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老健施設にとって
備えとは 前編

　新型コロナウイルス感染症が猛威を振るったことで、嫌というほど思い知らされたのが、地震
や水害といった自然災害も含め、避けたくても避けられない災いが老健施設の運営を脅かすこ
とがあるということだ。老健施設には、高齢者の生活を支える存在として、そういった災害の影
響を、最小限に食い止める義務があるともいえる。
　そこで本誌では、８月号と９月号の２回にわたって、老健施設のBCP（Business Continuity 
Plan、事業継続計画）について考える。今回は、老健施設のリスクマネジメントに知見のある
ミネルヴァベリタス株式会社の顧問、本田茂樹氏に老健施設のBCPについて解説していただく。
9月号では、BCPを効果的に実施するための解説記事や、事例をご紹介する予定。

特 集 ２

　老健施設のリスクマネジメントは、与えられた経
営環境のもとで組織的にリスクを管理し、損失など
を回避・低減するプロセスである。しかし、新型コ
ロナウイルス感染症の流行と長期化は、老健施設を
取り巻く経営環境を大きく変えたことから、老健施
設における備えについても、その変化を踏まえるこ
とが重要となっている。
　老健施設がこれまで取り組んできた防災対策や
事業継続計画（以下、BCP）なども、「感染症との

共存」という経営環境の変化を前提として進めるこ
とが求められる。
　本稿では、このような前提のもとで、いま、老健
施設が備えるべきことを考える。

　老健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を
支援し、家庭への復帰をめざすために、看護・介
護ケアはもちろんのこと、リハビリや食事・入浴など
の日常サービスを提供している。このサービスは24
時間365日、切れ目なく提供されるものであり、自然
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老健施設にとって
備えとは 前編

災害や大事故など予測もしない危機事象が起こった
場合も、継続して提供し続けることが求められる。
　しかし実際には、これまで老健施設が地震や台
風などの自然災害に見舞われ、その結果、介護サー
ビスの提供を縮小、あるいは停止せざるを得なかっ
たケースは少なくない。このような事態を避けるため
の方策としてBCPがある。
　内閣府（防災担当）が策定した「事業継続ガイド
ライン─あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦
略と対応─」（2013年８月改定）では、BCPを次の
ように定義する。
　大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の
事件、大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、
突発的な経営環境の変化など、不測の事態が発生して
も、重要な事業を中断させない、または中断しても可
能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手
順等を示した計画のことを事業継続計画（Business 
Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。

　BCPを理解する上で重要な点は次の3つである。
①事業を中断させないこと
　「BCPは、中断した事業をできるだけ短い時間で
元に戻し、事業を継続していくためのもの」と考え
ている人も多いと思うが、それ以前に不測の事態が
起こった場合でも、まずは事業を中断させないよう
に準備しておくことが重要である。それでも地震や
台風に見舞われて事業が中断することもあり得る。
その場合は、残された経営資源を活かして事業を復
旧させ、事業の継続を円滑に実現することがポイン
トとなる。
②想定する事象は自然災害に限らない
　日本では、地震などの自然災害が頻繁に起こるこ
とから、地震を切り口にしたBCPを策定する組織が
多い。しかし、BCPは自然災害だけではなく、未知
の感染症など事業を中断させる原因となり得るさま
ざまな事象を対象としている。
③緊急事態においては優先順位をつけて対応する
　地震や台風が発生すると、職員がケガをする、建
物が壊れる、電気・ガス・水道の供給が停止するな
ど、老健施設の経営資源が欠けたり、足りなくなっ
たりする。限られた経営資源で平常時と同じ量の介
護サービスを提供することは難しいため、業務に優
先順位をつけて、その優先度に応じて業務を進め
ることが必須となる。

　BCPの目的は、老健施設の重要な事業、つまり
介護サービスを中断させない、そして万が一、それ
が中断した場合でも可能な限り短い時間で復旧さ
せ、継続していくことである。この目的を達成するた
めには、「経営資源を守る」「欠けた経営資源を補う」
という２つの要素が不可欠である。

「経営資源を守る方法」～危機事象によって異なる
　まず、介護サービスを中断させないためには、老
健施設が危機事象に見舞われても、経営資源が欠
けないように準備をしておくことが極めて重要である。
　経営資源を守る方法は危機事象により異なるため、
危機事象ごと、つまり地震、水害、そして感染症と
いう災害の種類ごとに検討することが必要である。
【地震から守る】
①老健施設の建物の耐震化
　老健施設の経営資源として重要なもの、例えば、
職員やその他の設備・什器備品などはすべて建物の
なかに存在する。もし、自施設の建物が地震の揺
れで倒壊すれば、多くの職員が負傷、あるいは亡く
なるなどその被害は計り知れない。
　ただ、老健施設の建物が大きな地震にも耐えられ
る耐震性能をもっているかどうかは、見ただけでは
わからないことから、専門家の診断が必要となる。
その診断結果に基づき、必要に応じた耐震補強工
事を行うことで、建物そのものの被害、そして建物
内の職員や設備・什器備品の被害を軽減できる。
　耐震診断や耐震補強工事には費用がかかるが、
建物内にある経営資源を守るためには極めて有効な
対策である。自治体によっては、工事費用の一部を
補助する場合もあるので、それらも活用しつつ最優
先で取り組むことが求められる。
②建物内の設備・什器備品の固定
　大きな地震の際、建物そのものが倒壊しなかった
場合でも、内部の設備・什器備品に被害は発生する。
つまり、固定されていない設備・什器備品は、激しい
揺れによって移動、あるいは転倒し、また高い場所
に設置されているものは落下することが想定される。
　そこで、設備・什器備品については、転倒防止対
策と落下防止対策を講じることが基本となる。特に、
居室の家具が転倒すると、利用者が負傷する、また

BCPの基本は
「経営資源を守る」「欠けた経営資源を補う」

老健 2020.8 21



特集
２ 老健施設にとって備えとは　前編

避難経路をふさぐこともあり得るため、転倒・落下
防止策は的確に実施するべきである。これらの対策
は、新しい設備・什器備品を購入するたびに行うこ
とも忘れてはならない。
【水害から守る】
①自施設の場所をハザードマップで必ず確認する
　昔から「水は高きより低きに流れ」といわれている
が、これは水害の被害が発生する地域を事前に予
測できることを意味している。つまり、堤防が決壊
する、あるいは高潮や内水氾濫が起こった場合、流
れ出た水は、高い土地から低い土地に流れ、そこで
とどまる。自施設が水害の被害に見舞われる可能性
は、ハザードマップで確認しておくとよい。
　自治体が公表する「洪水ハザードマップ」や「高
潮ハザードマップ」には、過去の大規模水害のデー
タなどをもとに、実際に水害が発生した場合にどの
くらいの範囲で浸水するのか、またその際の浸水深
がどのくらいか等の情報が示されている。
②施設の浸水可能性が高い場合は避難がポイント
　自施設がハザードマップ上、水害の被害を受けや

すい場所に立地している場合は、その被害想定を
前提に対策を立てる必要がある。
　台風は、天気予報などの気象情報により、自施
設のある地域が影響を受けるかどうかが事前にわか
る。台風が近づく段階から被害が発生するまでの
間に、先を見越して避難を進めることが必須となる。
特に、避難に時間がかかる高齢者等の要配慮者は、
「警戒レベル３」の段階で行動することが求められ
ている。表１を参考に、避難等をどのように進めるか、
老健施設の避難計画を策定するとよい。
③避難所以外の選択肢も検討しておく
　大きな水害の発生に際して、市町村がすべての住
民を受け入れられる避難所を整備することは困難で
ある。また、避難所が開かれた場合も、多くの避
難者が集まることで、トイレを含む生活環境が悪化
することが考えられ、感染症の拡大も懸念される。
　自施設の浸水可能性が高い場合は、法人内で被
害を受けにくい施設に移動、または利用者に一時的
に自宅や親戚・知人宅に避難してもらうなどの対策
を、平常時から検討しておくことも必要である。
【感染症から守る】
　新型コロナウイルス感染症には、いまのところ有
効なワクチンはなく、抗ウイルス薬についても、有
効性・安全性の観点から治療薬として確立されたも
のはないため、感染防止対策が極めて重要である。
政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
処方針」や、同じく政府の専門家会議が提唱する「新
しい生活様式」なども踏まえて、老健施設の新しい
感染防止体制を作り上げることが重要である（表２）。
①老健施設内の感染防止対策の強化
　新型コロナウイルス感染症の流行の第一波におい
て必要とされた感染防止対策は、今後も継続するこ
とが必要だ。具体的には、次の項目が考えられる。
◇標準予防策（スタンダードプリコーション）を徹底
する。
◇個人防護具の着脱方法に関する研修会を開催す
ることで、職員の不安を解消する。
◇今後の流行状況によっては職員不足を解消するた
めに、施設内での職員シフトや退職者の復帰などの
形で新しいメンバーを受け入れることが考えられる。
それぞれの職場の業務を標準化するとともに、マニュ
アルの作成およびアップデートを進めておき、新しい

表1 警戒レベルととるべき行動「避難勧告等に関するガイドラ
インの改定」2019年3月内閣府（防災担当）

表2 「新しい生活様式」の実践例
『新しい生活様式』の実践例：2020年5月4日、厚生労働省

警戒
レベル 居住者等がとるべき行動 行動を居住者等

に促す情報

5
既に災害が発生している状況であ
り、命を守るための最善の行動をす
る。

災害発生情報※

※ 災害 が 実 際 に発
生していることを把
握した場合に、可能
な範囲で発令

市
町
村
が
発
令

4

・指定緊急避難場所等への立退き
避難を基本とする避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが極めて高
い状況等で、指定緊急避難場所へ
の立退き避難はかえって命の危険を
及ぼしかねないと自ら判断する場合
には、近隣の安全な場所への避難
や建物内のより安全な部屋への移
動等の緊急の避難をする。

避難勧告
避難指示（緊急）※
※地 域 の 状 況に応
じて緊急的又は重ね
て避 難を 促す 場 合
等に発令

3

避難に時間のかかる高齢者等の要
配慮者は立退き避難する。その他
の人は立退き避難の準備をし、自
発的に避難する。

避難準備・高齢
者等避難開始

2

ハザードマップ等により災害リスク、
避難場所や避難経路、避難のタイ
ミング等の再確認、避難情報の把
握手段の再確認・注意など、避難に
備え自らの避難行動を確認する。

注意報
気
象
庁
が
発
表1 防災気象情報等の最新情報に注意

するなど、災害への心構えを高める。 警報級の可能性

「日常生活を営む上での
基本的生活様式」 「働き方の新しいスタイル」

⦿�まめに手洗い・手指消毒
⦿�咳エチケットの徹底
⦿�こまめに換気
⦿�身体的距離の確保
⦿�「3密」の回避（密集・密接・密閉）
⦿�毎朝の体温測定・健康チェック
⦿�発熱または風邪の症状がある場合は

無理せず自宅で療養

⦿�テレワークやローテー
ション勤務
⦿�時差通勤でゆったりと
⦿�オフィスはひろびろと
⦿�会議はオンライン
⦿�名刺交換はオンライン
⦿�対面での打ち合わせは

換気とマスク
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メンバーがすぐに業務に入れるよう準備する。
◇老健施設内で感染経路を断ち、感染拡大を防ぐ
ためには、医師・看護師・リハビリ職・介護職、そ
して事務職だけではなく、老健施設に出入りする給
食事業者や清掃事業者など全員に感染防止対策の
実践を求める。
◇すでに「当たり前」とされている感染防止対策、
例えば、手指衛生や、出勤時の検温、体調チェック
などの手順は形式的に行うのではなく、的確に実施
する。
②「３密」を回避する
　「新しい生活様式」で求められている、「3密」（換
気の悪い密閉空間、人が密集している場所、近距
離で会話・発声が行われる場所）の回避は、老健
施設においても重要な取り組みである。この「３密」
が起こりやすい場所や場面を見つけ、どのように回
避するべきかを施設内で検討し、必要な対応を進
めることが求められる。例えば、更衣室・ロッカー
や食堂など職員の集まるところは、換気に注意する、
また使用する時間帯をずらすなどの対策を講じる。
③備蓄は裏切らない
　多くの老健施設では、新型コロナウイルス感染症
の第一波において、個人防護具や手指消毒薬など
さまざまな物資が不足するという事態に直面したと
考えられる。今後の流行長期化に備えて、まず感染
防止対策に必要な物資の在庫状況を確認してリスト
化することから始めるとよい。その上で、不足してい
る物資、そして不足が見込まれる物資について、地
方自治体の協力も仰ぎながら第二波がくるまでの小
康期の段階で調達を進めることが必須となる。

「欠けた経営資源を補う」～平常時の準備が重要
　このように経営資源を守る準備をしていても、大
きな災害によって、職員や建物、そしてライフライン
が失われることが考えられる。欠けたり、なくなった
りした経営資源をどのように代替するか、つまり補っ
ていくかが問われる。そして、この経営資源を補う
準備は平常時に終えておくことが極めて重要である。
①従業員の代替
　地震や台風に見舞われ職員が被災する、あるい
は感染症の流行により職員が出勤できないことが十
分考えられる。利用者へのサービス提供を続けるた
め必要な要員について、外部から支援を仰げるよう

な受援体制を整えておくことが必要である。
　例えば、自然災害発生時には、法人内の他の事
業所から応援要員をシフトしてもらえるよう依頼して
おくことが大切である。また、行政からのサポート
が必須であるため、平常時から市町村の窓口とは「顔
の見える関係」をつくっておくことも求められる。
②ライフラインの代替
　大きな自然災害が発生した場合は、長期停電や
通信障害が起こる可能性が高い。2020年5月29日に
修正された「防災基本計画」においても、「病院等
重要施設での非常用電源確保の推進」が求められ
ており、自施設の長期停電への備えを確認しておく
ことが重要である。
　非常用電源の整備にはコストがかかるが、電源が
途絶えるなかで利用者に介護サービスを提供し続け
ることは極めて困難であり、優先順位を上げて取り
組むことが必須である。
③生活物資の代替
　大災害に見舞われた場合、外部からの応援が届く
までの間は、それまでの準備が問われる形になる。
利用者の生活に必要な物資、例えば、水や食料、
そして使い捨てトイレやトイレットペーパー、さらに
おむつなどは備蓄して、急場をしのぐことが必要と
なる。
　これらの備蓄品の調達は、被災してからでは間に
合わない。現在の備蓄量を確認し、不足があれば、
平常時のいま、補充しておくことが求められる。

　地震や水害などの自然災害は、新型コロナウイル
ス感染症の流行が長期化する間にも起こり、それは、
いわゆる複合災害となり得る。また夏場にその発生
が懸念される食中毒も、新型コロナウイルス感染症
の流行時に発生すれば複合災害となる。
　これまでも複合災害がなかったわけではなく、例
えば、地震が起こった地域が豪雨に見舞われる、
また水害が起こった際に開設される避難所で感染
症が流行するなどの事例が該当する。
　我々は、「このようなリスクがあり得る」と認識し
ていなければ、それに備えることはできない。いま
一度、老健施設におけるリスクを見直し、的確に準
備を進めることが求められる。

おわりに
～複合災害を想定外にしない
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