
3．研究の体制と開催状況  

1．研究体制  

（1）実施体制   

○ 本調査研究事業は、社団法人シルバーサービス振興会を実施主体とし  

て、老人保健健康増進等事業研究費によって運営されたものである。  

（2）研究体制   

○ 調査研究委員会  

社団法人シルバーサービス振興会に、「介護サービス情娘の公表に関する調査研究委   

員会」を置く。  

○ 検証・評価小委員会  

調査研究委員会の下に、「検証・評佑小委員会」を置く。  

○ 部会  

／」倭員会の下に、次の部会を置く。  

① 居宅介護支援部会  

② 特定施設入所者生活介護部会（軽費老人ホーム）  

③ 訪問看護部会  

新 ④ 訪問リハビリテーション部会  

新 ⑤ 通所リハビリテーション部会  

新 ⑥ 介護療養型医療施設部会  

新 ⑦ 認知症対応型共同生活介護部会  
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図1介護サービス情報の比熱こ関する調査研究委員会の構成  

≪介護サービス情報の公表に関する調査研究委員会≫  

（調査研究内容）  

介護サービス情報の公表に関する調査研究  
検証・評価小委員会からの報告に対する審議・決定  

報告書の取りまとめ  

（委員構成）  

委員長：大森 禰（東京大学名誉教授）  
副委員長：樋口 恵子（高齢社会をよくする女性の会代表）  
委 員：学識経験者、介護サービスの有識者、利用者 等  

≪検証・評価小委員会≫  

（調査研究内容）  

平成16年度報告書を踏まえたモデル調査事業の検証、新たなサービスに係る事業所情報公表項目の作成 等  
（委員構成）  

委員長：樋口 恵子（高齢社会をよくする女性の会代表）  
副委員長：田中 滋（慶應義塾大学大学院教授）  
委 員：学識経験者、各部会長 等  

《介護療養  

型医療施設  

部会》   

・事業所情報   

公表項目   

の作成   

《認知症対  

応型共同生  

活介護部会》   

・事業所情報   

公表項目   

の作成  

《通所リハヒ◆リ  

テーション部会》  

《訪問リハヒ◆リ  

テーション部会》  

《訪問看護  

部会》  

《特定施設  

入所者生活  

介護部会》（軽  

費老人ホーム）  

・事業所情報   

公表項目   

の検証  

《居宅介護  

支援部会》  

・事業所情報   

公表項目   

の作成  

・事業所情報   

公表項目   

の作成  

事業所情報  

公表項目  

の検証  

事業所情報  

公表項目  
の検証  

（平成17年度からの検討分）  （平成16年度からの検討分）  



（3）調査研究内容  

①平成16年度検討の事業所情報公表項目の検証について  

②平成17年度検討の事業所情報公表項目の検討について  

③ その他必要な事項について  

1）調査研究委員会  

・介護サービス情報の公表に関する調査研究  

・検証・評価小委員会からの報告に対する審議・決定  

・報告書の取りまとめ  

2）検証t評価小委員会  

平成16年度報告書を踏まえたモデル調査事業の検証、新たなサービス  

に係る事業所情報公表項目の作成 等  

3）各部会の構成  

検証・評価小委員会での調整等を踏まえ、下記内容について調査研究を   

行う。  

・各サービスの評価基準（評価項目、判定基準）実について  
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（4）委員■部会員名簿  

1）介護サービス情報の公表に関する調査研究委員会  

（50音順、敬称略、◎印は委員長、○印は副委員長）  

医療法人財団天翁会 理事長  

産経新聞 客員論説委員  

東京大学 名誉教授  

聖路加看護大学看護実践開発研究センター 教授  

愛知県高浜市 福祉部長  

国民生活センター相談調査部 調査室長  

国立保健医療科学院経営科学部 部長  

医療法人真正会 理事長  

大阪市立大学大学院生活科学研究科 教書受  

福祉自治体ユニット 事務局長  

立教大学コミュニティ福祉学部 教授  

慶庵義塾大学大学院経営管理研究科 教授  

上智大学総合人間科学部 教授  

日本社会事業大学社会福祉学部 教授  

認知症介護研究・研修東京センター  

サービス評価推進室 室長  

横浜市立大学医学部 教授  

東京都福祉保健局高齢社会対策部 計画課長  

医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 病院長  

高齢社会をよくする女性の会 代表  

中央大学法科大学院 教授  

全国老人クラブ連合会 評議員  

天本 宏  

岩渕 勝好  

◎ 大森 弼  

川越 博美  

岸上 善徳  

木間 昭子  

小山 秀夫  

斉藤 正身  

白澤 政和  

菅原 弘子  

高橋 紘土  

田中 滋  

栃本 一三郎  

中島 健一  

永田 久美子  

橋本 始生  

炉山 日出男  

浜村 明徳  

○ 樋口 恵子  

本田 純一  

増田 時枝  
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2） 検証・評価小委員会  

（50音順、敬称略、◎印は委員長、○印は副委員長）  

天本 宏  医療法人財団天翁会 理事長   

岩渕 勝好   産経新聞 客員論説委員   

川越 博美   聖路加看護大学看護実践開発研究センター 教授  

小山 秀夫   国立保健医療科学院経営科学部 部長  

斉藤 正身   医療法人真正会 理事長  

高橋 紘士   立教大学コミュニティ福祉学部 教授  

○ 田中 滋  慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科 教授  

綱川 晃弘   綱川労務管理センター 所長  

栃本 一三郎 上智大学総合人間科学部 教授   

浜村 明徳   医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 病院長  

◎ 樋口 恵子   高齢社会をよくする女性の会 代表  

藤林 慶子   東洋大学社会学部 助教授  

3） 各部会  

居宅介護支援部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

大阪府介護支援専門員協会 会長  

全国介護支援専門員連絡協議会 会長  

立正大学社会福祉学部 助教授  

全国マイケアプラン・ネットワーク 代表  

大阪市立大学大学院生活科学研究科 教授  

社会福祉法人広文会特別養護老人ホーム  

じょうもんの郷 施設長  

慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科 教授  

仙台市健康福祉局保険高齢部介護保険課 課長  

群馬県介護支援専門員連絡協議会 理事  

石川 進  

木村 隆次  

国光 登志子  

島村 八重子  

白樺 政和  

助川 未枝保  

◎ 田中 滋  

南方 順一郎  

山田 圭子  
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特定施設入所者生活介護部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

財団法人京都ライフクリエイト事業団 常務理事  

特定非営利活動法人シニアライフ情報センター 理事  

株式会社サン・ラポール南房総 代表取締役  

特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマ  

ン 副理事長  

独立行政法人 国民生活センター相談調査部 調査室長  

明治大学理工学部 助教授  

立教大学コミュニティ福祉学部 教授  

株式会社ベネッセスタイルケア 法務・コンプライアンス  

部 部長  

社会福祉法人 穏寿会 理事  

社会福祉法人 神戸福生会 理事長  

明石 陽子  

池田 敏史子  

市原 俊男  

小川 泰子  

木間 昭子  

園田 眞理子  

◎ 高橋 紘士  

武田 雅弘  

武村 昭雄  

中辻 直行  

訪問看護部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長、○印は部会長代理）  

聖路加看護大学看護実践開発研究センター 教授  

山梨県看護協会貢川訪問看護ステーション 所長  

社団法人全国訪問着護事業協会 常務理事  

筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授  

社団法人呆け老人をかかえる家族の会 理事・東京都  

支部代表  

財団法人日本訪問看護振興財団 常務理事  

（前）日本看護協会政策企画室（有限会社Yukari＆Co．取  

締役社長）  

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 代表  

済生会三田訪問看護ステーション 所長  

セントケア株式会社お客様サービス部 部長  

◎ 川越 博美  

雨宮 きよ子  

○ 上野 桂子  

木下 由美子  

笹森 貞子  

佐藤 美穂子  

中野 夕香里  

新津 ふみ子  

藤原 泰子  

星 ツヤ子  
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山田 京子   社団法人浅草医師会浅草医師会立訪問看護ステー・ション  

所長  

輪湖 史子   社団法人日本看護協会看護教育研究センター  

教育研究部長  

訪問リハビリテーション部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

伊藤 隆夫 医療法人社団輝生会初台リハヒやリテーション病院リハ・ケア部 部長  

太田 睦美 財団法人竹田綜合病院 介護福祉本部長  

近藤 克則 日本福祉大学社会福祉学部 教授  

塚本 民子 大阪府老人介護者（家族）の会連絡会 会長  

医療法人社団寿量会熊本機能痛院 介護老人保健施設  

清雅苑副施設長  

医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 病院長  

大阪河崎リハビリテーション大学 教授  

横浜市総合リハビリテーションセンター 課長補佐  

◎ 浜村 明徳  

矢守 麻奈  

渡追 懐一  

通所リハビリテーション部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

井上 崇  医療法人共和会小倉リハヒ寸リテーション病院地域ケア部 部長  

三千子 主婦連合会 副会長  

正敬   医療法人近森会近森病院在宅ケア総合センター 主任  

正身   医療法人真正会 理事長  

林
 
田
 
 

又
 
渕
 
藤
 
原
 
島
 
 

勝
 
川
 
斉
 
榊
 
中
 
東
 
藤
 
吉
 
 

◎
 
 霞ヶ関南病院医療福祉相談部 部長  

桜新町リハヒやリテーションクリニック 適所リハヒヾリテーション  

社団法人八目会藤元早鈴病院セラピスト室 室長  

東洋大学社会学部 助教授  

医療法人ふらて会 介護老人保健施設やすらぎ  

デイケアセンター長  

郎
 
美
 
二
 
子
 
幸
 
 

次
 
鈴
 
祐
 
慶
 
隆
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介護療養型医療施設部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

◎ 天本 宏   医療法人財団天翁会 理事長  

大塚 宣夫  医療法人社団慶成会青梅慶友病院 理事長  

小山 秀夫 国立保健医療科学院経営科学部 部長  

榛菓 由枝 医療法人弘遠会天竜すずかけ病院 理事  

武久 洋三  医療法人平成博愛会博愛記念病院 理事長  

田中 滋   慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科 教授  

辻本 好子 特定非営利活動法人ささえあい医療人権センター  

COML 理事長  
医療法人鴻池会秋津鴻池病院 理事長  

医療法人社団三善会鶴巻温泉病院 副院長兼看護部長  

平井 基陽  

守山 伸子  

認知症対応型共同生活介護部会  

（50音順、敬称略、◎印は部会長）  

社会福祉法人鶴寿会 理事  

社会福祉法人典人会 総所長  

社会福祉法人幸清会幸豊ハイツ 総合施設長  

特定非営利活動法人コレクティブ 理事長  

特定医療法人財団石心会川崎幸クリニック  院長  

立教大学コミュニティ福祉学部 教授  

日本社会事業大学社会福祉学部 教授  

認知症介護研究・研修東京センターサービス評価推進室 室長  

社会福祉法人すこやか福祉会 理事  

岩尾 貢  

内出 幸美  

大久保幸積  

川原 秀夫  

杉山 孝博  

◎ 高橋 紘土  

中島 健一  

永田久美子  

宮崎和加子  
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2．開催状況  

（1）スケジュール  

平成17年7月～8月にかけてモデル調査事業を実施。  

平成18年3月末までに報告書を取りまとめる。  

（2）開催状況と検討経過  

1）介護サービス情報の公表に関する調査研究委員会  

第1回（2005年11月 2日）  制度の施行について  

本年度調査研究事業について  

都道府県モデル調査事業について  

各部会での検討状況について  

制度施行準備・支援協議会の設置について  

その他  

第2回（2006年 3月22日）  本年度の事業所情報公表項目検討について  

（1）これまでの検討の進捗状況の報告  

（2）「事業所情報公表項目」（案）の検討に   

ついて報告  

報告書（事務局素案）について  

介護サービス情報公表システムに1）いて  

その他  
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2）検証・評価小委員会  

制度の施行について  

本年度調査研究事業について  

都道府県モデル調査事業について  

各部会での検討状況について  

制度施行準備・支援協議会の設置について  

その他  

第1回（2005年11月 2日）  

制度の準備状況について  

部会運営について  

その他  

第2回（2006年1月23日）  

本年度の事業所情報公表項目検討について  

（1）これまでの検討の進捗状況の報告  

（2）「事業所情報公表項目」（案）の検討に   

ついて報告  

報告書（事務局素案）について  

介護サービス情報公表システムについて  

その他  

第3回（2006年 3月22日）  
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3）各部会の開催状況  

居宅介護支援部傘   

第1回（2005年10月21日）   

第2回（2005年10月31日）  

訪問リハビリテーション部会  

第1回（2006年1月31日）  

第2回（2006年 2月28日）  

特定施設入所者生活介護部会  

第1回（2005年10月24日）   

第2回（2005年10月31日）  

通庸リハ怖ション部会  

第1回（2006年 2月1日）  

第2回（2006年 2月23日）  

第3回（2006年 3月14日）  

訪問看護部貪   

第1回（2005年10月25日）   

第2回（2005年11月1日）  

介護療養型医療施設部阜   

第1回（2006年1月30日）   

第2回（2006年 2月28日）  

認知症対応型共同生活介護粗金   

第1回（2006年 2月17日）  
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