
第2版はしがき
～メディエーションを越えて～

本書は、高齢者介護に関して生じるさまざまなトラブル（介護トラブル）

について相談を受ける方を読者と想定し、一定の解決指針を示したものです。

初版は主に介護の現場とは無関係の立場にある行政相談窓口、損害保険会

社、法律の実務家等を念頭においていましたが、第2版では介護に直接携わ

る施設や事業所職員など、当事者の方も想定読者に含め、より実践的な内容

としました。特に、本書執筆時点（令和3年9月）、依然として猛威を振るっ

ている新型コロナウイルス感染症への対策は急務であり、時代のニーズに即

したものとなるよう心がけました。

その点で第2版は初版の内容を大幅に変更したものとなりましたが、初版

でメインとして取り上げた介護トラブルの解決手法「メディエーション」の

考え方を基礎としている点は共通しています。端的にいえば「法律論で白黒

をつけるのではなく、当事者間の話合いにより調和を図るほうが望ましい」

という考えです。

介護現場では、変わらず利用者の転倒等の事故トラブルが多発しています

が、その最も効果的な解決方法がメディエーションという対話方式であると

いう筆者の信念は変わっていません。

メディエーションとは、一言でいうと「人間関係調整術」と表せます。対

立する両当事者（介護トラブルでいえば、サービスの利用者と提供側である介護

事業者）の間に、中立的立場にある第三者が調整役（メディエーターといいま

す）として入り、面と向かっては言えないであろう各当事者の率直な感想や

心情表現等を引き出し、いわば「心をケアする」ことで双方の信頼関係を回

復させ、建前論を排した実質的な問題解決を図るというものです。

初版は、メディエーター養成の観点の下、基本となる心構えから極めて実

践的な内容まで網羅しました。第2版では割愛した「メディエーションに至

るまでの道」については民事法研究会のホームページ〈http://www.minjiho.

com/shopdetail/000000001302〉で閲覧可能ですので、是非こちらもご一読
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いただければ幸いです。

多種多様な立場にある方が、1人でも多くメディエーションの可能性に気

づき、裁判に頼らない、問題の平和的解決を志向する自律的な空気が世の中

に広まることが、筆者の一番の願いです。

1件でも多くの介護トラブルが円満に解決・予防されるよう、願いを込め

て。

令和3年10月吉日

外岡 潤

2

第2版はしがき





Ⅰ はじめに

本章では、主に介護の現場における転倒等の事故を念頭におき、その事故

から生じる利用者（およびその家族）と介護事業者間のトラブルの効果的な

解決方法としてメディエーションの技法を紹介し、具体的な実践方法を解説

します。

まずは「論より証拠」ということで、ある紛争事例を想定し、①当事者が

直接交渉した場合と、②メディエーションを導入した場合の2種類をみてい

ただきます（ケーススタディ）。メディエーションとはどういうものか、イメ

ージをつかんでください。

その後、メディエーションという概念の基本的な考え方（総論部分）、次

にケーススタディでもあらわれた個別技法の使い方（各論部分）を解説しま

す。

Ⅱ ケーススタディでみるメディエーションの
実施方法

【登場人物】

Ａ：施設「特別養護老人ホーム甲」の利用者。88歳女性、認知症、要介

護度3。施設内では杖歩行だが見守りが必要な状態。

Ｂ：申立人。60代女性、Ａの実娘。

Ｃ：Ｂの夫。60代男性。

Ｏ：ホーム甲の施設長。

【事件の経緯】

Ａはホーム甲に入所して2年になるが、令和3年6月4日、施設内の

自室前の廊下で転倒し右大腿骨頸部を骨折、入院した。

午前8時30分頃、施設職員がＡの居室前を通りかかった際に、ドア付
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近の廊下で右体側を下にして倒れているＡを発見し応急処置をとった。

Ａが何時何分頃、どのようにして何が原因で転倒したということは誰も

見ておらず不明である。

通常は朝食の始まる直前の8時45分頃に担当職員がＡを迎えに行き、

付き添いながら杖歩行で食堂まで移動するというパターンだったが、今

回のようにＡが1人で勝手に部屋の外へ出ていたということは今までな

かった。

手術後3週間が経過したが、Ａの家族であるＢらには甲側から正式な

謝罪がなく、手術費や入院費用等もＢらが支払っている。

Ｂがホーム甲の施設長Ｏに謝罪等を求めたところ、Ｏは施設側には過

失がないとしてこれを拒否した。

1 当事者が直接交渉した場合

事故から3週間ほどした後に、家族側が施設に対し再度の面談を求め、ホ

ーム甲の応接室にＢとＣが来所した。施設側は施設長Ｏが対応。両者はテー

ブルをはさんで向かい合うかたちで座っている。

Ｃ 先日は、家内が短気を起こしたようで失礼いたしました。今日もこうし

てお時間割いていただき感謝します。

Ｏ いえ、お礼には及びませんが、申し訳ないのですが当方の回答としては

先日奥様に申し上げたことと変わりませんので、その点だけはご了承いた

だきたいと思います。

Ｂ 私、介護とか福祉をしている方って、もっと人間味があって人の気持ち

がわかる人ばかりだと思ってました。でもそれが大間違いだということが

今回のことでよくわかりました。母をこの施設に入れたことを、今はもの

すごく後悔しています。

Ｏ ご期待に沿えなかったことは私どもとしても残念であり、申し訳なく思
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いますが、どうしても防ぎきれない事故というものがあるのです。

Ｂ Ｏさん、私だって介護の現場がどういうものかはわかっているつもりで

すよ。母はもともと転倒しやすかったし、認知症で言うことも聞かないし、

体重だってあるから、スタッフさんも大変だったでしょう。事故が起きて

しまったことは仕方のないことだし、施設がちゃんと謝ってくれれば水に

流して許そうと思っていたんです。ところがあなたは、病院に駆けつけた

私の顔を見るなり「うちには過失はありませんので、治療費はご負担いた

だきます」って言いましたよね。母がどれだけ痛い思いをしたか、わかり

もしないで……。

Ｏ それはちょっと私の記憶と違っていますね。まず私は事故後病院で、Ｂ

様に対して確かに「当方として治療費を負担することはお約束できない」

とは申しましたが、謝罪もちゃんとしております。

私の記憶では、まず私が「このようなことになってしまい申し訳ござい

ません」と申しましたところ、Ｂ様のほうで「施設にいながら、どうして

こういうことになったのですか。責任をとってくれるのですか」と言われ

たので、私は「それは具体的には、治療費や入院費などを負担できるかと

いう意味でしょうか」とお尋ねしました。するとＢ様は「当然です。それ

に母をひどい目にあわせたことについても謝罪してください」と言われた

ので、「まだ事故の原因等が明らかでないため、この場で責任を認め謝罪

申し上げることはできません。治療費等については、当方の損害保険会社

にて調査のうえ、私どもに過失が認められればお支払いできることになり

ますが、いずれにしても調査が完了し結果が明らかになるまで、当座の費

用はＢ様のほうでお支払いいただくことになります」とご説明しました。

そのときは「わかりました。主人と相談してまた伺います」とお答えにな

りましたので、てっきりご理解いただけたものと思っていたのですが……。

Ｂ 嘘ばっかり。Ｏさん、あなたよくそんなでたらめが言えますね。私は謝

罪の言葉なんて一言も聞いていませんよ。

Ｏ そう記憶されているというのなら仕方ないことですが、録音でもしてい
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るならともかく、今ここで議論しても水掛け論になるだけかと思いますが。

Ｃ まあまあ、その点はとりあえずいいから、まず今回の話合いの目的から

話させてください。Ｏ施設長さん、私達はここに来る前に弁護士に相談し

たのですが、その先生は今回の件について施設側に見守り義務違反がある

とはっきり言われました。入居契約書にも「施設側の過失により利用者の

身体に損害を与えた場合には賠償する」と明示されていますし、私達とし

ては本件について施設に責任があることを認めて謝罪していただき、今ま

でかかった入院費用等を支払っていただきたいのです。

Ｏ その点につきましては、以前奥様にもお電話でお伝えしましたが、うち

で加盟している損害保険会社の判断では、家でも起こる転倒なので過失な

しとのことだったのです。第三者的立場にある損保がそのような判断であ

れば、私どもとしても従うしかありません。

Ｂ 保険なんて、結局自分の身銭を切らずに済ませようってことじゃないで

すか。そんな言い訳聞きたくありません!

Ｃ お前もちょっと落ち着きなさい。Ｏさん、私も法律の専門家ではないの

で詳しいことはよく知りませんが、やっぱり転倒リスクのある高齢者を受

け入れる専門施設である以上、「家にいても起こる」というのは言い訳に

ならないのではないかと思いますよ。

Ｏ お気持ちはよくわかりますが、現実に配置できる職員の数は限られてお

り、Ａ様だけ特別扱いをするというわけにはいかないのです。マンツーマ

ンでみることができない以上、お1人でいる時にふとしたことで転倒する

ことはどなたにも起こり得ます。実際、Ａ様は普段杖で歩行されています

が体調によって不安定なときもあり、日中、あるいは夜間においても可能

な限り現場のスタッフ達は注意して見守りを行ってきました。

Ｂ うちの母が勝手に歩いたのが悪いって言うんですか。ひどい施設ですね。

謝らないどころか、事故を母のせいにしようとするなんて。そんな甘いこ

とを言っていたら、何のための介護施設なのかわかりませんよ。高齢者は

皆骨がもろく、身体にダメージを受けやすいということは百も承知で受け
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入れていらっしゃるのではないのですか。これでは、見守りを怠っていれ

ばいるほど、原因不明の事故ということになり責任が逆に生じないことに

なってしまいます。

それに事実、母は家にいたときは数十年の間、1度だって転倒したこと

はなかったんです。今思えば、この施設に入ってから面会に行く度に痩せ

衰えて、ろくに食べさせてももらえていないように思いましたし、ちゃん

としたケアを受けさせてもらっているのか常に不安でした。

Ｃ 確かにその点については私も、休みの日は家内に付き添ってお義母さん

の様子を見に行っていましたが、個室は窓べりの桟に埃がたまっているし、

トイレはいつも臭うし、掃除すらろくにできていないのではないかという

印象でした。スタッフの中にも、忙しいときはあからさまに邪険な態度を

とる人もいました。施設長のＯさんには、こんなことになる前の段階で早

めに改善の申入れをすればよかったのですが、お世話になっているという

負い目もあって、ずっと我慢してきたんです。

Ｏ うーん、正直そのようなことを今仰られても困りますね。うちは定期的

に外部の清掃業者を入れて衛生管理は徹底しておりますし、接遇研修もし

ているので職員がそんな態度をとることもないはずなのですが。貴重なご

意見として承りますが、事故の件から話が逸れていくときりがないところ

もございますので……。

Ｃ そうですか、非常に残念です。妻の言うとおり、どうもあなたと話をし

ていても人間らしさというものが感じられない。私達はただ今回の件につ

いても端的に謝っていただき、誠意を見せていただければそれで終わらせ

ようと思っていました。でもこうして話が平行線のままでしたら意味もあ

りませんから、いっそ裁判で決着をつけたほうがいいのかもしれませんね。

Ｂ あなた、もういいでしょう。帰りましょう。

Ｃ 最後にこれだけはお渡ししておきます。弁護士と相談してこちらで決め

た要求項目です。まず今までこちらで支払ってきた病院関係の費用として、

治療費21万8163円、入院雑費5万2000円。私達の病院への付添いや見舞い
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に要した交通費等が8332円。ほかにも通信費等諸々ありますが、明らかな

額だけで既払い分が合計27万8495円になります。その他、現状ではいつま

でに症状固定するか不明なため算出できませんが、退院までの病院費用は

もちろん、その後のリハビリ費用、追加介護費用や、自宅に引き取る場合

のバリアフリーなどの改造費用も払っていただきます。それと、今回の慰

謝料が500万円です。これを速やかにお支払いただきたいのと、施設での

介護記録も開示していただきたい。

Ｏ 金銭的な点については私どもの答えは変わりませんが、この書面はお預

かりして理事会に報告させていただきます。記録の開示については、個人

情報保護のため全部をお出しすることはできませんが、申込み用紙に記載

して事務局のほうへご提出ください。

Ｂ まるでお役所仕事ね。本当に信じられません。こんな人が介護施設長を

しているだなんて。明日荷物を引き取りに来ますので、それまでに母の私

物をまとめておいてください。本当は二度とこんな所、来たくないけれど。

Ｃ 市役所の介護保険課にも今回のことは苦情として申し立てさせていただ

きます。それと、おそらく請求には応じられないでしょうから遠からず提

訴することになると思います。こちらの思いがわかっていただけず残念で

す。失礼いたします。 （終)

いかがでしょうか。片や「転倒は施設の責任」との主張を曲げない家族側、

片や「家にいても起きる事故についてまで責任はない」と一歩も譲らない施

設側。これでは誰がみても話は平行線のままで、「メディエーターだか何だ

か知らないが、赤の他人が間に入るだけで何が変わるものか」と思われるか

もしれません。では次に、メディエーションによる場合の展開をみてみまし

ょう。適宜差しはさむ下段のコメントにも注目してください。

2 メディエーションを導入した場合

先のケースに、以下の登場人物を追加します。
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【追加登場人物】

Ｍ：メディエーター（乙市役所介護保険課苦情相談係の担当者）。

Ｐ：ホーム甲のヘルパー。

Ｑ：ホーム甲内のＡ担当ケアマネージャー。

1の話合いに至る前の段階で、Ｂが事前にホーム甲を管轄する乙市役所の

介護保険課苦情相談係（注：実際にこ

のような部署がどの市区町村にもあると

は限らず、筆者が設定した架空の部署で

す）に電話で苦情を申し立てたという

設定です。電話を受けた担当者がメデ

ィエーションを提案し、双方が同意し

第1回の話合いの場が実現しました。

場所は1と同じホーム甲の応接室にな

ります。

なお、座る配置はいくつかバリエーションが考えられますが、上図のよう

な裁判所の調停（同席形式）のスタイルが適する場合が多いと考えます。

⑴ 事前の説明

Ｍ 本日はご調整いただきありがとうございます。本日の話合いを担当させ

ていただきます乙市役所介護保険課苦情相談係のＭと申します。よろしく

お願いいたします。

Ｏ 特別養護老人ホーム甲の施設長をしておりますＯです。お電話ではどう

も。こちらこそよろしくお願いいたします。

Ｐ ホーム甲の職員のＰと申します。

Ｑ ホーム甲のケアマネージャーをしておりますＱです。今日はよろしくお

願いいたします。

Ｍ よろしくお願いいたします。じきにＢさん達も来ると思いますので、し
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ばらく待たせていただきます。

Ｏ それは結構ですが、Ｂさんがいらしたらどのように座ればよいのですか。

Ｍ 今回は比較的人数も多いので、このテーブルをはさんで私が間に座らせ

ていただき、向かって右側にＢさん達、左側にＯさん達にご着席いただく

のがよいかと存じます。

Ｏ わかりました。言っておられた資料も出しておきます。

Ｂ ごめんください。

Ｍ Ｂ様ですね、乙市役所介護保険課苦情相談係のＭです。今日はいらして

くださりありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

Ｂ こちらこそよろしくお願いします。Ｏさん、ご無沙汰しております。

Ｃ Ｂの夫です。同席させていただきます。よろしくお願いいたします。
（以下、一通りの挨拶につき省略）

Ｍ Ｂ様方は、テーブルのこちら側へお掛けください。では準備が整ったよ

うですので、始めさせていただきますね。この度はＢ様ご夫婦、ホーム甲

の施設長様方にお集まりいただきましてありがとうございました。お電話

でも簡単にお伝えしましたが、今一度これから行うお話合いについてご説

明させていただきます。今から配布しますこの「合意書面」（【文例1】）

に沿ってご説明していきます。

まず1につきまして、今回の話合いはあくまで当事者双方が話合いによ

る紛争の平和的解決を希望し同意されたうえでの任意のものであり、話さ

れる内容や、話合いを続けられるか、あるいは中止されるかも完全に皆様

の自由であり、強制されることは一切ございません。私は乙市役所介護保

険課苦情相談係の者ですが、今回のお話合いについては中立公正な第三者

としての立場でかかわらせていただきます。こうした当事者間の話合いを

ベースに解決策を模索していただく方法をメディエーションといいます。

次に2ですが、私はメディエーションを主宰する者、メディエーターと

してかかわらせていただくことになりますが、中立公正を保つため、どち

らかに有利・不利となるような発言はいたしませんし、法的なアドバイス
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【文例1】 メディエーション実施に関する合意書面（例）

メディエーション実施に関する合意書面
私たち当事者は、本日の話合いに際し以下の事項を理解し、遵守することを

約束します。
1 ADRとメディエーションの任意性
今回の話合いは、私たち当事者双方が話合いによる紛争の平和的解決を希
望し、同意したうえでの任意のものであり、話す内容については本合意書記
載の禁止事項を除き、話合いの続行・中止については完全に各人（メディエ
ーターも含む）の自由であり、他者に強制・禁止されることは一切ありません。
2 メディエーターの立場
メディエーターは、中立公正な第三者としての立場で今回の話合いにかか
わるものであり、当事者のどちらかに有利・不利となるような発言や独自の
見解を押し付けるようなことはせず、法的なアドバイス等もしません。
私たち当事者は、いかなる事情があってもメディエーターに対しその責任
を追及するような言動や誹謗中傷をしないことを約束します。
メディエーターが不適切であると判断される場合には、いつでもメディエ
ーターの交代を求めることができます。ただし、常に右要望に応じられると
は限りません。

3 話合いのルール
嘘偽りを述べず、問題解決のために真摯に率直に思うところを話します。
いつでも冷静さを保ち、相手をことさらに誹謗中傷するような言葉は使わ
ず、相手に対して敬意をもって接します。
相手が話している間は、異論があっても途中で口をはさまず、最後まで話
を聞きます。

4 個人情報の保護と秘密の厳守
今回の話合いの内容は外部へ漏えいさせません。
メディエーターが備忘録として録取した記録や話合いの録音記録等を、将
来裁判上の証拠としては使用できず、開示も求められないことに同意しまし
た。

○○年○月○日
当事者申立人：
当事者相手方：



等もいたしません。もし法律に関連して疑問等がある場合には、それぞれ

任意の方法でお調べなどしていただくことになります。

また、お話をうかがったうえで私独自の意見を押し付けることや、どち

らが悪いのではないか等、一方にことさらに肩入れするような発言はして

はならないことになっています。極力注意して進めてまいりますが、もし

不公平ではないかと思われるようなことがありましたら、いつでもご遠慮

なくご指摘いただければと思います。また、これも中立性を保ち先入観を

もたないためですが、基本的に今回の話合いの原因となった事件について

は、最初のご相談でＢ様から概要をうかがっただけであり、詳しいことは

まだうかがっておりません。ですから進め方としては、まず最初に、Ｂ様

のほうから本件についてあらためてご説明をしていただくことになります。

そのうえで、次に施設様のほうのお考えやご説明をうかがい、双方のご

主張を整理していきます。

なお、今は同席のスタイルを取っておりますが、もし一方が希望される

場合には交互に部屋に入っていただき、個別にお話をうかがっていく形式

も取ることができます。ただ、この方式ですと時間がかかるうえに直接ご

自分の考えや意思を伝えることができないため、できれば同席形式で進め

させていただきたいと考えております。

次に3の話合いのルールですが、当事者同士ですとどうしても興奮して

しまうこともあるかと思われますが、ここにありますように、努めて冷静

に、紳士的な態度で臨んでいただければと思います。

なお発言を中途で希望されるときは、私、メディエーターが交通整理を

しますので挙手等で合図をしていただけますようお願いします。

また、4ですが、今回の話合いの内容はもちろん個人情報として外部へ

漏えいされることはありませんし、守秘義務は厳守されます。話合いの経

緯を外部に漏らしてはいけないとの強制規程は特にないのですが、双方と

も、みだりに外部へ漏らすというようなことはなさらないということで、

お約束いただけますか。また、私はお話を聞いていく中で備忘録としてメ
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モをとらせていただきますが、これは情報を正確に整理するための補助的

なものであり、公的な記録として保管されるものではございません。

もし将来本件が裁判に移行したとして、この話合いの経緯を裁判上で証

拠として扱うことはできないという前提になります。

ですから、話合いの際に認められたことが裁判でも確定事項として扱わ

れてしまうということはなく、ご自由に、率直に思うところを語っていた

だくことができます。

そのような前提ということで、お二方ともよろしいでしょうか？ それ

では形式張っていて申し訳ないのですが、この合意書の末尾にそれぞれご

署名をお願いします。

ありがとうございます。何か質問はございますか？ 疑問点があれば、

いつでも構いませんので挙手のうえ私のほうへおっしゃってください。

ないようでしたら、早速始めさせていただきます。それではまず、本件

の申立人であられるＢ様のほうから、本件についてもう一度事件の概要と、

施設の方に望まれることをご説明いただきたいと思いますが、そのような

進め方でよろしいでしょうか(※1)。

⑵ メディエーション序盤

Ｍ それではＢ様、お願いします(※2)。

Ｂ はい。うちの母、Ａですけれども、母はこちらの特別養護老人ホームに

2年ほど前からお世話になっていたんです。もう何年も前から入居の申込

みをしていて、ようやく入れたときは家族一同心底ほっとしました。

ところが6月4日でしたか、突然明け方に施設の方から電話があって、

(※1) 随所で双方に確認をとる。
(※2) 語らせるほうの当事者に、若干椅子ごと身体を向ける。この動作を

意識的にすることで話の流れの切替えを主導的に演出し、場をコント
ロールする。「全身であなたの話を聞きます」というアピールでもあ
るが、他方当事者とのバランスに注意。
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