
   

 

 

 介護保険の介護給付が急増していますが、その対策として、 

「介護給付の適正化の推進、介護予防の推進」が進められて 

 います。介護給付が急増した理由として、要支援者の認定率 

 が高いことやサービスが予定より多く利用されていること、さらに介護給付が必ず 

 しも適切に使われていない、すなわち自立支援や介護予防に向けてサービスが活か 

 されていないことが挙げられています。また、指定事業者の指定取り消しが多数あ 

 ることも、介護給付の適正化を推進させている理由の一つであり、介護保険制度が 

 始まって３年９ヶ月の間に２０１ヶ所の事業者が取り消しを受けました。事業者別 

 では、一番取り消し数が多い のは訪問介護事業者で、次が 

 居宅介護支援事業者であり、 主な取り消し理由は「水増し 

 請求｣｢無資格者によるサービ ス提供」等となっています。 

（情報提供は元・職員による 内部告発や利用者からの申し 

 出によるとのことです）｡このような事情もあり、 各都道府県の国民健康保険団体 

 連合会では審査、支払いシステムを改善して、保険者等が要介護認定や事業者等に 

 関する詳細な情報を入手できるようにしました。今後は各保険者はこれらの情報を 

 積極的に活用し、給付の適正化に取り組むようになるでしょう。しかし、介護給付 

 が適切に利用されることはもちろん重要ですが、官主導というか、官による管理が 

 大きくなってゆくことは気になるところです。第三者評価を“官”と“サービス事 

 業者”はどのように活用してゆくのでしょうか。関心を深めています。(代表より) 

  

・少しづつ事業に参加頂ける会員の範囲が広がっ 

   て嬉しいです。風邪で会報の足を引っ張りまし 

   たが、日本女子バレーボールチームがアテネに 

   行ける所をしっかり見届けました｡(Atsuko） 

・最近、周囲の物事が順調であると実感すること 

 が多く、こういう状況を幸せというのかと会報 

   を作成しながらふと想いを馳せました｡(Little) 
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平成11年8月に設立総会を開催し、平成 

12年2月に東京都でNPO法人の設立登記 

を完了、活動を始める。 設立から現在ま 

で介護サービスの第三者評価事業 (モデル 

実施→本格実施) を中心として、その他 

研修、コンサルティング、調査研究等の 

事業を実施している。5月1７日現在の 

会員数は、個人会員78名、団体会員1社 

これまでのあゆみ 
東京都の福祉サービス評価推進機構は、評価契約

から３年間は契約をしたサービス事業者の事業に

コンサルティング等で関係しないことと、福祉

サービス第三者評価機関認証要綱を改訂しまし

た。評価の現場で「今後も様々な形で助言を得た

い」といった嬉しい要請を受けることがあります

が、今後は「３年後にね！」と気の抜けたお返事

をしなければなりません。もちろん機構には意見

を伝えました。今後の動向に注目しています。 

【
編
集
後
記
】 

 【今回のテーマ】介護給付の適正化について  

  
今号では、最近の第三者評価に関する 

            状況を番外編に掲載しています 

    

    藤井さんには３月より 

    “事務局アドバイザー” 

   としてご協力頂いてます｡ 

西本さんは今月より常勤職員 

   として勤務されること 

  になりました｡今後 

     に期待“大” 

      です｡ 
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  会員の皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか？ 

  メイアイ事務所も新大久保から西五反田へ移転し、｢ふくろうのマスコット」 

 と植物に囲まれて業務も順調に軌道にのってきました。 

  事業の実施状況は、昨年度から東京都版第三者評価の評価者研修終了者が 

 増員し、評価実施事業所も増えてきました。また研修事業（2ヶ所）も順調に 

 進み、今年度も継続実施されます。現状は、事業が益々拡大傾向にあり、事務 

 局は悲鳴をあげています（理事はがんばりましょうとニンマリ！)。 
  今後は、会員の皆さんに参加頂ける研修企画も考えております 

 ので、皆様のご意見とご協力をお願い申しあげます。 

【事務所近況報告】事務局がパワーアップしました!! 

春
の
風
景 

～
目
黒
川
～ 

 メッセージ ～葭田理事 より ～ 

5月よりお手伝いをさせて頂く事

になりました、西本です。いままで

介護支援専門員の業務をこなしな

がら、自分の知識不足を痛感してい

たので、今回メイアイで第三者評価

に関わりながら、社会福祉全般につ

いての学習をしていきたいと思っ

ています。諸先輩の皆様よろしくお

願い致します。 

 西本 裕子さん 強力なメンバーが増えて、ますます

事業をこなせるようになりました。 

これからもぜひ、メイアイヘルプ

ユーを応援して下さい。(代表より) 

３７年間民間会社に勤務、退職して２年半。名刺

とネクタイなしの第二の人生、名は謝学遊。ある

日、メイアイヘルプユーに遭遇、一寸キザな名

前？しかし志高き面々。仲間入りし、自分がヘル

プミーと言う日も想いつつ、謝”学”遊”したい。 

 藤井 紘一郎さん 

 



活動状況報告 ～ 第三者評価 編 ～ 

 ２月の上旬に、北海道の特別養護老人 

ホームの第三者評価に調査員として参加 

させていただき、凄く勉強になりました。 

私はケアマネジャーとして利用者や家族 

に在宅サービスの内容を尋ねる機会はあ 

りますが、施設サービスについてはその 

ような機会はまずありません。ところが、 

実際に聞き取りしてみてサービスが利用 

者にどのように受け止められているか、 

ということがよくわかりました。サービ 

スというのは、提供者側にとっては自己 

満足に陥りがちなものですので、今回、 

第三者の眼でみる必要性を改めて学ばせ 

ていただきました。今後も機会があれば 

参加し、自分の関係するサービスの質の 

  向上に役立てたいと感じています。 

 昨年の11月、新津さんから突然の 

電話。鳥取県米子市の施設での第三者 

評価事業を手伝うようにとの直命。私 

もＮＰOコンティゴしまねのイベント 

へ出演をお願いした経緯もあり、勉強 

の意味で承諾。主に利用者・家族から 

の聞き取りに関るが､限られた時間に 

戸惑う｡田舎者はのんびり世間話をし 

ながら、チクチクと思いを覗かせるこ 

とに慣れているので、聞き手はあせる 

し、語り手は質問攻めで脅迫的な気分 

になられたのではと、後日猛反省。幸 

いに施設職員の第三者評価への前向き 

な取り組みに、冬の寒さを忘れる程に 

  貴重な体験をした。 

奥田龍人さん 

(北海道札幌市) 
周藤重夫さん 

(島根県松江市) 

 昨年９月に評価受審費補助制度が確定したことを受けて、メイアイヘルプユーでも 

 本年３月までにグループホーム５ヶ所、居宅介護支援事業所２ヶ所、特別養護老人 

 ホーム(ショートステイ事業の評価を含む)１ヶ所、児童養護施設１ヶ所、合計９事業 

 所の評価を実施しました。東京都の認証評価者となっている方を中心に、１４名の 

 会員に事業者や利用者への聴き取り調査、合議や報告書の作成といった一連の評価 

 作業にご参加いただくことができました。４月以降はまだ動きが見られませんが、 

 事務局は今、評価機構の諸改訂に合わせて来るべき評価の実施に向けて体制を整え 

 ています。 

 東京都における福祉サービスの第三者評価実施状況について 

  昨年の１２月より、鳥取県にて特別養護老人ホームと介護老人保健施設の評価を、 

 北海道にて特別養護老人ホームとディサービス(※)、グループホーム(※)の評価を 

 実施しました。それぞれ近隣の会員に主に現場での利用者面接調査を担当していた 

 だき、合わせて諸情報の交換もすることができました。３月には初めて特定施設 

（有料老人ホーム）の評価も実施し、新たな経験を積むことができました。現在は、 

 新潟県の特別養護老人ホームの評価を進めています。 

 メイアイヘルプユー版の第三者評価実施状況について 

     

 ① 訪問介護事業や居宅介護支援事業を実施している株式会社からの委託を受けて、 

   介護技術の向上などをテーマに研修を実施することになりました。 

 ② 社会福祉法人からの委託を受けて、ヘルパー研修を実施することになりました。 

 ③ 株式会社からの委託を受けて、施設(特定施設入所者生活介護)の実態 

   調査を実施することになりました。〔調査研究事業〕 

  その他にも、事業のお話はたくさん頂いています！ 

今後の事業計画 (５月～１０月) 

(1) 新潟県内の施設でメイアイヘルプユー 

    版の第三者評価を実施 [内容は前述] 

(2) 都内の特別養護老人ホームにおける 

    研修事業の実施 [下記参照] 

(3) 介護事業を実施している株式会社や 

    社会福祉法人等からの委託による、 

    研修事業の実施 [下記参照]  

(4)  株式会社からの委託による、施設の 

  実態調査の実施 [下記参照] 

(5) セミナーの開催 [左記参照]  

(6) ８号の会報を発行 

 昨年度、都内の特別養護老人ホーム 

 の事例検討会に参加させて頂く機会 

 を得ました。利用者の生き方、個別 

 性を大切にしたケアが提供されてい 

 るのか、現場職員から出される発言 

 を聞きながら、私自身も対人援助に 

 従事する者として学ぶことが多かっ 

 たです。また、検討会に参加された 

 職員の多くに「他の職員の考えが聞 

 けて良かった」と、回を重ねる毎に 

 笑顔が見られていました。人は相互 

 に影響し合うものです。何よりも語 

 り合える仲間が育つことは素晴らし 

 いと実感しました。 

｢第三者評価機関としてのあり方を問う｣ 

 ～ グループホームの評価を通して ～              
 

 9月17日(予定)に、五反田周辺で表記の 

 セミナーを開催します！東京都の第三者 

 評価機関と評価を受診したグループホー 

 ム、そして東京都福祉サービス評価推進 

 機構の三者によるシンポジュームを行う 

 予定です。詳細は改めてご連絡しますの 

 で、会員の皆様ぜひご参加下さい!! 

セミナー速報 

活動状況報告  
～ 研修､その他の事業 編 ～ 

 施設における研修 

 その他の事業 

 昨年度からの継続事業で、都内の４ヶ 

 所の特別養護老人ホームにおいて事例 

 検討を中心とした現場職員の研修を担 

 当しました。各施設を２名づつで担当 

 し、職員からの意向を活かした内容で 

 研修を進めました。日課や行事中心の 

 いわば集団的なサービスを提供してき 

 た現場の職員が、この機を通して利用 

 者一人ひとりに向き合う大切さを実感 

 している手応えを感じました。今後は 

 さらに事業が拡大して、ケアプランの 

 作成に関するシステム構築や、リスク 

 マネジメントなどについて研修を実施 

  する予定です。 

施設における研修に参加して 

 ～ 山本 いづみ さん より ～ 

 



　弊法人では今後も第三者評価の実施、研修の実施に積極的に関与し、皆さんに情報を提供してゆきます。
〔 株式会社福祉新聞社 発行「週刊福祉新聞」4月19日号掲載記事 〕

　最近の第三者評価に関する状況として、外部評価の受審を義務づける方向に向かっています。あえて外部
評価と書いたのは、厚生労働省・老人保健福祉局（老健局）の委員会では第三者評価ではなく、情報開示の
標準化というテーマで検討を行っているからです。今回は、この｢情報開示の標準化｣について報告します。

　第三者評価との違いについて、「利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する情報開示の標
準化について」という中間報告書（平成16年3月 シルバーサービス振興会）では、現在、実施している第
三者評価はサービス事業者については受審希望者のみであり、全事業者を対象としていないこと、また結果
についての情報開示もサービス事業者の承諾を必要とする任意であること、そして評価基準も評価機関に
よって異なっているため、結果の比較が困難であることなどを挙げています。一方で「情報開示の標準化」
は、介護保険サービスを実施する全ての事業者を対象としており、利用者が介護サービス事業者を選択する
にあたっての判断に資する適切な情報を提供することを目指しています。「情報開示の標準化」の特徴とし
ては開示情報は２種類あり、「基本情報項目」と「調査情報項目」があります。「基本情報項目」は事業者
自らが記入するもの、法人名、営業時間、職員数とその内訳、従業員数の増減、利用者の利用状況、サービ
ス内容と利用者負担の内容など、その他、財務内容などが含まれます。

　今年度は、「調査情報項目」を作成した７つのサービス（訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、通所
介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設）について「調査情報項目」の妥当
性の検討を目的にモデル事業を実施する一方で、介護保険対象の、その他のサービスについて新たに「調査
情報項目」を検証するための委員会を設置するもようです。実施主体は都道府県なのか、実際にどのような
機関が担当するのか、調査員は誰か、研修､費用､開示方法はどうするのか･･･など、実施に関わることにつ
いての検討は今後の課題であり、とにかく全体像は見えません。利用者のサービスの選択に資するために
は、かなりの検討が必要だと思います。注目してみてください。

　会員の皆さんの中には、グループホームの外部評価に関与している方がいらっしゃると思います。グルー
プホームは、現段階では本研究の調査方法を取り入れず、しばらくの間は都道府県が責任をもって、これま
での方法で進めてゆくことになっています。調査員として腕を磨くにはよい機会だと思います。また、各地
で様々な立場で第三者評価に関与している会員の方も多いと思いますが、ぜひ積極的に外部評価を体験して
ください。社会・援護局では福祉サービス全般についての第三者評価に取り組んでいますが、都道府県に第
三者評価を推進するための「第三者評価事業推進組織」をつくり、評価機関の認証、評価調査者の養成研修
などに取り組みだします。全国的に老健局サイド、社会・援護局サイドの研修が実施されるでしょう。

　「調査情報項目」は、サービスの内容・水準の確保に関する項目とサービスの質を確保するための組織・
運営に関する項目があります。ちなみに、この「調査情報項目」を調査、チェックに行く人を調査員と呼
び、この人たちはあくまでも“評価者”ではなく、調査員となります。ちなみに、調査員についての要件は
決定されていません。「調査情報項目」の設定は、調査員が主観で判定するものではなく、客観的判定材料
（数量、頻度、マニュアル、記録の有無など）により事実を確認するとしています。従って、訪問調査にあ
たって改善指導、経営指導などは行なわないこと、あくまでも事実の確認であることと述べています。サー
ビス事業者が情報開示により、緊張感をもって、質の向上を目指すことを目的としています。

番 外 編

【テーマ】第三者評価における情報開示の 標準化について 
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