 

Ｈ24.5.22 18～20 時  

                 区役所 13ＦＡ会議室 

参加：８３事業所９１名 

 

１、 弓狩部会長挨拶 

・今年度 4 月は総会だけでしたので定例部会第一回になります。皆様にお詫びをまず

申し上げます。皆様のお手元に届きました協議会名簿についていくつかの事業所の事

業所名・住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ番号の記載ミスがありました。名簿の管理につきまし

てはしっかり行わなければならないのですが、事業所数も１７０を越え、事務局とし

ても、住所変更等が把握し切れない状況でした。今回対象の事業者様におかれまして

はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 

 協議会名簿につきましては、今年度部会費申込書を送り今月末が締め切りとなって

います。情報をまとめて 6 月には正確な名簿を作り次の部会には皆様にお配りしてい

きたいと思っています。ホームページもリニューアルを予定し、会員名簿として乗せ

ますのでご覧ください。変更の際、変更届を提出していただき、間違いのない名簿に

していきたいと思います。 

 ハートページですが、会員様非会員様と分かれておりますが、いくつかの事業所様

が漏れてしまい、訂正が効かず正誤表を作り送った次第です。在庫は介護保険課、包

括支援センター、福祉事務所に置いており、そちらも正誤表を挿入しています。 

名簿の管理については、きちんと行っていきたいと思います。お気づきの点がありま

したらお申し出ください。 

 

介護保険課：介護保険係大沢係長挨拶 

 ・介護保険サービス適正化にご尽力いただきありがとうございます。3 年ぶりの介護

保険改正があり、ご苦労されていることと思います。 

お詫び ： 3/21 庁舎ホールで行った介護サービス事業者連絡会では、予定外の参加

者で対応が追いつかず非常に長時間お待たせし、申し訳ございませんでした。先日『区

民の声』に事業者様から改善要望がありました。こうした要望を受けるまでも無く、

今年度実施する介護サービス事業者連絡会では万全の処置で望みたいと考えています。

ご了承ください。同じく区民の声で区からサービス事業者様宛ての文書についても指

摘がありましたので、今後事前にチェックし適切なわかりやすい表記で送ります。 

以上 2 点についてお詫び申し上げます。 

お願い ： 昨年の高齢者の熱中症対策について今年度も実施予定です。 

昨年のような東京電力管内での停電は無いようですが、高齢者は節電でエアコン使用



を控えられたりするので、熱中症になりやすくなります。区では熱中症の啓発チラシ

を作成し、アイスノンの貸し出しを予定しています。熱中症の危険性が高い方には、

昨年同様各事業所にチラシの配布をお願いしたいと思います。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

福祉用具のＨ２４年度介護保険法改正について 

足立区福祉用具協会 川島氏・西名氏 

                                     

大きなポイントは２つ 

・『福祉用具サービス計画書』が義務付けになりました。介護保険が 2000 年に始まっ

てから訪問入浴と福祉用具は義務化ではなかった。Ｈ２４の改正でこちらが義務化に

なりました。 

・新たに給付品目で『自動排泄処理装置』のスカットクリーンが加わりました。 

 

1 指定基準：計画書が義務化されました 

２貸与品目の拡充と追加：拡充は介助用ベルトが特殊寝台付属品の対象となりました。 

貸与では自動排泄装置本体がレンタルになり、交換できる部品は購入となりました。 

従来はセットで特定福祉用具の販売扱い 1 割で購入であったが、Ｈ24 年 4 月からは

レンタルとなり、購入の場合は自費になるので、間違えの無いようにしてください。 

３特定販売品目の拡充と改正：便座の底上げ部材、腰掛便座（ポータブルトイレが対

象）の便座の部分と自動排泄処理装置の交換部品（特殊尿器の改正） 

４住宅改修の拡充；通路等の傾斜の解消（段差の解消の対象）、扉の撤去（扉の取替え

対象）転落防止柵の設置（段差解消の付帯工事の対象） 

 

１指定基準 

福祉用具サービス計画書の義務化  

福祉用具貸与および特定福祉用具販売においては、利用者の状態に応じた福祉用具

の選定や介護支援専門員等との連携を強化するため、福祉用具専門相談員が利用者

ごとに福祉用具サービス計画の作成を義務づけることとし、人員および設備に関す

る基準の改定を行う 

もし作成していないと指定取消となる。貸与だけでなく購入品も必ず福祉用具サービ

ス計画を作成し同意をもらうことになっている。開始時期としては平成 24 年 4 月 1 日

～。対象者は新規利用者と既存の利用者、サービス継続中の方。ただし販売は新規利

用者のみ。平成 24 年 3 月 31 日前に特定福祉用具販売購入に関している方は対象外。



経過措置として平成 25年 3月 31日までに完成するよう厚生労働省から言われている。

（約 1 年後には必ず完成する形） 

説明義務：利用者または家族  

 交付義務：利用者   

報告義務：介護支援専門員。 

ケアマネに交付義務はないが、報告義務はある。 

作成者：福祉用具専門相談員（東京都に届け出ている指定基準に記載のある専門相

談員でないと、作成ができない） 

作成指針：居宅サービス計画に従い利用者の生活目標実現のためとなっており、基

本的には居宅サービス計画がないと作成できない。4 月 1 日以降専門相談員から居宅

サービス計画を求める声が上がってきていると思う。   

書式：統一されたフォームなし。足立区も特に気けられていない。     

記入内容：①利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護等）②福祉用具が必要

な理由③福祉用具の利用目標④選定した機種と理由⑤その他   

保存期間：サービス終了後 2 年間 

 

２貸与品目の拡充と追加 

･拡充   

介助ベルト･･･入浴介助ベルト以外。（入浴介助ベルトは前回の改正で特定福祉用具販

売に追加され対象外）特殊寝台付属品として拡充。特殊寝台でなければ使えない。

単体でのレンタル付加。特殊寝台はレンタルでなく給付や購入でも可。（特殊寝台の

概念としてサイドレールが挿せること、昇降が出来る物又は背上げが出来る物） 

自動排泄処理装置･･･新たな貸与品目として追加。尿又は便が自動的に吸引されるもの

であり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの

であって居宅要介護者またはその介護を行うものが容易に使用できるもの（交換可

能部品:レシーバー、チューブ、タンク等は除く） 

排便機能を有するもの（尿と便）については要介護４・５のみ。要介護 3 以下の方

は原則無理。ただし、ベッドの軽度者と同じ概念で要介護 3 以下であっても例外給

付として直近の認定調査項目の排便および移乗が全介助であれば給付可。主治医意

見書や診断ではだめで直近の認定調査項目のみ。 

それ以外のもの･･･尿だけの物は給付制限なく要支援 1 の方でも貸与可 

3 購入 

便座の底上げ部材･･･補高便座は、すでに足立区では給付対象となっており、今回の改

正で全国的に統一となった 

自動排泄処理装置の交換可能部品･･･特殊尿器の種目が改正され、自動排泄処理装置の

交換部品となった。本体部分は貸与で交換可能部品は購入対象。移動用リフトと同



じ概念で本体部分は貸与でスリングシート部分は購入 

４住宅改修の拡充 

住宅改修については自治体によって様々なので、専門相談員又は介護保険課に問い合

わせると確実。 

 質問 

1･･･認定調査の排便および移乗というのは両方の項目を満たすことが必要？ 

 Ａ）そのとおり。排便と移乗の両方で 、どちらか片方では無理。 

２･･･サービス計画書の作成者、福祉用具専門相談員の資格など詳しく教えてほしい。 

  事業所に職員が数人いても福祉用具専門員が 1 人ならば、その人のみしか作成で

きない？事業所に何人福祉用具専門員が必要なのか？ 

 Ａ）福祉用具相談専門員の資格を取るには、厚労省が決めた講座（40 時間又は 50

時間の講義）を受ければ福祉用具専門相談員の資格を取得できる。人員基準は 1

事業所あたり 2 人又は 2.5 人（調べて後日）が必要。その人が専門相談員かどう

かは社員証に記載か事業所に問い合わせを。専門相談員は必ず東京都へ申請し

ているので、その写しを見せてもらえば記載されている。記載されている方が

作成しなくてはいけない。 

 ⇒ 後日回答あり 

   常勤換算で２名。通常は管理者が常勤で１名いるので、業務上は 0.5 人になりま

す。そうすると最低でも１名は常勤者、１名は非常勤以上で人数は３名必要に

なります。もし、管理者含めて非常勤の体制をとると４名必要になります。 

 

 商品説明 

１自動排泄処理装置 

・ タンク･･･３Ｌ（成人男性で２Ｌ位なので十分な量） 

・ 匂い･･･光触媒でコーティングしてある脱臭フィルターが２つ入っている。 

   1 週間に 1 回水洗いして 3~6 月で交換。 

電源スイッチはありません。コンセントを入れるだけ。 

自動的に吸引されるものと手動とある。センサーが感知して吸引を始める。約

10 秒後に自動的にとまる。心配な方は手動で吸引。手動で切り替えしなかった

場合は 100 秒後に切れる。 

本体レンタル 1500 単位位、男性用 16800 円の 1 割で購入 女性用 19950 円の

1 割で購入 交換フィルター2 個セットで 900 円（送料が 1000 円かかる） 

２介助ベルト 

 ･特殊寝台付属品に入っている。腰に巻いて介護者の負担軽減目的。70～１２０Ｋｇ 

の人が対象。縦横に紐がついていて、起き上がりの介助に使用。介助者がつけて利用

者に持ってもらう方法もある。150~200 単位でレンタル 



 

24 時間対応の定期巡回随時対応サービスモデル事業報告   

（株）ジャパンケアサービス 

 

すでに 4 月から制度化されているのでモデルだけでなくほかのエリアで実際に実施し

ているので、あわせて情報提供していきます。 

国の「制度のあり方検討会」でどのような話が出ていたのかを加えながら説明してい

きます。 

連携型定期巡回･随時対応型訪問介護看護 事業説明 

１．地域密着型サービスということで足立区としては 6 月以降（公募）を予定で、

秋頃から事業スタートで事業番号をいただいたところが足立区民の方のみサービス提

供を受ける。 

ひとつの事業者で足立区すべてを見なさいといわれても無理な事業。かなり圏域をコ

ンパクトに（今回圏域という言葉がキーワードに）。 

２．要介護認定者が、介護保険として利用。（要介護 1~5 の方）あり方検討会で「要介

護 3 以上では」等かなり意見が出たが結論的には要介護 1 からということになった。 

  ３．ケアマネジャーの位置付け･･･外付け。今までの既設の出来高サービスと一緒。 

   小規模多機能の議論（周知までに時間がかかった。馴染のケアマネジャーと切り離 

されることでの利用者の拒否反応があるのでは･･･等）が沢山出たことを踏まえて外

付けのケアマネジャーとなった。 

  ４．従来の出来高サービスと違い、1 ケ月要介護度別でいくらという包括報酬（まるめ）。 

  サービス内容は柔軟に対応できる。1 日何回きっちり決められた時間に行くのではなく、

コンセプトとして施設並みの環境、在宅での限界点を少しでも伸ばし、住み慣れた自

宅で 365 日 24 時間安心した環境を提供したいが国の 1 番の思い。 

 

 実際にこのサービスで包括報酬に含まれるものは、必ずやらなくてはならない事は次の 4

点を提供する。 

① 定期巡回サービス･･･主に日中帯がメイン。原則として 1 日複数回の訪問。（2 回以

上の訪問）時間については記載されていないが身体介護を中心とした概ね 20 分未

満程度の短時間のケア。生活援助をするなとは国は言っていないので、日常生活上

必要な介護を提供する。訪問介護で身体･生活介護があるが、このサービスにはサ

ービス区分の概念はない。新しい定期巡回という定義。時間に制約されない定期巡

回。ただし概ね 20 分程度。訪問と訪問の間隔 2 時間ルールも適応外。 

② 随時対応サービス･･･通報機器を使って 24 時間利用者と事業者が双方でコミュニ

ケーションを取れる環境を提供。ナースコールのように 24 時間オペレーターが出

る環境。（夜間対応ではオペレーションセンターだが、オペレーター対応という事



業者が参加しやすいようになっている）24 時間のオペレーターにつながる環境を

包括報酬の中に入れる。 

③ 随時訪問サービス･･･②のオペレーターで対応しきれない場合は 24 時間①の定期

巡回とは別に訪問する。圏域をコンパクトにしないと事業者側が対応しきれない状

況になる。制度的には利用者事業者間は概ね 30 分未満程度。移動手段いついては

記載なし。ジャパンケアで実施している中で困った時に「30 分後に行きます」は

クレームになる。15 分圏域が妥当、ハイクオリティを望むなら 5 分と考える。 

④ 訪問看護サービス･･･医師の指示書に基づき実施。 

 

①～④までの総てのサービスを１事業者が提供することはかなり難しい。いつ鳴るか

わからないコールのために 24 時間オペレーターを、夜間帯にスタッフを配置しその事

態に備え、日中帯もきめ細かくまわることは大変。今回はこのサービスを１事業所で

全て執り行うことではなく、地域包括ケア構想のきっかけと考え、既設の社会資源（事

業所）を組み合わせながら①～④のサービス提供も可能。色々な規制はあるがこのよ

うなイメージで動いている。 

 秋ごろから足立区の事業所が参加し、1 種類でなく複数の類型のサービスが出てくる。 

明確に謳われている連携システムがある。一体型の事業所というのは①~④のサービス

を行う。訪問看護と訪問介護事業を 1 つの拠点として併設しているところがサービス

提供できる。連携型は①～③は事業者番号を持っているＡ社、④は地域の訪問看護と

連携することが可能。一体型は他の事業者とも連携できると 4/1 に国は答えているので

将来はサービスの主流になると思われる。ジャパンケアは他の自治体で展開している

が、連携型を推進している。考え方としては周知しやすい。例えば、①~③のサービス

を使いたい、馴染みの訪看を切ってまで当社のサービスを使いたいかといわれるとか

なりの壁がある。シンプルに今までの地域の看護のサービスを受けて貰い、包括報酬

にしてもらうことで馴染みやすく、地域包括ケア構想の第一歩なのではと思う。 

考え方･･･Ｈ18.4 の介護保険改正で定時でなく随時サービス。必要な時に必要なだけ、

出来高で支払われる夜間帯型サービスができた。Ｈ24.4 にこの環境を在宅にも取り入

れて、定期巡回を加えれば施設並みのサービスという考え方があるが、あり方検討会

では、真逆の考え方で随時サービスのコールを押さない事に越したことはない。①の

定期巡回サービスを、どれだけきめ細かく回れるか、１回でも多く時間が短くても回

れるかで、利用者も介護する家族にも生活のリズムを整え夜ゆっくり寝ていただける。 

定期巡回を細かく入れて、随時対応を加えることになる。例えば午前 1 時に何度もコ

ールをされる方には定時でその時間帯に派遣し、コールを押さなくても良いように環

境を作る。現在、在宅で生活を継続していくために必要なサービスの一つの選択肢。 

施設介護と在宅介護を選択できる環境を提供する。新しい使い方として在宅版の老健、

これだけのパッケージを長期で使うことは、そんなには想定できない。病院や施設を



退院してきた方に集中してサービスを安定するまで提供する。安定したら、通常の出

来高サービスに戻す。このように短期で使う形と長期での使い方があると思う。使い

方として包括報酬と出来高報酬の行き来があると思う。 

選択肢として、施設･在宅。在宅を選んだ方に 24 時間パッケージの包括で行くのか、

出来高で行くのかが地域包括ケア構想の第一歩と考えている。  

モデル事業報告 

モデル事業実施行政（足立区･世田谷区･品川区･新宿区･港区･武蔵野市･柏市） 

Ｈ24.4 スタート行政（世田谷区･品川区･新宿区・港区･杉並区･武蔵野市･川崎市）事業

事業内容:定期巡回サービスと随時対応をモデル実施 

 定期巡回として日常生活上の世話を必要に応じ 20分未満で定期巡回サービスを 1日

3 回実施。随時の対応としては夜間対応ケアコール機をそのまま使い、24 時間利用

者･事業者双方コミュニケーションが取れるようにした。必要に応じて 24 時間の随

時訪問も行う。連携型を見据えて地域の訪問看護事業者と緊密な連携を図り対応し

た。訪問介護事業所で受託し、併設の夜間対応型訪問介護に夜間部分を委託し、看

護連携は地域の訪問看護事業所と行った。夜間対応型訪問介護と訪問介護の併用は

不可。期間はＨ23.11~Ｈ24.3までの5ｹ月間。提供地域は小さく千住圏域周辺とした。

対象者は、区民で要介護認定者、利用者負担額は月５０００円の包括報酬。 

５ｹ月間で 12 名の利用者。非常にコンパクトにきめ細かく回れた。 

他行政モデル事業との比較：平均年齢 83 歳と高め 介護度 3.4 世帯形態独居が 1/4

（生活援助が必須となる課題が残っている）高齢者世帯･家族世帯（安心感を与えら

れ生活リズムを作れた）足立区ではモデル事業（7 地区）を受けた中で一番クオリテ

ィー高く実施できた。訪問看護を利用される方 41％、4 月からの実施自治体でも半

分くらいが必要としている。 

定期巡回 1 日平均ケア時間 29 分、1 日平均巡回数 2.7 回（内容:排泄。服薬。水分

補給。下膳･配膳） 

コール受付 1 回当り平均通話時間 2 分 

随時訪問  100 のコールに対してオペレーター対応で 60%は済んでいる 

 

事業者側として考えたこと（キーワード） 

１生活援助をどうするか？ 

2 認知症のケアをどうするか？･･･なじみの関係を切ってまで回数を増やすことに疑

問が出ていたが一定の効果が出ている 

３移動時間（圏域）･･･きめ細かい圏域で実施が望ましい。移動時間は、日中と夜間

では異なる。日中はコンパクトに、夜間帯は広くても良いのか･･･。 

４オペレーター対応･･･５ｹ月間の実績として、利用者 12 名に対し 24Ｈ体制で 140

件程度。日中の定期巡回に力を入れて対応することが需要に対応できる。 



５退院、老々介護、ターミナルの効果が出ている 

事例紹介  127.10 

・ 5 ｹ月 要介護３の女性 息子は仕事（6~21 時） 認知症とリュウマチ 

介護者以外の援助を拒否の方 尿臭や失禁跡があり室内環境が悪かった。 

出来高では拒否されるとサービス提供ができなかったが、モデル事業は安否確認

のような短時間のケアを提供できた。転倒のリスク高く、服薬できていなかった

が、1 日複数回支援に（デイがあるときは送迎に、通常は 1 日 3 回を支援）訪問。 

徐々に信頼関係を構築し、更衣も部屋の中もきれいになり息子から感謝の言葉が

あった。（現在デイを増やして在宅生活を継続中だが、早く新サービスの利用希望） 

今までの介護保険制度では提供できないサービス（見守りや服薬介助等の短時間

サービス）5~10 分で帰れる。 

 

定期巡回もコール受付も随時対応も人気の時間はモーニングケア･イブニングケ

ア。ここの時間帯に人を手厚く配置する必要がある。 

本当に必要な方に優先的に支援していきたい。 

 

Ｑ＆Ａ 

･鍵のありなしについて 

 独居の方は必ず預かりたい。無理な方は利用者負担でキーボックスを設置し暗

証番号で管理 

・ コール受付の中に転倒等の欄もあったが、独居のケースで夜間に緊急受診が必要

となった場合など、実際にどこまでを想定されているのか？ 

   基本的には最大最小ケアが表示してあるが10分が最低で 45分が最長でできる

限りのことをやってきたと思われる。受診まで付き添うかはケースバイケース。 

   怪我の有無を確認し関係各所へ連絡し判断を仰ぎ救急車対応まで。（随時で訪

問の場合） 

   事前にアセスメントを家族から取り更新もし、オペレーターが意向を踏まえた

形で、振り分ける。 

・ ケアマネが外付けになっているが、モデル事業の中でケアプランをどのように立

てているのか？モデル事業を経て 6 月に公募 9 月に開始となった場合どうやって

プランを振られるのかわからない。既存のサービスをどう使っていくのか？ 

ケアマネジャーの役割を知りたい 

 ケアマネジャ－の役割：外付け。共同ケアマネジメントと謳われている 

 20 分未満で何をするか：選択肢の一つ。新メニューが増えた。定期巡回で身体

介護･生活援助の枠でなく定期巡回。分解型ケア。 

既存のサービスとの連携：1 つの集合。何でもかんでも連携でと言う訳ではない。 



類型の一つにサービス事業所の上に高専賃を立てると時間の短縮という構想もあ

る。 

共同マネジメント：新しい形。包括報酬でプランに定期巡回随時サービス１で 1 ｹ

月終了。受託する側に計画作成担当者を配置。これが共同ケアマネジメント。 

例）カンファでケアマネがこの方には 1 日 3 回の訪問が必要と提案する。今週体

調悪いので安否確認のために追加 2 回入れておこうかと計画作成担当者が柔軟に

采配。ケアマネに 1 つづつ確認しなくても良い。この分野に関しては提案の出所

が現場（計画作成担当者）から上がりケアマネも含めてほかのサービスとも連携

していこうというのが共同ケアマネジメントの入り口（提供方法） 

 

事務連絡  

・ 資料（ピンクの紙）介護保険外サービス今年度版の配布 

・ 特定事業所加算Ⅰ・Ⅱをとっている事業者様に 5 月に事務局からＦＡＸしている

が、Ｈ２４介護保険改正におきまして、算定用件に地域包括支援センターから支

援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること

の項目が加わった。介護保険課とも話し合い、支援が困難な事例につきまして「特

定事業者への要支援者･要介護者ケアプラン依頼書」を作成し包括から特定加算

Ⅰ･Ⅱをとっている事業者さんへ支援困難ケースの依頼が 4 月から始まっていま

す。 

今後この書式を使って依頼していきます。この書式を使ってみて使い勝手が悪か

ったり、ここはどういうことなど疑問等がありましたら基幹地域包括のアルマル

まで電話又はＦＡＸで問い合わせいただければ回答していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 


