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第55号明・愛 発行日2019年5月15日 

特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー会報 

発行人 代表理事 新津ふみ子 

福祉サービスの第三者評価は、全国的な取り組みから10

年を経過しました。 

平成26年度に立ち上げた「一般社団法人全国福祉サー

ビス第三者評価調査者連絡会」は、5年間、毎年、調査研

究（厚生労働省研究助成）に取り組んできました。これまで

は、どちらかというと評価機関や評価調査者の質の向上や受

審促進を課題として調査研究に取り組みましたが、昨年度か

ら第三者評価の目的の一つである「福祉サービス第三者評

価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者

の適切なサービス選択に資するための情報にする」、すなわ

ち“利用者”に焦点を当てた調査研究「利用者のサービス選

択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する調査

研究」に取り組みました。 

平成29年度の結果と学びは、次に示すとおりです。 

・公表された評価結果は、活用されていない。第三者評価

の周知と公表内容のわかりやすさが求められる。 

・事業所（受審した）は独自にどのような方法で評価結果を

公表しているか、そして評価機関は公表の後押しをするこ

とが必要である。 

・利用者にとって必要と思われる情報、評価項目は何か、

また分りやすさに配慮した公表内容であること。 

・都道府県推進組織への期待です。（具体的な内容はＨＰ

で見ることができます） 

この結果を受けて、30年度は「利用者にとって必要と思わ

れる情報」と「わかりやすさ」を目的として調査研究に取り組

みました。 

55号の 

  ガイド 

1～3P：福祉サービスの第三者評価への新たなる示唆－福祉サービス第三者評価における

利用者選択情報のあり方に関する調査研究－ 

3P     ：福祉サービス第三者評価基準ガイドライン 

3～4Ｐ：内部研修会“『老い風にのって』から『不安な個人、立ちすくむ国家』まで”、ほか 

5～6Ｐ：次回内部研修会のご案内、法人設立20周年記念会開催のお知らせ、ほか 

◆『厚生福祉』第6468号（2019

年2月15日発行）の巻頭言「体外受

精児」を執筆者の齋藤芳雄さんから

ご提供いただきましたので会報に同

封します。         （編） 

①中間ユーザーを対象とするアンケート調査とヒヤリング

〈方法〉

利用者がサービスを選択するときに相談する対象として、

「中間ユーザー」の存在があります。中間ユーザーの役割は

大きく、責務でもあります。そこで、中間ユーザーを本調査研

究の委員として招き、意見を聞きながら調査研究に取り組み

ました。 

中間ユーザーとして、高齢分野からは居宅介護事業所と

地域包括支援センター、障害分野からは相談支援事業所、

そして医療機関（病院など）からは患者の退院時等に対応す

る医療ソ－シャルワーカー（MSW）を選びました。一方、保育

所に関しては、行政が窓口であることから、今回の調査研究

では対象外としました。 

アンケートは5,000か所を抽出し 回収率は33.4％でした。 

〈結果〉 

・制度としての第三者者評価をそもそも知らない中間ユー

ザーが多い現状のなか、それでも回収率の高さから、第

三者評価への関心の促進の重要性を確認しました。 

・利用者は、数値化され、比較しやすい情報をまず知りたい

のではないか、という見解です。たとえば「利用料金」「事

業所の所在地・アクセス方法」です。一方、事業所のサー

ビスの内容や質、事業所の評判など、実際に使ってみな

ければわかりにくい情報についても、利用者が知りたい情

報としてあげられていますが、これらについては、中間ユー

ザー自身の経験や同僚などからの情報を活用しており、

第三者評価の活用などはしていない現状です。 

・相談機関等の中間ユーザーは、各種の情報誌や冊子、

インターネットなど間接的な情報媒体ではなく、自らの活

動や人脈などから「利用者にサービスを提供するときの情

報」を得ており、かつそのようにして得た情報に対する信頼

度は高い結果でした。 

・公表されている第三者評価の結果は、事業者向けの内
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容であり、したがって専門用語が多く、利用者がサービスを

選択する際の情報としては、役に立たないので、わりやす

さが求められる。また、第三者評価での公表内容（情報）

が最新ではないことがあげられています。 

・提案として、利用者へのアンケートや聞き取り面接など「利

用者調査」の結果の公表がありました。今回の調査時点で

は、都道府県における「利用者調査の義務化」は30か

所、「利用者調査の結果の公開」は10か所であり、検討課

題であるといえます。 

②「利用者向け評価結果トライアル版」（案）の作成と「モデ

ル評価事業」の実施 

〈方法〉 

本委員会で「利用者にとって必要と思われる評価細目」を

『福祉サービス第三者評価基準ガイドライン』（厚生労働省

雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局発：平成26

年4月改定）から選択しました。そして、選択した評価細目を

平易な記述に修正して、「利用者向け評価結果トライアル版

（案）として使用してみました。選択した項目数は以下のとおり

です。 

評価細目の選択そして平易な記述に変更した「トライアル

版」の評価細目を使用し、全国評価機関9か所、そしてこの

評価機関で受審をした事業所13か所の協力を得て、既に

公開されている評価結果を「トライアル版」に書き換えまし

た。そして、利用者の立場に立って、公表のわかりやすさの

視点から意見をもらいました。 

〈結果〉 

・すべての受審事業所から「トライアル版」の方が利用者に

とっては、「とっつきやすい」「わかりやすい」という意見が寄

せられています。そして、わかりやすさを意図したさらなる

改善点が提案されています。 

・一方、受審事業所の立場では、今回削除された評価細

目の中に必要な細目があること、また評価結果に対する

講評・コメントは、事業所にとっては具体性に欠け適切では

ない、という意見が寄せられていました。事業者と利用者

の立場や目的の違いからすれば、それは当然のことである

といえます。第三者評価の結果を利用者がサービスを選

択する際の情報として活用するには、工夫が必要であるこ

とを実感させられました。 

＊ 

2つの側面から調査研究をしました。報告書の最後に、今

後の検討に向けてとして記載していますので、その全文を紹

介し“覚悟”とします。 

❖ ❖ ❖ 

今回の調査研究の実施により、現状の第三者評価の公

開情報をそのまま「利用者がサービスの選択に活用するこ

と」は困難であることが明確となった。このたびの研究の結果

を踏まえた実現可能な対策の提案には、まだ至らないが、

今後の検討素材をいくつか提示しておく。 

福祉サービス第三者評価事業の新たな視点として批判

を覚悟でここに記載する。 

まず「利用者の選択に資する」という視点からは、以下のこ

とが求められると考える。 

①第三者評価の結果の総評の記述は、利用者を対象に記

述することを明確にする 

②総評の記述は、利用者と事業所との情報の非対称性を

橋渡しすることを目的として、「命の安全」「心地よさへの

配慮」「卓越した特徴」の実際的な内容とする 

③共通評価項目の細目及び内容評価項目は、利用者の視

点から、必要と思われる項目を厳選する 

④評価細目ごとの判断「ａ・ｂ・ｃ」による評定については、特

に内容評価基準に関しては評定をしないことを基準にす

る 

一方、第三者評価結果を「受審事業所がサービスの質の

向上に結びつける」という視点からは、以下のことがいえる。 

・共通評価基準の細目についての記述では、事業所の

サービスの質の向上に資すること、すなわち事業所の行う

改善の取り組みに示唆を提供できるよう、事業所向けの

記述とすることを明確にする。 

上記によって第三者評価の結果からもたらされる受益の

部分は事業者と利用者に区分し、その情報は用途に応じた

活用が図られるべきである。 

加えて、利用者調査の「実施の義務化」については、喫緊

の検討することをここに提案するものである。 

今回の調査研究事業では「利用者のサービス選択に資

すること」を目標に掲げ、受審事業所と一緒にその目標に向

かって検討することができた。さらに、中間ユーザーの意見

を聞き、相互の連携が必要であることへの気づきを得たこと

区分 
現行の 

評価細目数 
「トライアル版」の 

評価細目数 

共通評価基準 45項目 14項目 

高齢者福祉サービス版内
容評価基準 

20項目 10項目 

障害者・児版サービス版
内容評価基準 

19項目 14項目 

保育所版内容評価基準 20項目 9項目 
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あり、服薬行動や薬物治療の受ける影響は多剤服用・併

科受診・長期服用などとともに誤診に続く誤投薬や対症療

法からの多剤の併用が起こったりする。 

・薬物動態の加齢変化や認知機能の低下、視力・聴力の

低下が引き起こす過量投与やコンプライアンス低下，ある

いは誤服用が起きる。 

2．高齢に伴う体内の薬物動態の変化 

・加齢による生理的変化として、薬物の吸収・代謝・排泄と

ともに薬物の相互作用などを考慮する必要がある。 

3．高齢者に使用する薬剤の副作用と多剤投与 

・食欲低下、意識障害、認知機能障害、睡眠障害、抑う

つ、せん妄、めまい、ふらつき、転倒、尿失禁、嚥下障害

について、医薬品の添付文書に副作用として記載されて

いる薬剤は多い。特に精神神経用薬剤はその発生は高

い。 

高齢者にとって多剤処方の影響は大きい。6剤以上の投

与になると有害な事象が顕著になってくる。主な薬物有害事

象は、意識障害、低血糖、肝機能障害、電解質異常、ふら

つき、転倒の順で多いという調査結果もある。そこで2015年

に『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015』が日本老年

も大きい。 

本調査研究の実施によって明確となった課題の追究は、

受審事業所、中間ユーザーとの連携のもとに、今後も引き続

き取り組んでいきたい。 

❖ ❖ ❖ 

当法人『メイアイヘルプユー』は2000年2月設立で，まも

なく20周年を迎えます。多くの人たちとの出会いに感謝で

す。20年を迎えますが、まだまだです。いつも、足りなさと反

省です。仲間たちから、そしてさまざまな機会から学び、明日

のために活かすことを誓います。 

＊ 

最近、長渕剛がガンジス川を訪れ、人の死と向きあったと

きの歌“ガンジス”をよく聞きます。人はいつか死にます。そし

て、その後に“西新宿の親父の唄”を聞くのです。 

♪…… 

「やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ」 

66の親父の口癖は「やるなら今しかねえ」 

……♪ 

と一緒に歌うのです。私は66歳を超えましたが、「やるなら今

しかねえ」はピンときます。 

20周年の記念行事で皆さんにお会いできることを楽しみに

しています。是非ご参加ください。 

 

 

 

昨年10月4日に内部勉強会を行いました。 

テーマは「高齢者施設や在宅における適切な医薬使用や

服薬管理の理解」，講師は薬剤師の「奥山かおり」さんです。 

当日の参加者は12名でした。国も高齢者の多剤処方を

問題として取り上げるようになっています。その意味でも大変

興味のあるテーマでした。参加した川崎さんに、「感想」をお

寄せいただいておりますので以下に紹介します 

＊ 

この回は高齢者に起こっている多剤併用の副作用に焦点

をあてた勉強会です。講師はフリーランス薬剤師の奥山かお

りさんでした。調剤薬局や医療機関などに所属せず、在宅医

として活動する高瀬クリニックの高瀬義昌医師とともに活動し

ているそうです。高齢者の服薬の功罪については、まさに“目

からうろこ”の事柄がたくさん示されました。まとめてみると以

下の3項目となりました。 

1．高齢者の疾患・病態上の特徴と服薬行動・薬物治療へ

の影響 

・複数の疾患があり慢性疾患が多くその症候は非定型的で

内部研修会報告 
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とは？」「人生90年時代に何が必要なのか、考えてみません

か？」「老い支度に必要なのは、お金じゃない！お金で買え

ないものである」という訴えを書かせていただきました。 

現在では、「人生90年」から「人生100年時代」というフ

レーズが、新聞・テレビで飛び交っていますが、この本は、老

後の資産活用や相続対策といったハウツー本ではなく、むし

ろ資産活用とは正反対のことを書いたつもりです。 

老後に必要なのは「お金で買えないもの」です。すなわち、

家族や友人、地域や職場の仲間達との気遣いです。「いま、

自分がここにいる」ということが、どれだけの他人のこころの中

にあるかということです。 

つまり、他人の中に自分が存在してこそ、自分が成り立っ

ているということです。「絆」と言い換えてもよいのですが、「ど

れだけの人とお互いの気遣いを保てるか」ということです。悲

しみや喜びをともにしてくれる家族や仲間こそが財産です。 

それでは、お金では買えないものをどうすれば手に入れる

ことができるのか。欲しいものを手に入れるには、「欲すれば、

まず与えよ」の精神です。年齢にかかわらず、このことを地道

に続けていくことが「老い支度」なのです。そうすれば、どんな

事態になっても孤立しないですむはずです。老いの一番の敵

は、孤立なのです。 

「豊かさと繁栄」の頂上近くまで登りつめたともいえる今日、

これからは、立ち止まりながらゆっくりゆっくり、上り坂で休んで

いる人たちにも仲間に入ってもらいながら、みんなで降り続け

ましょう。下り坂なのだから、あわてたり急いだりする必要はあ

りません。経済成長という上り坂に登りきれなかった人が置き

去りにされたことを繰り返してはいけません。 

子どもから高齢者まで誰一人として見捨てられることのな

い社会が本当の豊かさであることを確認しながら、確実に、

老い風にのって、下ってみましょう。不便さや貧しさを分かち

あいながら、支えあうこと自体が目的・喜びとなる社会を目指

して、「死ぬまで長生き」「死亡率100％」……この本では、こ

んなことを述べたつもりです。 

そしてこのことは、学習会で取り上げた経産省の若手キャリ

アの報告書に対する、人生の先輩であるわたしたちの答えと

なるはずです。家族や職場、地域における人間関係が希薄

化し、閉塞状態に陥っている社会を、高齢者自身が主体と

なって切り開いていかなければいけないといったご意見は大

きな励みとなりました。 

最後に、このような機会を与えていただき誠にありがとうご

ざいました。設立20周年を迎える当法人に、今後ともご支援

いただきますようお願い申し上げます。 

 

医学会から示された。しかし、“ポリファーマシー”の課題意

識はまだ十分浸透していない現状がある。奥山薬剤師の経

験した事例が紹介された。そして、服薬状況を副作用からき

ちんとアセスメントし変更することで、高齢者の生活障害が改

善された例は少なくないということであった。そのうちの有料

老人ホームの90歳の女性の例では、慢性心不全・虚血性

心疾患・発作性心房細動・糖尿病・ラクナ梗塞という疾患名

で、1日に5回の服薬、11種類の薬剤が処方されていたが、

薬剤師が薬剤を見直すことで7種類まで調整した。これによ

り煩雑だった服薬管理が朝食後と就寝前の2回に減り、せん

妄のリスク回避や皮膚症状の緩和、糖尿病治療薬の中止な

どが実現できた。このような薬剤の見直しは、介護職員や看

護職員、他のスタッフなどの意見や情報をもとに薬剤師がア

セスメントして、医師に提言して成し遂げられている。 

このようなポリファーマシーの啓発は、2014年からはじまり

今年度の診療報酬でも「服用薬剤調整支援料」として点数

がとれるようになっています。不要な薬剤の減量による医療

費の削減もさることながら、高齢者のQOLが改善することが

意義として大きく、薬剤師の活躍が大いに期待されることが

学べました。また、さらなる興味も高まりました。 

なお、参考資料として、「地域包括ケアにおける医薬品適

正使用に関する研究」（高瀬義昌，他：老年精神医学雑誌 

2014；vol.25）をお示しいただきました。 

報告者：川崎 千鶴子 

 

 

 

 

 

 

本年の3月28日に内部勉強会を行いました。テーマは「老

い風にのって」、講師は本会理事で、昨年から週2日、事務

局をお手伝いくださっている「竹原厚三郎」さんです。当日の

テーマは、講師の著書のタイトルをそのまま使いました。参加

者12名には、その著書がプレゼントされています。 

当日の講義の概要が講師である竹原さんから、そして参

加された鷲津さんから感想が寄せられましたので以下に紹

介します。 

＊ 

東日本大震災の翌年である2012年に『老い風にのって』

という本を出版してから、はや7年が過ぎようとしています。 

この本の帯に、「老い支度を考えているあなたへ」「世界に

例のない速さで長寿社会を迎えた私たちに必要な老い支度

 内部研修会 

 「老い風にのって』から 
『不安な個人、立ちすくむ国家』まで   

 

講師：竹原 厚三郎  
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体が貧しかったが、人間的な充足感や幸福感のあった、エ

ネルギー溢れる時代であった。現代はバブルの崩壊等で社

会全体が閉塞状態に陥っている。経済成長を追い続けるこ

とだけが社会の目的ではなく、『豊かさとは何か』を見つめ直

すことが大切」という講師の話がとても印象に残りました。私

自身の最近のケア現場の経験に照らしあわせて考えてみる

と、先日，地域の児童福祉の実践活動のときに見た光景が

思い出されました（具体的には児童虐待ケースの対応で、教

師と行政と私たち福祉関係者が話しあうため、地域の小学

校を訪れたときに目にしたこと）。 

私の職場のある自治体では、小学生に1人1台、iPadのタ

ブレットが学校で支給されているようです。訪れた時間は体

育の時間でした。校庭では小学生同士がiPadを持って、ハー

ドルを飛び越える際のフォームを動画撮影し、それを何かの

アプリで走る姿をスローモーションにして生徒同士で分析して

いる光景を目にしました。最近の小学校の様子など全く知ら

ない私にしてみれば驚愕の、テレビや映画で見るような授業

風景です。その傍らで、校舎の中では警察も介入するような

厳しい児童虐待のケース、それも障害をもちながら地域で暮

らす母子に対するクラス内の生徒や、PTAでの保護者間から

のひどい差別のあるケースを話しあうというのは、1960年代

 

 

今回の研修は、事前の告知で「最近の福祉制度改正の内

容や現場の状況を討論する」とありましたので、私自身戦々

恐々として参加したように記憶しております。当日は職場から

直行して向かったので、少し遅れての研修参加になりまし

た。到着したときにはすでに講義は始まっていたのですが、い

つものように、入り口で参加費を支払うと当日の講師の著書

を手渡されました。白と黄色のオシャレな表紙に、表題として

『老い風にのって』と記載されているのが私の目に飛び込ん

できました。 

「老い」を「追い風」の「おい」と表現されていることそのもの

に、とても衝撃を受けました。そこには「老い」をネガティブな

イメージではなく、圧倒的にポジティブなイメージでとらえ直す

ような意志のある強いメッセージ性を感じました。私自身を振

り返ってみても、長く高齢福祉のケア現場で働いておりますの

で、ついつい無意識に「老い」や「高齢化」というものにマイナ

スのイメージといいますか、そこには「支援が必要なもの」「衰

えるもの」という思い込みがあったように思えます。「追い風に

のって」の言葉から、高齢ケア現場の固定概念に囚われて

いる私はハンマーで殴られたような衝撃を受け、改めて「老

い」の肯定的な側面に着目していく必要を考えさせられまし

た。 

研修に遅刻した私は内容の遅れを取り戻すべく、すぐさま

慌てて配布された書籍の「はじめに」を読み始めました。そこ

には「人生90年時代に何が必要か」というようなことが記され

ていました。織田信長の時代には人生50年だったかも知れ

ないが、いまの世の中は人生が90年になっている。考え方を

改めなければならない。老後の備えに必要なものは、お金で

はない。むしろお金で買えないもの、具体的には人との絆や

自分がしてほしいことを相手に与える、そのような「老い支

度」が必要。また「孤独」というものが最もいけないとも記され

ていました。 

私自身の経験や、世間一般を見渡してみると「老後に貯

蓄はいくら必要か？」という話や、リタイヤしたシニア向けの資

産運用セミナー等の話があふれております。しかし、講師は

「お金」ではなく人間関係の絆や世間とのつながりこそが大事

と説明されていました。SNSやネットでつながるバーチャルな

人間関係しか築けない若者には、逆立ちしてもかなわないよ

うな、高齢者がもつ能力である、老いによって得た人間力に

よる血の通ったコミュニケーション力こそが「追い風」の要素

であるということをお聞きしました。 

講義のなかで語られていた「1960年代というのは社会全

内部研修会報告 
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の社会全体が貧しかった時代には決してお目にかかれない

ことであり、また同時に人間的な充足感や幸福感のあるその

1960年代ではみられない、現代社会特有の貧しさを象徴し

ているのではないかと感じたことを、今回の講義を聞いて思

い出しました。 

講義のなかで触れられていた、次官・若手プロジェクトの

「不安な個人、立ちすくむ国家」という資料にあった「高齢者

は支えられるだけではなく、社会を支えることが求められる」と

いう内容には、高齢者が労働という形だけでなく、社会改良

や公共の福祉に寄与すべきであるという考え方への転換を

垣間見たように感じました。 

お忙しいなか、とても素晴らしい講義をご用意くださいまし

た講師と、終了後に質問やご意見を表明いただいた参加者

の皆様方に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

ゴールデンウイークも終わり、初夏の陽気になってきまし

た。皆様いかがお過ごしでしょうか。すでに会員の皆様には

「メール」でお知らせしておりますが、恒例の内部研修会を下

記のとおり開催します。今回のテーマは「苦情」です。これは

福祉サービスの質の向上のための取り組みとして第三者評

価でも重要視されているところです。是非ともご参加くださ

い。 

記 

◆テーマ：苦情対応の現状と課題 

◆講 師：平野 方紹（ひらの まさあき）  

立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科教授 

◆日 時：2019年6月11日（火） 18時30分～ 

◆場 所：メイアイヘルプユー事務所 

◆参加費：会員500円、非会員1,000円 

 終了後に講師を囲んで行う意見交換（懇親会）への参加

費は、別途1,500円 

◆申し込み締切日：5月20日 

 

 

 

 

釜石市に聖学院大学のボランティアで訪問することを重

ねているうちに、支援とは別に釜石の魅力に取り憑かれてし

まった。そこで2018年度には4種類4回の企画実施（五葉山

登山と尾崎半島トレッキング・鉄都釜石・釜石まつり等）を

次回内部研修会のご案内 

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-31-9  

シーバード五反田401   

（０３）３４９４・９０３３ 

ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー 

行った。この冊子はその報告書である。 

当然のことながら、この取り組みは東日本大震災の被災

地支援である。9年目を迎えたいま、国民の記憶が薄れてい

くことは否めない。被災地支援は変容する必要があるのだろ

う。その一つの方法として、オリジナル旅行を企画し、人を

誘って被災地に出向くという支援方法は有効かも知れないと

思っている。出かけて行くには楽しくなくてはならない、そのう

えで被災地が少しでも潤う必要性がある。 

2019年度も「釜石マニアックツアー第2弾」を実施予定で

ある。 

Ⅰ．6月3日～5日【箱根峠越え、伊達と南部が交差する唐

丹町探訪】 

Ⅱ．7月1日～3日【ゴージャス・トリップ 釜石そして久慈へ】 

Ⅲ．8月5日～7日【リアスの海に抱かれ、憧れの御箱崎千畳

敷へ】 

Ⅳ．11月8日～10日  山歩きの予定（詳細未定） 

Ⅴ．2月8日～10日【なんてったって虎舞！ 釜石】 

※実施は、2月9日（日）に全国虎舞フェスティバルが開催さ

れるかどうかにかかっています。 

報告書は若干手元にあるので、お問い合わせいただきた

い。もしよろしければ、今年、釜石にご一緒しませんか。 

坂本佳代子（本会会員）

 

 

 

みなさまからの 
社会福祉情報お待ちしています。（編） 

メールアドレス：smile-npo@smile.meiai.org 
＊HPアドレス：www.meial.org/ 

  

事務局から 

法人設立20周年記念会開催 
のお知らせ 

 

 設立15周年の記念会を五反田のユーポート会館で

開催したのは2015年7月19日で、うだるような酷暑

のなかでした。そのため20周年は2020年なのです

が、来年のこの時期は東京五輪の開催と重なるた

め、1年前倒しで20周年記念会を以下の要領で開催

することにしました。当日の内容など詳細は同封の

「メイアイヘルプユー 設立20周年記念会」をご参

照ください。万障お繰り合わせの上、どうぞご参加

くださいますようご案内申し上げます。 

会員活動報告 

“釜石マニアックツアー”について 


