
 

全老健第 26－132 号 
平成 26年 9月 24日 

会 員 各 位 
公益社団法人全国老人保健施設協会 

会  長   東  憲 太 郎 
（公印省略 ）  

 

「平成26年度介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座」 

開催のご案内 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

老健施設は刻々と変化する多様なリスクに取り巻かれています。これに対し、平成 18 年度介護報酬

改定で「介護老人福祉施設及び介護老人保健施設について、介護事故に対する安全管理体制の確保

を基準上明確化する。」とされたことを受け、当会といたしましても平成 19 年度より、リスクマネジャー資

格認定制度を創設し、これまでに約 1,500 名のリスクマネジャーが誕生しました。リスクマネジャー資格

は、本「リスクマネジャー養成講座」のⅠ期、Ⅱ期をすべて履修し、来年度実施予定のリスクマネジャー

資格認定試験に合格することが資格取得の要件となります。 

今年度のカリキュラムは、老健施設をはじめとする医療・介護･福祉の現場を熟知した講師陣による講

義に加え、パネルディスカッションやワークショップを通じて、介護老人保健施設のリスクマネジメントの

あり方をともに学ぶ、充実したカリキュラムとなっております。 

詳しくは、全老健リスクマネジャーホームページ（http://www.risk-manager.jp/）をご覧ください。リスク

マネジャーを志す方々の多数のご参加をお待ちしております。 謹白 
 

開 催 日 
Ⅰ期 平成26年11月19日（水）～21日（金） 

Ⅱ期 平成27年  2月18日（水）～20日（金） 

会 場 

（Ⅰ期・Ⅱ期共通） 
ＡＰ浜松町（東京都港区芝2-4-1芝パークビルＢ館地下1階 TEL: 03-5405-6109） 

参加料･定員 

会員価格 70,000円 （税込・Ⅰ期、Ⅱ期受講料、昼食代、意見交換会費を含む） 

非会員価格 85,000円 （税込・Ⅰ期、Ⅱ期受講料、昼食代、意見交換会費を含む） 

定員：１50名 

カリキュラム 別紙のとおり 

資格制度の概要 

申込方法 

下記ＵＲＬよりご参照ください。【インターネットによる申込みとなります】 

http://www.risk-manager.jp/ 

受講証書の発行 
全講義を受講された方に全老健会長名の受講証書を交付いたします。なお、遅刻早退等により

全課程を受講されなかった場合、受講証書の交付は致しかねますのでご了承下さい。 

資格取得の特典 

リスクマネジャー資格取得者が会員施設の職員である場合、当該会員施設が加入する介護老人

保健施設総合補償制度（賠償事故補償制度）の保険料を 20％割引（資格取得者 2 名以上の場

合、保険料を25%割引） 

主 催：公益社団法人全国老人保健施設協会（電話：03-3455-4165  FAX：03-3455-4172） 

申込先：トップツアー株式会社東京法人西事業部  電話：03-5766-0099 FAX：03-5766-0264） 

＊営業時間9：30～17：30（月～金）土・日・祝/休業 

※ お申込者の個人情報は、お客様との連絡や、サービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 



平成２６年度介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座 予定カリキュラム 
【Ⅰ期：平成２６年１１月開催】 

※現時点での予定カリキュラムであり、カリキュラムの順番及び時間等の変更が生じる可能性がありますので、 

あらかじめご了承ください。                                         定員数：150名 

Ⅰ期 （11月）   項目 講師 

11
月
19
日
（
水
） 

【
１
日
目
】 

13：00～13：15 15分 主催者挨拶 
全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

13：15～13：25 10分 
【解説】 全老健リスクマネジャー資

格について 

全国老人保健施設協会 

管理運営委員長 山野 雅弘 

13：25～14：15 50分 
【講義】老健施設の今後と 

リスクマネジメント 

全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

14：25～15：25 60分 
【講義】リスクマネジメント法律論Ⅰ 

（賠償責任等） 

コブエ法律事務所 

弁護士 古笛 恵子 

15：35～16：35 60分 
【講義】リスクマネジメント法律論Ⅱ 

（債権回収等） 

弁護士法人大江橋法律事務所 

弁護士 村上 寛 

16：45～17：45 60分 【講義】コーチングについて 
コーチング・ジョイ 

プロフェッショナルコーチ 宮崎 ひろみ 

18：30～20：30 120分 意見交換会 全国老人保健施設協会 

11
月
20
日
（木
） 

【２
日
目
】 

9：00～12：00 180分 【講義】ヒューマンエラー対策 

ＡＮＡビジネスソリューション株式会社 

ヒューマンエラー対策 

専属講師 富田 典明 

12：00～13：00 60分 昼食休憩 

13：00～14：00 60分 
【講義】ひやりはっとの重要性と 

苦情発生の心理学 

金沢大学 医薬保健研究域医学系 

環境生態医学・公衆衛生学 

教授 中村 裕之 

14：15～16：45 150分 

【パネルディスカッション】 

災害対応について 

・災害時における老健施設の役割

とＢＣＰ 

・ＪＣＡＴについて～災害時施設間

の連携・支援体制は～ 

・震災リスクマネジメント 

座長：全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

パネリスト： 

小名浜ときわ苑 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌｪﾛｰ村岡 寛 

全老健  安全推進部会長 櫛橋 弘喜 

生愛会ﾅｰｼﾝｸﾞｹｱｾﾝﾀｰ  佐々木 清憲 

17：00～17：30 30分 【講義】個人情報の取扱いについて 
株式会社インターリスク総研 

特別研究員 本田 茂樹 

11
月
21
日
（金
） 

【３
日
目
】 

9：00～12：00 180分 
【ワークショップ】転倒・転落につい

てとことん考えよう！ 

全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

管理運営委員長 山野 雅弘 

安全推進部会長 櫛橋 弘喜  
生愛会ﾅｰｼﾝｸﾞｹｱｾﾝﾀｰ    及川 剛史 

12：00～13：00 60分 昼食休憩 

13：00～15：45 165分 
【講義】サービス管理論：利用者と

の信頼関係、苦情対応と顧客満足 

株式会社インターリスク総研 

特別研究員 本田 茂樹 

15：45～16：00 15分 【講義】選ばれる老健を目指して 
全国老人保健施設協会 

管理運営委員長 山野 雅弘 



平成２６年度介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座 予定カリキュラム 
【Ⅱ期：平成２７年２月開催】 

※現時点での予定カリキュラムであり、カリキュラムの順番及び時間等の変更が生じる可能性がありますので、 

あらかじめご了承ください。                                        定員数：150名 

Ⅱ期 （2月）    項目 講師 

2
月
18
日
（
水
） 

【
１
日
目
】 

13：00～13：05 5分 主催者挨拶 全国老人保健施設協会 

13：05～16：50 225分 

【講義】職員間のコミュニケーション 

東京海上日動 

メディカルサービス株式会社 
【演習】ＳＢＡＲ 

【演習】現場で使える参加型研修

のアクションプラン 

17：00～18：00 60分 【講義】労務管理について 株式会社ＴＩＭコンサルティング 

2
月
19
日
（木
） 

【２
日
目
】 

9：00～10：30 90分 

【パネルディスカッション】 

新全老健版ケアマネジメント方式 

～Ｒ４システム～について 

座長：全国老人保健施設協会 

管理運営委員長 山野 雅弘 

パネリスト：全国老人保健施設協会 

副会長 折茂 賢一郎 

10：45～12：00 75分 
【講義】老健施設における在宅復

帰率・回転率 

生愛会ナーシングケアセンター 

ケアマネジャー 伊藤 健博 

12：00～13：00 60分 昼食休憩 

13：00～15：00 120分 
【ワークショップ】 

老健施設のリスクマネジメント 

全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

管理運営委員長 山野 雅弘 

リバーサイド御薬園 

施設長 梅田 三智代 

生愛会ナーシングケアセンター 

看護師長 谷口 裕子 

15：10～16：10 60分 
【講義】リスクマネジメントと保険の

機能 
東京海上日動火災株式会社 

16：20～17：50 90分 【講義】医療過誤への対応について 
独立行政法人国立病院機構本部 

広報文書課長 岡村 輝久 

2
月
20
日
（金
） 

【３
日
目
】 

9：00～10：00 60分 
【講義】老健施設における感染症

の発生に対する具体的対応 

全国老人保健施設協会 

管理運営委員長 山野 雅弘 

10：10～10：55 45分 
【講義】職員のキャリアアップにつ

いて 全国老人保健施設協会 

副会長 平川 博之 
11：10～12：00 50分 【講義】メンタルヘルスについて 

12：00～13：00 60分 昼食休憩 

13：00～14：00 60分 
【講義】指導・監査への対応とコン

プライアンス 

元厚生労働省老健局介護保険指導室長 

シルバーサービス振興会 

常務理事 中井 孝之 

14：15～15：45 90分 

【パネルディスカッション】 

苦情対応の実際～施設からの視

点・マスコミからの視点～ 

司会：全国老人保健施設協会  

管理運営委員長 山野 雅弘 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：全国老人保健施設協会 

副会長 本間 達也 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：全国老人保健施設協会 

安全推進部会長 櫛橋 弘喜 

元毎日新聞論説委員 近藤 憲明 

16：00～16：40 40分 
【講義】まとめ～望まれるリスクマ

ネジャーとは～ 

全国老人保健施設協会 

管理運営委員長 山野 雅弘 


