
図1 老健施設を取り巻くリスク
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解説1
老健施設におけるリスク
マネジメントとリスクマネジャー
制度の概要

　リスクとは「危険」、「危険度」、「予想したとおりに
うまくいかない可能性」、「失敗したり損をしたりする
危険」であり、一般的には『リスク』は「危険」を
表す言葉と定義される。
　発生し得るリスクを予想し、それに備え不安を和
らげる必要がある。これらのリスクに対処することを
リスクマネジメント（リスク管理）という。
　リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理し、
損失などの回避または低減を図るプロセスをいう。
　リスクマネジメントは、主にリスクアセスメントとリ
スク対応とから成る。さらに、リスクアセスメントは、
リスク特定、リスク分析、リスク評価から成る。リス
クマネジメントは、各種の危険による不測の損害を
最少の費用で効果的に処理するための施設管理手
法である。
　具体的なリスクマネジメントのプロセスは以下のと
おり。
1. 把握する ⇒ 情報を集め、リスクを発見する
2. 分析する ⇒ リスクのレベルを分析する

3. 評価する ⇒ リスク対応の優先度を決定する
4. 対処する ⇒ 対策を立案する
5. 実行する ⇒ 対策を実行する
　　◇リスク・コントロール
　　　a リスクの回避
　　　b ロスコントロール
　　◇リスク・ファイナンス
　　　a リスクの保有
　　　　　資産留保

　　　　　準備金

　　　b リスクの転嫁
　　　　　保険

　　　　　契約による転嫁
6. 再評価する
　これをPDCAサイクルで実行していく。つまりリス
クを特定して分析を行い、対策を立案し実施する。
そして評価を行い、必要があれば再び計画を改善
することを繰り返し、さらに上のステップへと継続的
改善を行う。
　老健施設のリスクといえば転倒・転落や誤嚥によ
る窒息等介護事故を思い浮かべるだろうが、リスク
は転倒・転落や誤嚥による窒息事故だけではない。

老健施設における
リスクマネジメント
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特集 認定リスクマネジャー最前線！
災害現場に見る活躍

図１のように老健施設を取り巻くリスクはさまざまで
ある。
　施設内でのリスクは転倒・転落や誤嚥による介護
事故、事故後の対応のまずさによる家族とのトラブ
ル、感染、特にインフルエンザ発症のため入退所の
制限による回転率、在宅復帰率の低下とそれによる
経営的損失は計り知れない。また「個人情報漏洩に
よる社会的信頼の喪失」や「自然災害の被災」な
どそのリスクは幅広い。
　2019 年の水害被害は記憶に新しいが、自然災害、
特に台風はその規模が年々巨大化しており、日本上
陸数は 10 年前では 20 個であったものが令和元年
には 29 個と増加し、コースも日本を縦断するものへ
と変化している。
　自然災害の発生を未然に防ぐことは困難である
が、被害を少なくすることは可能である。そのため
には被災後のリスク管理 BCP（事業継続計画：重
要業務を継続するために、備蓄品や業務の復旧手
段などを事前に取り決めておく計画）が求められる。
　老健施設のリスクをまとめると次のようになる。
〇利用者や家族に関するリスク
　転倒・転落、誤嚥・誤飲、施設内感染・食中毒、

熱中症・脱水、認知症に伴う行動（徘徊・暴行）、
ターミナル・看取り時の対応、利用者家族とのトラブ
ル、身体拘束・虐待
〇施設・組織運営上のリスク
　自然災害、職員のメンタルヘルス、職員の労働災
害・個人的トラブル、地域との連携ミス、制度改正
等による事業環境の変化、対外的な対応ミスによる
社会的信用の失墜、他サービスとの競争による収益
の減少、個人情報保護
　リスクマネジメントを重視することは、管理者側の
立場の運営面だけのメリットのみならずケアの質の
向上にも直結するものであり、老健施設を取り巻くさ
まざまなリスクに包括的に対応するために、専門的
な部署と人材が必要である。
　このような考えのもと、全老健のリスクマネジャー
制度が創設され、2007年よりリスクマネジャー養成
講座が実施され、施設内にリスクマネジャーを配置
し、あらゆるリスクに対応し、リスクに対する意識啓
発を図っている。

　リスクマネジャー養成講座はⅠ期３日間、Ⅱ期３日
間計６日間（41時間）であり、カリキュラムは図２の
とおりである。
〇リスクマネジャー資格取得の流れ
①上記の時間のカリキュラムを受講
②インターネット模擬試験（e‐ラーニング）
③認定資格試験

④合格、資格取得

⑤資格の更新（５年ごと）
〇リスクマネジャーに必要な視点と役割
• 利用者・家族の視点（苦情対応・事故対応）
•  職員の視点（一職員として、快適な職場になるよ
うに）
•  サービスの質の視点（人権・尊厳・プライバシーを
守る）
•  経営者の視点（財務上の視点、コストも考える）
•  コミュニケーションの視点（地域連携・トラブル対
応）

〇役割
　セーフティマネジャーの育成をはじめスタッフの教
育や組織（体制）づくり（図３）
〇リスクマネジャーに望まれる資質・姿勢
　 •  意思決定能力に優れていること
　 •  良識があること
　 •  介護・医療の常識ではなく社会の常識に基づ

いて判断できること
　 •  明るく固定概念にとらわれないこと
　 •  聴く能力が優れていること
　 •  情報収集能力が優れていること
　 •  常に冷静さを保つように努力すること
　 •  常に現場に足を運ぶよう努力すること
　 •  組織内外の専門職との連携がとれること
　老健施設におけるリスクマネジメントとリスクマネ
ジャー制度の概要を述べてきたが、時代の変遷とと
もに扱うリスクは多岐にわたってきている。老健施
設は多職種協働の施設である。それぞれの職種に、
幅広い視野でリスクをとらえ、あらゆるリスクに対応
できる担当者を配置し、リスク意識啓発を図れば、
老健施設におけるケアの質が向上することは明らか
である。

リスクマネジャー制度の概要
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図2 2019年度介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座カリキュラム
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図3 リスクマネジメント体制の組織づくり（例）※実際の施設の実情にあわせて構成する

特集 認定リスクマネジャー最前線！
災害現場に見る活躍

第Ⅰ期 第Ⅱ期

老健施設の今後とリスクマネジメント
全老健 副会長 本間達也

施設における防犯対策（夜勤中の対応を含む）
元福島県警察本部 刑事部長 今泉満臣

リスクマネジメント法律論Ⅰ（賠償責任等）
上野きぼう法律事務所 弁護士 東城輝夫

外国人介護人材の受け入れの問題点と今後について
全老健 副会長 本間達也

医療・介護過誤への対応について（利用料未払い等を含む）
全老健 管理運営委員会 委員長 櫛橋弘喜
全老健 管理運営委員会 副委員長 山野雅弘

AI・ロボット関連
厚生労働省 老健局高齢者支援課
介護ロボット開発・普及推進室室長補佐 長倉寿子

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長・学域長・教授
 中村裕之

災害対応について 
清雅苑 副施設長 野尻晋一
ひむか苑 施設長 櫛橋弘喜
新島空港 消防隊 渡辺一夫

ケアの質の評価について
全老健 管理運営委員会 副委員長 山野雅弘
全老健 副会長 折茂賢一郎

なぜ、在宅支援なのか 〜経営面も考えて〜
全老健 在宅支援推進部会 伊藤健博

老健の施設類型を上げる取り組み
レーベンハウス 事務長 小林良成

コーチングについて
ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 本田茂樹 老健施設のリスクマネジメント

リバーサイド御薬園 管理者 梅田三智代
生愛会ナーシングケアセンター 看護師長 谷口裕子転倒・転落についてとことん考えよう！

全老健 管理運営委員会 委員長 櫛橋弘喜
全老健 管理運営委員会 副委員長 山野雅弘
生愛会ナーシングケアセンター 介護科長
 廣瀬美由紀

老健施設における感染症の発生に対する具体的対応
全老健 管理運営委員会 副委員長 山野雅弘

労務管理について
佐藤勝之社会保険労務士事務所 社会保険労務士
 佐藤勝之

・メンタルヘルスについて
・職員のキャリアアップについて

全老健 副会長 平川博之

・個人情報の取り扱いについて
・サービス管理論（苦情対応と顧客満足など）

ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 本田茂樹

不適切なケアに関して考える（高齢者の虐待の防止について）
生愛会ナーシングケアセンター 在宅支援課長
 佐藤若奈

苦情対応の実際 〜施設、マスコミからの視点〜
ひむか苑 施設長 櫛橋弘喜
元毎日新聞論説委員 近藤憲明

介護保険制度を取り巻く現状と法令遵守
厚生労働省老健局 介護保険指導室長 里村浩

リスクマネジメントと保険の機能
東京海上日動火災保険株式会社 前田義光選ばれる老健施設を目指して

全老健 管理運営委員会 委員長 櫛橋弘喜 まとめ〜望まれるリスクマネジャーとは〜
全老健 管理運営委員会 委員長 櫛橋弘喜
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