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今日の主な話題（1） 
～施設に地域・市民の目を！～ 
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  １．はじめに～東京財団の紹介 
 
  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 
  ５．制度改革に向けた視座 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



東京財団の紹介 
～非営利・独立のシンクタンク～ 

• 1997年に設立された公益財団法人。非営利、独立の立場から政策研究
（＝シンクタンク）と人材育成事業を実施。 

• 政策提言を公表して終わりではなく、実現に向けて政府や国会、メディア
に働き掛けることにも力点。 

• 研究している分野は地方議会、財政、社会保障、行政システム、外交・
安保だけでなく、制度の前提となる文化・文明など多岐に渡る。 

• 人材育成事業では、地域づくりを担う市区町村職員向けプログラムとし
て、「週末学校」を実施。 
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政策をつくる 
人を育てる 
社会を変える 



三原岳（みはら・たかし） 

東京財団研究員兼政策プロデューサー。日本財政学会、日本地方財政学会、
自治体学会会員、社会政策学会、全国マイケアプラン・ネットワーク会員 
 
メールアドレスはmihara@tkfd.or.jp 

1995～1997年 
早大政経卒。時事通信社経済部で株式市場を取材 
 
1997～2002年 
同高知支局で勤務。主に地方行政を取材 
 
2002～2011年 

同内政部に所属。財務省、国土交通省、文部科学省、全国知事会、東京都庁な
どを担当し、税財政や社会保障、地方行財政、公共事業改革、教育行政などの
政策形成過程を取材 
 
2011年～、東京財団に転職。社会保障政策や地方行財政などを研究 3 

自己紹介 
～元々は新聞記者～ 
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詳しくは東京財団HP 
 
 

http://www.tkfd.or.jp/ 

東京財団    医療・介護 

東京財団の社会保障研究（1） 
～2012年10月に提言～ 
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東京財団の社会保障研究（2） 
～提言作成までの研究会メンバー～ 

斎藤哲史（大和総研ビジネスサポート室主任研究員） 
田口空一郎（社会医療法人河北総合病院理事政策室長） 
塚原光良（ＮＰＯ法人ジャパン・メディカル・アソシエーション理事） 
西沢和彦（日本総合研究所上席主任研究員） 
石川和男（東京財団上席研究員） 
郡司篤晃（東京財団上席研究員、 ＮＰＯ法人医療の質に関する研究会理事長） 
土屋了介（東京財団上席研究員、がん研究会理事） 
冨田清行（政策研究事業ディレクター＝内政担当兼研究員） 
亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 
三原岳（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 
 

※肩書は2012年10月現在 

▽研究会は2010年7月以降、計13回開催。 
▽ゲストスピーカーとして、辻哲夫（東京大学特任教授）、澤憲明（英国家庭医）
などからヒアリング。 
▽病院や診療所、介護施設などの視察、現場関係者との意見交換会も必要に
応じて実施。 



2011年度事業として、Ustreamで毎週木曜日に「介護現場の声を聴く！」を放映。
計48回のインタビューを実施。ゲストはヘルパーやケアマネ、老人ホーム経営者、
特養や老健の責任者ら、のべ人数で113人。 

話題は介護業界に入った動機、仕事の面白さや 

苦労、制度改革に向けた現場からの注文、先進的
な取り組みetc…… 
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東京財団の社会保障研究（3） 
～2011年度にインタビュー実施～ 



東京財団の社会保障研究（4） 
～連続フォーラムの開催～ 
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提言の趣旨をＰＲするとともに、 
制度改革に関する 

国民的な合意を求めて、今年
度は連続フォーラムを開催。 

2013年5月15日 
第1回：「たらい回しの起きにくい良質なサービス体制に向けて」 

 
 2013年6月14日 

第2回：「納得できるケアと透明な料金体系を目指して」 
 

2013年10月29日 
第3回：「オランダと日本の介護政策の将来像」 



東京財団の社会保障研究（5） 
～障害者政策に関する研究～ 

詳しくは東京財団HP 
 
 

http://www.tkfd.or.jp/ 

東京財団    障害者 
8 



今日の主な話題（2） 
～良い施設と見分けられるか？～ 
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  １．はじめに～東京財団の紹介 

 

  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 
 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 
  ５．制度改革に向けた視座 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



ある施設の運営理念 
～美辞麗句が並ぶＨＰ～ 

１：地域の皆様方と共に歩む施設です。 
（1）入所・通所・短期入所などのケアを積極的に展開し、地域サービスチームや関係施設などとの連携
を密にして良質なサービスを提供します。 
（2）地域自治会や婦人会等との緊密な連携を図り、地域の行事に積極的に参加すると共に施設の行
事にも地域の人々に参加を呼び掛けます。  

 

2：「まごころ介護」で一生お付き合いをさせて頂きます。 
（1）障害があっても我が家で暮らしたい高齢者を入所機能と在宅機能を駆使し、支援させて頂きます。 
（2）利用者様・ご家族様との良好な関係作りを大切にし、まごころ介護を実践します。  

 

3：家庭復帰のプロ集団です。 
（1）病院と家庭との中間施設であり、自立支援のために医療・生活ニーズに応える医療ケアとリハビリ
テーションなどを提供し、在宅支援体制で家庭復帰を促進します。  
（2）医師、看護師、理学療法士、作業療法士、支援相談員、介護福祉士、栄養士などの専門職員によ

る良質なチームケアを進めます。  
 

4：介護認定を受けられ、入所・通所の必要な方が必要な時に自立生活の出来る
まで利用できます。家庭復帰後も必要になれば何回でも利用できます。 
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低血糖症で入院患者続出 
～警察が傷害容疑で捜査～ 

NHKウエブサイト2014年2月5日付 
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低血糖症で入院患者続出 
～警察が傷害容疑で捜査～ 

NHKウエブサイト2014年2月5日付 

・昨年末、８５歳と８６歳の女性２人が低血糖症による意識障害で救急搬
送されて入院。 
 
・その６日後、別の８５歳の男性も低血糖症の症状で入院。 
 

・入院した３人は回復して退院し、施設に戻ったものの、１０日ほど経った
先月中旬、このうち２人の男女が再び低血糖症に。 
 

・さらに、先月３日と５日午前７時ごろ、別の８５歳と８９歳の女性が低血
糖症で搬送。 
 
何者かが薬を投与したとして、和歌山県警が傷害容疑で捜査に着手。
認知症で捜査は難航？ 
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低血糖症で入院患者続出 
～警察が傷害容疑で捜査～ 

NHKウエブサイト2014年2月5日付 

・昨年末、８５歳と８６歳の女性２人が低血糖症による意識障害で救急搬
送されて入院。 
 
・その６日後、別の８５歳の男性も低血糖症の症状で入院。 
 

・入院した３人は回復して退院し、施設に戻ったものの、１０日ほど経った
先月中旬、このうち２人の男女が再び低血糖症に。 
 

・さらに、先月３日と５日午前７時ごろ、別の８５歳と８９歳の女性が低血
糖症で搬送。 
 
何者かが薬を投与したとして、和歌山県警が傷害容疑で捜査に着手。
認知症で捜査は難航？ 
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良い施設に当たるかどうか
運次第？ 



今日の主な話題（3） 
～外から見えにくいイメージ～ 

14 

  １．はじめに～東京財団の紹介 
  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 

 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 
 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 
  ５．制度改革に向けた視座 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



介護職に対するイメージ 
～悲劇と美談が併存～ 

15 

（出所）内閣府『介護保険制度に関する世論調査』を一部改編 

▽介護職に対する世間のイ
メージは両極端に分かれる。 
 

▽一方、メディアは「介護の現
場は低賃金・重労働で大変」
「介護職員は奉仕の精神で頑
張っている」などと悲劇、美談
の両極端で取り上げがち。 
 

メディアのイメージが先行し
ているのは医療機関と異なり、
介護施設は日常的な接点が
少なく、総じて閉鎖的なことが
影響か？ 



高齢者虐待の実情 
～大半は夜間、少人数勤務～ 
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介護現場は閉鎖的であり、 
職員の少ない時間帯（主に夜間）、 
若い人が認知症の人に対して 
虐待事件を起こす傾向 

 

職場改善や職員の意識改革
が重要 



介護職が離職する理由 
～給与よりも職場の環境～ 
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（出所） 
介護労働安定センター「介護労働実態調査」を基に東京財団作成 

▽離職原因の上位には「職
場の人間関係」「理念や運
営に対する不満」が常に上
位にランク。 
 

▽「収入の少なさに対する
不満」が離職理由ではない。
むしろ、近年は政策的な対
応のためか、低下傾向。 
 
介護職員の給与をＵＰさ
せても事態の解決に繋がら
ない。職場環境の改善や理
念の確立が必須。 



今日の主な話題（4） 
～地域目線は少ない～ 
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  １．はじめに～東京財団の紹介 
  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 

 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 
 
  ５．制度改革に向けた視座 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



福祉第三者評価の課題（1） 
～評価プロセス、結果に疑問～ 
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▽経営改善の視点が中心であり、数値目標が少ない。市民／利用者目線とは言い
難く、施設を選ぶ際に使いにくい。 

▽第三者性に対する疑問（事業者が評価者を選べる、評価者の同意がなければ結
果を公表できない） 
▽評価者の能力にバラツキがあり、福祉現場を知らないコンサルタントも参入。 
▽抜き打ち調査がないため、夜間を含めて日常的な様子を把握しにくい。 

・自治体から認証された評価機関が
「利用者調査」「事業評価」で評価。 

・利用者調査は満足度把握を目的
とし、「アンケート」「聞き取り」「場面
観察」を組み合わせて実施。 

・「事業評価」は自己評価や訪問調
査などを経て、組織経営、サービス
の質を評価。 

（出所）東京都福祉サービス評価推進機構ＨＰから抜粋 



福祉第三者評価の課題（2） 
～東京都の事業所が7割弱～ 
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▽2004年度に導入された「福祉サービス第三者評価」を受けた事業
所は計1万8422件（複数回受けた事業所も含む）。 
▽受審事業所の68.7％が東京都に集中しており、60万円の補助金
が下支えに。他の地域では受審費用が嫌気されて普及せず。 

福祉サービス第三者評価制度を受けた 
事業所の累計数 
（2005～2011年度） 

（出所）全国社会福祉協議会ＨＰを基に東京財団作成 



社会福祉法人のガバナンス 
～説明責任も不十分～ 
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（出所）厚生労働省資料を基に東京財団作成 

▽社会福祉法は情報提
供の努力義務を課して
いるが、ＨＰまたは広報
誌で経営情報を開示し
ているのは42％に過ぎ
ない。 
 
 

▽ＨＰと広報誌をともに
公表していない法人が
20％も存在している。 

最も公益性が担保されるべき社会福祉法人の 
利用者や住民に対する説明責任は？ 



諸外国の抜き打ち調査 
～英独豪が導入済み～ 
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国名 主な評価方法 評価期間 主な評価基準 主な調査方法 評価者の要件／
研修 

米国 ・基本的に1人の調
査員 
・3年間有効 

規模に応じ
て 1～ 14日
程度 

・居住者を中心とした機能評価（居住
者の権利、施設の倫理、ケアの継続
性、居住者のケア・治療など） 

・組織の機能評価（パフォーマンス改
善、リーダーシップ、ケア環境・人的
資源・情報のマネジメント、感染予防
など） 

・施設長、居住者、
家族、スタッフへのイ
ンタビュー 

・プロセスの観察、説
明 

・大学院修了者 
・各分野で5年以上
の経験者 
・初回は2週間の集

中講義。その後は
毎年4日間の研修 

英国 ・最低年2回 
・予告による監査 
・抜き打ち監査 

28日以内に

報告書を送
付し 、異議
がなければ2
公開 

・個人のプライバシー及び尊厳 

（私的財産や起床就寝の自由を侵
害されない、電話や手紙のプライバ
シー確保、個人所有の衣服着用な
ど） 

・観察調査 
・職員ヒアリング 
・夜間監査 

・清潔度、記録の確
認 

・重度者は看護の
知識を持った監察
官が実施 

独国 ・監査期間を 1999
年から5年→1年に 
・原則抜き打ち 

    ・82項目をランク付け 

・職員、入居者ヒアリ
ング 
・記録の確認 

・病院などで働くベ
テラン職員 
・年2回研修 
・2週間の専門研修 

豪州 ・2～3年に1回 
・中途訪問調査を1
～2回実施 

・結果はシートで公
表 
・時には抜き打ち 

平均2日 ・経営、健康と個別ケア、入居者の
生活状況、身体的環境と安全基準
の4分野 

・4分野ごとに朝から
夕方まで調査 

・入居者、家族、職
員、医師からヒアリン
グ 
・記録の確認 

・民間団体が実施 
・勤続20年程度の
専門職員 
・2週間の専門研修 

・高い評価を得ると
財政優遇 

（出所）Ｕビジョン研究所の調査結果を改編 



今日の主な話題（5） 
～制度改革に向けて～ 

23 

  １．はじめに～東京財団の紹介 
  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 

 
  ５．制度改革に向けた視座 
 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



Ｕビジョン研究所の取り組み  
～生活者目線と抜き打ち調査～ 
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▽5つのカテゴリーで評価、14種類の調査を経て認証。 
▽認証されると、年1回予告なしの抜き打ち調査を深夜か

ら実施。「カーテンが短く、プライバシー保護に難がある」
「トイレに花を飾っており、生活感があって素晴らしい」な
どと徹底した市民目線で改善点を指摘。 
▽コンプライアンス、利用者の苦情なども相談対応。 

（出所）Ｕビジョン研究所資料 



（参考）Ｕビジョン研究所の査察  
～5つのカテゴリー、14種類の調査～ 
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①わたしたちは、入居者と訪れる人に笑顔で
接します。 
 

②わたしたちは、入居者が安心して安全に
暮らせるよう全力を尽くします。 
 

③わたしたちは、入居者の要望を大切にし、
必要な支援が提供できるよう努めます。 
 

④わたしたちは、清潔に配慮し、豊かな自然
に満ちた環境を大切にします。 
 

⑤わたしたちは、地域との交流を大切にしま
す。 

（出所）Ｕビジョン研究所資料 

 
①事前書類審査 
②訪問調査時における書類調査 
③居住環境・ケア観察調査 
④夜間観察調査 
⑤経営者ヒアリング調査 
⑥入居者ヒアリング調査 
⑦介護職員ヒアリング調査 
⑧看護職員ヒアリング調査 
⑨管理栄養士、調理主任ヒアリング調査 
⑩生活相談員ヒアリング調査 
⑪ケアマネジャーヒアリング調査 
⑫事務長、事務管理職ヒアリング調査 
⑬一般職員アンケート調査 
⑭家族アンケート調査 

5つのカテゴリー 14種類の調査 



イギリスの患者満足度調査 
～The GP Patient Survey～ 
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▽住民は診療所に必ず登録しなけ
ればならないが、自宅や勤務地の
近くから診療所を選択できる。 
 
▽The GP Patient Surveyは診療所

の距離、患者満足度、待ち時間を
ネット上でチェックできる。 
 
▽患者満足度調査は1年に1回実施。 

通常のケースで待ち時間はどの程度でしたか？ 



今日の主な話題（6） 
～危機を逆手に～ 
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  １．はじめに～東京財団の紹介 
  ２．良い施設に当たるのは運次第？ 
  ３．現場に見る介護施設の閉鎖性 
  ４．第3者評価や情報開示の遅れ 
  ５．制度改革に向けた視座 

 
  ６．おわりに～危機を逆手に～ 



制度改革の大掴みなイメージ 
～ケアとカネの評価を分離～ 

28 （出所）三原作成 

▽施設に入ると、利用者は自己
主張が困難に。家族も負い目や
「人質」に取られた感覚になり、
施設に発言しづらくなる傾向。 
 

▽行政の監査は報酬や基準の
適合性チェックが中心。ケアの
質評価や権利者擁護まで踏み
込まず。施設におけるケアマネ
ジメントも不十分と言わざるを得
ない。 
 
物が言いにくい利用者の「代
理人」としてケアの質評価を実施。
苦情を受け付ける機関が必要？ 
 
※このスライドは個人の意見です。 



「千葉モデル」に向けた課題 
～人員・予算確保、条例化？～ 
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１：何を評価項目とするのか？ 
▽ＱＯＬ（生活の質）か？それとも経営・現場の改善か？ 
 
２：評価を義務付けるか？ 
▽任意か？それとも悉皆か？ 
▽その場合、条例制定が必要か？ 
 
３：経費をどうするか？ 

▽モデル事業として予算を出すか？それとも利用料や介護報酬を
上乗せするか？ 
 
４：人員の数と量をどう確保するか？ 
▽評価作業に耐え得る人材の確保と育成をどう進めるか？ 



 
御清聴、有り難うございました。 

 
イベント告知、プロジェクトの概要は 
財団ウエブサイト、メルマガで 

 


