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県内に普及させるため県モデル事業を実施 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業と埼玉県モデル事業

全国的に事業参入が厳しい現状 
 平成25年４月末現在 

 全国で277事業所（利用者2,417人） 

県モデル事業① 
 サービス普及の課題 

●採算の不安 

●様子見の状態 

●利用者確保が困難  など 

要因 
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県モデル事業② モデル市 

●人口密集地以外での事業展開の課題を検証 
●有料老人ホームの周辺地域で事業展開する 
 際のビジネスモデル 

熊谷 

 市 

≪北部≫ 

人口密集度合いが低い中核的な都市 

●昭和40年代の大型団地建設等で人口急増 
 ⇒急速な高齢化､単身高齢者世帯の増加率が高い 

●埼玉都民の多い都市 
 ⇒地域の関わりが希薄 
 

上尾 

 市 

≪県央≫ 

団地建設などにより人口が急増した都市 
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埼玉県の南東部に位置 上尾市 

人   口 ２２７，５２５人 

（平成２５年１月１日現在） 

高齢者人口５１，２３５人 

高齢化率     ２２．５％  

特         徴 

公団住宅の高齢化率が高い。 

  完成からいずれも４０年以上経過している。 

（高崎線東側）原市団地・尾山台団地 

（高崎線西側）西上尾第一団地・西上尾第二団地 
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特         徴 
平成２９年の６５歳以上の高齢者人口は５４，１１５人、高齢化率 

  ２７．４％と推計､中心市街地では高齢化が進んでいる。 

熊谷中央、熊谷東部、熊谷西部、熊谷南部、熊谷北部の５つの 

    日常生活圏域。 

高齢者数は、熊谷西部地域が多く、高齢化率、 

  要支援･要介護認定率は熊谷中央部が高い。 

 

熊谷市 埼玉県の北部地域に位置 
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人   口 ２０３，３２７人 

（平成２５年１月１日現在） 

高齢者人口 ４７，２２２人 

高齢化率    ２３．２％ 
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大里広域市町村圏組合 

人   口  ３８５，６２２人 

     （平成２５年１月１日現在） 

高齢者人口  ８９，５５４人 

高齢化率      ２３．２ ％ 

構成市町 

熊谷市、深谷市、寄居町 

共同処理する事務 
1. ごみ焼却施設の建設及び管理運営に関すること 

2. 不燃物処理場の建設及び管理運営に関すること 

3. 介護保険に関すること 
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・指定までのスケジュール 
・課題整理 
・地域性の分析(地区別高齢化率等) 
・事業所所在地の検討(上尾市) 
・事業展開の手法 
・広報計画、広報資料の内容 

検討 
 会 

全１０回実施 

・地域包括支援センター職員 
・ケアマネジャー 
・メディカルソーシャルワーカー 
・自治会役員 
・民生委員     など 

意見
交換 

全２８回実施 

延べ１,０１５人 
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検討会や説明会・意見交換会から見えてきたこと 

Ⅰ 正確なサービスの実態を伝えることの重要性 

Ⅱ 
地域包括支援センター職員やケアマネジャー
へ実例を伝えることの重要性 

Ⅲ 事業所の立地条件 
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◆ ２４時間、３６５日というフレーズが先行し、 
 正確なサービス実態が知られていない 
 
◆ 導入例が少ないため、ケアマネジャーも利用 
 のメリットを知らない 
 
◆ 利用者もこのサービスを知らない 
 

Ⅰ 正確なサービスの実態を伝えることの重要性 
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正確なサービス実態が効果的に伝わる
ような広報資料（パンフレット）を 
作成する 
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エースケアセンターのパンフレット 
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●サービスの詳細を知っている人は極めて少ない 

 ◆改善実例などに沿った説明や意見交換 

 ◆利用することで改善が期待できるケースがあるか 

  ⇒２０人くらいの会場で５～１０人くらい該当 

 ◆潜在化してしまっているニーズは多い 

Ⅱ 
地域包括支援センター職員やケアマネジャー
へ実例を伝えることの重要性 

説明会と意見交換会を集中的に実施 
（２８回 １,０１５人） 
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●市町村やケアマネジャー主催による研修会 
●地域包括支援センターごとに行っている 
 ケアマネジャーとの定例会 
 ⇒サービス利用に適した利用者の掘り起こし 
 
●地域の医療ソーシャルワーカーとの意見交換 
 ⇒退院支援への活用 
 
●地区単位の民生委員協議会での説明 
●自治会長への説明 
 ⇒独居高齢者、高齢者世帯への情報周知         

説明会・意見交換会 実施の機会 
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◆利用者とケアマネジャーと事業者をつなぐ 
 ・サービス提供開始前から様々なケースの相談 
 ・ニーズのある方に対するサービス提供を実現 
 

◆連携の具体的実現 
 ・事業者とケアマネジャー・地域包括支援センター 
  職員のフェイス ツー フェイスの関係 
 ・地域のネットワーク作り 
 

◆介護や医療の最前線の現場の方との 
 意見交換の実現 
  
 

効果 
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開催
方式 

◆行政主催､行政が関係者と調整し機会を設定 
◆少人数の方が、より効果的 
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Ⅲ 事業所の立地条件 
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事業エリア 

30分以内で利用者宅に駆けつけられる範囲 

高齢化率の高いエリアに立地 
より質の高いサービスの提供 
効率よくサービス提供可能 

地区ごとの高齢化率や特性を分析 
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モデル市事業所の立地特徴 

◆市内で高齢者数の最も多い地区 
◆有料老人ホームに併設 
 

◆市内で最も高齢化率の高い地区内に立地 
 (市平均の２倍以上) 
◆周辺に昭和40年代建設の大型団地 

グリーンフォレストホームケアステーション(熊谷市) 

エースケアセンター(上尾市) 
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利用者、ケアマネ、 

事業者をつなぐた
めに・・・ 
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このサービスの概要 １日複数回の 
定期的な訪問 

２４時間いつでも
繋がる安心 

要請に応じ２４時
間対応で随時訪問 

３つのサービスが
セットで 

１月当たり定額で
提供 

一人暮らしの高齢者や高齢者 
  のみ世帯の方の安心感が増す 
できる限り自宅で生活が続けら 
  れる仕組みとして期待 18 
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生活環境 

 転倒時の怪我が原因で寝たきり状態 

 同居家族はいるが日中独居 

 認知症の初期症状有り、ベッドからの転倒も度々有り 

サービスの提供内容 

 １日３回（日中）の定期的な訪問介護 

 服薬管理､食事の用意､パッド交換､就寝介助､安否確認 
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Ａさん 要介護 ４のケース 

介護度の高さや利用者の状態から不安感、 
転倒で複数回の随時コールがあると予想 

定期的な訪問により生活が安定 
不安感の払拭により転倒もなし 

随時コールゼロ 
開始から現在の３６日間 
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生活環境 

 独居生活（近所に家族有り、家族が交代で介護） 

 食事、服薬がきちんとできていない 

 時々、転倒も有り 

サービスの提供内容 

 １日３回（日中）の定期的な訪問介護 

 食事の用意・確認、服薬管理 
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エースケアセンター 

Ｂさん 要介護 ２のケース 

食事、服薬ともに安定 
転倒などもしものときの安心感を得て高い満足度 

随時コールゼロ開始から現在の７日間 
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極めて少ない １．６９回／１週間（事業開始から2か月間の平均値） 

 日中定期的にサービスを提供→生活リズムが安定→随時コールなし 

 利用者１０名中随時コールを利用→１名  
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このサービスの利用実態 

随時コール 

軽度の方々の利用も多い 
 要介護度が低い→限度額が低い→受けたいサービスをすべて頼めない
→このサービスは包括報酬→限度額を超えずに必要なサービスを提供 

 

介護度 

極めて少ない 
 定期的な訪問サービスは日中が中心 

 日中のしっかりした訪問→生活リズムが作られる→夜間きちんと就寝  

 

夜間のニーズ 
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サービス付き高齢者向け住宅と連携がない事業者の利用者
確保が困難では 

サービス形態が近い夜間対応型訪問介護が全国的に苦戦 

一般的な訪問介護でも２４時間をカバーできる  

事業のイメージと実態との違いの発見 

ニーズの掘り起しとサービスに繋げることが困難では 

職種別の研修を行うなど細やかな在宅高齢者の
ニーズ把握を行うことにより既存サービスでは対
応が難しい対象者の把握に繋がった。 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ､ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ､地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員
への説明に力をいれることにより、このサービスを
必要とする方の掘り起しが可能となった。 22 
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人員基準を満たすことができるのか心配（看護師の確保） 

夜間の定期・随時訪問に対応する職員の配置が困難では 

家族が居る家庭を深夜どのように訪問するのだろうか 

国のモデル事業（H23実施）では、夜間の訪問が意外に少ない 
日中の短時間サービスでも生活リズムができ状態が改善 
既存事業所と職員の兼務が可能 

熊谷市 
大里広域 

事業のイメージと実態との違いの発見 

利用者の状態に合わせられる利便性の高い事業 

不安解消に効果が大きい事業 

在宅で安心して暮らしていくためには有効 

人員基準など制度が理解されれば事業者は増える 
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このサービスの利用で改善した例 ① 

高齢者夫婦のみ世帯 

デイサービスの利用をときどき断る 

介護拒否があり訪問介護が難しい 

妻が要介護1（認知症の初期） 

福祉用具を入れたいが妻が断ってしまう  

妻が認知症の服薬ができていないため不安定 

Ｄさんの痙攣が起きると妻が 救急車を何回も呼ぶ 

片づけができず室内は足の踏み場もない状態 
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サービス導入前の状況 

Ｄさん(男性)  要介護４（歩行困難） 
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Ｄさんのサービス提供状況 

曜日 
／時 月 火 水 木 金 土・日 

８ デイ送り
出し 

朝食 
・服薬 

デイ送り
出し 

朝食 
・服薬 

デイ送り
出し 

朝食 
・服薬 

１
０ デイ 

サービス 

デイ 
サービス 

 

デイ 
サービス 

 １
２ 

昼食 
・服薬 

昼食 
・服薬 

昼食 
・服薬 

１
６ 

夕食 
・服薬 

夕食 
・服薬 

夕食 
・服薬 

夕食 
・服薬 

夕食 
・服薬 

夕食 
・服薬 

１
９ 

排泄 
介助 

排泄 
介助 

排泄 
介助 

排泄 
介助 

排泄 
介助 

排泄 
介助 25 
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１日3回の訪問でヘルパーに慣れてきた→介護が可能に 

→室内の片付けも少しずつ可能に 

デイサービスの送り出し→確実にデイサービスへ通所 

特殊ベッドと褥瘡予防マットの使用→痛みの緩和 

  緊急通報装置の設置､複数回訪問､随時対応→安心感 

→救急車を呼ばなくなった 

台所掃除でヘルパーの調理が可能に→栄養面の改善 
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サービス導入後の改善状況 

随時訪問：１回／１日    随時コール：６０回／６２日間    

信頼・安心を提供 

ヘルパーがやりがいを感じている 
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エースケアセンター 

行政の役割の重要性 

一定のニーズが潜在化している 

このサービスについて 

どのように周知を行っていくかということが 

準備段階からの大きなテーマ 

医療相談室のメディカルソーシャルワーカー 
ケアマネジャー 

地域包括支援センターの職員 
27 

キーパーソン 
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エースケアセンター 

行政の役割の重要性 

介護サービスを利用する前から対象者と関係性あり 
身体状況をはじめとする様々な情報を持つ 
その後の介護サービス利用のきっかけづくりを行う 

医療連携相談室の方々への情報提供 
対象者のライフスタイルに合わせたサービスを 

提案いただくために是非このサービスを知って欲しい 

事業内容の周知を徹底 
サービスの名称を知っているだけでなく 

サービスの内容を理解して活用できなければならない 

医療機関 

実際に介護サービス利用の提案を行う 

ケアマネジャー・地域包括支援センター職員 
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定期巡回･随時対応型訪問介護看護の情報を掲載しています。 
 

   
埼玉県高齢介護課ホームページ 
 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/teikijunkai/ 
 【主な掲載内容】 
  ・サービスの概要 
  ・県の取組 
  ・２／６に開催した事業報告会の資料一式 
  ・県内の事業所一覧（利用者数入り） 
  ・質疑応答集 
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ご清聴ありがとうございました。 
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