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マネジメントシステムの提案
� 藤野善久

介護の質はアウトカムで評価することが必要で
ある。介護のアウトカムを見える化することにより、
現場に自主的な改善を促すべきだ。構造について
も、施設基準や介護保険報酬によるインセンティ
ブを設定しやすい。
５年前には介護の質に関する議論が日本で始

まっているが、プロセスの質の評価に関する議論は、
ほとんどなかった。いまもあまり変わらない。何が
よい介護サービスかと一律にいうことが難しいから
である。その点は、目的が明確で、エビデンスがと
りやすい医療と介護が違うところだ。しかし、何も
しなくていいというわけではない。よいサービスの
定義を決めるのではなく、事業者の「よいサービス
を提供したい」という想いを見える化し、実現する
仕組みが必要だ。
老健施設は、制度上は「在宅復帰のための中間

施設」だが、実際には、必ずしも在宅復帰を主軸
としない施設も存在する。多機能で、地域包括ケ
アシステムの拠点としての役割を担い得ることが老
健施設の強みだが、在宅復帰施設という過去につ
くられた定義と齟齬が出ている面もある。
そこで、リハビリや看取りなど、在宅復帰以外の

機能を各老健施設がどれほど担っているかを社会
に示すことも大切なのではないか。老健施設は施

設ごとに多様性があるので、この施設はこのサービ
スに力を入れているということを社会にわかるように
公開し、その施設のサービスの質を保証する必要
があるように思う。
それには、マネジメントシステムの導入がよい。
マネジメントシステムとは、世界中のいろいろな分
野で品質保証のために使われている方法論である。
理念を実現するために組織を指揮・管理するための
仕組みで、規定や手順と運用するための責任・権限
の体系である。
介護保険施設で実現可能なマネジメントシステム
は、調査研究の報告書として「介護保険施設にお
けるマネジメントシステム導入のための手引き」をま
とめた。
ポイントは、まず施設の理念を確認すること。そ
して現状の業務を確認。次に現状の組織を確認。

どこの組織にも所属しないような委員会があること
は、質を保証する観点から非常に怖いことだ。
サービスの手順とマニュアルの様式を確認し、作

成者と管理方法も確認する。そうすると、日付や管
理者が不明な文書がたくさん出ている施設が多い
と思う。
どういう経緯でできたのか不明な文書、日付や

発信者が不明な文書に基づいて介護をするのは、
質の面で危ないことだ。そのようなマニュアルのほ
とんどは、おそらく善意や熱意に基づいてつくられ
たと思うが、それがオーソライズされるプロセスなし
に、管理や修正されないまま使われ続けると、いず
れ事故につながるおそれがある。そのため、まず
手順書の確認をすべきだ。
サービス単位のマニュアルの他に、マニュアルを

誰が作成し、どのように管理・修正し、現場との
ギャップがあればそれをどう埋めるかについて、運
用のマニュアルや規定が必要だ。マニュアルの見
直しや管理方法について、最終的には組織の承認
を得るべきだ。そういった一連のシステムの運用を、
マネジメントシステムという。
マネジメントシステムを活用する方向として、利用

者への情報公開や、国・保険者への情報開示・監
査との相性がよい。施設内の教育や、介護の質の
管理にも活用できる。

ゆくゆくは、サービス手順のなかにどういう項目
があったほうがいいかを、全老健の主導のもと、介
護業界で議論していってほしい。将来、全老健が、
一定の基準を満たす老健施設に認証を出すことが
あっていいと思う。

指標を決めて
チームで質の評価を� 田宮菜奈子

老健施設の施設長をしていたことがあるので、
現場と研究の２つの視点から話したい。
質の評価の考えは、1930年代に米国で始まった。

工業分野で、不良品ができてしまうなどの問題が起
きたとき、個人ではなくシステムの問題と捉えてマネ
ジメントを改善する考え方だ。
米国では医療の質も同じように評価しようとした

が、日本では、医療の質の評価までくるのにはだ
いぶ時間がかかった。医療の質は、ご存じのように
ドナベディアンが「構造」「プロセス」「アウトカム」
の側面から評価するモデルを提唱した。
質の評価と改善のポイントは、①生じた結果の

量・質を客観的に把握できること、②生じた結果を
分析し、改善策を策定できること、③改善策の効
果を量的に把握できること、④そのプロセスも消費
者に公開できるところにある。
米国では、ナーシングホームにおけるケアの質

ケアの質
　　　　座長　折茂賢一郎	 （		全老健	副会長）
シンポジスト　藤野　善久	 （産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室	教授）
　　　　　　　田宮菜奈子	 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野	教授）
　　　　　　　大河内二郎	 （全老健	常務理事）
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　第30回全国介護老人保健施設記念大会 別府大分（大会会長＝大久保健作全老健大分県支部長）が、
2019年11月20日から22日までの３日間開催された。初日の20日は別府市の別府ビーコンプラザ、
21日と22日は大分市のiichiko総合文化センターを中心に、JR大分駅から徒歩圏内の会場が用意さ
れた。大会テーマは「地域と共に紡ぐ令和老健　豊の国から真価・深化・進化」。全国から4,697名が
参集し、発表演題数は1,186題に達した。本特集では、各種講演やシンポジウムのレポートとあわせ
て、参加者の声やPhotoレポートとして、大会の様子をお伝えする。

だ。改定から１ 年半になるが、その他型は月を追
うごとに減少し、在宅強化型や超強化型は右肩上
がりに増えている。全国の仲間が、老健施設の在
宅支援機能を果たそうとがんばっている姿が、こ
の数字に表れていると思う」と評価した。
　続く来賓祝辞では、長野恭紘別府市長と、近藤
稔大分県医師会会長が挨拶を述べた。
　表彰式では、「令和元年度公益社団法人全国老
人保健施設協会表彰」として個人表彰88名、施
設表彰202施設が受賞した。「第29回全国介護老
人保健施設大会 埼玉 演題発表 優秀奨励賞表彰」
としては12演題が受賞した（受賞者名はp.16～
21）。受賞者を代表して、協会表彰を受けた山田
多佳子さん（東京都・デンマークイン新宿）、優

秀奨励賞を受けた神里みつるさん（沖縄県・シル
バーピアしきな）が、それぞれ東会長から表彰状
を受け取り、山田さんが謝辞を述べた。
　初日の最後は、全老健会長記念講演として、東
会長が「老健施設の現状と今後の在り方」につい
て講演した（p.24～27）。
　初日の研修会は、①「理想のサービスをスタッ
フ一丸で実践するために」、②「認知症」、③

「R4システム」をテーマに、全部で465名が参加
し、参加者は理解を深めた。
　老健医療研究会では、東京大学大学院の秋下雅
弘教授による「老健施設における薬剤の適正化に
ついて」が開催され、88名が参加した（本誌１
月号に掲載）。

開会式に先立ち 
開会セレモニーを行う

　初日の別府ビーコンプラザでは、各種研修会と
老健医療研究会が開催されたのは例年どおりだが、
２ 日目の開会式に先立ち、開会セレモニーが挙行
された。開会セレモニーは、川﨑紀則大会副会長
による「開会宣言」で幕を開けた。
　「主催者挨拶」として全老健の東憲太郎会長が
壇上に立った。東会長は、2018年度の介護報酬
改定に触れ、「老健施設は ５ 類型に分かれること
になった。2017年の介護保険法改正で、老健施
設は在宅支援施設であると明示された上でのこと

大久保大会会長

厚生労働省の眞鍋老人保健課長

川﨑大会副会長 東会長

日本医師会の横倉会長

第30回全国介護老人保健施設記念大会 
別府大分

特集

別府ビーコンプラザでの
開会セレモニー

iichiko総合文化センターでの開会式
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マネジメントシステムの提案
� 藤野善久

介護の質はアウトカムで評価することが必要で
ある。介護のアウトカムを見える化することにより、
現場に自主的な改善を促すべきだ。構造について
も、施設基準や介護保険報酬によるインセンティ
ブを設定しやすい。
５年前には介護の質に関する議論が日本で始

まっているが、プロセスの質の評価に関する議論は、
ほとんどなかった。いまもあまり変わらない。何が
よい介護サービスかと一律にいうことが難しいから
である。その点は、目的が明確で、エビデンスがと
りやすい医療と介護が違うところだ。しかし、何も
しなくていいというわけではない。よいサービスの
定義を決めるのではなく、事業者の「よいサービス
を提供したい」という想いを見える化し、実現する
仕組みが必要だ。
老健施設は、制度上は「在宅復帰のための中間

施設」だが、実際には、必ずしも在宅復帰を主軸
としない施設も存在する。多機能で、地域包括ケ
アシステムの拠点としての役割を担い得ることが老
健施設の強みだが、在宅復帰施設という過去につ
くられた定義と齟齬が出ている面もある。
そこで、リハビリや看取りなど、在宅復帰以外の

機能を各老健施設がどれほど担っているかを社会
に示すことも大切なのではないか。老健施設は施

設ごとに多様性があるので、この施設はこのサービ
スに力を入れているということを社会にわかるように
公開し、その施設のサービスの質を保証する必要
があるように思う。
それには、マネジメントシステムの導入がよい。
マネジメントシステムとは、世界中のいろいろな分
野で品質保証のために使われている方法論である。
理念を実現するために組織を指揮・管理するための
仕組みで、規定や手順と運用するための責任・権限
の体系である。
介護保険施設で実現可能なマネジメントシステム
は、調査研究の報告書として「介護保険施設にお
けるマネジメントシステム導入のための手引き」をま
とめた。
ポイントは、まず施設の理念を確認すること。そ
して現状の業務を確認。次に現状の組織を確認。

どこの組織にも所属しないような委員会があること
は、質を保証する観点から非常に怖いことだ。
サービスの手順とマニュアルの様式を確認し、作

成者と管理方法も確認する。そうすると、日付や管
理者が不明な文書がたくさん出ている施設が多い
と思う。
どういう経緯でできたのか不明な文書、日付や

発信者が不明な文書に基づいて介護をするのは、
質の面で危ないことだ。そのようなマニュアルのほ
とんどは、おそらく善意や熱意に基づいてつくられ
たと思うが、それがオーソライズされるプロセスなし
に、管理や修正されないまま使われ続けると、いず
れ事故につながるおそれがある。そのため、まず
手順書の確認をすべきだ。
サービス単位のマニュアルの他に、マニュアルを

誰が作成し、どのように管理・修正し、現場との
ギャップがあればそれをどう埋めるかについて、運
用のマニュアルや規定が必要だ。マニュアルの見
直しや管理方法について、最終的には組織の承認
を得るべきだ。そういった一連のシステムの運用を、
マネジメントシステムという。
マネジメントシステムを活用する方向として、利用

者への情報公開や、国・保険者への情報開示・監
査との相性がよい。施設内の教育や、介護の質の
管理にも活用できる。

ゆくゆくは、サービス手順のなかにどういう項目
があったほうがいいかを、全老健の主導のもと、介
護業界で議論していってほしい。将来、全老健が、
一定の基準を満たす老健施設に認証を出すことが
あっていいと思う。

指標を決めて
チームで質の評価を� 田宮菜奈子

老健施設の施設長をしていたことがあるので、
現場と研究の２つの視点から話したい。
質の評価の考えは、1930年代に米国で始まった。

工業分野で、不良品ができてしまうなどの問題が起
きたとき、個人ではなくシステムの問題と捉えてマネ
ジメントを改善する考え方だ。
米国では医療の質も同じように評価しようとした

が、日本では、医療の質の評価までくるのにはだ
いぶ時間がかかった。医療の質は、ご存じのように
ドナベディアンが「構造」「プロセス」「アウトカム」
の側面から評価するモデルを提唱した。
質の評価と改善のポイントは、①生じた結果の

量・質を客観的に把握できること、②生じた結果を
分析し、改善策を策定できること、③改善策の効
果を量的に把握できること、④そのプロセスも消費
者に公開できるところにある。
米国では、ナーシングホームにおけるケアの質

ケアの質
　　　　座長　折茂賢一郎	 （		全老健	副会長）
シンポジスト　藤野　善久	 （産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室	教授）
　　　　　　　田宮菜奈子	 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野	教授）
　　　　　　　大河内二郎	 （全老健	常務理事）
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幅広く深まりある議論を 
大久保大会会長が挨拶

　２ 日目は、開会式が行われた。
　改めて川﨑大会副会長による「開会宣言」が行
われ、大久保健作大会会長による「大会会長挨
拶」、東会長による「主催者挨拶」があった。
　大久保大会会長は、「この大会は令和という新
しい時代を迎えて初めての大会であり、30回を
迎える節目の大会であることから、記念大会とい
う位置づけで開催した。本大会は老健施設が地域
で果たす役割や使命、2025年問題を見据えたな
か、中長期的な視点を持つ必要性からテーマを

『地域と共に紡ぐ令和老健』、サブテーマを『豊の

国から真価・深化・進化』と設定し、幅広い議論、
深まりのある議論を望んでいる。本大会の成果が
老健施設職員の資質向上につながり、ひいては利
用者への良質な介護・ケアに還元できることを切
に期待している」と述べた。
　続いて、加藤勝信厚生労働大臣（代読＝眞鍋馨
老人保健課長）、広瀬勝貞大分県知事、佐藤樹一
郎大分市長、横倉義武日本医師会会長、清家篤全
国社会福祉協議会会長（代読＝古

ふる

都
いち

賢一副会長）
による来賓祝辞のほか、来賓紹介があり祝電も紹
介された。
　加藤大臣の祝辞では「人生100年時代において、
介護は誰もが直面しうる現実かつ喫緊の課題であ
る。老健施設はリハビリ等の提供を通じて介護が

必要な高齢者の自立を促し、在宅復帰・在宅療養
を支援する施設として重要な役割を担っている。
また2017年に成立した地域包括ケア強化法に
よって在宅復帰・在宅療養を支援する施設として
役割がより明確化された。今大会のテーマでもあ
り、老健施設の真価でもあるこれらの機能をます
ます進化させ、老健施設が地域包括ケアシステム
において重要な機能を担う拠点の１ つとして、引
き続き介護保険制度における中心的な役割を果た
していただくことを期待している」とした。
　日本医師会の横倉会長は、「老健施設における
多職種との協働による広義のリハビリは、高齢者
の自立支援・介護の重度化予防の支えとなってお
り、老健施設の役割の定義は在宅復帰に加え、在

宅療養支援としての機能が明確化されている。老
健施設はまさしく地域包括ケアシステムの中核で
あり、唯一無二の存在である。保健・医療・介
護・福祉の連携のもと、我々かかりつけ医、医師
会としてもより緊密に老健施設と協働し、ともに
地域住民の生活を支え、地域包括ケアシステムの
深化につなげていくことを願っている」と期待を
示した。
　次に表彰式、「令和元年度介護老人保健施設事
業功労者厚生労働大臣表彰」が行われ、64名が
受賞した（受賞者名はp.15～16）。受賞者を代
表して、星野豊さん（北海道・介護老人保健施設
ひまわり）が、厚生労働省の眞鍋老人保健課長か
ら表彰状と記念品を受け取り、謝辞を述べた。

記念リレー講演１の田中理事長 シンポジウムⅠ

来賓の皆さま 表彰式

記念リレー講演２の松田教授

教育講演Ⅰの石田さん 記念講演の山口センター長

市民公開講演Ⅰの岡田名誉教授
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マネジメントシステムの提案
� 藤野善久

介護の質はアウトカムで評価することが必要で
ある。介護のアウトカムを見える化することにより、
現場に自主的な改善を促すべきだ。構造について
も、施設基準や介護保険報酬によるインセンティ
ブを設定しやすい。
５年前には介護の質に関する議論が日本で始

まっているが、プロセスの質の評価に関する議論は、
ほとんどなかった。いまもあまり変わらない。何が
よい介護サービスかと一律にいうことが難しいから
である。その点は、目的が明確で、エビデンスがと
りやすい医療と介護が違うところだ。しかし、何も
しなくていいというわけではない。よいサービスの
定義を決めるのではなく、事業者の「よいサービス
を提供したい」という想いを見える化し、実現する
仕組みが必要だ。
老健施設は、制度上は「在宅復帰のための中間

施設」だが、実際には、必ずしも在宅復帰を主軸
としない施設も存在する。多機能で、地域包括ケ
アシステムの拠点としての役割を担い得ることが老
健施設の強みだが、在宅復帰施設という過去につ
くられた定義と齟齬が出ている面もある。
そこで、リハビリや看取りなど、在宅復帰以外の

機能を各老健施設がどれほど担っているかを社会
に示すことも大切なのではないか。老健施設は施

設ごとに多様性があるので、この施設はこのサービ
スに力を入れているということを社会にわかるように
公開し、その施設のサービスの質を保証する必要
があるように思う。
それには、マネジメントシステムの導入がよい。
マネジメントシステムとは、世界中のいろいろな分
野で品質保証のために使われている方法論である。
理念を実現するために組織を指揮・管理するための
仕組みで、規定や手順と運用するための責任・権限
の体系である。
介護保険施設で実現可能なマネジメントシステム
は、調査研究の報告書として「介護保険施設にお
けるマネジメントシステム導入のための手引き」をま
とめた。
ポイントは、まず施設の理念を確認すること。そ
して現状の業務を確認。次に現状の組織を確認。

どこの組織にも所属しないような委員会があること
は、質を保証する観点から非常に怖いことだ。
サービスの手順とマニュアルの様式を確認し、作

成者と管理方法も確認する。そうすると、日付や管
理者が不明な文書がたくさん出ている施設が多い
と思う。
どういう経緯でできたのか不明な文書、日付や

発信者が不明な文書に基づいて介護をするのは、
質の面で危ないことだ。そのようなマニュアルのほ
とんどは、おそらく善意や熱意に基づいてつくられ
たと思うが、それがオーソライズされるプロセスなし
に、管理や修正されないまま使われ続けると、いず
れ事故につながるおそれがある。そのため、まず
手順書の確認をすべきだ。
サービス単位のマニュアルの他に、マニュアルを

誰が作成し、どのように管理・修正し、現場との
ギャップがあればそれをどう埋めるかについて、運
用のマニュアルや規定が必要だ。マニュアルの見
直しや管理方法について、最終的には組織の承認
を得るべきだ。そういった一連のシステムの運用を、
マネジメントシステムという。
マネジメントシステムを活用する方向として、利用

者への情報公開や、国・保険者への情報開示・監
査との相性がよい。施設内の教育や、介護の質の
管理にも活用できる。

ゆくゆくは、サービス手順のなかにどういう項目
があったほうがいいかを、全老健の主導のもと、介
護業界で議論していってほしい。将来、全老健が、
一定の基準を満たす老健施設に認証を出すことが
あっていいと思う。

指標を決めて
チームで質の評価を� 田宮菜奈子

老健施設の施設長をしていたことがあるので、
現場と研究の２つの視点から話したい。
質の評価の考えは、1930年代に米国で始まった。

工業分野で、不良品ができてしまうなどの問題が起
きたとき、個人ではなくシステムの問題と捉えてマネ
ジメントを改善する考え方だ。
米国では医療の質も同じように評価しようとした

が、日本では、医療の質の評価までくるのにはだ
いぶ時間がかかった。医療の質は、ご存じのように
ドナベディアンが「構造」「プロセス」「アウトカム」
の側面から評価するモデルを提唱した。
質の評価と改善のポイントは、①生じた結果の

量・質を客観的に把握できること、②生じた結果を
分析し、改善策を策定できること、③改善策の効
果を量的に把握できること、④そのプロセスも消費
者に公開できるところにある。
米国では、ナーシングホームにおけるケアの質

ケアの質
　　　　座長　折茂賢一郎	 （		全老健	副会長）
シンポジスト　藤野　善久	 （産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室	教授）
　　　　　　　田宮菜奈子	 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野	教授）
　　　　　　　大河内二郎	 （全老健	常務理事）
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リレー公演でディスカッション 
笑いやポジティブケアの講演も

　表彰式のあとは、特別講演「介護老人保健施設
に期待する役割」が開催され、加藤大臣の祝辞を
代読した眞鍋老人保健課長が壇上に立った

（p.28～31）。
　続いて、第30回記念リレー講演として、埼玉
県立大学の田中滋理事長が「介護保険制度〜地域
包括ケアシステム　次に必要な仕組みは？」を、
産業医科大学の松田晋哉教授は「介護サービスの
質の評価から慢性期DPCへと進むのか!?介護の
将来像は!?」をテーマに講演した（p32～35）。
講演後、眞鍋老人保健課長が加わり、３ 氏による

ディスカッションが行われた。
　教育講演Ⅰでは、作業療法士であり芸人の石田
竜生さんによる「笑い×介護〜芸人活動と介護の
現場から学んだコミュニケーションのヒント〜」
が行われ、会場は笑い声で包まれた（p.42～43）。
　午後は、記念講演として、認知症介護研究・研
修東京センターの山口晴保センター長が「認知症
ケア山口塾　みんな笑顔のポジティブケア」で、
ポジティブ心理学に基づいたケアについて話した

（p.36～37）。
　シンポジウムⅠ「ケアの質」では、ケアの質と
その評価について討議した（p.38～41）。
　市民公開講演は２ 本開催された。新潟大学の岡
田正彦名誉教授による市民公開講演Ⅰ「本当に有

効なサプリメント・健康法」（p.44）と、市民防
災研究所の坂口隆夫理事による市民公開講演Ⅱ

「『南海トラフ巨大地震』と『大規模水害』に備え
る〜過去の大規模地震と水害に学ぶ〜」（p.45）
という身近なテーマで、参加者は熱心に聞き入っ
た。
　夜は、大分マリーンパレス水族館「うみたま
ご」で懇親会が開かれ、水槽の前で親睦を深めた。

次期大会は災害がサブテーマ 
DRUM TAO で閉幕

　最終日は、全老健の本間達也副会長の教育講演
Ⅱ「防げるリスク・防げないリスク〜老健施設に

おける介護事故等の現状と課題〜」からスタート
した（p.48～49）。同じ時間帯には、シンポジ
ウムⅡ「地域貢献」が開催された（p.50～53）。
　その後は、全老健研究事業報告として、「平成
30年度調査研究事業に関する報告」が行われた

（p.54～55）。
　市民公開講演Ⅲは、龍谷大学大学院の田畑正久
前教授が「仏教が教える老病死を超える道」を
テーマに講演した（p.46）。
　 ２ 日目と ３ 日目には、支部協賛企画が開催さ
れ、現場での取り組み等の発表があった。
　今大会の閉会式は、例年と異なる演出で行われ
た。最初に、大分県竹田市に拠点を置き世界的に
活躍する和太鼓パフォーマンス集団「DRUM 

教育講演Ⅱの本間副会長

演題発表市民公開講演Ⅱの坂口理事 懇親会

シンポジウムⅡ 市民公開講演Ⅲの田畑前教授

全老健研究事業報告

熱心に聴講する会員の皆さん
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介護の質はアウトカムで評価することが必要で
ある。介護のアウトカムを見える化することにより、
現場に自主的な改善を促すべきだ。構造について
も、施設基準や介護保険報酬によるインセンティ
ブを設定しやすい。
５年前には介護の質に関する議論が日本で始

まっているが、プロセスの質の評価に関する議論は、
ほとんどなかった。いまもあまり変わらない。何が
よい介護サービスかと一律にいうことが難しいから
である。その点は、目的が明確で、エビデンスがと
りやすい医療と介護が違うところだ。しかし、何も
しなくていいというわけではない。よいサービスの
定義を決めるのではなく、事業者の「よいサービス
を提供したい」という想いを見える化し、実現する
仕組みが必要だ。
老健施設は、制度上は「在宅復帰のための中間

施設」だが、実際には、必ずしも在宅復帰を主軸
としない施設も存在する。多機能で、地域包括ケ
アシステムの拠点としての役割を担い得ることが老
健施設の強みだが、在宅復帰施設という過去につ
くられた定義と齟齬が出ている面もある。
そこで、リハビリや看取りなど、在宅復帰以外の

機能を各老健施設がどれほど担っているかを社会
に示すことも大切なのではないか。老健施設は施

設ごとに多様性があるので、この施設はこのサービ
スに力を入れているということを社会にわかるように
公開し、その施設のサービスの質を保証する必要
があるように思う。
それには、マネジメントシステムの導入がよい。
マネジメントシステムとは、世界中のいろいろな分
野で品質保証のために使われている方法論である。
理念を実現するために組織を指揮・管理するための
仕組みで、規定や手順と運用するための責任・権限
の体系である。
介護保険施設で実現可能なマネジメントシステム
は、調査研究の報告書として「介護保険施設にお
けるマネジメントシステム導入のための手引き」をま
とめた。
ポイントは、まず施設の理念を確認すること。そ
して現状の業務を確認。次に現状の組織を確認。

どこの組織にも所属しないような委員会があること
は、質を保証する観点から非常に怖いことだ。
サービスの手順とマニュアルの様式を確認し、作

成者と管理方法も確認する。そうすると、日付や管
理者が不明な文書がたくさん出ている施設が多い
と思う。
どういう経緯でできたのか不明な文書、日付や

発信者が不明な文書に基づいて介護をするのは、
質の面で危ないことだ。そのようなマニュアルのほ
とんどは、おそらく善意や熱意に基づいてつくられ
たと思うが、それがオーソライズされるプロセスなし
に、管理や修正されないまま使われ続けると、いず
れ事故につながるおそれがある。そのため、まず
手順書の確認をすべきだ。
サービス単位のマニュアルの他に、マニュアルを

誰が作成し、どのように管理・修正し、現場との
ギャップがあればそれをどう埋めるかについて、運
用のマニュアルや規定が必要だ。マニュアルの見
直しや管理方法について、最終的には組織の承認
を得るべきだ。そういった一連のシステムの運用を、
マネジメントシステムという。
マネジメントシステムを活用する方向として、利用

者への情報公開や、国・保険者への情報開示・監
査との相性がよい。施設内の教育や、介護の質の
管理にも活用できる。

ゆくゆくは、サービス手順のなかにどういう項目
があったほうがいいかを、全老健の主導のもと、介
護業界で議論していってほしい。将来、全老健が、
一定の基準を満たす老健施設に認証を出すことが
あっていいと思う。

指標を決めて
チームで質の評価を� 田宮菜奈子

老健施設の施設長をしていたことがあるので、
現場と研究の２つの視点から話したい。
質の評価の考えは、1930年代に米国で始まった。

工業分野で、不良品ができてしまうなどの問題が起
きたとき、個人ではなくシステムの問題と捉えてマネ
ジメントを改善する考え方だ。
米国では医療の質も同じように評価しようとした

が、日本では、医療の質の評価までくるのにはだ
いぶ時間がかかった。医療の質は、ご存じのように
ドナベディアンが「構造」「プロセス」「アウトカム」
の側面から評価するモデルを提唱した。
質の評価と改善のポイントは、①生じた結果の

量・質を客観的に把握できること、②生じた結果を
分析し、改善策を策定できること、③改善策の効
果を量的に把握できること、④そのプロセスも消費
者に公開できるところにある。
米国では、ナーシングホームにおけるケアの質
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　　　　座長　折茂賢一郎	 （		全老健	副会長）
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TAO」の演奏から始まり、その興奮と熱気の余
韻のなか、大久保大会会長、東会長らより参加者
や大会スタッフへの感謝とねぎらいの言葉が贈ら
れ、大会旗の返還など一連の式典が執り行われた。
　続き、青沼孝徳次期大会会長が挨拶した。「来
年はオリンピックの年。宮城県での開催だが、東
北地方各県からのスタッフが協力してくれること
になっているので、皆で一致団結し、オリンピッ
クに負けない素晴らしい大会にしよう、といまか
ら意気込んでいる。メインテーマは“地域で生き
抜くを支える　今、老健が進む道”、サブテーマ
は“災害（震災）と認知症から学ぶ地域共生社会
の姿”だ。ご承知の通り、東北地方は2011年に

千年に一度という大震災を経験した。あれから、
国内では毎年のように大きな自然災害に見舞われ
ている。有事のときに高齢者をはじめとする障害
のある方をどう支えるか。東北から何らかのメッ
セージを発信できたらと考えている。仙台は観光
地としても魅力的な街。ぜひ、多くの皆様の参加
を心よりお待ちしている」と述べた。大会スタッ
フ一同、地域の観光PRキャラクターむすび丸と
ともに壇上から手を振った。
　川﨑大会副会長の閉会宣言の後は、再び
DRUM TAOが圧巻のパフォーマンスを披露し
た。参加者たちは最後の最後まで惜しみない拍手
を送った。

大会スタッフやDRUM TAOとともに閉会

大会旗の返還 次期大会の宮城の青沼大会会長

むすび丸と宮城大会スタッフ一同
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