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旨
認知症高齢者グループホームにおけるサービスの質の向上への取り組みは、外部評価制度

の実施によって進められているところであるが、福祉サービス第三者評価や介護サービス情
報の公表制度との調整も含め、サービス評価に対する取り組みの見直しに注目が集まってい
る。一方、これらの評価制度はグループホームのケア提供プロセスの評価としては不十分で
ある意見も多く、評価を実施する主体に関する専門性と共に、サービス評価の課題として挙
げられている。本稿では、現に行われている評価制度の比較検討と、サービス評価に関する
研究のレビューを踏まえて、認知症高齢者グループホームのサービス評価に必要な視点を整
理した。
キーワード：認知症高齢者、グループホーム（GH）、ケアの質、サービス評価、共同生活
はじめに
社会福祉基礎構造改革により措置制度から契約制度へと変わり、サービスの供給主体とし
て民間企業の参入が可能になった。1994年に介護保険制度のために開かれた高齢者介護・自
立支援システム研究会は、その報告書「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」にお
いて、制度変換における行政の役割に、サービスの基盤整備とサービスの質の確保が加わり
責任を担うことになるとした。サービスの質の保障と向上のための具体的な政策として提案
されたのが第三者評価と情報の提供である。
特に認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム、以下GHと表記する）サ
ービスに対しては、小規模であるが故に外部の目が届きにくく、閉鎖的な空間におけるサー
ビス提供であることや、判断力や表現力に障害をもつ認知症高齢者を対象としていることか
ら、よりサービス評価が求められていると言われている 。
1
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このような時代の要求によって、福祉・介護分野のサービス評価制度としては、福祉サー
ビス第三者評価、介護サービス情報の公表、GHの外部評価（2006年度からは地域密着型サ
ービス評価、本稿では両方を合わせて外部評価とする）が制度化されたが、義務化された
GHの外部評価に比べ、義務化されていない第三者評価は実施率が低い現状である。サービ
ス評価が始まって日が浅いことや、都道府県によって評価制度が異なることで、評価制度に
ついて正しく理解されず、分かりにくい公表状況など、評価制度そのものにも課題がある。
このようなことから、福祉サービス第三者評価、介護サービス情報の公表、GHの外部評
価制度を並べて比較することによって、各評価制度の特徴を把握し、評価制度の現状と課題
を整理する研究に取り組むこととした。今後、筆者が博士論文として取り組みたい研究主題
は「認知症高齢者GHにおけるケアの質の評価」である。本論文は博士論文へ向けた研究主
題に取り組むための部分研究である。サービス評価の研究を進めていくためには、評価制度
を概観し、評価研究がどこまで進んでいるのかを踏まえなければならない。本研究は、GH
におけるサービス評価研究を進めていくための第一歩であり、研究枠組みを作るための基礎
研究であることを付記する。
研究目的
本研究の目的は、１．福祉・介護分野におけるサービスの質の評価のあり方を検討するた
めに、福祉・介護分野のサービス評価制度を比較し、その現状を明らかにする、２．認知症
高齢者GHに対するサービス評価についての研究がどこまで進んでいるのかをレビューし、
その現状と課題を明らかにする、３．認知症高齢者GHの質の評価研究をすすめるための枠
組みとして、必要な視点を整理することである。
研究方法
１ 評価制度に関する資料分析
福祉サービスの評価制度を理解するために、福祉サービス第三者評価制度のガイドライ
ン、介護サービス情報の公表制度の調査員研修テキスト（2008年度）、東京都福祉サービス
第三者評価ガイドブック（2005〜2008）、痴呆性高齢者GH評価調査員研修テキスト〜第三者
評価に向けて〜（2001年度版）
、痴呆性高齢者GH評価調査員研修テキスト〜外部評価に向け
て〜（2004年度版）
、痴呆性高齢者グループホームサービス評価ガイド集（2004年度版）、地
域密着型サービス評価項目の考え方ガイドラインなど、各サービス評価制度についての資料
収集を行なう。それぞれの評価制度について、評価の流れ、評価員の用件、評価主体、評価
の次元、単位、評価項目の適切性等の視点から分析的にとらえ、比較表に整理し、サービス
評価の現状と課題を把握する。
２ 文献レビュー
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サービス評価制度が、単に評価を受けましたということにとどまらず、サービスの質が向
上していくことにつながるためには、プラス連鎖として役立つ評価となるように、どう改善
すればよいのかについての研究が必要である。認知症高齢者に対する福祉・介護サービスの
評価に関する文献レビューから、サービス評価研究の現状と課題を考察する。
３ グループホームのサービス評価に必要な視点の整理
サービス評価制度の比較検討とサービス評価に関する研究のレビューから、認知症高齢者
GHにおけるサービスの質を向上に結びつける評価に必要な視点を整理する。
Ⅰ．福祉・介護分野のサービス評価制度
1990年代に自治体別に取り組みが広まった福祉・介護分野のサービス評価は、1998年に厚
生労働省が設置した「福祉サービスの質に関する検討会」によってまとめられ、2001年５月
の社会・援護局が出した「福祉サービスの第三者評価事業の実施要綱について」の通知によ
って、福祉サービスに対する評価が制度化された。2003年度に全社協に設置された研究会
が、福祉サービス第三者評価事業の推進体制、福祉サービス第三者評価基準ガイドライン

2

等についての研究を行い、その結果を踏まえ2004年５月「福祉サービス第三者評価事業に関
する指針について」の通知が出され、本格的な実施へと踏み出した。なおこの通知は、老健
局が別途に取り組んでいる「介護保険サービスに対する第三者評価の制度的な枠組みの検
討」について言及し、別途通知することを伝えている。
その老健局の取り組みとは、振興課所管でシルバーサービス振興会が枠組みを考案した
「介護サービス情報の公表 」制度と、計画課のGHに対する外部評価制度のことである。介
3

護保険サービスの中で認知症高齢者だけを対象とするサービスが、「認知症対応型共同生活
介護」であり、1998年に制度化され急激な数の増加に対するサービスの質のばらつきに関す
る懸念から2001年には自己評価の義務が、2002年には外部評価が義務付けとなった。2006年
の介護保険法改正において地域密着型サービスに位置づけられたGHは、小規模多機能型居
宅介護サービスと共に地域密着型サービス評価の適用となった。既存の認知症介護研修・研
究東京センター方式の外部評価が見直され、地域密着型サービスとしての評価が実施されて
いる。
GHを法律的根拠から見ると、社会福祉法には第二種社会福祉事業に含まれており、老人
福祉法には老人居宅生活支援事業であり、介護保険法においては居宅サービスに分類されて
いる。この三つの法律には、サービスを提供する事業者に対して、サービスの質に対する自
己評価を通じた質の向上への努力が規定されているが、前述したようにGHに対しては、厚
生労働省の通知によって、自己評価と外部評価が義務となったのである。言い換えれば、福
祉サービスとして第三者評価を受ける努力や情報の提供が求められており、介護保険サービ
スとしては情報の公表の義務がある中で、外部評価という独自の制度が義務付けられており、
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第三者評価との関係においてはみなし規定がある反面、情報の公表制度とは目的が異なるこ
とを理由にみなし規定はない。なお、都道府県によって推進されている三つの制度は、地域
による適用の差が生じており、東京都は独自の福祉サービス第三者評価のシステムを推進
し、その評価手法によってGHのサービス評価を実施している。
上記のようにGHのサービス評価は、評価制度が多岐にわたって複雑な構図であり、その
実施においては都道府県によって差が生じている。2009年度からは、今まで外部評価の対象
であった認知症高齢者GHに対して、介護サービス情報の公表制度の義務規定が適用される
ことになり、それに向けた制度調整に注目が集まっている。評価制度がサービスの質の向上
へ結びつく制度に発展するためにも、現時点における評価制度の現状把握と課題の分析は重
要な意義を持つのである。
１．制度の概要
認知症高齢者GHを取り巻く評価制度の現状把握のために「福祉サービス第三者評価」「介
護サービス情報の公表」
「地域密着型サービス外部評価」の仕組みを比較する。
〈表１〉評価制度の概要
区

分

所

管

制度体制の
推進実施主体

福祉サービス

介護サービス

地域密着型サービス評価

第三者評価

情報の公表

（GHの外部評価）

社会・援護局

老健局振興課

老健局計画課

シルバーサービス

高齢者認知症介護研究・

全国社会福祉協議会

開始年
義

務

対

象

評価事業主体
評価機関

振興会

研修東京センター

2001年

2006年

2002年

任

義

義

意

福祉サービス全般
都道府県

務

務

介護保険

認知症高齢者グループホーム

サービス

小規模多機能居宅介護

都道府県

都道府県

都道府県が認証した福祉 都道府県が指定し
サービス第三者評価機関 た指定調査機関

都道府県が選定した
グループホーム外部評価機関

１）個々の事業者が事業 利用者の選択（比 １）入居者および家族の安心と満足を図るこ
運営における具体的 較検討）に資する
な問題点を把握し、 こと

ること。

サービスの質の向上
に結びつけること。
評価の目的

と。
２）ケアサービスの水準を一定以上に維持す
３）改善点を明確にし、改善に向けた関係者

２）利用者の適切なサー

の自発的努力と体制作りを促すこと。

ビス選択に資するた

４）継続的に評価を行うことを通じて、関係

めの情報となるこ

者による自発的な研修等によるケアの向

と。

上を促す教育的効果をねらうこと。
５）地域密着型サービスに対する社会的信頼
を高めること。
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評価過程

・自己評価

・自己申告

・自己評価

・利用者インタビュー

・訪問調査

・家族アンケート

（アンケート方式も可）

・訪問調査

・訪問調査
公表の義務

任

意

義

務

義

務

〈出処〉 痴呆性高齢者グループホームサービス評価ガイド集−2004年度版−、全国社会福祉協議会の福祉サービ
ス第三者評価ガイドライン、介護サービス情報の公表制度Q&A等の資料に基づき、筆者作成。

認知症高齢者GHを取り巻く評価制度の概要比較を、以下の４つの視点から考察する。
最初に、対象とするサービスの限定や義務規定の有無に差があるにしても、共通する目的
としてサービスの質の向上と利用者への情報提供を設定していることである。福祉サービス
第三者評価の目的はサービスの質の向上と情報の提供の二つである。介護サービス情報の公
表制度は利用者への情報の提供を目的としているが、期待される効果としては自由競争によ
るサービスの質の向上への貢献を挙げている。外部評価の目的として、サービスの質の確保
と向上に加え、家族の安心と社会的信頼の向上が設定されているのは、GHの外部評価が制
度化された背景である「一部の劣悪なホームによるGH全体の社会的信用の失墜」への危惧
からである。このように、目的と期待される効果に関しても3つの制度は共通性を持ってい
ることが明らかである。
二つ目は、評価制度の目的達成のために、その実施の性格がエヴァリュエーションやレビ
ューではなくアセスメント に近いことである。日本における評価方法の開発には、経営学
4

における利用者満足度測定法や品質管理論の観点や、業績指標のアプローチに基づいている
と平岡 が指摘しているが、ISOやQI、CS、日本品質経営賞などで用いられているアプロー
5

チは、どのような経営戦略で利用者の満足度を高めるか、どのような取り組みによってサー
ビスの質を管理し、さらに向上させるかを、現状把握の結果から照らし合わせて計画に結び
つける方法である。この過程を通じてサービスを提供する側の気づきを促し、自らがサービ
スの質を認識でき、改善計画に取り組むことができるようにするというのが、評価事業の意
図している目的であることから、評価実施の過程は格付けを目的としたエヴァリュエーショ
ンや、基準に照らし合わせるレビューではなく、理念に基づいて目標としているサービスを
提供するために適切な体制や取り組み状況であるかどうかを評価する、アセスメントである
といえるのである。
三つ目は、ドナベディアン の評価枠組み理論から考えると、全ての制度において構造と
6

過程の評価が中心であり、成果や効果測定のような評価ではないことである。成果の評価と
して利用者調査を位置づけているが、第三者評価制度は利用者評価を行うことが望ましいと
いう位置づけだけで、実施においては都道府県の取り組みに委ねられており、なお、成果の
測る指標として利用者満足度だけでは十分とはいえない。構造と過程中心の評価であるのは、
前述したように目的がサービス提供者の気づきの促しであるが故に、その方法としては体制
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や取り組みを点検するような実施となっているからである。
四つ目は制度の名称にかかわらず、総合的なシステムであることが挙げられる。評価を実
施主体により分類すると、自己評価、相互評価、利用者評価、第三者評価に分けることがで
きるが、上記３つの制度に関しては、各制度を独自の評価制度としての固有名詞であると理
解すべきである。なぜならば、第三者評価制度も外部評価制度も、実施プロセスにおいては
事業者の自己評価と利用者評価としてアンケート調査などを行い、それらを踏まえた総合的
な評価を行っているからである。制度説明においては自己評価と第三者・外部評価を分けて
いるが、実施においては自己評価を踏まえた訪問調査という一連の流れとして実施している。
介護サービス情報の公表においても、自己申告に対する調査員の確認作業であり、利用者に
よるサービスの質の評価がサービス選択という結果に現われる仕組みである。すなわち、何
れの制度においても、サービスを提供する事業者によるサービスの点検と、外部の評価調査
員の点検、利用者の意向の把握や意向の表れという総合的評価であるといえる。自ら提供し
ているサービスの質に対する気づきを促し、自ら積極的にサービス改善へ取り組むには、一
つの主体による評価よりも総合的評価システムが効果的であることも考えられる。
以上、現に実施されているサービス評価制度は、サービスの質の向上と利用者への情報の
提供を目的として、事業評価としてのアセスメントを行い、事業者が課題を明確に認識した
上で自らサービスの質の向上へ取り組めるよう、サービス改善計画の作成やサービスの質の
向上への取り組みを促す支援として、事業者と利用者を含めた総合評価を実施する仕組みで
あることがいえる。
２．評価機関と評価員の要件
次に、評価機関と評価員の要件を比較してみることで、GHの評価を行うために必要な評
価員と評価機関の要件を考察する。
〈表２〉 評価機関の要件と評価調査員の要件比較表
区

分

福祉サービス

介護サービス

地域密着型サービス評価

第三者評価

情報の公表

グループホームの外部評価

･ 法人格

･ 法人格

･ 法人格

･ 組織運営管理業務３年以上 ･ 調査業務を公正かつ的確に ･ 評価員の確保、
評価機関

経験者、福祉、医療、保健

実施するに足りる経理的な ･ 評価審査委員会の設置

の要件

分野の経験者、学識者が評

基礎及び技術的能力を有す ･ その他、都道府県によって

価調査者として登録してい

るもの

ること
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･ 組織運営管理業務３年以上 ･ 調査者養成研修受講者
経験者
評価員の
要件

･ 都道府県による要件あり

･ 外部評価調査員養成講習の
受講者

･ 福祉、医療、保健分野の経

･ 都道府県による要件あり

験者、学識者で、当該業務

･ 評価機関による要件あり

の３年以上経験者
･ 評価調査者研修受講者
･ 都道府県による要件あり

評価者の
研修

・評価調査者養成研修

・調査員養成研修

・外部評価調査員養成研修

・評価調査者継続研修

・調査員フォローアップ研修

・フォローアップ研修

・評価調査者指導者研修*

〈出処〉表１と同一資料により筆者作成
* 全国社会福祉協議会だけでの実施、他の二つの研修は都道府県推進組織の実施である。

表２で分かるように、評価員には制度ごとに定められた研修を受けることが共通する要件
の一つであり、その他、評価員又は調査員として必要な専門知識等の要件を定めている制度
もある。研修の受講は、制度の目的や評価の視点、評価の基準、評価者としての心得、公正
な評価のために欠かせないことである。しかし、その前提として定められている要件につい
ては、何を根拠に制度における評価調査員の要件として定められたのかが疑問である。
福祉サービス第三者評価員は経営部門とサービス部門における実務経験者である反面、外
部評価は家族又はボランティアとしての介護経験を有する者等としている自治体もあり、経
営の経験は問わないところも多い。第三者評価員の要件に経営経験があるのは、組織運営の
面を福祉サービス提供プロセスの面と同等に重要と考えていると見ることができ、福祉サー
ビスに対しては種別ごとの異なる視点ではなく普遍的な視点での評価であるといえる。それ
に比べて外部評価は、サービスの特性に関する評価内容であり、サービスの特性を評価の視
点として考慮していることが分かる。
サービス評価の実施においては、評価員の質が評価の質を左右すると言われており、評価
員の価値観により評価結果が異なる可能性、評価員の異なる認識による評価結果の差などが
挙げられている 。客観的で公正な評価実施のために、基礎研修の他フォローアップ研修が
7

行われているが、外部評価に関してはフォローアップ研修が規定されておらず、都道府県に
よる実施の差がある 。
8

なお、公表調査員は要件を定められておらず、都道府県の指定調査機関の登録者の中で定
められた調査員養成研修を受け、さらに介護サービス種類ごとの研修課程を修了することで
当該サービスの調査員として登録される。アプローチの違いで明確にしている通り、可能な
限り調査員の主観を入れないようにして、示された材料の有無を確認するだけの作業をする
のが役割であることを強調した研修を行っている。確認できる材料の有り無しの確認なら特
別な福祉の経験や関連資格の要件は必要ないという認識もあるが、評価調査員の中には、各
制度の研修を全て受講し、全ての評価制度や調査員の活動をしている場合もあり、石川県で
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は一つの研修で３つの制度の評価員と調査員の資格が得られる。このように評価員と調査員
の役割や専門性に関する要件等が、現場においては明確に区分されず、さまざまな活動の中
で混乱が生じている評価者もいるとの報告 もあり、評価事業が実用的な観点から短期間に
9

進められてきたことによる弊害 ではないかと考えられる。
10

次に、評価機関の要件における共通点は、法人格の所有や、事業を円滑に行える評価調査
員の確保が挙げられている。外部評価だけは評価審査委員会の設置が求められており、利用
者が認知症高齢者と限定されていることに対する配慮であると考えられる。第三者評価機関
の要件には、当事者であってはならないという理由で、認証を受けようとする法人が福祉サ
ービスを提供している法人でないことを要件としているが、評価機関の数が少ない自治体に
おいては、社会福祉協議会が第三者評価制度の推進や実施において大きな役割を果たしてお
り、11ヶ所の自治体で県内全ての外部評価を実施している現状 である。東京都 だけは129
11

12

の評価機関が、266ヶ所の地域密着型サービス外部評価を実施しているが、第三者評価機関
として認定を受けた評価機関が、外部評価機関として選定されたり、介護サービス情報の公
表の調査機関の指定を受けたりすることも少なくない。
３．評価項目の内容
各制度の項目内容を見ると、共通点としては、運営理念に関する項目と計画の策定があ
る。理念を明確にした上に職員全員で共有し、それに基づいて計画的な支援をすることが、
サービスの質を向上させるために必要なチェック項目として定められているのである。理念
の中身を問うのではなく、理念を明確にしているのか、職員間で共有しているのか、その体
制の状況を確認する項目である。
サービス実施の内容に関する第三者評価の項目は、全ての福祉サービスに適用できるよう
な一般的な質問項目になっており、情報の公表の調査項目は基本ガイドラインの設定の上、
各サービスの特性に合わせた確認項目になっている。地域密着型サービス評価の項目だけ
は、一人ひとりの、その人らしい暮らしを継続的に支援する環境や体制づくりに関する項目
の設定をしており、GHにおける認知症高齢者に対するケアの特性を考慮した項目を目指し
ていることが読み取れる。
その理由の一つとして、項目の設定過程の違いが考えられる。福祉サービス第三者評価項
目と、介護サービス情報の公表制度の項目は、他分野のサービス評価項目や外国のサービス
評価項目、先行しているサービス評価項目に対する研究会の結果によって策定されており、
その妥当性に対する実証研究はなされていない。GHの外部評価は、事業所の自主的なサー
ビス評価への取り組みと積極的なモデル事業への参加によって、GHのサービスの質の要素
に基づいて作成された評価項目である。
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区分

〈表３〉 評価項目の比較表
福祉サービス

介護サービス情報の公表

第三者評価

Ⅰ福祉サービスの基本指針と組 ○基本情報

地域密着型サービス評価
Ⅰ理念に基づく運営

織

○調査情報

１．理念の共有

①理念・基本方針

Ⅰ介護サービスの内容に関する

２．地域との支えあい

②計画の策定

事項

３．理念を実践するための制

③管理者の責任とリーダーシ

度の理解と活用

①介護サービスの提供開始時

ップ

における利用者等に対する

４．理念を実践するための体制

説明および契約等にあたり、

５．人材の育成と支援

④経営状況の把握
Ⅱ組織の運営管理

利用者の権利擁護等のため Ⅱ安心と信頼に向けた関係づく

⑤人材の確保・養成

に講じている措置

⑥安全管理

りと支援

②利用者本位の介護サービス

⑦地域との交流と連携

１．相談から利用に至るまで
の関係づくりとその対応

の質の確保のために講じて

Ⅲ適切な福祉サービスの実施
⑧利用者本位の福祉サービス

いる措置

⑨サービスの質の確保

に講じている措置

⑩サービスの開始・継続

２．新たな関係づくりとこれ
までの関係継続の支援

③相談・苦情等の対応のため

Ⅲその人らしい暮らしを続ける

④介護サービスの内容の評価、 ためのケアマネジメント

評 価

⑪サービス実施計画の策定

改善等のために講じている

１．一人ひとりの把握

措置

２．本人がより良く暮らし続

項 目

⑤介 護 サ ービ スの 質 の 確 保、

けるための介護計画の作
成と見直し

透明性の確保のために実施

３．多機能性を活かした柔軟

している外部の者等との連携

な支援

Ⅱ介護サービスを提供する事業

４．本人がより良く暮らし続

所又は施設の運営状況に関する
事項

けるための地域支援との
協働

⑥適切な事業運営の確保のた
めに講じている措置

Ⅳ．その人らしい暮らしを続け

⑦事業運営を行う事業所の運 るための日々の支援
１．その人らしい暮らしの支援

営管理、業務分担、情報の

共有等のために講じている （小項目５）
措置

２．その人らしい暮らしを支

⑧安全管理および衛生管理の

える生活環境づくり（小

ために講じている措置

項目２）

⑨情報の管理、個人情報保護 Ⅴ．サービスの成果に関する項
等のために講じている措置

目

⑩介護サービスの質の確保の
ために総合的に講じている
措置
出処．表１と同じ資料に基づき筆者作成

４．制度の現状と課題の整理
「評価制度が急速に進むなか、社会・援護局と老健局の取り組みによって、高齢者分野に
ついては行政的に二重構造になっており、今後福祉と介護分野において整合性のある制度化
が必要である」という冷水 の指摘は、2006年の介護サービス情報の公表制度が加わること
13
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で３重構造に変わり、都道府県による実施の差においてはより複雑な構図になっているとい
える。外部評価が先行されていたことで、介護サービス情報の公表制度の対象外であった
GHも、小規模多機能型居宅介護と共に、2009年度からの公表制度の実施に向けた制度の調
整が行われている。時期的には、制度間の整合性の調整が緊急課題であると言わざるを得な
いが、早急な制度の統合化と実施のために、制度の中身が後退することになってはならない。
サービスの質を保障・向上させるために制度化された経緯を踏まえ、制度実施による効果
測定・モニタリングを行い、どの評価制度がより目的達成をしているのかを明らかにし、よ
り良い評価制度へ進めていかなければならない。つまり、より効果的な評価制度運用のため
には、現状を踏まえた課題として、評価機関と評価者の要件の見直し、サービスごとに特化
させた評価項目の整理、サービス選択に資する情報として利用者が求めている情報の把握と
それに対する評価を実施し、その結果を情報として公表することが求められているのである。
Ⅱ.

福祉・介護分野のサービス評価と評価制度に関する研究

福祉･介護分野のサービス評価に関する研究は、評価制度に関する研究と、ケアの評価に
関する研究があり、ケアの評価として評価制度の項目を尺度として使用している研究もある。
これらの研究から出された知見の考察から、GHケアの質の評価に必要な視点を導き出す。
１．評価制度に関する研究
福祉･介護分野のサービス評価制度に関する研究をその内容によって４つに分類した。①
制度概説型、②他分野や外国の評価制度との比較型、③評価事業の事例紹介型、④認知症高
齢者GH外部評価関連研究である。
評価制度の概説型は、福祉サービスの質の向上を図る措置として制度化された評価につい
て、その必要性及び重要性について言及し、それに対する国の役割と事業者の責任、利用者
の権利について説明している。橋本 は国の福祉サービス第三者評価の概要と、選択のため
14

の評価のあり方、ISO、福祉サービス選択のツールの開発の必要性について提言しており、
増山 は第三者評価制度に対する厚生労働省の取り組み、都道府県の反応、事業者の姿勢に
15

ついて述べながら、第三者評価制度を推進する上での自治体の課題として、①公正性・中立
性・専門性を確保する措置がないこと、②評価機関・評価員の認定において認定機関に任さ
れていること、③評価基準が監査項目や経営者評価に近いことを挙げている。
山口 は介護サービスの評価として、苦情対応、外部評価、国の福祉サービス第三者評価
16

制度を概観し、介護サービスの特性を主体、対象、環境の側面について、「物財」の対概念
である「サービス」の視点から検討している。また、介護サービスの質について品質概念か
らその特徴を述べ、看護や介護分野においては品質管理を工程管理によって行うことが難し
いことを挙げ、ドナベディアンの構造、過程、成果の枠組みから介護における評価について
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考察し、構造としては経営への課題、過程としてはマネジメントと倫理の課題、成果として
は成果を示す指標設定の課題を出している。
品質概念の視点から福祉サービス評価制度を検討した狭間 は、公共サービスにおいても
17

行政経営品質の概念があるように、福祉サービスにおける品質管理が適用できることを挙げ
ながらも、ISO認証制度が質の特定ではなく質を達成するプロセスの管理･維持であること
に鑑み、福祉分野の品質管理においては、顧客満足度につながるアウトプット属性である質
を特定することが課題であると示した。すなわち「品質基準の妥当性」と「品質管理の実効
性」のために取り組むことが、顧客満足度につながるアウトプット属性を特定のために必要
であるというのである。
福祉サービスの質のとらえ方を提示し、それを踏まえた21の質の規定因子と因子間の構造
を示し、その構造からサービスの質の向上過程を示した鵜沼 は、商品の質は「目的適合性」
18

から評価し、サービスの質はそれに加えて「目的遂行過程快適性」から評価できるとした。
次に他分野の評価制度との比較型には国内における病院機能評価、シルバーマーク等との
比較と、海外の評価制度との比較として米国のJCAHO 、イギリスのNCSC との比較があ
19

20

る。久保 は東京都における指導検査・監査と大阪府の指導監査を、第三者評価との位置づ
21

けの側面や役割責任の観点から比較し、コンプライアンス（法令遵守）のチェックは行政に
あり、第三者評価はコンプライアンス以上の実際のサービスを評価するべきであると述べて
いる。また、姫路市における第三者評価を受けた事業所から不祥事が発覚した事例からも、
第三者評価の機能として不祥事の直接防止は困難であると示した。加えて、アメリカにおけ
るJCAHOの評価基準と行政の公的ライセンスとの関係等について比較し、リーダーシップ
は日本の第三者評価に取り入れるべきであると提案している。筒井 はJCAHOによるLong22

term careの質の確保のためのモニタリングや査定のプロセスについて、そういった段階を
経るシステム構築によってJCAHOが評価の客観性･科学性を担保しようとしていると評価し
た。水野 らが紹介した英国の高齢者施設ケアサービスの評価では、国レベルで法律によっ
23

て設定された施設ケアの最低基準に基づいて、2000年に独立された高齢者ケア施設の取締機
関であるNCSCが監査を行うのであるが、注目すべき点はその最低基準の素案にたいして
1250件のパブリックコメントが寄せられたことで、その中の900件がケアサービス提供者か
らのコメント及び質問であったとの報告は、ケア基準に対する国民の関心と基準作りへの参
加として評価すべきである。
西田 らは医療・福祉サービスにおける第三者評価システムの比較検討として、日本医療
24

機能評価機構が行う病院機能評価と、全国社会福祉協議会が推進する福祉サービス第三者評
価制度を分析し、課題と方向性を示している。医療機能評価は民間主導で、福祉分野は国主
導型であるとしたが、福祉分野においても民間主導の取り組みはあった。しかし、両方とも
厚生省の後押しを得て制度化されたが、医療機能評価は同一基準によって日本医療機能評価
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機構が全国の評価を実施しており、福祉サービスは国のガイドラインを踏まえた都道府県の
認証評価機関による応用実施である。
３つ目として、評価事業の事例紹介型としては、評価制度の概要や解説の後、評価事業を
行った事例の報告、もしくは評価結果の公表情報を用いた分析結果の報告がある。事例報告
として小林 は兵庫県の播磨地域が先駆的に実施した障害者福祉サービス第三者評価システ
25

ムの構築経緯と概要、16年度の実施結果を紹介し、障害者福祉分野の第三者評価として先行
モデルとしての意義と、評価員として市民や当事者の参加について述べている。高橋 は福
26

祉サービス第三者評価の概要、2003年８月現在の制度実施の状況、東京都の制度を別に紹介
している。国のガイドラインを参考に独自に作成した評価項目を用いて特別養護老人ホーム
のサービス評価を実施し、経営体質とサービスの質が不可分の関係であること、職員の専門
性と労働環境など、職員調査を導入する必要性について述べている。和泉 はかながわ介護
27

サービス評価プログラムを紹介し、2001年度の評価実施431件の中で公表の同意が得られた
332事業所の結果の報告を、自己評価と利用者評価の乖離分布から、規模が大きく運営体制
に関する認識が高い事業所の利用者評価が低い傾向があり、顧客満足度と個別顧客の満足度
とは必ずしも一致しない知見を示している。
最後に、外部評価に関する研究には、認知症高齢者GHに対する独自の評価制度としての
外部評価の制度解説と、外部評価の結果を分析した研究がある。永田 らは、GHに外部評価
28

が導入された経緯や、背景としての事業所団体の自主的な取り組み、認知症介護研究･研修
東京センターが設定した外部評価のセンター方式について解説し、今後の課題として各都道
府県独自のサービス評価の取り組みの尊重と、横断的な各地の評価システムの検証によって
評価内容のレベルアップに向けたアプローチや体制作りを示している。同研究メンバーによ
る研究 として、2005年には自己評価と外部評価結果の達成率比較からGHを４つの分類に分
29

け、タイプ別の課題を示しつつ、多面的評価の必要性についても提案している。
小林 は「痴呆性高齢者の介護とグループホームの役割」─外部評価を手がかりとして─
30

の中で、GHの介護の質に関する情報がどこまで入手できるかという観点から、公表中の岐
阜県の外部評価結果をまとめ、評価が低い項目、上位グループと下位グループの評価の差を
考察し、GHによって介護の質に大きな差があり、評価項目の中で差が出やすい分野につい
て明らかにした。大塚 はISO9000と福祉サービス第三者評価制度を比較した研究において、
31

埼玉県のGH外部評価の結果集計を行い、71項目の中で平均が56.6項目と全体的に高く、で
きている項目とできていない項目の傾向が見られることから、利用者の事業者選択の情報と
しては精査が必要であると指摘した。
谷川 は、外部評価員としての経験から運用上の問題点を、①評価項目と評価基準の曖昧
32

性、②調査員の専門性や客観性、③短時間における調査そのものの限界と気づきを促す調査
の限界、④情報として不十分な公表内容、⑤評価事業と質向上への取り組みの実効性との関
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係を明確にするために、より工夫が必要であると提案している。
その他、冷水 は高齢者保険福祉サービス評価の制度化の動向及びサービス評価の基本枠
33

組みを解説したうえで、長期的効果を評価する長期縦断研究の必要性、多様な専門的臨床方
法と評価の開発、事業レベルでの効率効果及び過程評価の進展、科学的な評価デザインの開
発、多様な評価尺度の開発を、これから取り組まれるべき研究課題として示した。平岡はサ
ービス評価の制度化に対応した研究の成果が第三者評価の制度化に参考にされておらず、経
営学における利用者満足度測定法や品質管理論の視点を取り入れていると指摘し、その理由
として、第三者評価の対象である事業者が個人ではなくサービス供給組織であるために、評
価における単位の違いから従来の研究枠組みが適用困難であるとし、事業評価に応用できる
研究成果が少ないことを挙げている。
これらの研究は、事業評価としてのサービス評価制度に関する現状把握と課題の提案が多
く、サービス評価制度の仕組みに対する研究であるが、課題として挙げられた共通点として、
評価制度によるサービスの質の評価の限界と、評価項目の改善、評価機関と評価員の専門性
がある。指摘のように、評価の単位から考えると、サービス評価制度は事業評価としてのサ
ービスの品質管理の側面である。サービス提供プロセス評価のためには、評価制度における
項目や手法の改善、又は、評価制度とは異なる次元の過程評価として、独立した評価システ
ムの開発が必要であると考える。
２．認知症高齢者に対するケアの評価に関する研究
認知症高齢者に対するケアの評価に関する研究には、１）認知症高齢者に対する各種療法
の臨床評価研究、２）認知症高齢者を対象としているGHに対するサービス評価研究、３）
主観的満足度調査研究に分けることができる。さらに、GHに対するサービス評価には、環
境評価に関する研究 と、ケアプロセス面に関する研究がある。
34

臨床評価研究には、①回想法について津田 がまとめた文献によると、野村が特別養護老
35

人ホームの認知症高齢者を対象に実施した研究報告からスタートし、2006年までの間に200
件を超える研究報告がある。②RO（リアリティ・オリエンテーション）については、現実
見当識訓練として効果に関する報告 がある。③ドッグセラピーの効果に関する報告は、真
36

野 らが介護老人福祉施設利用者の仲で、アルツハイマーと診断された高齢者10名を対象に
37

した、３ヶ月間にかけ週１回（30分）のセラピストとセラピードッグの訪問による日常生活
全般にわたる改善効果を、N式精神機能検査と独自に作成した行動観察尺度によって確認し
ている。また、④勝山 らは、ペットロボットを用いた実験において、改訂長谷川式簡易痴
38

呆スケール得点の低い被験者は他者の介入が必要であったが、得点が高くなるほどペットロ
ボットによる自発性や興味反応が確認できたことを報告している。
２つ目の認知症高齢者GHのサービス評価研究として、環境へのアプローチから、ケアと
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の関連を明らかにし、行動改善と生活の質の向上を図る研究として、①外山 らはGHの生活
39

空 間 利 用 の 現 状 か ら ケ ア 環 境 を 評 価 し て お り、 ② 児 玉 ら は、 ア メ リ カ のProfessional
40

Environmental Assessment Protocol（以下PEAPと称す）の日本版作成と検証研究を進め、
実践に役立つ環境評価と整備手法をまとめている。
③山崎 らはGHの台所の環境として認知症高齢者が使いやすい食器配置に関する調査で、
41

食器棚と作業台、作業台とキッチンのアクセスを容易にすることで自発的な動きがあった
り、促しによるスムーズな作業ができることを報告している。また、調理行為に対する介護
者のサポート行為を、誘導、セッティング、助言、共同の４つに分類し、台所の環境とサポ
ート率の関係について行動分析を行った。その結果、ペニンシュラ型は共同作業が行いにく
く、アイライン型はセッティングや助言を行いやすい環境であると報告している。
以上の臨床評価の研究には、効果や成果を計るアウトカム指標が用いられており、改訂長
谷川式簡易痴呆スケール得点や、N式精神機能検査が用いられることが多かった。しかし、
認知症の精神状態の変化は認知症ケアの効果や成果として生活の質の変化を計ることへの限
界があることから、認知症高齢者のQOL測定に用いられているアメリカのAARS（Apparent
Aﬀect Rating Scale）、イギリスにおける認知症介護評価ツールであるDCM（Dementia
42

Care Mapping）が導入され、これらの尺度を認知症ケアの成果指標としている研究が多い。
43

その一つとして、土屋 らはLawtonが作成したAARSの項目を参考にしながら、６つの基
44

本的感情を肯定的感情と否定的感情に分け、肯定的感情の表情や身体と声の表現としては19
項目を、否定的感情としては16の項目を分類している。さらに感情と状況の関係考察から認
知症高齢者の主観的満足度を「表情」と「身体と声の表現」の観察によって評価可能である
と述べている。
内田 は認知症ケアのアウトカム評価票原案の開発研究として、文献から評価項目の概要
45

を整理し、ケア提供者側からみたアウトカムとは何かを聞いてカテゴリ分類を行った後、重
要度調査によって点数化した。作成された原案を研究者と専門家で検討を行い、最終原案と
して①認知症症状・精神的安定、②生活・セルフケア行動、③その人らしい生き方、④介護
者（ケア提供者）の負担の４つの大項目の下に、27の小項目を設定している。継続研究であ
る使用可能性と改良研究においては、原案を使用した対象者67名に対するアンケート調査で
使用可能性が高いことを明らかにしながらも、更なる改良で信頼性と妥当性の検証が必要で
あると述べている。
永田 は、ケア提供者にはケアの受け手の満足度を踏まえた上での熟考されたケアプロセ
46

スの提供が求められるため、アウトカムに加えてプロセスに焦点を当てた研究の必要性か
ら、評価手段の考案を行った。
「観察できる」評価指標に注目した永田は、アメリカのナー
シングホームケアの質指標ツールや、認知症高齢者対象の専門的なケアユニットにおける環
境面の評価指標、その検証のために開発された日本版PEAPと、外部評価のセンター方式の
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項目との比較を行い、外部評価のセンター方式の「観察できる」視点を強化・追加すること
で、ケアプロセスの評価に有効な指標を作成した。継続研究 において、12ヶ所のGHの代
47

表、職員、家族に対する調査を通じて、ケアプロセスガイドラインを作成し、抽出されたケ
アプロセスの質の概念100項目と東京センター方式の質の要素を比較し、地域に関する質の
概念が抽出できなかったことを報告している。結論としては、センター方式の評価尺度と抽
出されたガイドラインの双方を活用することで、ケアプロセスの質の向上を図ることができ
ると述べている。
北川 はGHにおける良質なケアとは何かを、GHの７人に利用者を対象に、開設から半月
48

後、３ヵ月後、９ヵ月後、21ヵ月後、27ヵ月後の時点で、運動機能、知的機能、感情機能、
他の症状に分けてその変化を測定した。その結果として、ほぼ全ての利用者が知的機能、感
情機能を中心に改善が認められたと報告し、日々繰り返されるケアの場面、生活の場面の中
から気づきを拾い集めていくことが大事であると述べている。
一方、小松 らは介護スタッフの日常生活場面への参加観察による質的分析で、認知症高
49

齢者ケア技術の概念を抽出した。①高齢者のもつパワーへの働きかけ、②波長合わせ、③介
護のプロセス、④レール敷きの４つが主な概念であり、サブカテゴリを含めた15のケア技術
概念が抽出した。彼らはケアの目的や根拠を分析視点としており、援助者と利用者の相互作
用を観察の対象としている。この調査は介護老人福祉施設をフィールドとしており、抽出さ
れたケア技術の概念は、認知症高齢者一人ひとりへのケア技術が多く、集団を対象にしたケ
ア技術としては社会性復権と関係づくりという概念である。
Ⅲ．グループホームケアの質の評価に必要な視点
以上、GHを取り巻くサービスの質の向上のための３つの評価制度の概観と、サービス評
価に関する研究レビューから、GHケアの評価において必要な視点を整理した。
１．プロセス評価に関する視点
鵜沼が素描した福祉サービスの質の意味は「最低限度の生活保障及び個人の尊厳の保持と
いう基底的目的、個々の福祉サービスの特徴に即した基本的目的、提供者・利用者双方にて
合意形成された付加目的、それぞれへの適合性とそれら目的の遂行過程における利用者の快
適性･満足感」である。鵜沼の理論から考えると、３つの目的に対する評価として、目的適
合性と目的遂行過程快適性の視点から、評価項目や手法を設定する必要がある。この二つの
視点からGHの評価を考察する。
基底的目的は、福祉サービスとしての目的であるといえる。社会福祉法における福祉サー
ビスのあるべき姿は「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サー
ビスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活
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を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない」
ものである。目的適合性は、自立支援として有する能力に応じた適切なサービスの提供内容
であったかどうかの評価であり、目的遂行過程快適性としては良質で快適性の高いサービス
であったかどうかの評価であろう。
個々の福祉サービスの特徴に即した基本的目的としては、介護保険サービスの運営基準の
基本方針による「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」と、「認知
症高齢者に対する共同生活介護」の目的から考える必要がある。つまり、自立支援の目的と
共同生活介護の目的に対する適合性、加えてその提供過程における快適性の評価が必要であ
る。
三つ目の付加目的は、提供者と利用者双方にて合意形成 された付加的な目的ということ
50

で、目的適合性としては利用者の個別的ニーズ、GHという個体としての個別的ニーズが想
定される。この目的に対する評価のためには、目的が何であるかを明確にすることが必要で
あり、期待値が高いがために目的遂行過程快適性へ強い影響があると考えられる。
２．認知症高齢者を対象としている共同生活介護への視点
認知症高齢者GHにおけるケアを、
「認知症を持って、共同住居において生活を共にしてい
る複数の生活者に対するケア」であると理解し、一人ひとりのその人らしい生活に関する項
目に加え、共同生活における調整機能、特に認知症を持っている高齢者への専門的ケアとし
て、共同生活者同士の相互関係へのアプローチを評価する視点が必要である。
GHには、個室やトイレ、浴室のようなプライベート空間と、庭、廊下、台所、食堂、居
間のような共同生活の場があり、プライベート空間における１対１ケアと、共同空間におけ
る共同生活者に対するケアが同時に実践されているのである。認知症高齢者は、複数人が共
有の場において営まれている生活行為の中で、障害の特徴により対人関係に支障を来たすこ
とも多く、トラブルにもなりやすい。その特性に対するケアアプローチの内容は、相互関係
の構築、相互支援への働きかけ、良好な関係維持、トラブルの発生・再発防止、トラブルへ
の対応、トラブル発生後のアフターケアに分類でき、各内容に対する評価項目と、評価の基
準設定が必要である。
すなわち、認知症高齢者に対する個別的ケアに対する臨床評価として、計画に基づいた支
援の成果を評価するのと同じく、GHケアに対する臨床評価は、GHの利用者全員に対する関
係調整、認知症による特性への配慮といった視点から、全体像を評価すべきなのである。
３．成果に対して生活の流れから因果関係をとらえる視点
評価の枠組みである構造、過程、成果の中で、認知症高齢者ケアの成果の評価として、感
情や身体と声の表現などを観察する方法による評価や満足度調査が行われている。観察法が
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用いられている理由は、認知度の低下により自らの意思を明確に示すことが困難になったり、
コミュニケーションが上手く取れない利用者もいるからである。しかし、観察方法を用いる
際は、定点観測ではなく、一連の流れのなかで支援内容と利用者の状態象を因果関係として
とらえる観察の視点が必要である。食事場面一つを取り上げても、食事の準備に至るまでと
調理場面、食事場面、後片付け場面に分けることができる。食事に至るまでの過程を観察し
ないで食事場面の観察をすると、食事メニューに対する感情であるのか、食事の準備過程で
関わりがあった人に対する感情であるのか、調理過程の出来事に対する感情であるのかが把
握できない。例として、AARSのように20分という短時間において、利用者の表情や行動を
観察した結果は、観察をしている時点で利用者が幸せかどうか、満足しているように見える
かどうかを測ることである。すなわち、支援の内容は見えず、結果として笑顔や無表情が観
察されるだけで、実施したケアとの関連性が証明できるものではないため、支援と結果の因
果関係が読み取れない。また、決まった時間の面接において見られる反応や表情であるため、
その面接前後の状態象の変化をとらえることもできず、24時間の成果における状態象を面接
時間が代表しているともいえないのである。GHのケアの質を評価する目的は、ケアによる
効果や結果を明らかにすることによって、そのよい結果をもたらした良いケアとはどのよう
なものであったかを、そのケアの内容や方法を明確にし、科学的なエビデンスとして蓄積し
ていくことである。そのためにも観察は、双方のやり取りから因果関係を読み取る視点で行
われることが望ましい。
４．多様な評価主体からの視点
GHの職員（資格や雇用形態を問わず、GHにおいて対人援助を行っている者）に求められ
ている援助として、利用者との１対１の関係においては、一方的にケアをする立場ではなく、
一緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にしながら支え合う関係の構築が、GH利用者全体に対し
ては、利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せずに利用者同士が関わり合い、支え
合えるような支援が求められている。
GHの職員には、福祉サービスとしての尊厳の確保や、介護保険サービスとしての自立支
援という視点と同時に、支援過程における快適性を高めることが求められているが、一緒に
過ごしながら喜怒哀楽を共にする関係においては、受ける側の快適性が支援する側の快適性
と連動する可能性も高いのであろう。また、職員と利用者の間で介護の質に対する価値観の
相違は、互いが感じる快適性の差として現われるはずである。介護の質に対する共通認識を
持ち、共に快適に感じることができるケアの質をめざすためには、多様な評価主体として、
ケアを行う人としての職員と、現に支援を受けている利用者、加えていつか支援を受ける可
能性がある一般市民 が、将来の当事者という立場から評価に加わるべきである。そのため
51

にも、GHのケアの質に対する共通認識を持つことが、ケアの質の標準化につながる前提に
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あることから、社会全体で介護の質について考える必要があるといえる。
おわりに
以上、GHを取り巻くサービスの質の向上のための３つの評価制度を概観し、サービス評
価制度に関する研究について文献レビューを行った。サービス評価と情報の公表は異なるア
プローチでサービスの質の向上を図っており、理想としては公正で適切なサービス評価が行
われ、その結果が情報として利用者に公表されることである。
日本における評価制度が、理念に照らした過程評価中心となっている背景としては、福祉
サービスや介護サービスの成果指標に関する研究が進んでいないことが挙げられる。事業者
単位のサービス成果指標は、福祉・介護分野の政策評価における費用対効果に対する成果指
標とも異なる性格を持っており、個人や集団を単位とした臨床評価の変化を測定するような
成果指標でも測りにくいことから、サービス評価制度の成果指標の開発が求められる。行政
の監査がサービスの質が最低基準以下に落ちることを監視する役割であるとしたら、サービ
ス評価者の役割は当事者である支援者や利用者と一緒に、質の向上への取り組みを応援する
ことである。応援者の一人として、GHの介護の特性を踏まえた、評価尺度の開発をこれか
らの研究課題として取り組んでいきたい。
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The State and Future Tasks of the Evaluation System
of Social Services
Focusing on the Quality of Group Home Care
PARK, Miran
The objective of research was to explore ways in which existing standards for external
evaluation used in group homes for elderly persons with dementia should be improved.
This paper has compared some evaluation systems of the social service in Japan, and
then point out the problem about these comparisons. The state and future tasks of quality
of group home care for elderly persons with dementia are as follows.
There are three major elements of quality of care that is structure, process and
outcome. Evaluation research in Japan has been rapidly developing mainly structure
evaluation, and the satisfaction rating is measured as a result of the process evaluation.
However, it is necessary to measure the comfort in the service oﬀer process.
Key word: Evaluation、Quality of care、Group home、Dementia
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