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前号に続く第2回
（最終回）
をお届けします。
今号でお届けするトピックス
全社的リスクマネジメント、内部統制、企業不祥事、事業継続マネジメント、パンデミック、火災、地震、
サイバー攻撃、気候変動、
生物多様性、道路交通法

に関するトラブルや未収金の発生が問題となっている。本稿では、訪日外国人にかかる受入れ体制の整備と未収金対応のポイントに
ついて解説する。

画
「土十条」
、2017年に汚染土地土壌環境管理弁法、2019年には土壌汚染防止法が施行された。本稿では、中国における土壌汚染関連
法規制の動向と日系企業がとるべき対応について解説する。

視点で考え、戦略的に実践する重要性が高まっており、経済産業省が健康経営を積極的に推進している。本稿では健康経営を取り巻く
現状と健康経営の投資効果について解説する。

景に2019年6月に道路交通法の一部が改正され
「ながら運転」
に対する罰則が強化された。本稿では、改正道路交通法の概要ならびに
法改正により新たに想定されるリスクおよび企業における安全運転管理
（運行管理）
のポイントについて解説する。

実施し、報告書にまとめた。本稿では、実態調査結果の内容をご紹介するとともに、
それを踏まえた通所介護施設
（デイサービス）
におけ
る感染管理・安全管理体制整備のポイントについて解説する。

知障害
（MC I）
の段階での早期対応が注目されている。
また、認知症の人の行方不明や交通事故、孤立化など様々な社会課題が顕在化
しており、早急な対策が求められている。本稿では、認知症を取り巻く環境と新たな施策について解説する。

基礎研究レポート

認知症の多くを占めるアルツハイマー病は、現時点では根本治療薬の開発のめどは立っていないが、緩慢に進行する疾患であり軽度認

感染・安全管理

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では通所介護施設
（デイサービス）
における感染および安全の管理体制について、独自にアンケート調査を

道路交通法改正

近年、交通事故全体の件数が減少している一方、自動車運転中の携帯電話使用等が原因の交通事故の件数は大幅に増加、
それらを背

健康経営

人手不足や人生100年時代への対応など、企業には従来とは異なる取り組みが必要な時代となった。従業員の健康管理を経営学的な

中国の土壌汚染
関連法規制

中国政府は、環境規制を強化する政策を次々に打ち出しており、土壌汚染関連の法規制整備についても2016年に土壌汚染防止行動計

訪日外国人患者対策

訪日外国人の急増に伴い、
日本滞在中の突然の病気やケガで医療機関を受診する訪日外国人旅行者患者の数も急増しており、受入れ

平成から令和へ

巻頭特集として、平成の時代における主要なリスクトピックスを振り返り、令和の新時代に求められる企業・組織の対応を概説します。

特
集

平成 から令和へ

第2回

〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

今号で取り上げるトピックス

〈ご参考〉
前号で取り上げたトピックス

全社的リスクマネジメント
リスクマネジメントは昭和30年代後半から40年代前半（1960
年代）
に米国で誕生し発達してきた管理手法であるが、平成の

（COSO）
より公表された内部統制フレームワークがそれである
（平成4年、6年）。

時代において、
その様々な規格やフレームワークが制定または

一方、我が国におけるリスクマネジメントシステム規格の検討

改訂され、企業のリスクマネジメントの実効性向上に貢献して

は阪神・淡路大震災を契機として始められ、
日本標準化法に基

きた。
また、
エンタープライズリスクマネジメント
（ERM）
という

づく標準情報TRZ0001-1996（危機管理システム、平成8年）
を

用語がリスクマネジメントのメインストリームに登場したのも平

経て、平成13年にリスクマネジメントシステム規格JISQ2001が

成に入ってからのことである。平成の時代におけるERMの進展

制定された。

は、
おおむね①前期：各国での標準化、②中期：国際標準化、③
後期：国際規格等の改訂の3段階に分けられる。以下にこれを
辿ってみたい。

▶平成中期：国際標準化

平成中期には、
リスクマネジメントの国家規格は、国際標準

化へと進展していく。
平成17年に日本とオーストラリアの共同提
▶︎平成前期：各国での標準化

世界初のリスクマネジメントの国家規格はオーストラリア／

ねられ、
平成21年にISO31000が発行された
（これに対応する形

ニュージーランドのAS/NZS4360:1995で、平成7年に制定され

で、
国内ではJISQ31000として国内規格化、
JISQ2001は廃止）
。

た。
その後、平成9年にカナダで、平成12年には英国でそれぞれ

米国でも、平成16年には、
エンロン事件等によるリスクマネジ

国家規格が制定されている。
米国では、国家規格とは異なるものの内部統制フレームワー
ク策定の動きがみられた。昭和50年代後半（1980年代）以降の
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案によりISOで検討が始まり、
日本が事務局となって検討が重

メントに関する認識の高まりを背景に、COSOにより
「COSOERM エンタープライズリスクマネジメント－統合的枠組み」
が
整理・公表されている。

不正な財務報告の頻発を契機として会計に関する有効な内部

ISO31000では、
リスクは
「目的に対する不確かさの影響」
と定

統制の構築が求められ、
トレッドウェイ委員会支援組織委員会

義された。
すなわち、期待されていることから好ましくない方向
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だけでなく好ましい方向への乖離を含むこと、
目的との関係に

それぞれ改訂されている。
これらの改訂は策定時以降の経営

おいてとらえるべきものであるとされた点が大きな特徴である。

環境の変化等を踏まえたものであるが、
リスクマネジメントの

COSO-ERMでも表現は異なるが同様のとらえ方がなされてい

取り組みが、組織の目的や事業目標と整合し、組織の価値の創

る。
こうした定義に従えば、
リスクマネジメントとは、組織の目的

造を支援するものとして一層明確に位置付けられている。
今後、

を達成するためにリスクを管理する活動であり、見方を変える

新時代
「令和」
の企業経営においては、
こうした改訂の趣旨を踏

と経営そのものにほかならないと位置付けられたといえよう。

まえ、
リスクマネジメント規格やフレームワークをしっかりと活
用し、
事業目標達成の確実性を高めていくことが求められる。

▶平成後期：国際規格等の改訂

リスクマネジメント第三部

平成29年にはCOSO-ERM、平成30年にはISO31000が、

統合リスクマネジメントグループ
マネジャー 奥村 洋
平成から令和へ

【表１】全社的リスクマネジメントに関連する主なトピックス

時期
平成4年、6年

トピックス
米国

COSO報告書
（内部統制の統合的フレームワーク） 公表

平成7年

オーストラリア／ニュージーランド リスクマネジメント規格AS/NZS4360:1995

平成8年

日本標準化法に基づく標準情報TRZ0001-1996

平成9年

カナダ リスクマネジメント規格CAN/CSA-Q850-97

平成12年

英国 リスクマネジメント規格PD6668

平成13年

JISQ2001 リスクマネジメントシステム構築のための指針

平成16年

米国

平成21年

ISO31000リスクマネジメント－原則および指針

平成22年

JISQ31000リスクマネジメント－原則および指針

平成29年

米国

平成30年

ISO31000リスクマネジメント－原則および指針

制定

公表
制定

制定
制定

COSO-ERM エンタープライズリスクマネジメント－統合的枠組み 公表

COSO-ERM

制定
制定

エンタープライズリスクマネジメント－戦略およびパフォーマンスとの統合

公表

改訂
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

内部統制
平成の時代は企業の内部統制をめぐる環境が大きく変化す

平成12年の大手銀行株主代表訴訟判決では、取締役のリス

るのに合わせ、
その強化が格段に進んだ時代であったといえる。

ク管理体制、
すなわち内部統制の構築義務に裁判所が初めて

平成１ケタ年代には、現在に至る内部統制概念が確立した。

会社に法令への適合や業務の適正を確保する体制（内部統制

従前の内部統制は主に監査のための概念であったが、経営管
理の観点が加えられた。
この拡大した概念が後の不正防止等
の目的強化や法制化の動きが進む素地となった。
平成4年には米国で、内部統制を三つの『目的』
（「業務の有
効性および効率性」
「 財務報告の信頼性」
「 関連法令遵守」）
と五つの
『構成要素』
（「統制環境」
「リスクの評価」
「統制活動」
「情報と伝達」
「モニタリング」）
でモデル化した
『COSOフレー
ムワーク』
が発表された。本フレームワークは、内部統制の目的
に監査だけでなく、経営者や他の企業関係者の視点も含める
ことにより、
内部統制の概念を拡大させた。
日本でも本フレーム
ワークをふまえて、
内部統制の考え方が拡大・浸透した。

言及した。
これを機に、平成14年の商法改正で、委員会等設置
システム）
の構築が義務づけられ、次いで平成18年施行の新会
社法で大会社に同様の義務が課された。
また、
平成10年代には、
企業の粉飾決算も大きな問題となった。
米国では、平成13～14年に大企業で多額の粉飾決算が相次
いで発生したのを契機に、財務報告の信頼性を確保するため
の内部統制の整備に迫られ、SOX（サーベンス・オクスリー）法
の成立につながった。
日本でも平成16年に上場企業による有価証券報告書の不実
記載が相次いだことを受け、平成19年施行の金融商品取引法
で内部統制報告制度が導入された。財務報告にかかる内部統
制の有効性を経営者が評価・報告書として提出し、
これを監査
法人が監査することを義務づけた。

平成10年代には、相次ぐ企業不祥事を受けて、
日本でも内部
統制の法制化が進んだ。
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平成20年代には、企業統治（コーポレートガバナンス）強化が

また、
これに先立つ平成26年には機関投資家の行動規範

進んだ。平成10年代の動きが、不正防止を目的とした
「守りのガ

である日本版スチュワードシップ・コードが公表された。機関

バナンス強化」
とすれば、平成20年代は、企業の持続的成長を

投資家の影響力を活かして、企業経営の収益力向上と企業

目的とする
「攻めのガバナンス強化」
への転換の時代といえる。

不正の監視によるコーポレートガバナンスの向上を目的とし

平成27年、政府が成長戦略の一環としたコーポレートガバ

ている。

ナンス強化の方針に基づき、
コーポレートガバナンス・コードが
制定され、上場企業が企業統治のガイドラインとして参照すべ

令和の時代においても社会の変化、時代の要請に沿って内

き原則・指針が示された。持続的成長に向けた企業の自律的な

部統制に新たな意義・役割が見出され、
そのあり方も変化して

取り組みを促すことで、企業が中長期に資本生産性を向上さ

いくことになるであろう。

せ、
グローバルな競争に勝ち残るための強い企業経営力を取り

リスクマネジメント第三部 部長
危機管理・コンプライアンスグループ 大町 透

戻すことを期待したものである。

【表２】
内部統制に関連する主なトピックス

時期

トピックス

〈平成１ケタ年代：概念の整理・確立〉
平成4年
平成6年

COSO内部統制フレームワーク報告書発表
（トレッドウェイ委員会支援組織委員会）
日本公認会計士協会報告書
「内部統制」
公表

〈平成10年代①：企業不祥事を受けたガバナンス強化の動き〉
平成12年

大手銀行巨額損失事件 株主代表訴訟判決
取締役に総額7億7,500万ドルの損害賠償責任を認める

平成14年

商法改正

平成18年

新会社法施行

委員会等設置会社制度の導入

内部統制関連項目の整備を求める

大会社に内部統制システムの構築を求める

〈平成10年代②：粉飾決算を受けた財務報告の信頼性確保の動き〉
平成13、14年

米国エンロン、
ワールドコム社

倒産

多額の粉飾決算

平成14年

米国SOX
（サーベンス・オクスリー）
法成立

平成16年

私鉄有価証券報告書不実記載事件

平成19年

金融商品取引法
（JSOX）
施行

内部統制報告書の作成・提出の義務付け

〈平成20年代：企業の持続的成長を目指した攻めのガバナンスの動き〉
平成26年
平成26年
平成27年

日本版スチュワードシップ・コードの公表
「日本再興戦略」
改訂 2014―未来への挑戦―

閣議決定

コーポレートガバナンス・コード公表
（金融庁、東京証券取引所）
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

企業不祥事
平成の時代の折々で記憶に残る企業不祥事が発生した。10
年ごとに印象的な事例を挙げ、
当時の世相とその変遷を振り返
る。
（文中
［］
内は平成）
▶︎平成元～10年

政官財界から多数の逮捕者を出した未公開株の不正譲渡
［元

年］
をめぐる汚職事件とともに平成が幕開け。
以降も、
与党重鎮
政治家への贈賄
［4年］
や住宅金融専門会社の不良債権
（いわゆ
る住専問題）
［7年］
など、
企業と政治双方の倫理が厳しく問われ
る事案が続いた。
その後、
都銀や証券大手などが相次いで破たん

3
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［9年］
。
多くが融資の焦げ付きや不正会計が理由。
バブルに隠さ
れた経済社会の歪みが、
その崩壊とともに露見した。
▶︎平成11～20年

大手都銀巨額損失事件の株主代表訴訟判決［12年］は、取

締役の内部統制システム
（リスク管理・コンプライアンス・危機
管理）の構築義務を認定。経営者が、
「 社員が勝手にやったこ
と」
と言い訳できた時代が終えんした。以降の鉄鋼メーカーに
よる総会屋への利益供与［14年］や無認可添加物が混入した
肉まんの販売［18年］
でも、裁判所が内部統制の不備を断罪。
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司法と軌を一に、会社法と金融商品取引法の施行で内部統制
システムの構築・運用が法制化された。

素材・機械・鉄鋼大手などで相次いだデータ偽装［27年～］
や大手自動車メーカーの検査不正［28年～］
は、
「日本製」神話

食品会社の牛肉偽装
［14年］
など企業内部からの不正の暴露

の剥落を印象付けた。大手メーカーの不正会計と併せ、日本

も目立った。一方、現役社員が不正告発を理由に閑職に異動さ

企業全体の信頼失墜に危機感を持った東証などの運営法人

せられたとして会社を提訴［14年］
したのが話題になり、
「内部

が「上場会社における不祥事防止のプリンシプル」
を策定する

告発」がその年の流行語になった。
この訴えは、のちの公益通

きっかけになった。

報者保護法の制定に結実し、
内部通報制度が企業の自浄機能
として重要視されるようになった。

▶︎令和の時代に向けて

▶︎平成21年～

や大学・スポーツ団体のパワハラ問題［30年］は、ともに女

当局の業務改善命令と担当役員の引責辞任に発展。企業活

旧習を恐れず被害の声を上げた当事者の壮挙への賛意と加害

動におけるIT・システムの重要性と影響の大きさを再認識さ

側への批判がSNSを中心に増幅した結果、
旧体制側が謝罪や

せた。
その数年前の証券会社の大量誤発注［17年］
では、現場

辞任などに追い込まれた展開は世相の転換を感じさせる。

平 成 末 期 に話 題 をさらった 主 要 医 科 大での 不 正 入 試

担当者の単純な入力ミスで、損害が数百億円に及ぶリスクが
顕在化した。一方、個人情報の大量漏えいや最近では従業員

性 差 別や年 功 者 支 配といった昭 和の宿 弊が 背 景 。一 方 、

令和の時代は、昭和・平成の負のレガシーに不祥事が潜む。
「旧態依然」
が最大のリスクといえるだろう。

などがSNSに投稿した不適切動画による“炎上”が多発。
いわゆ

リスクマネジメント第三部

る
『バイトテロ』
への対応に、企業が追われる例がたびたび起こ
るようになった。

危機管理・コンプライアンスグループ
グループ長
松井 慎哉
シニアスーパーバイザー 吉田 潔

【表３】企業不祥事関連の主なトピックス

時期

トピックス

平成元年

政官財要人への未公開株の不正譲渡をめぐる贈賄

平成4年

与党重鎮政治家への闇献金

平成7年

住宅金融専門会社
（住専）
の政治問題化

平成9年

都銀・大手証券などの破綻相次ぐ

平成12年

大手銀行巨額損失事件の１審判決
（内部統制システム構築義務に言及）
複数食品会社による牛肉偽装

平成14年

製鉄メーカーによる総会屋利益供与に対する株主代表訴訟で和解
（内部統制の不備を指摘）
現役社員が、内部告発を理由にした閑職への異動は不当として会社を提訴

平成16年
平成17年

大手自動車会社によるリコール隠し
証券会社による株取引での大量誤発注
新興IT企業などによるラジオ局買収騒動
（のちに粉飾決算やインサイダー取引で立件）

平成18年

肉まん無認可添加物混入の株主代表訴訟判決
（危機管理対応の過失を認定）

平成19年

一連の食品偽装
（ホテルレストラン、名門割烹、菓子メーカーなど）

平成23年

メガバンクでの長期システム障害

平成27年

防振ゴムなどの試験データ偽装が発覚

平成28年

大手自動車メーカーによる燃費データ偽造

平成30年

有名医大入試での女性受験生の点数操作
大学運動部やスポーツ団体で指導者によるパワハラ
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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平成から令和へ

１週間以上にわたったメガバンクのシステム障害［23年］は、

事業継続マネジメント
（BCM）
平成の時代は、阪神淡路大震災（平成7年）
や東日本大震災
（平成23年）など、企業の事業継続を脅かす大規模自然災害
が数多く発生した時代である。
日本企業におけるBCMの導入、
特に事業継続計画（BCP）
の策定は、
これらの発生とともに広
がっていった。
本来、BCPは復旧を主眼とした計画だが、阪神・淡路大震災
（平成7年）発生の時点では、従来、国が推進していた
「企業防
災の取り組み」が主流だった。
つまり、事前対策の取り組みは
一定実施されていたものの、
「事業活動の維持」
という観点が盛
り込まれているケースは少なく、
ましてや
「BCP」
という言葉自
体が国内ではまだ浸透していなかったのである。
「BCP」
が国内で認識されるようになるのは、DR（災害復旧）
からBC（事業継続）への転換点となった平成13年のアメリカ
同時多発テロ事件以降のことである。世界貿易センタービルに
入居していた証券会社のBCPが奏功し、翌日から営業再開で
きたという事例が世界的に有名になったことで、国内でも徐々
にBCPの概念が認識されるようになった。
日本国内におけるBCM導入の主軸はBCP策定だが、
その契
機となったのは、新潟中越地震（平成16年）
と新潟中越沖地震
（平成19年）、
そして東日本大震災（平成23年）
である。
これらの自然災害によって、製造業を中心に多くの企業で事
業中断やサプライチェーンの途絶が生じたことによって、BCP
の必要性が「自分事」
として広く認識されることとなった。
また、
平成21年に国内で新型インフルエンザの感染が確認されたこ
とにより、感染症を切り口としたBCPへの関心も高まった。
加えて、平成17年以降、国がBCに関する各種ガイドライン
を公表したことも相まって、国内におけるBCP策定は急激に
進んだ。実際、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が継続的に実施
している
「国内上場企業を対象としたＢＣＭに関する実態調

率は、平成22年には29.5%まで増加している。
このBCP策定の
流れは、東日本大震災後の平成2５年では44.7％まで急上昇、平
成28年には56.0％となり、半数を超えた。
一方、
中堅企業におけるBCP策定率については、
内閣府が平
成19年から実施している調査結果によれば、直近でも30%程度
（平成30年）
と、国が目標に掲げている数値（大企業はほぼ全
て，
中堅企業は50％）
に遠く及んでいない状況である。
平成も終わろうとするまさにそのときに、
西日本豪雨や北海道
胆振東部地震等、
大規模な自然災害が多発し、
多くの企業の事
業継続に影響を与えたことは、
改めてBCP策定が、
規模の大小
を問わず、
企業にとって急務であることが示されたものとなった。
迎えた令和元年の7月、
中小企業の自然災害に対する事前対
策（防災・減災）促進を目的とした、中小企業の事業活動の継
続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する
法律（中小企業強靱化法）
が成立・施行された。
この法律には「事業継続力強化計画」等の計画認定制度が
含まれている。BCの取り組みに関する第三者認証制度として
は、JISQ22301（ 平成25年）やレジリエンス認証制度（平成28
年）
が整備されていたが、
これらに上記の計画認定制度が加わ
ることで、BCPを策定していない中小企業が、
はじめの一歩とし
て取り組みやすい環境の整備が更に整ったと言えるだろう。
平成が始まった時点では一般的にほとんど語られることのな
かったBCPは、様々な自然災害を乗り越えながら国内で浸透し
てきた。
しかし、中小企業を中心に、策定率の側面においては、
まだまだ道半ばの状況である。令和の時代においては、中小企
業強靱化法等を起爆剤に、
中小企業におけるBCP策定等の取
り組みが一層進んでいくことが期待される。
リスクマネジメント第四部

事業継続マネジメント第二グループ
上席コンサルタント 岡村 和弥

査」
では、平成17年に10%に満たなかった上場企業のBCP策定

パンデミック
感染症の世界的な大流行“パンデミック”は、平成の時代にお
いて猛威をふるい、直接の人的被害が日本にも及んだ。
その要
因は、移動手段の発達に伴い人や物資の移動が広範・活発化
したことで、
ウイルスや細菌も広い範囲に拡散されたことにあ
る。
日本企業も、海外進出に伴う人員の派遣などにより、
その被
害や影響を受けるリスクに直面した。
パンデミックに対する世界の警戒が高まったのは、平成15年
の新型肺炎SARSの流行と鳥インフルエンザのヒトへの感染か
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らである。SARSは、東アジアを中心として世界各国に拡がり、
鳥インフルエンザは、感染者の死亡が急増した。
これにより、
日
本においても
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律（表中「感染症法」
と記載）」が、海外感染症に対
応するものに改正された。
さらに、平成21年の新型インフルエンザの大流行を契機と
して、先進国を筆頭にワクチンや抗ウイルス剤支援の動きが
広まるとともに、
日本国内でも
「新型インフルエンザ特別措置

特集

平成から令和へ 〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

法」
が施行され、数々のガイドラインが定められた。
これに伴い、

されるため、
日本での輸入感染症の大規模な流行のリスクが増

企業・組織のパンデミックを想定した事業継続計画策定の必

大することも考えられる。今後も、企業・組織には感染症に関す

要性があらためて認識された。

る情報収集や、
パンデミックを想定した事業継続への取り組み

令和の時代においても、
テクノロジーの発達により、
さらなる

が必要である。

グローバル化が想定される。令和2年の東京オリンピック・パラ
リンピック開催を皮切りに、訪日外国人のさらなる増加が予想

リスクマネジメント第四部

事業継続マネジメント第二グループ
コンサルタント 松元 エリ

【表４】
ＢＣＭ関連の主なトピックス

時期

トピックス
（自然災害・政府の動きなど）

当社調べ

内閣府調べ

上場企業

大企業

中堅企業

～平成

•BC
（事業継続）
のルーツとなるDR
（災害復旧）
の取り組みが米国で始まる

－

－

－

平成7年

•阪神・淡路大震災の発生

－

－

－

平成13年

•アメリカ同時多発テロ事件の発生
（DRからBCへの転換点）

－

－

－

平成16年

•新潟県中越地震の発生

平成17年

「事業継続計画
•
（BCP）
策定ガイドライン」
の公表
（経済産業省）
「事業継続ガイ
•
ドライン第一版」
の公表
（内閣府中央防災会議）

平成18年

「中小企業BCP
•
策定運用指針」
の公表
（中小企業庁）

平成19年

•新潟県中越沖地震の発生

平成21年

•国内初、新型インフルエンザの感染確認

－

－

－

9.8%
（第1回）

－

－

－

－

－

12.7%
（第2回）

18.9％

12.4％

－

27.6％

12.6％

－

－

平成22年

「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引き」
•
の公表
（内閣府）

29.5%
（第4回）

平成23年

•東日本大震災の発生

30.3%
（第5回）

45.8％

20.8％

平成24年

•ISO22301:2012発行
（JIS化は平成25年）

－

－

－

平成25年

「首都直下地震の被害想定」
•
「
、南海トラフ巨大地震の被害想定
（第二次報告）
」
の公表
（内閣府中央防災会議）

44.7％
（第6回）

－

－

平成28年

•熊本地震の発生
•国土強靱化貢献団体の認証に関するガイドラインの公表
（内閣官房）
→レジリエンス認証制度の開始

54.9％
（第7回）

60.4％

29.9％

平成30年

•大阪北部地震
•北海道胆振東部地震
•西日本豪雨

56.0％
（第8回）

64.0％

31.8％

令和元年

•中小企業強靱化法が施行→
「事業継続力強化計画」
の認定制度の開始

－

－

－

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
［BCP策定率データの出典について］
・MS&ADインターリスク総研株式会社：事業継続マネジメント(BCM)に関する日本企業の実態調査報告書＜https://www.irric.co.jp/reason/research/bcm/index.php＞
・内閣府防災情報のページ：企業の事業継続及び防災に関する実態調査結果の公表について＜http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/index.html＞

【表５】
パンデミック関連の主なトピックス

時期

地域

平成15年

アジア地域

トピックス
新型肺炎SARS

大流行、鳥インフルエンザがヒトへ感染

平成15年

日本

平成17年

世界全般

感染症法改正→海外感染症に対応
鳥インフルエンザによる感染者の死亡が急増

平成19年

世界全般

WHOが国際保健規則を発効→WHOの危機管理に関するネットワークが構築

平成20年

日本

平成21年

世界全般

平成25年

日本

新型インフルエンザ特別措置法

平成26年

日本

感染症法改正→感染症指定範囲拡大

感染症法改正→新型インフルエンザ等感染症に対応
新型インフルエンザ

大流行→平成21年～22年に28万4,400人が死亡

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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BCPの策定率

火災
国内の火災の発生件数および死者数は平成元年から平成
16年頃までやや増加する傾向にあったが、それ以降は平成30
年まで減少傾向を示している
（図１）。
これは建物の防火管理に
関しての法整備が進んだことが一つの要因と考えられる。
法改正の契機となった火災事例としては、平成13年に発生し
た新宿歌舞伎町の雑居ビル火災や平成18年に発生した長崎
県大村市のグループホーム火災が挙げられる。前者では建物
の違法な改造や避難通路の管理が不適切であったため、死者
が44名に至る大惨事となった。
そのため、平成19年に消防法が
改正され、建物の管理権原者に対して管理不備による罰則が
設けられるようになり、建物の防火管理意識を社会的に高める
契機となった。後者ではスプリンクラーや自動火災報知設備の
設置義務がない小規模な要介護者施設であったため、死者が7
名に至った。
そのため、平成19年と平成25年に相次いで消防法

また、平成18年の消防法改正では、住宅用火災警報器の設
置が義務化された。住宅用火災警報器が奏功した事例のうち、
半数以上が火災に至らなかったとの報告もあり、住宅用火災
警報器の設置が火災発生件数、死者数の減少に大きく寄与し
ていることが伺える。
総務省消防庁では平成22年に
「今後の火災予防行政の基本
的な方向について」
という火災予防の実効性向上や規制体系の
再構築について報告書をまとめており、
法改正による適切な建
物管理を強化する動きは今後も継続するものと考えられる。
また
今後はIoTやAI等の先進技術が普及するにつれて、
求められる
防火管理体制も大きく変化することが予想され、
適切な防火管
理体制について自主的に考え、
取り組んでいくことが求められる。
リスクマネジメント第一部 リスクエンジニアリンググループ
主任 田中 大貴

が改正され、大部分の要介護者施設にスプリンクラーと自動火
災報知設備の設置が義務化されている。

【図１】
日本国内の火災件数と死者数の推移
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（総務省消防庁 消防白書Ｈ３０年版を基にMS&ADインターリスク総研作成）

特集

平成から令和へ 〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

地震
1.大きな被害をもたらした地震災害

なプレート間地震が30年以内に発生する確率は非常に高く、
北

被害をもたらした地震災害を表６に示す。

プレートの沈み込みに伴う関東地方での地震が70％程度、
南海

平成の時代に日本国内で発生した自然災害のうち、顕著な

「大阪府北部を震源とする地震」
や、
「 平成30年北海道胆振
東部地震」
など、平成も終わりにさしかかり地震災害が連続し
て発生し、甚大な被害をもたらした。
さらに、振り返ると、平成7
発生した
「平成16年新潟県中越地震」
と
「平成19年新潟県中越
沖地震」、揺れとともに大規模な津波被害を引き起こした
「平成
23年東北地方太平洋沖地震」、熊本県で発生した
「平成28年熊
本地震」
など、平成の31年間に発生した大規模な地震はその都
度わが国の地震防災政策のあり方に大きなインパクトを与える
こととなった。

トラフによる地震が70～80％と、
各地で強い揺れに見舞われる
可能性が指摘されている。
相次ぐ大規模災害により、事業継続計画（ＢＣＰ）
の重要性に
ついて認識が高まっており、近年では、
ＢＣＰ策定後の定期的な
見直しや、
ＢＣＰ訓練などを実施してその実効性を高める動き
が増えつつある。
また、早期復旧の担い手となる従業員やその
家族を災害から守るため、防災リテラシーの向上や、家庭での
災害への備えを奨励するなどの取り組みもみられる。
今後発生が予見される巨大地震に対しては、上記の事業継
続計画などの
「ソフト面での対応」
と、建物設備の耐震対策など
の「ハード面での対応」
の二つの対応を軸に置いた仕組み・体
制づくりが不可欠となる。

2.予想される巨大地震とその備え

日本列島の太平洋側に、
陸側プレートと海側プレートの境界

が数多く存在するが、
政府の地震調査研究推進本部が平成31

リスクマネジメント第一部 災害リスクグループ
コンサルタント 三輪 真也

年2月に公表した評価結果によると、
この境界で発生する大規模
【表６】平成31年間に発生した主な地震災害

発生時期

地震の名称

マグニチュード 最大震度

被害概要

平成5年7月

北海道南西沖地震

7.8

5

発災からわずか5分後に奥尻島に津波が到達。奥尻島を含む北海道南西部
に甚大な被害をもたらした。死者202名

平成7年1月

兵庫県南部地震
（阪神・淡路大震災）

7.3

7

神戸市や淡路島の一部地域で、震度7に相当する揺れが発生。死者・行方不
明者6,437名、全壊住家104,906棟

平成16年10月 平成16年新潟県中越地震

6.8

7

新潟県内で最大震度７となる揺れが発生。外壁の倒壊や、土砂災害による
家屋の倒壊などに伴う死者68名、全壊・半壊住家16,985棟

平成19年7月 平成19年新潟県中越沖地震

6.8

6強

9

7

東北地方の太平洋側沿岸に発生した津波により、人命、住家ともに甚大な
被害がもたらされた。死者・行方不明者あわせて20,000人以上

7.3

7

震度7を記録する地震が2度発生。揺れによる住家の倒壊・土砂災害に伴う
死者273名、全壊・半壊住家43,386棟

平成23年3月

平成23年東北地方太平洋
沖地震
（東日本大震災）

平成28年4月 平成28年熊本地震

新潟県内で最大震度6強の揺れが発生。死者15名、全壊・半壊住家7,041棟

平成30年6月

大 阪 府 北 部を震 源とする
地震

6.1

6弱

大阪市・高槻市などで最大震度6弱を観測する地震が発生。住宅密集地で多数
の住宅が被災し、地震保険による保険金の支払額が歴代3位の被害となった

平成30年9月

平成30年北海道胆振東部
地震

6.7

7

北海道厚真町で最大震度7を観測する地震が発生。地震の揺れや土砂災害
による住家の倒壊、札幌市内などでの液状化、北海道全域における停電被
害など。死者43名、全壊・半壊住家2,129棟
（内閣府、消防庁、気象庁の公表情報を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

参考文献・資料等
1）内閣府 防災情報のページ「災害情報」<http://www.bousai.go.jp/updates/index.html>（最終アクセス2019年9月3日）
２）消防庁 「災害情報」<https://www.fdma.go.jp/disaster/info/>（最終アクセス2019年9月3日）
3）日本損害保険協会 「お知らせ・統計・刊行物」<http://www.sonpo.or.jp/news/>（最終アクセス2019年9月3日）
4）気象庁 「過去の地震津波災害」<https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai-1995.html>（最終アクセス2019年9月3日）
5）気象庁 「日本付近で発生した主な被害地震（平成８年以降）」<https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai1996-new.html>（最終ア
クセス2019年9月3日）
6）気象庁 「北海道南西沖地震教訓情報資料集」<http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hokkaidonaiseioki/dload.htm>（最終アクセス2019年
9月3日）
7）地震調査研究推進本部 「主な評価結果」<https://www.jishin.go.jp/evaluation/evaluation_summary/#danso>（最終アクセス2019年9月3日）
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年の
「阪神・淡路大震災」
や、平成16年と平成19年に新潟県で

海道の千島海溝・根室沖での地震が80％程度、
相模トラフでの

サイバー攻撃
平成7年のWindows95の登場を契機に情報通信技術（IT）
は大きく進展したが、その一方でサイバーセキュリティ上の脅
威が高まり続けている。
平成初期のサイバー攻撃は、
自らの技術の誇示やいたずら・
嫌がらせを目的とした
「個人による愉快犯」
が中心であり、
デー
タの改ざん・破壊、
ネットワークの阻害などの被害がみられた。
平成10年ごろにはインターネットの常時接続・高速化が普
及する一方で、
サイバー攻撃の実行犯は「個人」
から
「組織」へ
と変化した。金銭目的の攻撃が目立つようになり、無差別に送
付されたメールやネットワークを経由した不正プログラムの拡
散・感染が多くみられた。平成16年ごろになると、金融機関を
装ったメールを送信し、IDやパスワード、
クレジットカード番号
などを騙し取るフィッシング詐欺が急増した。
以降、サイバー攻撃の目的や手法は多様化・高度化してい
る。攻撃の目的は、情報の窃取・改ざんや金銭の窃取・要求だ
けでなく、事業・サービスの妨害、生産設備等の物理的破壊、
さ
らには政治的な宣伝や一種のテロ行為など多岐にわたり、そ
の目的に応じて多様かつ巧妙な手口を用いて用意周到にター
ゲットを狙い撃ちするケースが見られる。
さらに、闇市場（ダー
クウェブ）
では、各種サイトのログインIDとパスワードのセット、
メールアドレス、
サイバー攻撃に用いるウイルスやフィッシング
詐欺キットだけでなく、
サイバー攻撃の請負までも
「商品」
として
売買されており、
サイバー攻撃の件数および被害は引き続き増
加し続ける傾向にある。
ビジネスを行う上でITの利用・活用が必須となる中、
サイバー

攻撃はもはや避けられないリスクとなっており、企業・組織にお
けるサイバーセキュリティリスク管理における
「砦」
の構築・整備
は必要不可欠である。
平成27年10月にNISC（内閣サイバーセキュリティセンター）
が公開した
「日本年金機構における個人情報流出事案に関す
る原因究明調査結果」
において、
「不審メールの開封を完全に
防ぐことを目標とする対策は現実的ではなく、
メール開封（少な
くとも端緒の端末１台は感染すること）
を前提とした対策が必
要」
と指摘されているように、攻撃されることを前提とした対策
が求められている。
「予防」
に偏重することなく
「検知」
や
「対応」
も含めた多層防御を行うことが肝要である。
また、
サイバー攻撃への対策が進んでいる大企業を直接攻撃
せず、対策が不十分な取引先の中堅・中小企業などセキュリ
ティの脆弱な部分を踏み台として侵入する攻撃手法も多く見ら
れ、
自社だけではなくビジネスパートナーや委託先も含めたサ
プライチェーン全体を対象としたサイバーセキュリティ対策が
求められる。
これらの対策は、
セキュリティ製品の導入などの技術面ばか
りに偏重することなく、
企業・組織におけるルール・マニュアルの
策定や従業員への教育・訓練などソフト面の対策の実施も必要
である。
自社におけるサイバーセキュリティリスクに対する課題
や脆弱性を洗い出し、
個別・具体的な対策の実施が望まれる。
リスクマネジメント第四部

事業継続マネジメント第一グループ
情報・サイバーリスクユニット
マネジャー・上席コンサルタント 松本 和彦

【表７】情報通信技術に関連する主なトピックスとサイバー攻撃の特徴

時

期

トピックス

サイバー攻撃の特徴
•世界初のコンピューターウイルス
「パキスタンブレイン」
が作られる
（不正コピーを警告
したのちにデータを破壊する）

昭和61年
平成7年

•Windows95発売、
インターネット革命

•マクロ感染型ウイルスが流行する
（WordやExcelファイルのマクロ機能にウイルスを
忍ばせ、
メールで送付することで感染を拡大）

平成12年

•不正アクセス禁止法

•中央省庁のWebページが外部からの不正アクセスによって改ざんされる
•米国大手企業のWebサイトが次々とDDoS攻撃を受け、
サービス停止に追い込まれる

平成16年～

施行

•ネットワークへの常時接続・高速化、PCから
•金融機関を装ったフィッシング詐欺が急増する
スマートフォンへ

平成26年

•米国国立標準研究所（NIST）
が サイバー •パスワードリスト攻撃による不正ログインが多発する
セキュリティフレームワークver.1.0を公開
•ソフトウェアのアップデート機能を利用した標的型攻撃が発生する

平成27年

•サイバーセキュリティ基本法 施行
•サイバーセキュリティ経営ガイドラインver1.0 •日本年金機構で約125万件の個人情報・年金情報が漏えいする
（標的型メール攻撃に
公開
（以降、平成28年にver1.1、平成29年に よりPCがマルウェアに感染）
ver.2.0に改訂）

•Windowsの脆弱性をついたランサムウェア
「Wannacry」が150カ国の23万台以上
のコンピューターに感染する
•Society5.0、
サイバー空間とフィジカル空間
平成28年～
•ルーター、監視カメラなどのIoT機器を乗っ取り、大規模ボットネットを構築したDDoS
の融合
攻撃が発生する
•平昌冬季オリンピック開会式直前にシステム障害が発生し、大会のWebサイトがダウンする
令和元年

•サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレー •米国の地方自治体が相次いでランサムウェアに感染、行政機能が停止に追い込まれる
ムワーク 公開
•ECサイトやプラットフォーマーを装ったフィッシング詐欺は引き続き増加する
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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平成から令和へ 〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

気候変動
昭和の終わりには、人為的な温室効果ガス排出によって気候
変動が生じる可能性があるとの懸念から、国際社会において気
候変動対策の必要性が認識されるようになった。
平成4年、
ブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サ
ミットで
「国連気候変動枠組条約」
が採択され、気候変動対策
に世界全体で取り組むことが合意された。同条約に基づき、世
締約国会議（COP）」
が平成7年より毎年開催されている。
平成9年に京都で開催された
「気候変動枠組条約第3回締約
国会議
（COP3）
」
で、
気候変動対策のための初の国際協定として
「京都議定書」が合意された。同議定書は、
日本を含む先進国
の温室効果ガス削減に関して、法的拘束力のある数値目標の
設定を定めたものである。国内では議定書に基づく削減目標の
達成に向けて、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス
算定・報告・公表制度の導入（平成17年）
など、事業者に対して
温室効果ガス削減を求める制度の整備が進んだ。
京都議定書の採択以降、先進国の取り組みだけでは不十分
であるとの認識から、
より実効性の高い政策枠組みの構築が
求められた。数年にわたる交渉の結果、平成27年にパリで開
催された「気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）」
において、新たな国際枠組み
「パリ協定」
が採択された。
パリ協

室効果ガスの排出を実質ゼロにするような急速な排出削減が
必要とされ、国際社会は既に脱炭素化に向けて動き出してい
る。脱炭素化が進む中で、企業が想定すべきリスクは、気候変
動が顕在化することによる災害、干ばつなどの物理的リスクだ
けではない。例えば炭素税などの規制導入によるコスト増加、
低炭素型の製品や技術などの導入のための投資、低炭素経済
に対応できなかった場合の製品需要減少など、社会が低炭素
型へ移行することに伴う移行リスクも重要性を増している。
また、
これらのリスクが投資先企業の財務状況に与える影響
への懸念から、平成29年、金融安定理事会（FSB）が設置した
気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）
は、企業に対し
て気候関連のリスク・機会 注1）を適切に開示するよう推奨する
報告書を発表した。
この動きに見られるように、気候変動に関
連する事業へのリスクを評価し経営戦略に織り込むことは、投
資家などからも求められるようになっている。
パリ協定が実施段階に入る令和2年以降、脱炭素に向けた動
きはさらに加速・拡大していくものと考えられる。企業において
は、気候変動が経営上の重要な課題であることを認識し、事業
に対する気候関連のリスクを評価したうえでリスクへの対応や
経営戦略の検討を進めていくことが重要となる。

定は、初めて途上国を含むすべての国が参画した歴史的な合

リスクマネジメント第三部 サステナビリティグループ
コンサルタント 粟ヶ窪 千紗

意であり、目標として
「地球の平均気温上昇を産業革命以前
に比べて2℃よりはるかに低い水準に抑え、1.5℃に抑制する
努力をする」
ことを掲げている。
これに基づき、締約国には温
室効果ガス削減目標の提出と、その達成に向けた取り組みが
求められる。

注）
1）
気候変動による機会としては、例えば低炭素製品の開発による競争力の向上
や市場拡大、エネルギー効率改善によるコスト削減などが挙げられる

【表８】気候変動に関連する主なトピックス

時期

トピックス

平成4年

国連気候変動枠組条約の採択

平成9年

気候変動枠組条約第3回締約国会議
（COP3）
で
「京都議定書」
採択

平成17年

京都議定書の発効

平成17年

温室効果ガス算定・報告・公表制度の導入

平成27年

気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21）
で
「パリ協定」
採択

平成29年

気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）
の最終報告書発表
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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界の気候変動政策の方向性を決定づける
「気候変動枠組条約

パリ協定の目標達成のためには、21世紀後半に人為的な温

生物多様性
平成の時代を通じて世界の人口増加と経済活動のグローバ
ル化によって、野生生物の生息環境である生態系の汚染や破
壊が進み、種の絶滅速度が加速している。従来、希少な生物や
生態系を個別に保護するために、
「絶滅のおそれのある野生動
植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）」
や
「ラム
サール条約」
といった国際条約が定められてきたが、それでは
不十分であるという認識が高まり、生物の多様性を包括的に
保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠
組みとして
「生物多様性条約」
が平成4年に採択された。生物多
様性条約の目的は、次の三つである。①生物多様性の保全、②
生物多様性の構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用
から生ずる利益の公正かつ衡平な配分。
さらに平成14年の第6回生物多様性条約締約国会議（CBD
COP6）
では、“2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に
減少させる”ことを定めた
「2010年目標」
が設定された。
しかしそ
の目標が達成できなかったことから、平成22年（2010年）、
日本
が議長国となったCBD COP10において、2020年までの戦略計
画の
「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標」
と“遺伝
資源のアクセスと利益配分（ABS）”に関する
「名古屋議定書」
が採択された。
日本政府は、CBD COP10議長国として、会議開催前の平
成20年に
「生物多様性基本法」
を成立させた。会議後には2020
年までの生物多様性国家戦略を策定して、2020年に向けた積

ライン」
を策定し、平成22年には日本経済団体連合会、
日本商
工会議所および経済同友会に協力して
「生物多様性民間参画
パートナーシップ」
を発足させている。
日本の生物多様性は現在四つの危機にさらされている。
①開発
や乱獲による種の減少・絶滅、
生息・生育地の減少、
②里地里山な
どの手入れ不足による自然の質の低下、
③外来種などの持ち込み
による生態系のかく乱、
④地球環境の変化による危機、
である。
平成27年に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）
においても、
ゴール14と15は、
それぞれ海洋と陸域の生物多様
性の保全に関わっている。
また、平成30年に日本政府が地域SDGs推進のあるべき姿と
して示している
「地域循環共生圏」
は、各地域が自然資本（生物
多様性と生態系サービス）
を最大限保全・活用しながら、地域
資源（自然・物質・人材・資金）
の循環する自立・分散型の社会
を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うこと
により、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方
である。SDGsの統合的なアプローチによる生物多様性の保全
を推進する日本発のモデルといえるものである。令和2年には
中国でのCBD COP15が予定されている。
「2020年までに生物
多様性の損失を止める」
という愛知目標の達成が危ぶまれてい
ることから、生物多様性条約の2030年までの次の戦略計画は、
SDGsの統合的なアプローチを活かした形で、
策定、
推進してい
くことが期待される。

極的な取り組み姿勢を示している。
また、企業による生物多様

リスクマネジメント第三部 サステナビリティグループ
主席コンサルタント 原口 真

性の取り組みを促進するために、
「生物多様性民間参画ガイド

【表９】生物多様性に関連する主なトピックス

時期

トピックス

平成4年 国連環境開発会議（地球サミット）
にて、
「生物多様性条約」
を採択
平成6年 日本政府が、初の
「生物多様性国家戦略」
を策定
平成14年 CBD COP6で
「2010年目標」
を設定
平成15年 「バイオセイフティ議定書
（カルタヘナ議定書）
」
が発効

トピックス

•CBD COP10で日本が議長国となり、
「生物多様性戦略計
画2011-2020及び愛知目標」
「
、名古屋議定書」
を採択
（その
平成22年 後、名古屋議定書は平成26年に発効）
「生物多様性地域連携促進法」
•
が制定
（施行は平成23年）
「生物多様性民間参画パー
•
トナーシップ」
が発足

平成19年 G8環境大臣会合で初めて生物多様性を主要議題として採択

平成23年

•生物多様性基本法が成立、施行
平成20年 •民間企業による
「企業と生物多様性イニシアティブ
（JBIB）
」
が発足

日本政府が 、愛知目標を踏まえた「生物多様性国家戦略
2011-2020」
を策定

平成30年

環境省が日本発の脱炭素化・SDGs構想として
「地域循環共
生圏」
を提唱

令和2年

CBD COP15で中国が議長国となり、SDGsも踏まえて、
2030年までのゴールが採択される予定

•日本経済団体連合会が
「生物多様性宣言」
を発表
（その後、
平成30年に改定）
平成21年
•環境省が
「生物多様性民間参画ガイドライン」
を公表
（その
後、平成29年に第2版を策定）
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特集

平成から令和へ 〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

道路交通法
平成の時代の我が国の道路交通を政府統計を基に振り返っ
てみると、平成元年から平成7年までの間、死者数は1万人を超
えており、平成の時代の道路交通は危機的状態からの幕開け
となったといえる
（図２）。
道路交通法については平成の時代を通じ、その一般法であ
る刑法の改正および自動車の運転により人を死傷させる行為
（次頁表１０）
が、
その主眼は大きく次の3点に集約することがで
きる。
①危険運転者（飲酒運転、無免許運転、疾患の虚偽申告、“逃
げ得”、“あおり運転”、“ながらスマホ”）
の実態に即した対処
をするための罰則整備
②社会環境の変化（高齢社会の進展、
自転車利用の増加、
バ
リアフリーへの社会的要請）
に即した制度整備
③事故被害軽減策（後部座席シートベルト義務化、
チャイル
ドシート義務化）
の徹底
法改正の積み重ねの一つの結果として、平成30年には、道路
交通による年間死者数は3,532人と統計開始以来最少を記録
している。
令和の時代に入り、
とりわけ自動車を取り巻く状況は
「100年
に１度」
の大きな変革期に既に差しかかっており、我が国の道路
交通法も自動運転技術（ＳＡＥレベル３相当）
に対応した改正案

は、交通事故の劇的な減少や高齢者の移動手段の代替、
ドライ
バー不足の解消といった点で大きな期待を寄せられている。一
方で、車両原価の高止まり懸念やＡＩの判断に関する社会的合
意形成の問題など普及に向けた課題も多い。
また、
サイバー攻
撃による大規模な車両乗っ取りによる事故や、特に過渡期にお
ける既存交通との協調不足による事故など、交通事故も新た
な形態のものが出現することが想定され、決して楽観視できな
い。
ではこの過渡期において、個人あるいは組織はどうすべきか。
技術革新に伴い刻々と変化していく交通ルールおよび交通環
境に対処していくため、個人としては、
まずは巷に溢れる玉石混
交の情報に踊らされず、客観的事実に基づいた精度の高い判
断を行い、機敏かつ主体的に行動することが、
自身および家族
の安全を確保するために必要である。組織としては、組織目標
の達成と安全の実現は一体不可分のものであるという原点に
組織のトップ自らが今一度立ち返り、法改正の動向や新技術の
限界も見極めつつ、
テクノロジーの進歩の果実をそれぞれの組
織に積極的に取り込んでいくことが、他ならぬ組織目標の達成
のために必要である。
リスクマネジメント第二部 交通リスク第一グループ
上席コンサルタント 倉升 澄宏

【図２】我が国の交通事故死者数の推移

（警察庁の統計を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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平成から令和へ

等の処罰に関する法律の制定を含め、累次の改正が行われた

が平成31年の通常国会で成立したところである。
自動運転車

特集

平成から令和へ 〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

【表１０】平成時代における道路交通法※１改正の状況

施行日

道路交通法
（関連法規を含む）
の主な改正内容

社会的影響の大きい交通事故

平成6年5月10日

ゴールド免許を新設

平成9年10月30日

•高齢者講習義務付け
（75歳以上）
•運転免許証の自主返納制度を導入

平成11年11月1日

運転中の携帯電話の使用を禁止

東名高速飲酒運転死亡事故(飲酒)

平成12年4月1日

チャイルドシートの使用義務化
（6歳未満）

小池大橋飲酒運転事故(飲酒・無免許・無車検)

平成13年12月25日 『刑法改正案
（危険運転致死傷罪を新設）
』施行
平成14年5月20日 『自動車運転死傷行為処罰法』施行
平成14年6月1日

酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反に対する罰
則を強化

平成16年11月1日

•運転中の携帯電話の使用の罰則を強化
•酒気帯び検査拒否の罰則を強化

平成18年6月1日

駐車監視員による駐車違反取締りの導入

平成19年9月19日

「車両の提供」
•
「
、酒類の提供」
「
、同乗行為」
の禁止・罰則を新設
•飲酒運転に対する罰則を強化
（最高で懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰
金100万）
•飲酒検知拒否罪に対する罰則を強化
（最高で罰金30万→懲役3月、罰金
50万）
•救護義務違反
（ひき逃げ）
に対する罰則を強化
（最高で懲役5年、罰金50
万→懲役10年、罰金100万）
•違反、事故などを起こしたときの警察官への運転免許証提示の義務化

平成20年6月1日

後部座席のシートベルト着用を義務化

平成21年4月17日

高速・自動車専用道でのあおり運転
（車間距離保持義務違反）
の罰則を強
化
（最高で罰金5万→懲役3月、罰金5万）

（平成23年)

−

鹿沼市クレーン車暴走事故(疾患)

(平成24年)

−

•京都祇園軽ワゴン車暴走事故
（疾患）
•亀岡市登校中児童死亡事故
（居眠り）

福岡海の中道大橋飲酒運転事故(飲酒)

首都高速5号池袋線タンクローリー火災事故(操
作ミス）

平成26年9月1日

運転に支障を来す疾患の運転免許証の取得および更新時の虚偽申告を 池袋危険ドラッグ吸引RV暴走死亡事故
（脱法ド
罰則化
ラッグ）

平成27年6月1日

自転車の交通違反について、罰則規定を強化

•池袋駅東口乗用車暴走事故
（疾患）
•砂川市一家5人死傷事故
（公道レース・飲酒）

平成29年3月12日

認知症のおそれがあると判断された場合の医師の診断書の必須化

東名高速夫婦死亡事故
（あおり運転）

(平成30年)

平成31年

−

大阪堺市バイク死亡事故
（あおり運転）

•自動車
（非自動運転車両）
運転時のスマホ操作時の罰則を強化
（改正案
成立）
•東池袋自動車暴走死傷事故
•自動運転車両を規定し、自動運転レベル３での自動運転走行時の運転者 •大津園児死亡事故
のスマホ操作を容認
（改正案成立）

※１…関連法規を含む
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小樽ドリームビーチ飲酒ひき逃げ事故
（飲酒・なが
らスマホ）
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訪日外国人患者対策

訪日外国人にかかる医療機関の
受入れ体制整備と未収金対応
国際医療福祉大学大学院
医療経営管理分野／医療通訳・国際医療マネジメント分野
准教授

お か む ら

せ

り

な

岡村 世里奈氏

▪訪日外国人旅行者の増加を背景として、医療機関では、外国人患者の受入れ体制の整備が急務となっている。
▪ 訪日外国人患者の医療対応に関しては、2018年6月に発表された
「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた
総合対策」
に基づき、国の様々な施策や支援が進行中である。
▪ 医療機関において外国人患者の受入れ体制整備を行う際には、自院の機能や役割、外国人患者の受診状況を踏まえた
上での体制整備が重要である。
▪ 訪日外国人旅行者患者の受入れに関するトラブルや未収金の発生を防止するためには、訪日外国人旅行者患者の特徴
（リスク）
を踏まえた診療の流れの構築が重要である。

１

はじめに

観光庁の発表資料によると、2018年に日本を訪れた訪日外国

人の数は、31,191,856人であった。2008年は8,350,835人であった

ことから、
日本を訪れる訪日外国人の数はこの10年間で4倍近く

対策」）
を発表して、訪日外国人の医療対応ならびに医療機関に

おける外国人患者の受入れ体制整備に向けて取り組んでいる。
そこで本稿では、総合対策の概要ならびに医療機関において訪

日外国人旅行者患者の受入れ体制整備を進めていく上でのポ
イントについて紹介してみたいと思う。

まで増加したことになる1）。
また、次頁図１は、平成30年都道府

県別ならびに国籍別の外国人延べ宿泊者数を示したものである

が、
この図からも分かるとおり、最近では、都市部よりも地方部の
方が伸び率が高く、世界各国から訪れた外国人が都市部や主要

観光地だけではなく地方部まで訪れるようになってきていること

が分かる。

そして、
このような訪日外国人の急増に伴い、
日本滞在中の突

然の病気やケガで医療機関を受診する訪日外国人旅行者患者

（以下、
「 訪日外国人旅行者患者」）の数も急増しているが、外

国人患者の受入れ体制が整備されている医療機関は限られて

おり非常に少ない。そのため政府は、2018年6月、
「 訪日外国人

に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」
（以下、
「総合
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２

（出典：観光庁「宿泊統計調査
（平成30年・年間値
（確定値）
）
」2）を基に作成）

総合対策の概要

次頁図2は、2019年4月24日に開催された国の健康・医療推進

本部「第3回 訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関する

ワーキンググループ」
において公表された総合対策の概要ならび
に進捗状況を示したものである。
この図からもわかるとおり、総

合対策の内容は多岐にわたっており、
大きく
「入国前」
「
、入国後」
、

「再入国」
の三つの段階に分かれている。
それぞれの段階の取り
組みを見てみると、
まず、
「入国前」
の段階では、
（1）医療費が全額

自己負担となる訪日外国人旅行者患者の医療費支払いや未払

いに関するトラブルを防止するための海外旅行保険の加入促進
の他、
（ 2）
日本の医療機関の見つけ方や受診方法に関する情報

発信、
（3）感染症対策の強化等に関する取り組みが盛り込まれて

いる。

次に
「入国後」
の段階では、
（4）地方自治体ごとの行政・医療・

（8）多言語対応、等が掲げられている。
さらに、
「 再入国」の段階

では、
（ 9）過去に医療費不払い実績のある訪日外国人に対する
入国審査の厳格化、等が掲げられている。

ちなみに、
前記（4）の対策協議会に関しては、
2018年度、
北海

道、東京都、三重県、京都府、大阪府の五つの都道府県でモデ

ル事業が行われている。2019年度は医療機関からの相談にワ

ンストップで対応するための
「都道府県単位の医療・観光等ワ
ンストップ事業」
を実施する予定となっており、
さらに2020年度

にはすべての都道府県に対策協議会を拡大するとしている。
ま

た、前記（5）の医療機関向けならびに地方自治体向けの外国
人患者受入れに関するマニュアルに関しても、
2018年度末に厚

生労働省から
「外国人患者の受入れのための医療機関マニュ

アル」
（ 以下、
「 医療機関向けマニュアル」）
が公表 3）されており、
2019年度末には医療機関向けマニュアルの改訂版ならびに
地方自治体向けマニュアルが公表される予定となっている。
な

観光その他の関係者による対策協議会の設置の他、
（ 5）医療

お、
医療機関向けマニュアルの中には、
訪日外国人旅行者患者

ニュアルの整備・周知、
（ 6）医療機関において外国人患者の受

触れており、単なるマニュアルとしてだけではなく、
当該事項に

機関および地方自治体向けの外国人患者の受入れに関するマ
入れ業務を行える医療コーディネーターや医療通訳者の育成、

（7）キャッシュレス決済比率の向上など円滑な支払いの支援、
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に対する医療費設定の考え方や応召義務との関係についても
関する厚生労働省での検討状況を理解する意味でも参考になる

内容となっている。
さらに、
訪日外国人旅行者患者に対する医療費

訪日外国人患者対策

設定の考え方に関する最新の状況については、
厚生労働省
「第6回

にどのような受入れ体制を整備すべきかについては、その医療

元年8月19日開催）
」
の配布資料
（資料4-1）
を参照されたい 。

種類や機能、地域の状況などによっても異なってくる。例えば、

訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
（令和

機関を受診する外国人患者の数や特徴のほか、医療機関の

4）

なお、
この総合対策は2018年度から2020年度の3カ年計画と

外国人患者の受入れに必要不可欠な通訳体制を整備すると

なっており、2019年度から2020年度にかけてさらに引き続き訪日

しても、具体的な整備方法としては、
「 対面通訳（院内雇用）」、

外国人旅行者患者の医療対応に関する様々な取り組みが進めら

「 対 面 通 訳（ 外 部 派 遣 ）」、
「 電 話 通 訳 」、
「 映 像 通 訳 」、
「翻訳

機関における訪日外国人旅行者患者の受入れ体制整備に大き

「対面通訳」が最も望ましいものであることはいうまでもない。

患者の受入れ体制整備や未収金対策に取り組んでいる医療機

を用いる外国人患者が受診する医療機関であれば、
コスト面や

れることとなっている。
そして、
その中には当然のことながら、医療

デバイス」等、様々なものがある。医療安全の観点から言えば、

な影響を与えるものも少なくない。
そのため、訪日外国人旅行者

しかし、外国人患者の受診者数が少ない医療機関や様々な言語

関はもちろんのこと、訪日外国人旅行者患者の医療問題に関わ

利便性の面から言えば、
「 対面通訳」
よりも
「電話通訳」
や
「映像

る行政関係者や民間事業者の方々は、
この総合対策の今後の動

通訳」
を利用した方が適当な場合も十分考えられる。

向にも注意しておくと良いであろう。

機関の機能や役割、外国人患者の受診状況等によっても大きく
異なってくる。
そのため、医療機関において、外国人患者の受入れ

外国人患者の受入れ体制整備を進める
上でのポイント

体制整備を進める上での大きなポイントは、
自院の機能や役割、
外国人患者の受診状況等を踏まえた上で自院において最も適当

と思われる体制整備を進めていくことといえよう。

前述したとおり、医療機関においては、訪日外国人旅行者患

この点、前述の医療機関向けマニュアルにおいても、
自院にお

者の受入れ体制の整備が急務となっている。
しかし一口に訪日

ける①「外国人患者の現在ならびに将来予想される受入人数

外国人旅行者患者の受入れ体制を整備するといっても、具体的

や特徴（国籍、言語、在留か訪日か等）」、②「受入れ体制の現状

訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策の主な進捗状況
１

•
•
•
•
•

在外公館やJNTO現地事務所等で掲載・配布する保険加入勧
奨ポスター及びチラシを制作・発送。 【１－１】
各国政府や在日公館に対し、訪日外国人に対する旅行保険
加入勧奨案内を行ってもらうよう要請。 【１－１】
一部路線の航空機内、クルーズ船内においても試験的に保
険加入勧奨チラシを配布。 【１－３】
成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇空港の上陸審査
場において旅行保険加入の勧奨を実施。 【１－４】
海外で販売されているガイドブックへ旅行保険を勧奨する情
報を掲載するようJNTO海外事務所等を通じて働きかけ。【１－５】

５

•
•
•

旅行保険加入勧奨

•

７
•
•
•
•
•
•
•

｢医療機関における外国人患者受入れに係る実態調査」を実
施し、医療費不払いの実態を調査・発表。 【３】
体制構築に向けて、不払い等の経歴がある外国人観光客に
かかる情報の通報手順の整理、医療機関に対する周知を検
討予定。 【３】

外国語旅行ガイ
ドブックにおける
医療に関する正
確な情報掲載に
向けた働きかけ

３
感染症対策
の強化

地方自治体
観光部局・医療部局が連携

選定

通常の
診療時

医療費及び
医療内容の
事前提示・前払い

救急時

医療費後払い

ワンストップ窓口
医療機関等
からの相談を
一元的に受付。

外国人観光客受入に備えた
拠点医療機関・軽傷例対応医療機関

国における連携の仕組み
国における府省横断的な情報共有と連携の
仕組みの構築
（実態の継続的把握と取組の改善（ＰＤＣＡ））

アシスタンス
会社等の活用
２４時間３６５
日対応

全国レベル
の連携
（ＷＧ）
一部の
相談対応等
は全国単位
で対応
アシスタンス
会社等の
活用
２４時間３６５
日対応

薬局等

在日公館
（大使館・
領事館）
外国人の
国籍取得や
送還等の
対応

日本から出国

•

情報発信

地域医師会等

トラブルが起こったら

【関連予算】
• 検疫所における水際対策の推進（厚生労働省、2019年度当
初予算、 11,559百万円の内数）
４

２

６

・実態把握調査（医療機関・観光業界）
・ワンストップ窓口・対策協議会設置に向けたモデル事業
・救急搬送と搬送先医療機関の連携

スマホ等で
保険に加入可能

•

感染症の侵入を防ぐための入国時の水際対策の強化。【１－９】
感染症発生動向を迅速かつ的確に把握するためのサーベイ
ランス機能の強化。 【１－９】
海外からの中長期在留予定の訪日客に対する結核の入国前
スクリーニングについては、速やかに実施予定。【１－９】

2019年４月に「訪日外国人に対する適切な
医療等の確保に関するWG」を開催。【２－１６】

地域における対策協議会

入国時（上陸審査場）・
入国後（観光案内所等
訪日外国人と接点になる
場所）における加入促進

日本に入国

•

対策協議会設置
航空機内、クルーズ船内で
の加入勧奨

・在外公館や海外
旅行エージェント等
を通じた加入促進
・外国語旅行ガイド
ブックへの加入勧
奨情報掲載の働き
かけ

主な外国語旅行ガイドブックの医療に関する記載を集約済み。
厚生労働省と観光庁で望ましい記載について検討。 【１－８】
上記を踏まえ、JNTO海外事務所等を通じてガイドブック発行
社へ正確な情報への修正を依頼。 【１－８】

６•

５

外国人の母国から出国

３•

入国後

入国前
１

宿 泊業 ・
旅行業

•

資料１

病院・外国人旅行者・旅行業者・宿泊施設を対象とした調査を実施し、取りまとめ。【２－１】
５都道府県（北海道・東京都・三重県・京都府・大阪府）において、外国人患者受け入れ体制のモデル構築のための検討会議体の設
置や実態把握等を実施。 【２－２】
2019年度は、地方自治体において医療機関からの相談に対応するための事業を実施。 【２－２】

【関連予算】
• 外国人患者に対する医療提供体制整備等推進事業（厚生労働省、2019年度当初予算、653百万円）
• 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（観光振興調査費）（観光庁、2019年度当初予算、814百万円の内数）

【関連予算】
• 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（観光振興調
査費）（観光庁、2019年度当初予算、814百万円の内数）
２
•

（2019年4月時点）

地方
入国管理局
在留資格の
対応

７
多言語対応

４

不払い実績者への
入国審査の厳格化
過去に医療費の不払い等の
経歴のある外国人観光客に
対し厳格な審査を実施し、新
たな医療費の不払い発生を
防止

・医療通訳とＩＣＴツールの
役割分担・整備
・翻訳ＩＣＴ技術に対応した
タブレット端末等の整備
・一般用医薬品に関する
多言語での情報提供
・医療機関等情報の多言語
での発信

人材育成
・医療コーディネータの養成
・医療通訳者の養成
円滑な支払の支援
・キャッシュレス決済比率
向上への環境整備
・医療費前払いによる支払
方法の提示
・外国人の診療にかかる
合理的な価格設定方法の提示

マニュアル整備
・医療機関及び都道府県向け
マニュアルの整備・周知
制度・ルールの明確化
・外国人観光客に対する応召
義務の考え方の整理と
関係者への周知
・医療紛争の防止に向けた
取組

＝国の対策・支援

「訪日外国人旅行者等に対する医療提供体制に関する検討会」等での議論を経て、医療紛争の防止に向けた取組方法を含む医療機関向けのマニュアルを作成。【２－４】 【２－１５】
「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」において、医療コーディネーターの役割やICTツールの活用について議論。この議論を基に、2019年度の「翻訳ICT技術に対応したタブレット
端末等の配置事業（仮称）」及び「医療コーディネーター等養成研修事業（仮称）」を実施。 【２－５】 ・ 【２－６】 ・【２－９】
厚生労働科学研究班が、医療通訳の認定制度案を作成。この成果を活用し、医療通訳の認定制度の実施団体が、実施要綱等を作成し公開。 【２－７】
多言語音声翻訳技術の研究開発において、医療分野における実証等を通じて高度化を実施。 【２－８】
産学官から構成される「一般社団法人キャッシュレス推進協議会」を設立。今後、日本医師会等とも協力しながら、「医療機関等におけるキャッシュレス普及促進に関するプロジェクト(仮称)」の開催に
向け関係者と準備・調整中。 【２－１０】
厚生労働科学研究班が外国人の診療にかかる合理的な価格設定方法を研究し「訪日外国人旅行者等に対する医療提供体制に関する検討会」にて議論。研究結果を取りまとめ公表する予定。 【２－１１】
JNTO及び観光庁のホームページ上で薬剤の情報サイトへのリンクを掲載。 【２－１３】

【関連予算】
• 外国人患者に対する医療提供体制整備等推進事業（厚生労働省、2019年度当初予算、1,008百万円）
• 災害時における多言語音声翻訳システムの高度化（総務省、2018年度第２次補正予算、820百万円）

【図２】訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策の主な進捗状況

（出典：参考文献5））
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３

このようにどのような受入れ体制が適当であるかは、
その医療

および課題」等を分析した上で、
自院における外国人患者の受入

診療の流れを構築することが重要である。すなわち、訪日外国

いくことを推奨している。
ちなみに、表１は、医療機関向けマニュ

本語でのコミュニケーションが不可能な場合が多く、医療文化

れ体制整備方針を作成し、
その方針に従って、体制整備を進めて

アルでも紹介されている、
自院の体制整備方針を策定する際に盛

人旅行者患者の場合は、医療費が全額自己負担となり、
また日
や医療習慣も大きく異なる場合が非常に多い。そのため、その

り込むことが推奨されている項目とその内容を整理したものであ

ような訪日外国人旅行者患者に対しても一般の公的医療保険

てはぜひ参考にすると良いであろう。

れで診療を行ってしまえば、会計の段階で医療費が支払えず

る。外国人患者の受入れ体制整備を進めていく医療機関におい

４

訪日外国人旅行者患者の受入れに関するトラブル
や未収金の発生を防止するためのポイント

なお、訪日外国人旅行者患者の受入れに関するトラブルや未

収金の発生を防止するためには前記３で述べたような体制整

備とともに、訪日外国人旅行者患者の特徴（リスク）
を踏まえた

の適用を受ける日本人患者や在留外国人患者と同じような流

に未収金が発生してしまったり、医療習慣や医療文化の違い
から診療内容や請求された医療費に対して納得がいかず医療

費の支払いを拒んだりするようなトラブルが発生してしまうの

はある意味当然のことといえよう。
このような事態を回避する

ためには、
やはり訪日外国人旅行者患者の特徴（リスク）
を踏ま

えた診療の流れを構築することが不可欠である。具体的には、
次頁図3に示したとおり、海外旅行保険や医療搬送、遺体搬送

等、訪日外国人旅行者患者対応で必要となる可能性が高い

【表１】主な受入れ体制整備方針の項目

項目

主な内容

１．
医療費の設定

訪日外国人旅行者患者の医療費をいくらにするかはそれぞれの医療機関の裁量に委ねられている。自院の経営方針や訪日外
国人旅行者患者対応にかかるコスト等を念頭に置きながら、自院における訪日外国人旅行者患者の医療費についてどのよう
に設定するか、検討していこう

２．
医療費概算の
提示方法

訪日外国人旅行者患者の場合には、検査や治療を行う前に、
あらかじめ医療費の概算を患者に示すことが未収金の発生やそ
の他のトラブルを防止する上で非常に重要になってくる。
しかし、通常、日本の医療機関では、検査や治療の前に、医療費の概
算を示す習慣や仕組みがない。具体的に、
どのような形や仕組みで医療費の概算を示していくのか、
しっかりと担当者間で検
討していこう

３．
通訳体制

通訳手法には様々なものがある。また、通訳手法によって長所や短所、
コスト等も大きく違ってくる。また、院内の場面
（受付・
検査・診療等）
によって求められる通訳手法も異なってくる。自院では、
どのような通訳手法を、
どのような場面で、
どのように
利用するのが最も適切なのか担当者間で十分検討した上で、
自院にとっても最も適切な通訳体制を整備していこう

外国人患者の受入れを円滑に行うためには、院内文書の多言語化が不可欠になる。
しかし、一度に院内で使用しているすべ
４．
院内文書の多言語化 ての文書の多言語化を図ることは容易ではない。自院の外国人患者の受診状況を踏まえながら、
どのような院内文書を、
どの
ような順序で多言語化していくのが良いのか、
また翻訳された文書はどこに保管しておくのが良いのか検討していこう
５．
マニュアルの整備

外国人患者対応においても、
ケアの標準化を図り、
トラブルを防止するためにはマニュアルの活用が有効である。
しかし外国
人患者対応においてどのようなマニュアルを作成し、活用していくのが良いかは医療機関の規模や機能、外国人患者の受診
状況等によっても異なってくる。まずは、自院においてどのようなマニュアルの作成・導入が望ましいのか関係者間で話し合
い、
その上でマニュアルの作成・導入に取り組もう

６．
院内環境の整備

外国人患者に院内で安心・安全に過ごしてもらうためには、
「院内掲示の多言語化」
や
「入院中の食事の対応」
「
、宗教・文化へ
の対応」
など、一定の院内環境の整備も必要となってくる。
しかし、院内環境をどこまで整備するかについても、
その必要性や
外国人患者の受診状況等によって大きく異なってくる。そのため、自院では院内環境の整備をどこまで、
どのような形で行う
のかについても関係者間で十分話し合って決定しよう

７．
宗教上の配慮

外国人患者の場合には、宗教ならびに習慣の違いについて一定の配慮が必要な場合がある。自院では、
そのような情報をど
のようにして入手するのか、
また入手した情報についてどのように対応していくのか、関係者間で十分話し合って、自院の方
針を明らかにしておこう

８．
院外の医療機関・
関係機関との連携

外国人患者の受入れを円滑に行うためには、院外の医療機関や行政機関、観光関係事業者、医療アシスタンス会社、保険会
社等との連携が必要になってくる場合が多々ある。自院では、院内の医療機関や関係事業者とどのような連携関係の構築が
必要なのか、
また具体的にどのように連携していけば良いのか、外部の関係者も巻き込んでしっかりと検討していこう

９．
情報提供

外国人患者の円滑な受入れを実現するためには、外国人患者や関係者に対して、
ホームページ等で必要な情報を提供するこ
とも有効である。どのような情報をどのような形で提供するのが最も効果的なのか関係者間で検討してみよう

１０．
担当者・担当部署

外国人患者の受入れに関して、担当者や担当部署を決めておこう。
また、
その役割や責任等についても明確にしておこう

１１．
研修

外国人患者の受入れを円滑に行うためには、一部の担当者だけではなく、職員全体が一定の知識や理解を得ておくことが重
要になってくる。そのため、外国人患者の受入れや対応に関する職員研修のあり方や実施内容や実施時期などについても関
係者間でよく話し合って実施していくようにしよう
（出典：参考文献3）42頁 表9を基に作成）
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＜未収金や医療費支払いに関する
トラブルを防止すための診療の流れ＞

＜一般的な診療の流れ＞

公的医療保険に
加入している日
本人患者・
在留外国人患者
の場合

訪日外国人
旅行者患者
の場合

訪日外国人
旅行者患者
の場合

【ポイント１：
取得・理解】
海外旅行保険や
医療搬送等、訪
日外国人旅行者
患者対応で必要
となる特有の知識
や情報の取得。

診療申込書記入

診療申込書記入

【ポイント２：情報収集】
海外旅行保険の加入状況や日本での滞在予定等、訪日外国人旅
行者患者の医療費支払いや治療計画に影響を与える情報の収集。
（宗教上の要望やその他の要望についてもこの段階でできるだけ収
集。状況把握・リスク発見の意味でも重要。）
【ポイント３：説明】
医療費見積もりや自院で対応可能な医療費支払い方法の提示。
ポイント２で把握した患者からの要望に対する自院での対応の可否
などに関する情報の提供。

医療費支払う
お金がない！

入院

【ポイント４：同意・調整】
ポイント３で患者に提供した医療費の見積額や支払い方法について
患者の同意を得る。患者から「医療費をできるだけ抑えてほしい」等
の要望があった場合には、診療内容について医療費を抑える方法
はないかなどの調整を行う。また、未収金発生の可能性がある場合
には患者や家族、外部の関係者とともに対策を検討開始。

（同意取得・調整を行った上での）

診察（検査・治療）
会計
支払い
トラブル
＆未収
金発生

（同意取得・調整を行った上での）

勝手に治療
されたから、
医療費は
払わない！

入院
会計

【図３】一般的な診療の流れと訪日外国人旅行者患者の特徴を踏まえた上での診療の流れ

（筆者作成）

知識や情報については最低限「取得・理解」
しておくことである。

その上で、訪日外国人旅行者患者が来院してきた場合には、診察

（検査・治療）
を行う前に、図３の中で示したような
「情報収集」、
「説明」、
「 同意・調整」を行った上で、はじめて診察を開始する
という流れを徹底することである。
このように述べると、複雑で
めんどうな気がするかもしれないが、
日本人患者でも保険適用

を受けない歯科や美容整形、がん治療等の自由診療では行っ

ていることであり、訪日外国人旅行者患者の診察はその応用と

とらえるとよいであろう。
もちろん、訪日外国人旅行者患者の場

合には、例えば心筋梗塞で救急搬送され一命は取り留めたもの

の、海外旅行保険は既往症扱いで適用されず、あらゆる手を尽

くしても数百万円の医療費を支払う能力がない場合など、個々
の医療機関の取り組みや努力だけでは未収金の発生を防止

することは難しく、国の対策や支援に頼るしかない場合もある。

しかし、今回紹介したような訪日外国人旅行者患者の特徴（リス

ク）
を踏まえた診療の流れを構築することによって発生を防ぐこ

とができるトラブルや未収金も少なくない。
まだこのような取り

組みを行っていない医療機関があれば、
ぜひ取り組んでいただく
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と良いであろう。
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診察（検査・治療）

中国の土壌汚染関連法規制

中国における土壌汚染関連法規制の
動向と日系企業がとるべき対応
〈共著〉
住化分析技術
（上海）
有限公司
土壌環境部 部長
土壌環境部 主任

だ い ご ぼ う

ひ ろ み つ

Q i u

Q i h a n

大悟法 弘充氏（左）
仇 啓涵氏（右）

要旨
▪ 中国政府は、2015年の環境保護法の抜本改正をはじめとして、環境規制を強化する政策を次々に打ち出しており、違反
企業等に対する罰則も強化している。
▪ 土壌汚染関連の法規制整備は、大気や水質に比較するとやや遅れていたが、2016年に土壌汚染防止行動計画
「土十条」
、2017年に汚染土地土壌環境管理弁法、2019年には土壌汚染防止法が施行された。今後当局による管理・監督
が強化されることが予想される。
▪ 製造業をはじめとする日系企業においては、自主的に自社の管理する土地の土壌汚染の実態把握を行い、必要な対策
を実施することが重要である。

１

はじめに

２

中国における環境への取り締まりの現状

株式会社住化分析センターは、100％子会社である住化分析

深刻な環境汚染が取り沙汰され、人々の環境保護意識が高ま

技術（上海）有限公司を2007年に設立し、環境分析と化学品分析

る中、中国政府は2015年、環境保護法を四半世紀振りに抜本的

を中心とする化学分析サービスを10年以上にわたって中国で展

に改正した。新環境保護法は、政府の監督管理責任の明確化、情

開してきた。
その実績と日本で培ってきた土壌汚染調査・修復技

報公開・公衆参加の制度化、環境保護違反に対する罰則の厳格

術を以って中国の土壌汚染問題の改善に貢献するべく、2015年

化を明文化し、環境政策を重視する姿勢を打ち出している。
この

より住化分析技術（上海）有限公司にて土壌汚染調査とコンサル

ような背景もあり、近年は、中国政府の環境関連法の制改定が

ティングの事業を開始した。
さらに、2017年には中国江西省にて

急増し、
それに合わせて下位法令および省級地方政府の制改定

南昌航空大学、
ジョージア工科大学および中国環境修復企業で

も相次いでいる。

ある怡杉環保社との共同出資により、土壌修復の専門会社であ

環境規制の強化によって政府管理責任者に対する処罰、汚

る江西智匯環境技術有限公司を設立し、土壌汚染対策における

染原因者への責任追及も厳格化され、環境保護に対する人々

トータルソリューション事業にいち早く取り組んできた。本稿で

の意識も大きく変化している。中国生態環境部の発表（2018年

は、2019年1月に施行された中国の土壌汚染防止法について解説

12月25日付）
によると、2018年1～11月に全国で下達された環境

し、我々が取り組んできた中国土壌汚染への対応を踏まえなが

行政処罰決定通知書は16万6,210件におよび、その罰金総額は

ら、
日系企業がとるべき土壌汚染への対策について提言する。

約2,176億円（136億元、16円/元）にも上っている1）。加えて、各
地方政府は、環境違法行為を行った企業名やその代表者名を
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ホームページに公開しており、会社名が掲載されると企業イメー

なっている。各“十条”汚染防止行動計画を骨子とし、
中国全土の

ジを大きく損ないかねない状況となっている。
日系企業が処罰

汚染対策が進められている。

を受けるケースも増えている。
中には罰金額が数千万円に達した

土壌については、
「土十条」公布以降、
「汚染場地土壌環境管理

ケースもあり、
日系企業においても環境規制への対応が重要な

弁法」、
「農用地土壌環境管理弁法」、
「工業・鉱業用地土壌環境

課題となっている。

管理弁法」
など一連の土壌関連法規・政策が次々と制定された。
2018年8月には、中国初の国家レベルの土壌関連法規となる
「土

３

壌汚染防止法」が第十三回全国人民代表大会常務委員会第五

中国における土壌汚染関連法規制の動向

このような背景下、土壌汚染関連法規制の動向を見ても2016
年に土壌汚染防止行動計画「土十条」、2017年に汚染土地土壌
環境管理弁法、2019年には土壌汚染防止法が施行され、土壌環
境保護を目的とした法規制が厳格化されつつある
（図1）
。
同法第三条において、土壌汚染防止の6原則（①予防を主とす

次会議にて可決され、2019年1月1日に施行された
（表1）。

【表1】中国の環境各分野の法律整備の状況

大気

水

る、②保護の優先、③分類別管理、④リスク規制、⑤汚染者責任、
⑥住民参加）が示され、中国の土壌環境に対する政策が明確に
なった。今後、新しい法律を踏まえて、土壌環境に対してこれまで

土壌

以上に真摯な対応が求められる。

中国の環境政策は大気、水、土壌、固体廃棄物、騒音の五つ
の分野に大別される。その中で特に大気、水、土壌に対し、2013

大気汚染防治法（中華人民共和国主 1987年9月公布
席令第57号）
2016年改定法施行
水汚染防治行動計画 “水十条”

土壌汚染防治行動計画 “土十条”
2016年5月公布
（国発
〔2016〕
31号）
2018年8月公布
2019年1月施行

土壌汚染防止法
（施行）

固体
固体廃棄物汚染環境防治法
廃棄物
騒音

2015年4月公布

水汚染防治法（中華人民共和国主席 1984年5月公布
令第12号）
2008年改定法施行

環境騒音汚染防治法

1995年10月公布
1996年4月施行
2018年10月改定
1996年10月公布
1997年3月施行
2018年12月改定

中国の土壌汚染
関連法規制

⑴中国の環境政策

大気汚染防治行動計画 “大気十条” 2013年9月公布

年の「大気十条」、2015年の「水十条」、2016年の｢土十条｣、い
わゆる“十条”なる基本政策が公布され汚染対策の3大指針と

【図1】中国における土壌環境規制の歩み2）
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⑵土壌汚染防止法の概要
2019年1月1日に施行された
「土壌汚染防止法」
の概要は、以下
のとおりである。
土壌汚染防止の原則（第三条）
①予防を主とする
②保護の優先
③分類別管理
④リスク規制
⑤汚染者責任
⑥住民参加
土壌汚染責任者制度（第四条～第七条）
・「汚染原因者が責任を負う」
という原則にのっとり、企業や地
方政府など
「土壌汚染責任者」
が負うべき土壌汚染のリスク管
理や修復における義務を規定する。
・企業や地方政府監督責任部門の各責任者はその責任範囲内
で土壌汚染のリスク管理や修復など土壌汚染の防止に関連し
た義務の履行を要求する。
土壌汚染状況の調査やモニタリング制度（第十四条～第十七条）
・国務院の生態環境主管部門は、10年ごとに少なくとも1回、他
の部門と共同で全国土壌汚染状況の全面調査を実施する。
・国務院は、
モニタリング網を組織し、農用地および建設用地に
土壌環境モニタリング地点を設置する。
有毒有害物質対策（第十八条～第二十一条）
・国は、重点的な規制を行う
「土壌有毒有害物質リスト」
を公布
し、各級の政府は、
同リストや有毒有害物質の排出状況に基づ
き
「土壌汚染重点監督管理企業リスト」
を発表する。
・有毒有害物質の排出制御や排出状況の定期報告など、土壌汚
染重点監督管理企業が負うべき義務について規定する。
土壌汚染のリスク管理および修復制度（第二十二条）
・企業が施設、設備または建築物、構築物を解体する際には相

土壌汚染のリスク管理および修復制度（第三十五条～第六十八条）
・土壌汚染のリスク管理や修復の条件、土壌汚染状況の調査、
汚染のリスク評価、汚染責任者に変更が生じた際の修復義務
などについて規定する。
・土地を農用地と建設用地という2種類に分類し、
それぞれに対
応する。
・農用地は、汚染の程度に応じてさらに3種類に分類され、管理
が実施される。
・建設用地は
「土壌汚染リスク管理および修復リスト」
に基づく
管理が実施される。
土壌汚染重点監督管理企業の届け出
（第六十七条）
・土壌汚染重点監督管理企業の生産経営用地に関しては、
用途
変更や土地使用権の回収、譲渡、終了前に、土地使用権者が土
壌汚染状況調査を行い、調査結果を不動産登記部門へ提出す
るとともに、生態環境主管部門への届け出を行わなければな
らない。
土壌汚染防止基金制度（第六十九条～第八十四条）
・国が土壌汚染防止への資金投入を拡大し、土壌汚染防止基
金制度を構築する。
・中央土壌汚染防止特定資金、省級土壌汚染防止基金を設立
し、主に農用地土壌汚染防止と土壌汚染責任者や土地使用権
者を認定できない土壌汚染のリスク規制・修復に用いる。
罰則規定（第八十五条～第九十八条）
・義務の不履行など同法の規定に違反した場合、最高200万元
以下の罰金を科す。
・「生産停止・整備」、
「関連業務への従事を終身禁止する」
など
の厳罰を適用する状況について規定する。

⑶土壌汚染防止法の解説3）
①同法は、政府の土壌汚染防止責任を明確にし、汚染防止目標
責任制度と審査評価制度を導入し、汚染原因者のみならず、各
段階において政府の管理者責任についても規定している。

応の土壌汚染防止処理措置を講じる。
・土壌汚染重点監督管理企業の場合は、施設、設備または建築

②汚染者負担の原則に基づき各状況下での土壌汚染責任者と

物、構築物を解体する際、緊急対応措置を含む土壤汚染防止

責任の内容を明確にしている。第四条～第七条において、土壌

処理案の策定のほか、政府の生態環境主管部門および工業情

汚染責任者が負うべき土壌汚染のリスク管理や修復における

報化部門への届け出を行う。

義務を規定し、各責任者はその責任の範囲内で土壌汚染のリ
スク管理や修復など土壌汚染の防止に関連した義務を履行す
る必要があるとし、第八十五条～第九十八条では、義務の不
履行など同法の規定に違反した場合、最高200万元以下の罰
金を科すと規定している。
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③土壌有毒有害物質の規制と重点監督管理事業者規制制度
を定めている。第十八条～第二十一条において、国が重点的
な規制を行う
「土壌有毒有害物質リスト」
を公布し、各級の政
府は、同リストや有毒有害物質の排出状況に基づき
「土壌汚
染重点監督管理企業リスト」を発表するとしている。
また、有

４

中国の土壌汚染対策

⑴土壌汚染調査

毒有害物質の排出制御や排出状況の定期報告など、土壌汚

土壌汚染防止法において土壌汚染調査は、①移転時（汚染の

染重点監督管理企業が負うべき義務についても規定し、第

疑いがある土地および汚染された土地）
と②土壌汚染重点監督

二十二条では土壌汚染重点監督管理企業に指定された場合

管理企業に指定された場合に必要とされている。
後者については、

には、施設、設備または建築物、構築物を解体する際、緊急対

「年1～2回程度の土壌モニタリング」
と
「用途変更、土地使用権

応措置を含む土壌汚染防止処理案の策定のほか、政府の生

の回収、土地譲渡の前」
において調査することとなる。
また、2019

態環境主管部門および工業情報化部門への届け出を行うと

年7月1日より
「環境影響評価法」
に基づき、大気環境、地表水環

規定している。

境、地下水環境、騒音環境といった従来の評価項目に加え、工場
の新設・増設・改設時には土壌環境の調査・評価も義務付けられ

④種類別土壌汚染リスク規制・修復制度を構築するとしている。
第二十二条において、企業が施設、設備または建築物、構築物
を解体する際には相応の土壌汚染防止処理措置を講じると
し、第三十五条～第六十八条では、土壌汚染のリスク管理や
修復の条件、土壌汚染状況の調査、汚染のリスク評価、汚染責

ることとなった。

⑵リスク評価
中国での土壌汚染の考え方、
つまりは土壌汚染修復が必要で
あるか否かの判断に関しては、汚染物の人体への摂取の確率お

さらに、第六十七条では、土壌汚染重点監督管理企業の生産

よび土地の用途を勘案してサイト毎にリスク評価が行われる。
リ

経営用地に関しては、
用途変更や土地使用権の回収、譲渡、終

スク評価に際しては、2014年制定の
「汚染サイトリスク評価技術

了前に、土地使用権者が土壌汚染状況調査を行い、調査結果

ガイドライン」
に基づき暴露モデル、
パラメーター等を設定するこ

を不動産登記部門へ提出するとともに、生態環境主管部門へ

とが多い。

の届け出を行わなければならないとしている。

中国の土壌汚染
関連法規制

任者に変更が生じた際の修復義務などについて規定している。

中国の土壌汚染対策は、土壌汚染そのものをなくすのではな
く、汚染土壌に起因し生じる環境リスクを人の健康に対して悪

⑤土壌汚染防止基金制度を構築するとしている。第六十九条～

影響を与えないレベルまで低減、
あるいは許容範囲内に抑制す

第八十四条において、国が土壌汚染防止への資金投入を拡

ることを要求している。
すなわち土壌汚染による環境リスクを定

大し、土壌汚染防止基金制度を構築するとし、中央土壌汚染

量的に評価し、その低減・抑制を図る汚染対策である。中国の

防止特定資金、省級土壌汚染防止基金を設立し、主に農用地

リスクベースの汚染対策の考え方は、欧米では早くから取り入

土壌汚染防止と土壌汚染責任者や土地使用権者を認定でき

れられており、
リスク評価方法として、RBCA（米国）、CLEA（英

ない土地における土壌汚染のリスク規制・修復に用いるとして

国）、CSOIL（オランダ）等が開発されている。
中国は、欧米系のリ

いる。

スク評価手法を踏襲し、昨今ではリスク評価の汎用ソフトHERA
（Health and Environmental Risk Assessment）等も使用

⑥土壌汚染防止基準体系と土壌汚染状況モニタリング制度を

され始めている。

構築するとしている。第十四条～第十七条において、国務院の

中国においては、汚染地該当の有無を判断するための一律の

生態環境主管部門が、10年毎に少なくとも1回、他の部門と共

基準値はなく、
リスク評価前段の指標として“標準”が定められて

同で全国土壌汚染状況の全面調査を実施するとし、
モニタリ

おり、土壌汚染対策を実施する場合の多くは対象地毎にリスク

ング網を組織し、土壌環境モニタリング地点を設置するとして

評価を行い、修復目標値を設定し進められている。以前は
「土壌

いる。

環境質量標準」、上海市「展覧会用地土壌環境質量評価標準（暫
行）」、
「 上海市場地環境健康リスク評価スクリーニング値（試
行）」などの各種標準も制定されていたが、
「 土壌環境質量土壌
汚染リスクコントロール標準（試行）」の建設用地版と農用地版
が数度の改訂を経て2018年8月に
「発布稿」
として出され、全国
においてこの建設用地と農用地の標準が統一的に使用され始
めている。本標準においても、有害物質の項目毎にスクリーニン
グ値とコントロール値が設定されており、スクリーニング値は、
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当該数値を超過した場合、
リスク評価の実施を求め、
リスク評価
を実施した結果、①単一発がん性汚染物によるリスクレベル
（発

⑶土壌汚染調査・修復の委託先選定

がん性の確率）
が1/100万（10-6）、
あるいは、②単一非発がん性汚

土壌汚染の法規制が始まったばかりの中国では、調査・修復に

染物によるハザードレベル
（毎日の摂取量と基準上限量の比）
が

おいてもその技術レベルを見極め実施することも重要である。
日

１を超えた場合は修復が求められる。
また、
コントロール値が当該

本では（環境省）指定調査機関が土壌汚染対策法等に則し、基

数値を超過した場合には、
リスク評価実施の有無を問わず修復

本的にはどの調査会社が実施してもほぼ同様な調査結果が得ら

が求められる。

れるよう厳格化されている。
しかしながら中国においては、各省

なお、
日本の環境基準値の考え方は、発がん性汚染物によるリ

市レベルにおいて推奨調査機関リストが策定されているものの、

スクレベルを1/10万（10-5）
として設定されているが、中国の場合

調査技術のレベルの差が大きいことは否めず、今後技術レベルの

は、1/100万（10 ）
と1桁厳しくなっている。

向上が喫緊の課題となっている。
しっかりとした土壌調査を実施

-6

し、汚染のメカニズムを解明した上で適切な土壌修復を行うこと

５

が求められることから、企業が土壌調査・修復会社を選定するに

日系企業がとるべき対応

⑴土壌汚染調査

あたっては、
コストだけではなく調査技術、
コンサルティング能力
を十分考慮することが重要である。
土壌汚染調査を厳密に実施することにより、状況によっては自
らが原因でない土壌・地下水汚染や、敷地外からのもらい汚染、
さらには自然由来の土壌汚染についても論理的に説明が可能と

近年、中国に進出している日系企業からの土壌汚染調査の引

なる。
さらに、
より調査を細分化することにより、万一土壌汚染が

合いが増えてきている。契機としては大きく二つあり、一つは当

発見されても修復範囲（汚染土量）
を削減することができ、
トータ

局より
「汚染土地土壌環境管理弁法」
における土壌環境重点監

ルコストの大幅な低減も期待できる。

督管理企業に指定され、汚染容疑土地としてリストアップされた
ケース、
もう一つは、企業が自主的に土壌汚染調査を実施し、土
壌汚染の実態を把握しておきたいと考えるケースである。
汚染容疑土地としてリストアップされた場合の土壌環境調査・

汚染容疑土地リストアップ

修復フローを図2に示す。
ステップ毎に管轄行政への報告、
さらに
は情報公開が求められ、時間的にも費用的にも喫緊な対応が要
求される。
一方、
自主的な調査は、法等に基づく義務的な調査と比較し
て事前準備が確実にでき、
いち早く対応しておくことにより計画
的な土壌汚染の対応が可能となる。万一、汚染が確認された場
合でも時間・費用において計画的な対応（情報公開）
を行いやす
く、顧客や株主、
ひいては地域社会等のステークホルダーとの信
頼関係も維持しやすい。
リスク管理として自主調査を行う場合に
は、
自社の工場敷地内にて土壌汚染が懸念される範囲でスポッ
ト調査を実施することも効果的な対策といえる。

⑵土壌汚染対策の管理
また、土壌汚染の対応はこれまでの当社の経験からも本社主
導によるトップダウンでの対応が好ましい。本社主導で対応する
ことにより、中国国内に複数の工場等を所有している場合でも、
調査方法、汚染が確認された場合の対処方法、
さらには情報管
理などを一元化しやすく、企業にとってのガバナンスの強化、
トー
タルコストの削減につながる。
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【図2】汚染容疑土地に指定された場合の対応フロー

中国の土壌汚染関連法規制

６

まとめ

中国の土壌汚染防止法は、政府の土壌汚染防止責任を明確
に規定した点と、汚染の予防に重点を置いている点において、
日
本の「土壌汚染対策法」
と性格が異なる。中国の土壌汚染防止
法は、汚染者負担の原則に基づき各状況下での土壌汚染責任
者と責任の内容を明確にしている。各責任者はその責任の範囲
内で土壌汚染のリスク管理や修復など土壌汚染の防止に関連
した義務の履行が求められ、土壌汚染重点監督管理企業リスト
の作成や有害物質の排出抑制等を行わせることにより汚染の
予防を図る狙いがある。加えて、義務の不履行など同法の規定
に違反した場合の罰則規定も注目に値する。罰則規定では、最
高200万元以下の罰金を科すとしているが、汚染原因者には罰
金に加えて修復義務が課されるため、土壌汚染の場合は膨大な
修復費用がかかり、実際はさらに大きな支出負担が生じると考
えられる。
一昔前には、
中国の環境汚染問題は改善がなかなか進まない
という声も聞かれたが、昨今では、2015年の環境保護法の改正を
中国の土壌汚染
関連法規制

一つのきっかけとして環境保護に対する意識も変化し、環境改善
に向けた動きは活発である。現に汚染物質を排出する企業は、環
境改善を迫られ、環境規制への対応コストが大幅に増えるなど
影響が出ている。
中国ではこれまで、大気、水に関する環境汚染問題、取り締ま
り・処罰がクローズアップされてきたが、土壌汚染防止法の施行
に伴い、土壌汚染に関する関心も今後高まることが想定される。
中国における環境行政指導は日本と比較しても厳しく、
その対応
を誤ると企業イメージを大きく失墜させることにもつながる。
ま
た、土壌汚染は大気、水とは異なり一度汚染させてしまうと、修復
されない限りその場で負の遺産として残るため、完全修復には長
い時間と、多大なるコストが発生する。
したがって、中国に拠点を置く製造業等の企業が先ずやらな
ければいけないことは、土壌汚染のリスクを回避する取り組み
である。それも汚染発見時に対症療法的に取り組むのではな
く、中長期的な視点から効率的かつ経済的な投資を計画する
ことが重要である。そのためには先ず自主的に自社が管理する
土地の土壌汚染の実態把握を行い、実態把握によって特定し
た個々のリスクに応じた対応をいち早く実施することをお勧め
したい。
以上

参考文献・資料等
1）中国生態環境部HP（2018）:生態環境部通報2018年1月－11月環境
行政処罰案件及び「環境保護法」弁法執行状況＜http://www.
mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201812/t20181225_685883.
html?keywords=＞
（最終アクセス2019年8月20日）
2）江西省持久性汚染物控制及び資源循環利用重点実験室, 肖 (2018)：
中国環境セミナー
「中国土壌汚染対策と進出企業への影響」
, 中国汚
染サイト安全修復の政策及び実例 (2018.3.2), pp.13.
3）住化分析技術（上海）有限公司, 羽渕博臣 (2018)：日本貿易振興機
構 大連事務所「土壌汚染防止法に関するセミナー」(2018.11.23)
＜https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/703254d59d
ce6b86.html＞
（最終アクセス2019年9月2日）
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健康経営

健康経営の投資効果
～健康経営を取り巻く現状と実態調査～
山野美容芸術短期大学 特任教授
一般社団法人日本ヘルスケア協会 健康経営推進部会 副部会長
株式会社VOYAGE 代表取締役
あ ら い

た

く

じ

新井 卓二氏

要旨
▪ 人手不足や人生100年時代への対応など、企業には従来とは異なる取り組みが必要な時代となった。従業員の健康管理
を経営学的な視点で考え、戦略的に実践する重要性が高まっており、経済産業省が健康経営を積極的に推進している。
▪健康経営の学術的研究はまだ少ないが、本稿では、健康経営の投資効果についての論文を抜粋してご紹介する。
▪ 経済産業省が取り組む健康経営アワードは、2017年に開始し、2020年には上場企業の1/3の認定が見込まれる。企業に
とっては、健康投資を効果測定できるようになってきており、
より一層内容ある取り組みが重視される段階が来ている。

１

なぜいま“経済産業省”が『健康経営』を
推進するのか

「健康経営」は企業における新しい経営手法として、近年注目

されており、
政府の
「日本再興戦略」
（2014年～）
「
、未来投資戦略」

（2017年～）
に位置付けられた
「国民の健康寿命の延伸」
に関す

る取り組みの一つとして、主に経済産業省が推進しているものと
なる。

「健康経営」
とは、所管する経済産業省は
「従業員の健康保持・

増進の取り組みが将来的に収益性等を高める投資であるとの考

ストレスチェック制度が義務化されている。

従業員の健康の範囲は、労働災害の防止から始まり、
身体やメ

ンタル、健康増進まで拡大した。従業員の健康管理は、企業経営
においてこれまで以上に重要な経営項目になってきたといえる。

このように
「健康経営」が労働衛生／産業衛生の延長だとす

ると、管轄は国民の健康を守り増進する厚生労働省となるはず

である。
ではなぜ、2010年に経済産業省が参入しなければならな
かったのか。

理由の一つに社会的背景がある。従来の社会保険制度では、

えの下、健康管理を経営学的な視点で考え、戦略的に実践する

将来にわたった制度の維持が困難であると予測されていた。医

良好でなければ、企業業績は向上しない」
という概念になる。言

金財政の維持のため、定年を延長し生涯現役社会への転換を図

こと」
と定義している。
「 企業で働いている従業員の健康状態が

われてみれば当たり前のことで、企業の大切な資産である従業員

（＝人財）
の健康管理は、重要な経営項目の一つとなっている。

ではなぜ近年「健康経営」
と言われ始めたのか。法律の流れか

ら見ると、古くは鉱山や潜水等の仕事に従事していた従業員の
健康管理は、その企業や組織において死活に関わる大切な経

営項目であった。働いている従業員を危険から守り、労働災害を
防止するため、労働基準法に加えて、1972年に労働安全衛生法

が施行された。法律で定める労働災害防止の基準を守るだけで

なく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場に

おける労働者の安全と健康を確保しなければならなくなった。
さ

らに、労働安全衛生法は時代に合わせて改正され、2015年には
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療費の膨張を抑え、削減することが必要となっていた。
さらに年

る必要もあった。
これらの社会的背景から、厚生労働省が管轄

していた従来の社会保険制度に代わり、新しく切り込む制度が
必要となっていた。
さらに企業には、従業員の精神疾患増加の対

応や、従業員の平均年齢の上昇に伴う環境整備（病気になっても
働ける病気と仕事の両立支援制度等）、人手不足への対応など

に取り組みたいとの思いがあった。

もう一つの理由は、従来の労働衛生は、法律を守ることに主

眼が置かれ、企業が取り組みをコストとして捉えていたことにあ

る。後述の論文で詳しく述べるが、
「健康経営」
にかけるコストか

らのリターンは大きな効果がある。
「健康経営」
はコストではなく
投資に該当する。企業は、工場新設の投資リターンや新規事業の

健康経営

投資リターンと同様に、
「健康経営」
の投資リターンを比較できる

ようになり、
「健康経営」
が「経営事項」
になってきた。工場新設よ

りも
「健康経営」
の投資リターン
（リスク管理も含む）
が高ければ、

「健康経営」
に投資が向かう。

そしてもう一つ、忘れがちだが、学生の将来の働き方の変化が

ある。現在20歳の学生は、医療の進歩により平均100歳まで生き

その後、2015年3月に東京証券取引所と共同で
「健康経営銘柄」

を設定し、上場企業の中から初年度22社が選定された。

日本ではまだ
「生産性の向上」
や
「イメージアップ」等の健康投

資効果の実証研究はないが、2013年のデンソー健康保険組合の
報告によると、
「病気で欠勤した従業員による生産性損失は年間

8億6千万円となり、
これに対し腰痛や不眠など軽症不健康によ

て、80歳以上まで働くことが予見されている
（Lynda Gratton

る生産性損失は年間200億円と推測された」
（デンソー健康保険

うな働き方の未来を仮定すると、基礎にあるのは健康状態が良

すあっぷ２１ 2013年1月１日発売号）
とある。推測された生産性損

状態を維持しなければ、長く働くことが困難になる。

1,817億円の約11%に相当し、巨額だった。社員が健康で、働けな

「The 100-year life」Bloomsbury Business, 2016 ）。そのよ
好であるということだ。
いくら寿命が延びたとしても、
良好な健康

これらの理由により、現行の法律を守ることに主眼を置いた労

働衛生／産業衛生だけでは、経営戦略や企業業績の向上に向け

て有効に機能せず、将来への対応が難しくなっていた。
「 健康経
営」
には労働衛生／産業衛生も含むため、健保組合や産業保健

スタッフも参加が必要で、実行においてコラボヘルス注1）が重要と

組合「“健康経営”でめざす健康志向の人づくりと風土化」へる
失額は、株式会社デンソーの2013年3月期連結決算当期純利益

い状態の改善（重症予防や未病）
につながる健康投資を行えば、

「生産性の向上」
や
「医療費の削減」等で企業業績に影響を与え
ることが、
日本でも初めて示された。

また、民間主導の活動体でありながら経済産業省をはじめ厚

生労働省、
東京商工会議所、
日本医師会等の全面的なバックアッ

なる。
ただ、
どこに力点を置いて
「健康経営」
に取り組むかを考え

プを受けて2015年7月に
「日本健康会議注4）」が発足した。同会議

に実践”すること」
が強く求められるようになり、経済産業省も積

では、大企業向けに
「健保組合等保険者と連携して健康経営に

ると、
「従業員等の健康管理を“経営学的な視点”で考え、“戦略的
極的に関わることになった。

２

の活動指針「～健康なまち・職場づくり宣言2020～」
の
「宣言4」
取り組む企業を500社以上とする」
ことを計画し、
中小企業向けに

は「宣言5」
で「協会けんぽ等保険者や商工会議所等のサポート

を得て健康宣言等に取り組む企業を1万社以上とする」
と設定し

健康経営の日本での歩み

人健康経営研究会

を立ち上げ、
「健康経営」
を広く紹介した。

注2）

しかし設立当時は岡田氏自身も話すように、
日本国内ではほとん

ど認知されなかった。

転機は2008年に訪れた。
きっかけは政府、主に経済産業省が

「健康会計（仮称）」
を提唱したことにある。当時、医療費の増大

伸産業創出推進事業「健康経営評価指標の策定・活用事業」東

大WG報告書により、
日本でもアメリカの先行研究のように、健康

関連コストの中でプレゼンティーイズムの損失額が最大であるこ

とが検証された。

2016年6月に閣議決定した政府の
「日本再興戦略2016」
では、

健康寿命延伸の一つの施策として重視され、
「『戦後最大の名目
GDP600兆円』
の実現を目指していく」施策として、
「世界最先端

の健康立国へ」
を掲げ「『健康経営』が保険者や企業に定着しつ

に対して管轄の厚生労働省だけではなく、経済産業省も加わり

つある」
と言及された。特に
「保険者機能の強化等による健康経

かる
「健康会計」入門―社員と会社を元気にする』
（ 法研）
と、経

経営については、質の向上と更なる普及のため、健康経営銘柄を

医療費の減少や増加幅の低減を目指していた。2010年に
『よくわ
済産業省の委託事業で
「健康経営」
とタイトルがつく初めての書籍

『会社と社会を幸せにする健康経営』
（ 勁草書房、田中 滋ほか）
が発刊された。

2011年には経済産業省内にヘルスケア産業課が新設され、

企業業績への影響や生産性の向上等、企業経営に的を絞った

健康経営施策が次々と実施されるようになる。翌2012年には、

営やデータヘルス計画等の更なる取り組み強化」
の中で、
「健康

継続実施し、選定方法の改善を行うとともに、個別企業の健康
経営の取り組みと企業の業績等の関係性について経営学的な視

点も踏まえた分析・研究を本年度（2016年度）
中に実施する」
とし

ている。

融資注3）」
を開始した。2013年6月に閣議決定した
「日本再興戦略」

３

定2014」
では
「健康経営に取り組む企業が、
自らの取り組みを評

経済産業省は、
「 健康経営」を推進する際に【経営学的な視

日本政策投資銀行が
「ＤＢＪ健康経営（ヘルスマネジメント）格付
では、
「健康寿命の延伸」
が明記される。
そして
「日本再興戦略改

経営学としての健康経営

価し、優れた企業が社会で評価される枠組みを構築することに

点】
というワードを多用している。そこで、経営学として企業の

内に所要の措置を講ずる」
こととなった。
ここで初めて
「健康経

投資リターンのモデルとして使用しているJohnson & Johnson

より、健康投資の促進が図られるよう、関係省庁において年度

営」
という言葉が政府の日本再興戦略に表記されることとなる。

業績に影響を与えるモデルとして、経済産業省が推進当初より
（以下、
「J&J」）
の事例（次頁図1）
をみてみる。
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日本では2006年に岡田邦夫氏（元大阪ガス産業医）
がNPO法

た。同年、経済産業省の委託事業である平成27年度健康寿命延

社員の健康は重要な経営資源。病気の予防に投資すれば
2～3倍になって業績に跳ね返ってくる。
健康投資（1ドル） ：人件費＋保健指導等利用費、
システム開発・運用費＋設備費
投資リターン
（3ドル）
：生産性の向上、医療コスト削減、
モチベーションの向上、
リクルート効果＋イメージアップ
【図1】Johnson & Johnson「健康経営とは何か」
（出典:「Recent Experience In Health Promotion At Johnson & Johnson:
Lower Health Spending, Strong Return On Investment」
を基に筆者作成）

「経営」
と
「健康」
の領域をまたぐためか、経営学としての
「健康

経営」
の論文やエビデンスは、大変少なくなっている。
そこで、
「健

康経営」
を経営学として学術的に研究するため、
日本でも上記と

同様のことがあてはまるのかを研究し、論文として公表したので、

本研究論文は、
そもそも
「健康経営」
に取り組んでいる企業は

経営として効果を実感しているかという問いに対しての基本的な
答えとなる。従来は
「健康経営」
の評価は同一企業による年度別

の比較分析しかなかったが、今回初めて対象群を設定した分析

において有意差が示された点と、
「健康経営」
に取り組む法人に
は投資効果が期待されることが示された点に意義がある。

具体的には、統計学的な分析で有意差ありとなった項目は
「イ

メージアップ」
「生産性の向上」
「リクルート効果」
「長期的な医療

コストの削減可能性」、有意差なしとなった項目は
「モチベーショ
ンの向上」
「現在の医療コストの削減」
だった。

「健康経営」
への投資を行っても、
「モチベーションの向上」
「現

在の医療コストの削減」
を短期的に実感するのは困難だが、
「イ

メージアップ」
「生産性の向上」
の効果も考慮すると、短期的にも
投資効果があると考えられる。

続いて、J&Jのモデルでは、1ドルの健康投資に対して3ドルの投

2点ご紹介する。

資リターンが見込めるとされており、3倍以上の投資リターンが期

⑴「日本における
『健康経営』の期待される効果と実態」
新井卓二、上西啓介、玄場公規

リターンを測定した論文が下記となる。

大阪大学の研究として、上場企業1,000社（33業種）
に調査票を

送付（2017年11～12月）
して、36社から回答を回収する
（有効回答
33社）。

待されていることを表している。
そのモデルを踏まえて、健康投資

⑵「健康経営」
の投資対効果の分析
新井卓二、上西啓介、玄場公規
健康経営銘柄2017選定企業のうち、2社の広報IR担当者にヒ

「健康経営優良法人ホワイト500（ 大規模法人部門）」の対象

アリング（2018年2月～6月）
を実施した。A企業は健康経営銘柄

済産業省」が推進モデルに使用している「J＆Jの提示している

数表彰や認定されている働き方改革等の取り組みで有名な企

企業と、
それ以外の
「その他上場法人」
に分類し、経営指標（「経

効果が期待される項目」）
について、健康経営推進部門や広報部

の初年度から3年連続で選定されていて、他の表彰制度でも多
業となる。B企業は2017年に初選定され、直近で積極的に取り組

門のご担当者に回答頂いた。各項目
（表1の経営指標。大分類は5

み始めた企業となる。なお、2社の選定にあたっては、業種、取り

を回答頂き、平均値を表したのが表1となる。

外的効果の
「イメージアップ」
「リクルート効果」
と、
「健康投資額」

項目だが、分析は小分類の8項目で実施）
に、5段階評価で実感値

組み年数にも違いを持たせている。効果を証明しやすいであろう

を調査し、分析した
（次頁表2）。

【表1】効果が期待される5項目の実感値と健康経営優良法人とその他の比較

経営指標
（効果が期待される項目）
内的効果
外的効果

健康経営優良法人
ホワイト500
（17社）

その他上場法人
（16社）

１．
生産性の向上

3.76＊

3.00

２．
医療コストの削減
（１）
現在の医療コストの削減
（２）
長期的な医療コストの削減可能性

3.06
3.76＊

2.75
2.5

３．
モチベーションの向上

3.71

3.38

４．
イメージアップ
（１）
同業他社比較
（２）
採用過程での健康経営の話題数

3.94＊
3.59＊

2.5
2.25

５．
リクルート効果
（１）
採用応募者数
（２）
離職率

3.35*
3.06＊

2.56
2.5

＊今回の調査で比較した17社と16社の両群に対して、統計学的分析
（t検定:p<0.05）
を実施し、有意差ありと
分析できた項目
（調査した企業群から、母集団となる全企業でも有意な差があると推定される項目）
。
（出典:新井卓二、上西圭介、玄場公規、
日本における
『健康経営の期待される効果と実態』）
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【表2】
イメージアップの投資リターン

法人名

A企業

B企業

ブランドランキング2016

458位

―

ブランドランキング2017

437位

―

ブランドランキング2018

421位

―

＊1

2016年 株価騰落率

▲16.3％

20.7％

2016年 東証業種平均株価騰落率

3.9％

▲7.7％

2017年 株価騰落率

27.1%

▲6.7%

2017年 東証業種平均株価騰落率

21.0％

1.6％

2018年 株価騰落率

▲25.2％

38.8％

2018年 東証業種平均株価騰落率

▲14.0％

▲10.6％

200＊2

129＊3

約5億円

約3.38憶円

メディア掲載数
広告金額換算値

経済産業省は2020年の「健康経営優良法人」の認定におい

て、PDCAサイクルの重視を打ち出している。評価配点においても

「制度・施策実行」
より
「評価・改善」
のウェイトが高まる。制度・
施策に取り組む“姿勢・意欲”を重視する段階から、評価・改善も
伴う“内容のある取り組み”を重視する段階に移ったことが分か

る。
より本質的な
「健康経営」
の取り組みが重視されるようになっ

たといえる。
また、
「健康経営優良法人（大規模法人部門）」
では、

上場企業の1/3以上が認定されると予測されている。
「健康経営」

に取り組んでいない企業は時代遅れになる時代がもうそこまで
来ている。形だけに留まらない本質的な取り組みとなっているか

を問いながら、乗り遅れないように取り組む必要がある。

＊1 日経リサーチ
「ブランド戦略サーベイ 総合評価ランキング」
＊2 2012 ～ March 2018，TV，newspaper and magazines only
＊3 2015 ～ March 2018，TV，newspaper and magazines only
（出典:新井卓二、上西圭介、玄場公規「健康経営の投資対効果の分析」）

まず
「イメージアップ」
に関しては、
モデルとしたJ&Jが計測して

いた
「ブランド価値の向上」
「株価上昇を通じた企業価値の向上」
について、
「ブランドランキング」
と
「株価騰落率」
を指標として調

査した。結果、残念ながら期待した効果は、測定出来なかった。
し

かし、代理指標として利用した
「メディア掲載数」
と
「広告金額換
算値」
は、A社は5年間でメディア掲載数200回、広告金額換算値

以上

参考文献・資料等
1）デンソー健康保険組合「
“健康経営”
でめざす健康志向の人づくりと風
土化」へるすあっぷ２１、2013年1月1日発売号
2）Rachel M. Henke, Ron Z. Goetzel, Janice McHugh, and Fik
Isaac“Recent Experience In Health Promotion At Johnson
& Johnson: Lower Health Spending, Strong Return On
Investment”HEALTH AFFAIRS, 2011 March, 490-499
3）新井卓二、上西圭介、玄場公規
「日本における健康経営の期待される
効果と実態」Journal of Japan Association for Management
Systems Vol.36 No.1, July 2019, pp.55-61

されており、取り組む年数に違いがあっても
「メディア掲載数」
「広

4）新井卓二、上西圭介、玄場公規 「健康経営の投資対効果の分析」
Pharmacometrics Vol.96 No.5/6, July 2019, pp.77-84

3.38億円となった。2社とも希少性が高い
「健康経営銘柄」
に認定
告金額換算値」
ともに数億円単位の価値を生んでいた。
「メディア
掲載数」
は、WEB露出や表彰、講演（A社は2017年度で10回強、B

社も数回）
を除いているため、実際の
「広告金額換算値」
は表記よ

5） 日経リサーチ
「ブランド戦略サーベイ 総合評価ランキング」2018年
9月19日<https://www.nikkei-r.co.jp/service/branding/cobrand/>
（最終アクセス2019年3月31日）

りもずっと多いと推測される。

次に、
「リクルート効果」
も分析したが、就職人気ランキング順

位上昇は測定出来なかった。
そこで代理指標として就職四季報

から離職率も調査したが、
こちらも効果は測定できなかった。

最後に、
「健康投資額」
に関して、追加の健康投資はほとんど行

われていないことが分かった。2社とも既に、労働安全衛生法等の
法律の遵守や働き方改革等で取り組んでおり、様々な制度や設
備が充実しており、追加費用は発生しづらかったようだ。

結果、少なくとも外的効果である
「イメージアップ」
において健

康投資効果があった。他にWEB露出や講演も含めれば、健康投
資額に対してA企業は3倍、B企業は10倍以上の効果がある可能

性をエビデンス付で出すことがき、経営学としての研究成果を出

すことができた。

日本での健康経営アワードが始まった2015年から既に4年が

経過し、経営学的効果も測定できるようになってきた。一方でこ

れから効果が表れてくる経営指標もある。
また今回は、外的効果

のみを対象に投資リターンを推計したが、内的効果の
「生産性の
向上」
や
「医療コストの削減」等も加えれば、
「 健康経営」は数十

倍のリターンが期待できる経営戦略になるのではないだろうか。

注）
1）
健康保険組合が実施する
「データヘルス」
と、企業
（事業主）
が実施する
「健康経
営」
が一体で推進されることを表す。なお、ここでいう
「データヘルス」
とは、健康
保険加入者の健康データを活用し、データ分析に基づいて、個人の状況に応じ
た保健指導や効果的な予防・健康づくりを行う取り組みを表す
（厚生労働省保
健局
「コラボヘルスガイドライン」
平成29年7月）
2）
NPO法人健康経営研究会 2006年に元大阪ガスの産業医であった岡田邦夫氏
が設立。健康経営が企業のマネジメント手法として普及することを推進する団
体 <http://kenkokeiei.jp/>
3）日本政策投資銀行が、健康経営の概念を普及・促進させるべく、経済産業省の
調査事業に応募して、その一環として専門機関であるヘルスケア・コミッティー
株式会社と連携して開発した融資メニュー。独自の評価システムをもとに、従
業員の健康配慮への取り組みに優れた企業を評価・選定し、その評価に応じて
融資条件を設定するという
「健康経営格付」
の専門手法を世界で初めて導入
<https://www.dbj.jp/service/finance/health/index.html>
4）国民の健康寿命の延伸と医療費適正化を目的として、経済団体・保険者・自治
体・医療関係団体など民間組織が連携し、厚生労働省・経済産業省の協力のも
と、実効的な活動を行うために組織された団体。勤労世代の健康増進と高齢者
の就労・社会参加を促進し、経済の活性化にもつなげることを目指しており、次
の４つを目的に活動<https://kenkokaigi.jp/>
①保険者とかかりつけ医などの連携による生活習慣病の重症化予防
②事業主と保険者などの連携による健康経営の普及促進
③健康増進活動を支援する事業者の支援・育成
④健康寿命延伸および医療費適正化に資する取り組みの推進
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5億円で、B社は3年間でメディア掲載数129回、広告金額換算値

道路交通法改正

道路交通法改正による
運転中の携帯電話使用等の規制強化
MS&ADインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第二部 交通リスク第一グループ
主任コンサルタント

あ ん ど う

れ い

安藤 令

要旨
▪ 近年、交通事故全体の件数が減少している一方、自動車運転中の携帯電話使用等が原因の交通事故の件数は、平成25
年
（2013年）
から平成30年
（2018年）
の間に約1.4倍に増加している。
▪ドライバーの携帯電話使用等に起因する交通事故の増加を背景に、令和元年
（2019年）
6月5日に道路交通法の一部を改
正する法律が公布され、
「ながら運転」
に対する罰則が強化された。
▪ 罰則の強化として、①運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ、②携帯電話使用等に関する反則金の限度額の
引上げ、③免許の効力の仮停止に関する規定の整備が行われた。
▪ 今回の法改正により、企業においては、間接的損害の増加や無免許運転の容認といった新たなリスクが想定され、従業
員の携帯電話・スマートフォンの利用状況について、適切な管理体制の構築・運用が求められる。

１ 「ながら運転」の罰則強化に向けた取り組み

となっている。
このような法改正の背景には、近年のスマートフォ

令和元年（2019年）6月5日に、道路交通法の一部を改正する法

企業にとっては、
自動車と携帯電話・スマートフォンのいずれも

が増加傾向にあり社会問題化していることが挙げられる。

律が公布され、
自動車の運転中にも携帯電話やスマートフォン等

業務上必要不可欠であり、従業員の携帯電話・スマートフォンの

また、具体的に携帯電話等使用時の違反点数や反則金を定める

考える。
そこで、本稿では、
「ながら運転」に関する罰則強化の点

を使用する、
いわゆる
「ながら運転」
に対する罰則が強化された。
道路交通法施行令が同年9月13日に閣議決定され、12月1日に施
行されることとなった１）。

今回の法改正では、
「ながら運転」
に対して二つの観点から追

加・変更が行われている。一つ目は、
自動運転の技術の実用化に
対応した規定の整備という点である。二つ目は、携帯電話等の使

用への対策の推進という点である。本改正により、
自動運転レベ

ル３（緊急時以外は自動運転をする）
の装置を搭載した自動車の
運転において、一定の条件を満たした場合には、携帯電話での通
話やスマートフォンの操作が可能になる。一方で、通常の自動車

を運転中の携帯電話等の使用については罰則が強化される内容

29

ン等の急速な普及に伴い、
「ながら運転」
を起因とする交通事故
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利用状況について、
これまで以上に徹底した管理が求められると
に着目し、改正内容を整理するとともに、法改正に伴う企業にお

ける安全運転管理のポイントについて述べる。

道路交通法改正

近年の交通事故件数の推移と
２ 「ながら運転」
の社会的影響
交通事故発生状況の推移をみると、発生件数および死傷者数

はいずれも減少傾向にあり、現行の交通事故統計がとられるよう

になった昭和23年（1948年）以降で最も少ない数値となった。近

使用等に起因する交通事故の件数は、平成25年（2013年）には

2,038件だったが、平成30年（2018年）
には2,790件発生しており、
約1.4倍に増加している
（重複件数を除いているため、図２中の

「携帯電話等使用状況別発生件数」
の合計とは一致しない）。
ま
た、交通事故が発生すると死亡事故となっている場合もあり、平

成30年（2018年）
には42件発生している。死亡事故率を比較する

年の交通事故発生件数を例にとると、平成25年（2013年）
には約

と、携帯電話使用等があった場合には、使用していなかった場合

ており、5年間で約32%減少した （図１）。

大な交通事故につながっているケースが多いと考えられる４）。

63万件発生していたが、平成30年（2018年）
には約43万件となっ
2）

交通事故全体の件数が減少している一方、運転中の携帯電

話使用等が原因の交通事故は増加している
（図２）。携帯電話

と比較し、死亡率が約2.1倍になるという調査結果もあり、
より重

具体的な運転中の携帯電話使用等の例としては、通話で注意

散漫、画像注視、着信音等に反応して脇見、
スマートフォン等を

【図１】交通事故発生状況の推移
（昭和23年～平成30年）

【図２】携帯電話使用等に関わる交通事故発生状況

（出典：参考資料３）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（出典：参考資料２）４）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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注１）算出に用いた人口は、各年の前年の人口であり、総務省統計資料「国勢調査」
または
「人口推計」
（各年10月１日現在人
口
（補間補正を行っていないもの。
ただし、昭和23年および24年は補間補正人口）
）
による。
注2）昭和46年以前は、沖縄県を含まない。
注3）昭和40年以前の件数は、物損事故を含む。
注4）昭和34年以前は、軽微な被害事故
（８日未満の負傷、
２万円以下の物的損害）
は含まない。

３

触ろうとした
（手に取ろうとした）、置こうとした、
といった行為が
挙げられる５）。

道路交通法では、第71条の以下の規定により、運転者が運転

中に携帯電話等を使用することや画像表示装置（カーナビゲー

改正道路交通法（令和元年6月5日公布）
の概要

交通違反や交通事故を起こすと、運転者には刑事責任や行政

ション、
カーテレビ等）
を注視することが禁止されているが、携帯

責任、民事責任が生じる。道路交通法では、
このうちの刑事責任

電話使用等の違反については、
ここ数年で年間80～90万件の取

や行政責任に関わる内容が規定されている。

締まり件数のうち約14％を占める件数となっている （表１）。

行う刑事処分のことであり、懲役、禁固、罰金、科料がある。
また、

り締まりが実施されている。
これは、法違反に関する全体の取り

交通違反や交通事故を起こした場合の刑事責任は、裁判所が

４）

行政責任は、公安委員会が行う行政処分のことであり、運転免許

の取消しや停止があり、違反点数制度によって行われる。違反点

【道路交通法第七十一条第五号の五】

数制度とは、違反行為や事故ごとに刑事罰や反則金の罰則等と

自動車又は原動機付自転車（以下この号において
「自動車

は別に点数が決められており、違反行為をした場合や事故を起こ

等」
という。）
を運転する場合においては、
当該自動車等が停

した場合に、
それらに応じた点数が加算され、過去3年間の合計

その他の無線通話装置（その全部又は一部を手で保持しな

しや停止の処分をする制度である。

に限る。第百二十条第一項第十一号において
「無線通話装

れており、
「ながら運転」
に対する刑事責任、行政責任に関して厳

止しているときを除き、携帯電話用装置、
自動車電話用装置

点数（累計点数）
が一定の基準に達した場合に、運転免許の取消

ければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの

今回公布された改正道路交通法では、主に次の３点が改正さ

置」
という。
）
を通話
（傷病者の救護又は公共の安全の維持の

罰化された内容となっている６）
（次頁図３）。

ため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを
除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。）
のために

①運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ

れた画像表示用装置（道路運送車両法第四十一条第十六

③免許の効力の仮停止に関する規定の整備

使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込ま

②携帯電話使用等に関する反則金の限度額の引上げ

号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する
装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号におい

なお、反則金は、交通反則通告制度に基づいて納付するもので

て同じ。）
に表示された画像を注視しないこと。

あり、車両等（軽車両を除く）
の運転者がした車両等の運転に関

する違反行為のうち、
比較的軽微な違反行為を反則行為とし、罰

則の適用
（刑事処分）
に代えて反則金の納付という方法で処理す

このような社会的背景を踏まえ、携帯電話使用等に起因する

るものである。

悲惨な交通事故を防止するために、
「ながら運転」への対策の推

①運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ

進として、罰則の強化が行われることとなった。

運転中の携帯電話使用等は、
「携帯電話使用等（保持）」
と
「携

帯電話使用等（交通の危険）」に分けられる。
「 携帯電話使用等

（保持）」
とは、
「 携帯電話等を通話のために使用し、
または画像

表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視し、道
路における交通の危険を生じさせなかったもの」をいい、
「 携帯
電話使用等（交通の危険）」
とは、
「携帯電話使用等により、道路

における交通の危険を生じさせたもの」
をいう７）。

【表１】携帯電話使用等の取り締まり状況

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

取り締まり件数全体
（件）

7,442,124

7,034,892

7,055,982

6,739,199

6,482,542

5,985,802

計
携帯電話使用等の
（交通の危険）
違反
（件）
（保持）

1,163,453

1,096,222

1,035,226

966,542

915,797

842,199

182

163

190

176

174

158

1,163,271

1,096,059

1,035,036

966,366

915,623

842,041

（出典：参考資料 を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
４）
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◼改正前
反則金（千円）
普通
二輪 小特等

違反行為

罰則

違反
点数

大型

携帯電話等での通話、画像表示
装置の注視

５万円以下

１点

７

６

６

５

３月以下の懲役または
５万円以下の罰金

２点

１２

９

７

６

違反行為

罰則

違反
点数

大型

携帯電話等での通話、画像表示
装置の注視

６月以下の懲役または
10万円以下の罰金
１年以下の懲役または
30万円以下の罰金

３点

２５

交通の危険を生じさせた場合

◼改正後

交通の危険を生じさせた場合

６点

反則金（千円）
普通
二輪 小特等

１８

１５

１２

反則金の適用はなくなり、すべて
刑事罰が適用される

【図３】携帯電話使用等に関する改正内容の整理
（関連省庁の発表資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

改正された道路交通法では、
携帯電話使用等
（保持）
に対して、

「6月以下の懲役、
または10万円以下の罰金」が科せられる。改
正前は、
「5万円以下の罰金」
だったが、懲役刑が新設され、事故

を起こさなくても懲役となる可能性がある。

また、携帯電話使用等（交通の危険）に対しては、
「 1年以下の

懲役、
または30万円以下の罰金」が科せられる。改正前は、
「 3月
以下の懲役または5万円以下の罰金」
だったが、懲役・罰金のい

ずれも罰則が引き上げられることとなった。
これに合わせて、交通

の危険を生じさせた場合は
「非反則行為」
となり、反則金は適用

については1万5千円、原付車については1万2千円とすることと

する。

違反点数制度による具体的な処分として、累積点数が6点～

14点になると免許停止、15点以上になると免許取消しとなる。
1回の違反が6点～14点の違反行為をした場合は、その時点で
免許停止、15点以上の違反行為の場合は、その時点で免許取

消しとなる。運転中の携帯電話使用等（交通の危険）の違反を
行うと、改正後は違反点数が6点となるため、事故を起こせば1

回の違反で免許停止の処分を受けることとなる。また、携帯電

刑事罰が適用されることとなる。

引き上げられ、反則金等の支払いを拒んだ場合には、実刑が適用

②携帯電話使用等に関する反則金の限度額の引上げ

携帯電話使用等（保持）について、懲役刑の新設と合わせ、反

則金の限度額が約５倍に引き上げられた。実際の反則金額等は、
道路交通法施行令等の改正により決定され、以下のとおり違反
点数や反則金を3倍程度に引き上げる内容となっている。

⃝自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に

付する基礎点数を引き上げ、携帯電話使用等（交通の危険）
に

ついては6点、携帯電話使用等（保持）については3点（これら
の加重類型である酒気帯び
（0.25未満）携帯電話使用等（交通
の危険）
については16点、
酒気帯び
（0.25未満）
携帯電話使用等

（保持）
については15点）
とすることとする。

⃝携帯電話使用等（保持）
に関する反則金の額を引き上げ、大型

話使用等（保持）
の違反では、違反点数は3点、反則金も約3倍に

されることもある８）。

さらに、酒気を帯びてスマートフォンや携帯電話を使用した場

合には、携帯電話使用等（交通の危険）
が16点、携帯電話使用等

（保持）が15点となるため、事故を起こさなくても免許取消しの
処分となる。

③免許の効力の仮停止に関する規定の整備

運転者が悪質な重大事故を起こした場合には、事故を起こし

た日から起算して最長30日間まで、免許の効力の仮停止処分を
受けることがある。今回の改正により、携帯電話使用等（交通の
危険）
の違反行為をしたことにより交通事故を起こして人を死亡

させたり、傷つけた場合について、免許の効力の仮停止の対象と
なった。

車については2万5千円、普通車については1万8千円、二輪車
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されなくなる。そのため、運転中にスマートフォン等を使用した

ことにより交通事故等の危険に結びついた場合には、すべて

４

法改正により企業において
新たに想定されるリスク

⑴間接的損害の増加
企業が自動車を使用する上で想定されるリスクは、大きく
「直

接的損害」
と
「間接的損害」
に分けることができる。
「直接的損害」

とは、交通事故による人的な損害、車両の損害、第三者への賠償

ここで、道路交通法では第75条の規定により、使用者等（ここ

では、
自動車の使用者、安全運転管理者、副安全運転管理者、
そ
の他自動車の運行を直接管理する地位にある者をいう。以下同

じ。）
が、以下のような運転を運転者に下命・容認することを禁止
している。

など、事故によって直接生じる損害である。
これに対し
「間接的

⃝無免許運転

など、事故によって二次的に生じる損害である。交通違反や交通

⃝酒気帯び運転（酒酔い運転を含む）

損害」
とは、休業損害、
自動車保険料の増加、社会的信用の失墜
事故があった場合、運転者に対し免許取消し・停止の処分が科

されたり、使用された自動車の運行が禁止されたりすることがあ
る。従業員が運転することができなくなったり、社有車の運行が

できなくなったりすると、業務効率の低下を招くだけでなく、他の
要員を手配するためのコストがかかり、企業にとって間接的な損
害が発生する。

⃝最高速度制限違反運転

⃝過労運転（病気、薬物等運転を含む）
⃝大型自動車等無資格運転
⃝積載制限違反運転
⃝放置駐車

免許の停止、仮停止期間中に運転すると無免許運転になるた

携帯電話使用等の違反や事故については、運転中にスマート

め、万一、従業員が違反により免許停止処分を受けたことを会社

点数が6点となるため、従業員が当該違反を1回行うと免許停止

者）
が、
当該従業員に社有車の運転をさせた場合、無免許運転の

フォンなどを使用したことにより交通事故を起こした場合、違反

の処分を受けることになり、労働力の損失につながってしまう。
ま

へ報告せず、会社側（自動車の運行を直接管理する地位にある
容認にあたる可能性がある。
この場合、容認した者が懲役・罰金

た、
このような事故を起こした場合にはすべて刑事罰が適用され

の刑事処分を受けることになる
（3年以下の懲役または50万円以

は、企業としての責任が問われ、社会的信用が大きく失墜するこ

ることになる。

ることとなるため、従業員が起こした事故の内容や程度によって
とも考えられる。

携帯電話使用等に関する違反に対しては、近年、年間90万件

以上の取り締まりが実施されていることを踏まえると、潜在的な

違反者はさらに多いと想像される。
このことから、企業にとって

は、
自動車の使用に伴う間接的損害が生じる可能性が、
これまで
以上に高くなるといえる。

⑵無免許運転容認のリスク
運転中にスマートフォンなどを使用していて交通事故などの危

下の罰金）。
また、両罰規定により、企業に対しても罰金が課され

５

企業における安全運転管理（運行管理）
のポイント

⑴管理体制の構築・整備
安全運転管理（運行管理）
を効果的に進めていくためには、適

切な体制が構築されていなければならない。
「ながら運転」
の違

反や事故を防止するためにも、適切なルールづくりとルールに基

険に結びついた場合、免許の効力の仮停止の対象となるととも

づいた運転者の管理が重要となる。
さらに、管理体制が確実に

を受けることとなる。従業員がこのような事故を起こした際に、
そ

転」
が企業に与える経済的・社会的損失を従業員に認識させると

に、違反点数が6点となるため、当該違反1回で免許停止の処分

の事実を会社側が把握していなかった場合、
どのような事態にな

るだろうか。

運輸事業者においては、乗務前に点呼を実施することが法的

に義務付けられており、
その点呼の中で、運転免許証の確認を行

うことが一般的になっている。
そのため、運輸事業者においては、
点呼での運転免許証の確認により、違反の状況や免許証の有効

性を把握することができる。
また、運輸事業者以外の一般企業に

おいても、企業によっては、運転者台帳を整備し、定期的に免許

証の有効性を確認する体制をとっているケースもある。
しかし、
こ

のような仕組みが導入されていない場合、従業員からの自主的な
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報告がなければ、事故・違反を起こしたかどうか、免許証が有効

かどうかを企業が把握することは非常に難しくなる。
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運用されるためには、企業トップの意識が重要となる。
「ながら運

ともに、企業トップが会社として取り組むべき重要課題に
「ながら
運転」
の防止を位置付け、
その方針を明確化することで、管理体
制の整備や効果的な体制の運用が可能となる。

⑵具体的な取り組み案
「ながら運転」
を防止するためには、具体的に次のような取り組

みが考えられる。
自社の規模や実態を考慮し、実情に応じた体制
整備が望まれる。

道路交通法改正

●
「ながら運転」
を行わない仕組みづくり

まずは、会社として運転中に携帯電話やスマートフォンを

使用することを禁止し、
それを社内規程として明文化すること

が重要である。ルールとしては、社有車に携帯電話・スマート

フォンを持ち込まない、
もしくは、車内では専用の箱や袋に入

れ手の届かない所（後部座席等）に置く、
といった内容が考え

社会のルールを守って行われるものであり、道路交通法の遵守

もその一つである。企業のコンプライアンス
（法令遵守）
の重要性

がますます強まる中、法令等の違反をした企業は社会的信用を

失い、
それを回復するのは非常に困難である。道路交通法による

「ながら運転」の厳罰化により、企業としては、従業員の携帯電

話やスマートフォンの利用状況について、
これまで以上に徹底し

られる。

た管理が必要となるだろう。

手順を作っておくことも効果的である。例えば、運輸事業者で

り、企業においても法令遵守に基づく運転（運行）が事故防止に

話・スマートフォンを持っていないこと、
または専用箱・袋に入

起因する痛ましい事故が無くなることを願ってやまない。

また、車内に携帯電話・スマートフォンを持ち込まないための

あれば、乗務前点呼において、運転者が私用のための携帯電

れていることを管理者が確認する、
という項目を点呼の手順に

道路交通法は、交通事故を防止するための法体系の一部であ

最も有効であることが再認識されるとともに、携帯電話使用等に

入れておくことが考えられる。
また、一般企業においても、従業

以上

員が社有車を使用する際には、点呼のように管理者のチェック

を受けることをルール化することが考えられる。

そして、
管理を徹底していくためには、
社内規程を作成すると

ともに、
その内容を従業員全員に周知させることが必要である。
●ドライブレコーダーによるサンプリングチェック

ルールを作成した際には、
そのルールが適切に運用されてい

るか、
モニタリングすることが重要となる。
モニタリングの方法

としては、
ドライブレコーダーの活用が考えられる。
ドライブレ

コーダーの中には、車外向きカメラだけでなく、車内向きカメラ

が付属されている機種がある。社有車には車内向きカメラ付き

のドライブレコーダーを設置し、運転者の車内行動を記録して

おくことで、運転中に携帯電話・スマートフォンを使用していな

いか、
チェックすることができる。記録した映像は、定期的にサ

ンプリングチェックを行うことで、
ルールが遵守されているか確
認することが重要である。

ルールが遵守されるためには、
ルールが合理的であり納得で

きるものであることが重要となる。
そのためには、
ルールを守ら
なければならない理由や、
守らなかった場合の処分等を説明す

る必要がある。
「ながら運転」
については、社内規程で禁止され

1）日本経済新聞 電子版「スマホ『ながら運転 』反則金、普通車3倍に
12月施行」
<https://www.nikkei.com/article/D G X M Z O 4 9 7 6 9 1 3 0
T10C19A9CR0000/>
（最終アクセス2019年9月13日）
2）内閣府
「令和元年版交通安全白書」
<https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/
index_zenbun_pdf.html>
（最終アクセス2019年8月25日）
3）警察庁交通局
「平成30年中の交通事故の発生状況
（平成31年2月28
日）
」
<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statI
nfId=000031800894&fileKind=2>
（最終アクセス2019年8月25日）

ていることや会社としても防止に取り組んでいることを従業員

4）警察庁
「やめよう！運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」
<http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html>
（最
終アクセス2019年8月25日）

あり、厳罰の対象であることを従業員へ周知させることが重要

5）京都府警察
「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用」
<https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_2/smaho/
index.html>
（最終アクセス2019年8月25日）

に理解してもらうとともに、法令で禁止されている違反行為で

である。

「ながら運転」
を防止するためには、社内規程としてルール化

するだけでなく、安全運転に対する意識向上を図っていくこと

も大切である。従業員への安全運転教育として、関係する各種

法令についても計画的・組織的に教育研修を実施していくこと

が望まれる。

企業にとって、
自動車、携帯電話・スマートフォンのいずれも業

務上欠かすことのできないツールとなっているが、企業活動は

6）参議院
「議案情報 第198回国会
（常会）
」
<https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/
gian/198/meisai/m198080198041.htm>
（最終アクセス2019年8月25
日）
7）警察庁
「道路交通法改正試案
（別紙）
」
<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seq
No=0000181132>
（最終アクセス2019年8月25日）
8）シンク出版
「『ながらスマホ』事故は即免停に!──道交法施行令改正」
<https://www.think-sp.com/2019/03/08/dokoho-kaiseiansumaho-2019-3-8/> （最終アクセス2019年8月25日）

RMFOCUS Vol.71〈2019 Autumn〉 34

道路交通法改正

●運転者への教育
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感染・安全管理

通所介護施設
（デイサービス）
における
感染管理・安全管理に関する実態調査
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ 福祉医療戦略ユニット
テクニカルアドバイザー
テクニカルアドバイザー

あ

お

き

ま さ ひ ろ

青木 雅裕（左）
志賀 洋祐（右）
し

が

よ う す け

要旨
▪ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では通所介護施設
（以下、
「デイサービス」
）
における感染および安全の管理体制について、
独自にアンケート調査を実施し、報告書にまとめた。
▪ 感染対策マニュアルの作成率は96.1％だが、営利法人の23.4％は定期的な見直しを実施しておらず、マニュアルの実効
性に疑問がある。
▪ 厚生労働省が公表している
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」
（以下、
「厚労省感染対策マニュアル」
）
では、
感染管理の研修を定期的に年2回以上実施することとなっているが、営利法人の44.4％の事業所は実施しておらず、最
新の知識の習得や定着を図ることをしていない。
▪今回の調査において、72.4％の事業所で感染・安全管理に対して何らかの具体的な支援を求めていることを踏まえて、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では高齢者介護施設に対する感染管理体制構築支援メニューを開発した。

１

高い。一方で介護の現場では人材不足があるからといって介護

調査の目的

サービスの質が落ちることは許されない。

65歳以上の人口が28.1%を占め
（2018年）、介護サービスの需

要は高まっており、介護サービスを提供するための施設・事業所

が出され、サービス環境の改善と整備について取り組みを進め

の設置が急ピッチで進められている。
しかしそこで働く人材確保

るためのノウハウを提供している。
しかし利用者の安全管理にお

効求人倍率と比較しても人材不足の状態が継続する可能性は

サービスの現場における
「感染」
「安全」
への取り組みが十分に浸

が事業展開のスピードに追い付いておらず（表1）、他業種の有

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

介護分野

1.82

2.22

2.59

3.02

全職業

0.83

0.97

1.20

1.36

有効求人倍率

（出典：厚生労働省 社会保険審議会 介護給付費分科会 第145回 参考資料2
「介護人材確保対策(資料)」平成29年8月23日）
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いては、
これらが示されていない。
マニュアルの有無も含め、介護
透しているとはいい難い現状がある。

このような状況を踏まえ、MS&ADインターリスク総研では、

【表1】介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向
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利用者の命に関わることもある感染症に関しては厚労省感染

対策マニュアルが2013年3月に公表され、2019年3月には改訂版

デイサービスの感染と安全に対するリスク管理の現状、
ならびに
厚労省感染対策マニュアルおよび保険者である市町村が事業者

に実施する実地指導
（運営指導）
項目に対して、
特に事故やトラブ

ルが発生した場合、
介護サービス継続に影響を与えると考えられ

る
「感染管理体制」
および「安全管理体制」
の2点に絞り、調査を
実施した。

感染・安全管理

２

調査概要

【感染対策委員会（もしくは準じるもの）の設置について （全体）】（n=693）

61.5%
426件

⑴調査方法

郵送によるアンケート調査

0%

38.4%
266件

20%

40%

60%

0.1%
1件

80%

100%

■設置している ■設置していない ■無回答

⑵調査時期

【感染対策委員会（もしくは準じるもの）の設置について（法人別）】

2018年11月21日～2018年12月10日
（20日間）

⑶調査対象

52.7%
185件

営利法人
(n=351)

47.0%
165件

0.3%
1件

各都道府県の通所介護を行う事業所2,600件

※全国の通所介護事業所数は26,902件（2018年9月）

⑷有効回答数

694件（回収率26.7％）

84.4%
152件

社会福祉法人
(n=180)

0%

20%

15.6%
28件

40%

60%

80%

100%

■設置している ■設置していない ■無回答

【図1】委員会設置

３

【感染対策委員会(もしくは準じるもの)を設置していない理由（全体）】（n=266）

実態調査結果

⑴感染管理体制
感染管理体制として、厚労省感染対策マニュアルでは、事業所

33件
12.4%

委員会を設置する必要性が感じられないため

84件
31.6%

委員会設置が必要であることを
知らなかったため

染対策委員会の設置が必要であるとしている。全体では61.5％の

26件
9.8%

無回答

事業所で感染管理委員会が設置されていたが、法人別でみると、
あった
（図1）。

20件
7.5%

委員会が担う具体的な役割がわからないため

内の感染症の発生や発生時の感染拡大を防止するためには、感

営利法人は52.7%、社会福祉法人では84.4%とその差は31.7％

103件
38.7%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため

0

30

60

90

120

【図2】委員会を設置しない理由

また、専任の感染対策担当者の設置率も全体では59.0％であ

り、営利法人に限っては46.7％の事業所で専任の感染対策担当

【専任の感染対策担当者の設置について（全体）】（n=693）

者を設置していないことがわかり、感染管理体制に対する意識の
低さがうかがえる
（図3）。

59.0%
409件

感染対策委員会や専任の担当者を設置していない理由で最も

る」
であり、人材不足を理由に感染管理体制を構築していない実
態がうかがえた
（図2、次頁図4）。

0%

20%

40%

60%

1.0%
7件

80%

100%

■設置している ■設置していない ■無回答

【専任の感染対策担当者の設置について（法人別）】

52.4%
184件

営利法人
(n=351)

77.2%
139件

社会福祉法人
(n=180)

0%

46.7%
164件

20%

40%

0.9%
3件

22.2%
40件
60%

80%

0.6%
1件
100%

■設置している ■設置していない ■無回答

【図3】専任者設置の状況
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多かったのが「人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等があ

40.0%
277件

【感染対策マニュアル(もしくは準じるもの)の定期的な見直しを
実施していない理由（全体）】（n=127）

【専任の感染対策担当者を設置していない理由（全体）】（n=277）

123件
44.4%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため

23件
8.3%

感染対策担当者の具体的な役割が
わからないため

感染対策担当者の設置が必要であることを
知らなかったため

20

40

60

10件
7.9%

マニュアルの見直しが必要であることを
知らなかったため

40件
14.4%
0

44件
34.6%

マニュアルの見直しを行う必要性を
感じないため

65件
23.5%

無回答

19件
15%

具体的に何を行えばよいのかわからないため

26件
9.4%

感染対策担当者の設置の必要性を
感じないため

41件
32.3%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため

13件
10.2%

無回答

80 100 120 140

【図4】専任者を設置していない理由

0

10

20

30

40

50

【感染対策マニュアル(もしくは準じるもの)の定期的な見直しを
実施していない理由（法人別）】

感染症対策マニュアル作成の有無に関して、96.1％の事業所で

マニュアルが作成・保管されていた
（図5）。
しかしながら、全体で

営利法人
(n=79)

31.6%
25件

社会福祉法人
(n=20)

30.0%
6件

15.2%
12件

36.7%
29件

8.9% 7.6%
7件 6件

は19.0％、営利法人に限っては23.4％の事業所でマニュアルの定

期的な見直しを実施していなかった
（図6）。
また、
マニュアルを定

期的に見直していない理由として最も多かったのが、
「マニュアル

の見直しを行う必要性を感じないため」
であり、事業所の実態に

合っているか、実行可能な内容となっているか等の確認を行って

いないことが分かり、
マニュアルが「絵に描いた餅」
になっている
可能性があると考えられる
（図7）。

0%

15.0%
3件

20%

40%

25.0%
5件
60%

10.0%
2件
80%

20.0%
4件
100%

■人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）があるため
■具体的に何を行えばよいのかわからないため
■マニュアルの見直しを行う必要性を感じないため
■マニュアルの見直しが必要であることを知らなかったため
■無回答

【図7】見直しをしない理由

【感染対策マニュアル（もしくは準じるもの）の作成について（全体）】（n=693)

厚労省感染対策マニュアルでは
「感染症の予防や感染拡大を

防止するとともに、
感染症罹患
（りかん）
患者に対する差別や偏見

96.1%
666件
0%

20%

40%

3.8% 0.1%
26件 1件
60%

80%

100%

■作成している ■作成していない ■無回答

80.8%
539件

いことが分かった
（次頁図8）。
ここにおいても、研修を年2回以上
実施していない理由は人材面の課題を挙げるところが多く、人材

不足を理由に感染対策を実施していない実態が浮き彫りとなった

19.0%
127件

40%

60%

80%

0.1%
1件
100%

■実施している ■実施していない ■無回答

76.3%
257件

営利法人
(n=337)

20%

40%

■実施している ■実施していない ■無回答

【図6】
マニュアル見直しの状況
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りも33.3％も低い45.6％と半数以下にとどまり、安全に対する組
0.3%
1件

11.4%
20件
60%

80%

⑵安全管理体制
55.6％と半数程度であった。営利法人に限っては社会福祉法人よ

23.4%
79件

88.6%
156件

社会福祉法人
(n=176)

（次頁図9）。

安全管理体制としては、安全管理委員会の設置率は全体の

【感染対策マニュアル（もしくは準じるもの）の実施状況を踏まえた、
定期的な見直しの有無（法人別）】

0%

年間2回以上の定期的な研修を実施することとなっている。
しか

法人では44.4％もの事業所が年2回以上の研修を実施していな

【感染対策マニュアル（もしくは準じるもの）の実施状況を踏まえた、
定期的な見直しの有無（全体）】（n=667）

20%

が必要」
としており、事業者は職員に対して感染症管理に関わる

し、36.8％の事業所では年2回以上の研修は実施しておらず、営利

【図5】
マニュアル作成状況

0%

を防止する観点から、職員に対して十分な教育・研修を行うこと

100%

織としての意識が社会福祉法人と比べると低いことがうかがえた

（次頁図10）。

安全管理委員会を設置していない理由としては、
「人材面に課

題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため」
という理由が最も
多く、38.7％であった
（次頁図11）。

ここにおいても、人材面を理由に安全対策への取り組みが進ん

でいない傾向がうかがえた。

感染・安全管理

【感染管理に関わる年間2回以上の研修の実施について（全体）】（n=693）

62.2%
431件
0%

36.8%
255件

20%

40%

60%

1%
7件

80%

【安全管理委員会を設置していない理由（全体）】（n=305）

118件
38.7%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため
委員会の具体的な役割がわからないため

43件
14.1%

委員会を設置する必要性が感じられないため

40件
13.1%

100%

■実施している ■実施していない ■無回答

67件
22%

委員会を設置する必要性を知らなかったため

【感染管理に関わる年間2回以上の研修の実施について（法人別）】
37件
12.1%

無回答

54.4%
191件

営利法人
(n=351)

44.4%
156件

1.1%
4件

0

20

40

60

80 100 120 140

【図11】委員会を設置していない理由
80.6%
145件

社会福祉法人
(n=180)

0%

20%

1.7%
3件

17.8%
32件

40%

60%

80%

100%

■実施している ■実施していない ■無回答

事故報告・ヒヤリハット報告の集計・分析は88.9％の事業所で

実施されており、多くの事業所で事故報告、
ヒヤリハット報告が
浸透していることがわかった
（図12）。

【図8】年2回以上の研修実施状況

一方、
これら報告の集計・分析を実施していない事業所におい

【感染管理に関わる年間2回以上の研修の実施をしていない理由（全体）】（n=255）

てその理由は
「事故報告・ヒヤリハット報告の提出数が少ない」
が

39.0％と最も多かった
（次頁図13）。単純に事故・ヒヤリハットが

98件
38.4%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため

82件
32.2%

何をどの程度実施すべきかわからないため

ヤリハットが少ないことは考えにくい。
「事故報告・ヒヤリハット報

18件
7.1%

研修を実施する必要性を感じないため

告の少ない理由」
の3割以上が「無回答」
であり、安全管理体制と

して懸念が残る結果となった
（次頁図14）。

32件
12.5%

研修実施の必要性について、
知らなかったため

少ないのであれば良いことではあるが、認知・判断力が低下して

いる要介護者を対象としている介護サービスの特質上、事故・ヒ

25件
9.8%

無回答

0

30

60

90

120

【事故報告・ヒヤリハット報告の集計・分析について】（n=636）

【図9】研修を実施しない理由
88.9%
616件

【安全管理委員会（もしくは準じるもの）の設置について（全体）】（n=693）
0%
55.6%
385件
20%

40%

60%

0.4%
3件

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

■実施している ■実施していない

【事故報告・ヒヤリハット報告の集計・分析について（法人別）】

■設置している ■設置していない ■無回答

85.8%
301件

営利法人
(n=351)

14.2%
50件

【安全管理委員会（もしくは準じるもの）の設置について（法人別）】

45.6%
160件

営利法人
(n=351)

53.8%
189件

0.6%
2件

0%
78.9%
142件

社会福祉法人
(n=180)

0%

20%

40%

80%

20%

40%

6.7%
12件
60%

80%

100%

■実施している ■実施していない

21.1%
38件
60%

93.3%
168件

社会福祉法人
(n=180)

100%

【図12】集計・分析の状況

■設置している ■設置していない ■無回答

【図10】委員会の設置状況
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0%

44.0%
305件

11.1%
77件

【事故報告・ヒヤリハット報告の集計・分析を実施していない理由（全体）】（n=77）

また、
リスクマネジャーを設置していない理由の39.2％が
「人材面

に課題がある」
であった（図16）。介護老人保健施設（以下、
「老

健」）
の職員の人員配置基準は利用者と介護・看護職員の割合が

21件
27.3%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため

3:1以上であるのに対し、
デイサービスの人員配置基準では15:1

12件
15.6%

集計・分析に際し、具体的に何を行えば
よいのかわからないため

となっており、利用者定員15名に対して介護職員1名でも営業可
能となっている。
このことからデイサービスの人員が薄いことは容

8件
10.4%

事故報告・ヒヤリハット報告の集計・分析の
必要性を知らなかったため

30件
39.0%

事故報告・ヒヤリハット報告の提出数が
少ない（または報告がない）ため

6件
7.8%

無回答

0

5

易に想像することができる。
その上、
デイサービスはその特性から
老健のような入所施設と違って日々の生活状況を継続的に把握

することが困難であるため、
リスクマネジメントに対しては、人材

10

15

20

25

30

35

面に課題があるにせよ、他の介護施設と同様に積極的に取り組

む必要がある。

【図13】報告の集計・分析をしていない理由

【事故報告・ヒヤリハット報告の提出が少ない(または報告がない)理由（全体）】（n=30）

【リスクマネジャーの設置について（全体）】（n=693）

4件
13.3%

忙しくて書けない・面倒であるため

28.3%
196件

2件
6.7%

報告の仕組みがないため

5件
16.7%

書き方がわからないため、
または周知されていないため
報告を上げる習慣がないため
（報告の必要はないと思っている）

0%

40%

0.3%
2件

60%

80%

100%

■設置している ■設置していない ■無回答

9件
30.0%
0件
0%

報告者や当事者が不利益をこうむる
（怒られる等）ため

20%

71.4%
495件

【図15】
リスクマネジャー設置状況
10件
33.3%

無回答

0

2

4

6

8

10

12

【リスクマネジャーを設置していない理由（全体）】（n=495）

【事故報告・ヒヤリハット報告の提出が少ない（または報告がない）理由（法人別）】
194件
39.2%

人材面に課題（職員不足・適正職員の有無等）
があるため
営利法人
(n=19)

15.8% 5.3%
3件 1件

21.1%
4件

21.1%
4件

36.8%
7件

86件
17.4%

リスクマネジャーの具体的な役割が
わからないため

60件
12.1%

リスクマネジャーの設置の必要性を
感じないため
社会福祉法人
(n=4)

0%

25.0%
1件

25.0%
1件
20%

40%

50.0%
2件
60%

80%

100%

■忙しくて書けない・面倒であるため
■報告の仕組みがないため
■書き方がわからないため、または周知されていないため
■報告を上げる習慣がないため（報告の必要はないと思っている）
■報告者や当事者が不利益をこうむる（怒られる等）ため
■無回答

【図14】報告の提出が少ない
（または報告がない）
理由

必須要件ではないが、
リスクマネジャーの設置に関しても設置

率は全体の28.3％にとどまった
（図15）
。
全国老人保健施設協会は

「介護老人保健施設リスクマネジャー」資格認定制度1）として、
リ
スクマネジャーの養成を行っており、2019年8月現在では約2,150

名の認定資格者がいる。
しかしながら、デイサービスにはリスク

マネジャーを養成する資格制度がなく、そのことがリスクマネ
ジャーの設置率が低い要因の一つではないかと考えられる。
これ
は事業所単体の組織体制のみならず、デイサービスを行う事業

所の連携等の課題であり、
各サービスでの差異を垣間見ることが

できた。
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107件
21.6%

リスクマネジャーの設置が必要であることを
知らなかったため

48件
9.7%

無回答

0

50

100

150

200

250

【図16】
リスクマネジャーを設置しない理由

⑶事業所が感染・安全管理体制の構築に求める支援
感染管理、
安全管理体制の構築のために必要な支援を自由記

述で回答いただいたところ、
マニュアル作成、
訓練、
研修に関するこ

とが55.7％
（147件）
、
アドバイザリーを求めるものは11.4％
（30件）
などとなっており、
72.4％の事業所で感染管理、
安全管理に対して
何らかの具体的な支援を求めていることがわかった
（次頁表2）
。

一方、
「 支援の必要はない」
と回答した事業所も6件（2.3％）

あった。
しかしながら支援が必要ない理由は「マニュアルに沿っ
た体制が整備されているから」
ではなく、
「組織が小さいから」
「委
員会のために集まることに必要性を感じない」
「 管理者が各職

域を認めていれば支援が必要と感じない」等であり、組織とし

て感染・安全対策への向き合い方に疑問が残る結果となった。

感染・安全管理

これは、
「 今まで大きな事故はないし、
これからもないだろう」
と
いった何の根拠もない「正常性バイアス」による心理現象から

くるものと考えられ、感染・安全管理に対する認識が低いことが

⑵人材不足の課題への対応
本調査の対象とはしなかったが、管理体制以外のその他の意

示唆される。

見として、
「 行政からの支援やネットワークの構築による情報共

せられ、特に
「労働環境」
では人員不足に対するものが多かった

り、介護業界で課題とされている人材不足に対して支援を求め

その他「労働環境」
「組織マネジメント」
に関する意見が多く寄

（表3）。

る声もあった。公益財団法人介護労働安定センターが実施し
た、2017年度「事業所における介護労働実態調査」によると、介

護サービスに従事する従業員の不足感は66.6％であり、2013年

【表2】支援が必要なサービス
（複数回答）

支援の有無

必要

有」
や
「人員不足や適正職員の不足など人員に関わること」があ

求める支援内容

割合

回答数

現状調査（報告書含）

5.3%

14

アドバイザリー（体制構築含）

11.4%

30

マニュアル作成

19.7%

52

訓練

0.4%

1

研修

35.6%

94

その他

25.4%

67

不要

2.3%

6

計

100.0%

264

【表3】
その他自由記述回答
（抜粋）

労働環境

◦専門職を雇用できず、医療・リスク面についての
不安がある
◦常に人員不足で前向きにとらえられない
◦人手不足により委員会設置ができない

組織マネジメント

◦マニュアルの見直しや勉強会の設定を試みる
が、業務内で実施するのは難しい
◦マニュアルの存在さえ知らないスタッフがいる
◦医療機関との連携が必要

以降、4年連続で不足感が増加している。人材が不足している理

由は「採用が困難である」が88.5％となっており、採用が困難な
理由は「同業他社との人材獲得競争が激しい」が56.9％と民間

の営利法人が参入可能な介護業界においては、良質な人材の

確保に苦慮している現状がうかがえた。感染管理や安全管理を

する以前にまずは人材の確保が必要であるという現場の声が

あり、人材確保に関する支援にも需要があることが確認できた。

⑶外部支援の有効活用
感染・安全管理体制に関しては、表2からマニュアル作成、訓

練、研修の支援と体制構築を含むアドバイザリーを希望する事

業所が多くあることが分かった。特に営利法人においては感染対

策マニュアルがあるにもかかわらず、定期的な見直しを行ってい

ない事業所は23.4％あり、
マニュアルが現場に即したものになっ

ているかどうかは疑問が残る結果となった。

事業所内で感染・安全管理体制の確認や研修を実施すること

は重要ではあるが、人材不足も課題となっている介護業界にお

いては、業務負担にもなり、厳しい現状はある。外部からの支援

を活用することも、
円滑に介護サービスを提供する有効な手段で

４

ある。

調査を踏まえた取り組みのポイント

⑴感染・安全管理体制の整備

難い結果であった。マニュアルは活用しつつ改善していくこと

て何らかの支援を求めていることを踏まえて、MS&ADインター

リスク総研では新たなメニューとして「感染管理体制チェック
シート」
「集合研修」
「机上訓練」
のメニューを開発した。
これらの

支援を通じて、
デイサービスの感染・安全管理体制がより強固に

なり、利用者の安全や快適な介護サービスの利用につながること

に寄与できれば幸いである。

が不可欠であり、マニュアルについても見直すべき担当者がい

以上

ないのであれば、業務の実態に見合ったものかどうかは不明

である。マニュアルの見直しの仕組みづくりが構築されていな

ければ、重大事故や感染症のアウトブレイクが発生した際に、
適切な対応が出来ず、事業所や法人の経営と信頼に打撃を与

え、利用者や地域の介護サービスに重大な影響を及ぼす可能
性も十分にあると考えられる。
これは介護現場職員への研修

を繰り返し実施するのみならず、本結果から考える限り、事業
所の管理体制を構築することが最優先事項と考えられる。

参考文献・資料等
1）公益社団法人全国老人保健施設協会『「介護老人保健施設リスクマネ
ジャー」
認定資格制度』<www.risk-manager.jp>(最終アクセス2019
年8月1日)
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感染・安全管理体制の整備について、
アンケートの結果から

はどちらも管理体制整備について統制がとれているとはいい

今回の調査において、67.1％の事業所で感染・安全管理に対し

基礎研究レポート

認知症を取り巻く環境と新たな施策
認知症対策の新潮流①

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究本部
シニア研究員

す ぎ さ わ

のぼる

杉澤 登

要旨
▪ 認知症の多くを占めるアルツハイマー病は発症メカニズムに不明な点が多く、現時点では、根本治療薬の開発のめど
は立っていない。このまま推移すれば2030年には高齢者の5人に1人が認知症になり、社会コストは膨張の一途をたど
ると予測される。
▪一方で、認知症の危険因子の特定が徐々に進みつつあり、
これらを極力避けることで認知症予防や発症遅延につなが
る可能性が示唆されている。特にアルツハイマー病は長い年月をかけて緩慢に進行する疾患であり、認知症予備軍と
も称される軽度認知障害
（MCI）
の段階での早期対応が注目されている。
▪ 認知症のリスクによって、認知症の人の行方不明、交通事故や孤立化など様々な社会課題が顕在化しており、早急な対
策が求められる。政府は2019年6月
「認知症施策推進大綱」
を策定し、
「共生」
と
「予防」
を車の両輪として
「認知症の人が
できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会」
の実現を目指して様々な施策を打ち出した。
▪すでに全国の自治体・地域では独自の認知症対策の取り組みが進んでいる。今後は都市部での急激な高齢化に伴い、
都市部の特性を踏まえた認知症対策の重要性が増すとみられる。

1

認知症の基礎知識

②原因疾患

認知症の原因疾患は、細かく見ていくと70種類以上あるとさ

れるが、大きくは神経変性疾患と脳血管性認知症に分けられ

⑴認知症とは何か

る。前者にはAD、
レビー小体病、前頭側頭葉変性症（ピック病）

①認知症の定義

よそ6割程度を占めるとされる。
また後者は全体の2割前後を占

管性認知症、
レビー小体病など）
の総称であり、認知症という病

が絡み合って発症することも多く、資料により割合は異なる。

認知症とは様々な疾患（アルツハイマー病（以下、
「AD」）、血

名があるわけではない。統一された認知症の定義はないが、厚

等があるが、ADの割合が大きく、
（諸説はあるものの）全体のお

める
（図１）。実際にはADと脳血管性の混合型など複数の原因

生労働省（以下、
「厚労省」）
ホームページでは
「認知症は、正常

であった記憶や思考などの能力が脳の病気や障害の為に低下

していく障害」
としている注1）。一方、介護保険法上では
「脳血管

疾患、
アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変

化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能および

その他の認知機能が低下した状態」
となっている。
いずれも認

知症は病名ではなく、
「状態」
を表す概念であることに留意が必
要である。

41

RMFOCUS Vol.71〈2019 Autumn〉

【図１】認知症の原因となる病気

（出典：東京都福祉保健局ホームページ1））

基礎研究レポート

認知症を取り巻く環境と新たな施策

③軽度認知障害（ＭＣＩ）

軽度認知障害、
いわゆるＭＣＩ
（Mild Cognitive Impairment）

【表１】認知症の主な危険因子

主な危険因子

内容

とは、認知症の一歩手前の状態のことで、認知症予備軍とも

年齢(加齢)

有病率は高齢になればなるほど上昇する。加齢は
最も強力な危険因子である
（次項詳細紹介）

本人または家族から認められるものの、日常生活には大きな

遺伝的要因

特定の遺伝子によるAD発症リスクは、持たない場
合に比べ数倍高い

約半数の人が認知症に移行するとされる。逆に言えば、ＭＣＩ

運動不足

定期的な身体活動をしている人は認知症の発症率
が低下する

戻ったり、発症を遅らせたりすることができる人もいるといわれ

生活習慣病

ている。

糖尿病、高血圧、肥満、高コレステロール血症は認
知症発症のリスク増加と関連

喫煙

毎日の多量の喫煙は認知症リスクを上昇させる

④AD発症のメカニズム

睡眠不足

睡眠時間が不足すると、脳細胞の修復が十分でな
くなる

け認知症の多数を占めるADの発症メカニズムの究明には多く

難聴

聴覚が衰えると同時進行で他の認知作業が減少。
また脳への聴覚刺激が減り脳萎縮につながる

うつ病

認知症発症のリスク増加と関連

炎症ほか

炎症が慢性的に続く場合、
アミロイドβがたまる可
能性が指摘されている

不健康な食事

認知機能低下を招く。地中海食、和食、野菜、牛乳、
乳製品の食事がリスクを低下させる。また大量の
飲酒は脳を萎縮させる

例えられる。
もの忘れなど認知機能低下（記憶障害）
の訴えが

支障をきたしていない段階である。数年（4～5年）経過後には

であってもこの段階で早期発見し、予防に取り組めば健常に

認知症の発症メカニズムは複雑で疾病ごとに異なる。
とりわ

の研究が積み重ねられてきた。
現在のところ主流となっているの
が、
脳内のタンパク質(アミロイドβ、
タウ)の異常蓄積・凝集を主
因とする説(アミロイドカスケード仮説)である。
これらの蓄積・凝

集は、
個人差があるものの、
一般的に約20年前後の歳月をかけ

て徐々に進み、
やがてADの発症に至るものと考えられている。

しかし、
なぜこれらのタンパク質が異常蓄積するのか、
その原

因・背景は不明確である。
アミロイドβが貯まってもADを発症

しないケースもみられ、
アミロイドβやタウを標的にした根本治
療薬は登場していない。

アミロイドカスケード仮説の見直し機運もみられる中、新た

（出典：World Health Organization「Risk reduction of cognitive decline
and dementia WHO Guidelines」
（2019年5月）
、東京都健康長寿医療セン
ター研究所 宇良千秋「住民の主体性を引き出す事業の実践とファイブ・コグ」
（2019年6月）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

な潮流として、ADの発症は一部タンパク質の異常蓄積の単一

要因ではなく、慢性の複合疾患の集積によるという指摘が出て

いる。ADを惹起するトリガーとして、生活習慣病の影響、特に
炎症や代謝との関連性に注目する動きがある。
⑤認知症の主な危険因子

内外の研究結果から、認知症発症の可能性を高める危険因

子（表1）
として、年齢、遺伝的要因や生活習慣等が指摘されて

いる。危険因子は互いに関連し、重複するとリスクが相乗的に
上昇することがわかってきた。

中でも、
「運動不足」
「糖尿病」
「高血圧」
「肥満」
「喫煙」等、生

活習慣の影響が大きい。
これは逆に見ればこうしたリスクを極

力避けること、
つまり生活習慣の改善で発症リスクを軽減でき

る可能性を示唆している。

⑥年齢階層別の認知症有病率

【図２】年齢階層別認知症有病率
（出典：日本医療研究開発機構 認知症研究開発事業「健康長寿社会の実
現を目指した大規模コホート研究」研究開始時に悉皆調査を行った福岡県久
山町、石川県中島町、愛媛県中山町のデータ解析結果
（研究代表者二宮教
授）
（2018年時点）
）

加齢とともに、認知症の有病率は上昇する。80歳代以降にな
基礎研究レポート

ると急激に有病率が高まる傾向が分かる。
また90歳以上の6割

以上が認知症となり、100歳近くなると誰でも認知症になりうる

と予期される
（図２）。
⑦認知症の症状

厚労省資料によれば、認知能力が減退・消失して認知症が

発症すると、記憶障害、失語、失行、失認、実行機能障害、暴言、
暴力、徘徊・行方不明、妄想、幻視、寝ぼけ、万引き等様々な認
知機能障害や行動異常・精神症状が現れる
（次頁表２）。
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【表２】認知症の症状

症状

内容
•記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を思い出したりする能力の障害)が基本である
•失語、失行、失認、実行機能の障害である
記憶面

記憶力の中でも特に記銘力障害、例えば
「さっきのことが思い出せない」
ことが目立つ

•失語とは、言葉の理解ができないこと、
しゃべりたい言葉がしゃべれないことである
•失行とは、運動機能に関する障害はないのに、意味のある動作、たとえば
「くわえたタバコにライターの
失語、失行、失認 火をつけること」
ができないような障害である
•失認とは、感覚に関した機能は損なわれていないのに、対象を正しく認知・認識できないことである。よく
あるのは、方向感覚の悪さである

認知機能障害

実行機能障害
行動異常・精神症状

計画をしてその準備をし、首尾よくこなしてゆく能力、
「段取り能力」
のことを実行機能という。そのような
障害の典型例として、料理のレパートリーが減り、限られたメニューを繰り返しつくる傾向がみられる

暴言・暴力、徘徊・行方不明、妄想などが問題になりやすい。それぞれの認知症性疾患には特徴的な症状がある。たとえば
レビー小体型認知症では特徴的な幻視や寝ぼけ症状、
ピック病なら万引きなど反社会的行動などが特徴的である
（出典：厚労省「認知症」2）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

⑵将来動向（将来推計）

ことになる。
さらに糖尿病有病率の増加により認知症有病率も
上昇すると仮定すると、
これが830万人に増えるとの予測もある

①認知症の人の将来推計

（表３）。

厚労省等の資料によると65歳以上の認知症の人は2015年

このまま推移すれば、就労人口が減少し続け、
日本の総人口

時点で517万人、認知症有病率は15.7％だったものが、2030年

が約1億人程度まで減る2050年近傍には、国民の10人に1人

万人に達すると予測されている。
これは65歳以上人口の20.8%

有病率が糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合)

には65歳以上の認知症の人は、保守的に見積もっても約744

が認知症になる社会の到来も予測される
（各年齢層の認知症

にあたり、高齢者の5人に1人は認知症になる時代が到来する

（図３）。

【表３】65歳以上の認知症の人の将来推計

各年齢の認知症有病率が
一定の場合

各年齢の認知症有病率が
上昇する場合

（万人）

割合(%)

（万人）

割合(%)

2012

462

15.0

462

15.0

2015

517

15.7

525

16.0

2020

602

17.2

631

18.0

2025

675

19.0

730

20.6

2030

744

20.8

830

23.2

2040

802

21.4

953

25.4

2050

797

21.8

1016

27.8

2060

850

25.3

1154

34.3

西暦年

【図３】2025年以降の認知症の人が総人口に占める割合予測
（出典：厚労省資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）

（出典：九州大学 二宮教授、
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研
究」
（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）
より厚労省老健局認知症
施策推進室資料作成資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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ここで重要なのは、国民何人に1人が認知症になるという数

字ではなく、今、社会を支えている現役世代もいよいよ自身の認

知症対策も含め、
「自分ごと」
として考える時期にきているという

ことであろう。

②認知症に関わる社会負担

認知症の人の増加に伴い、社会負担も増大する。我が国にお

２ 認知症のリスク
⑴脳の能力の低下
人間が外界からの情報を受け取る感覚器官である目、耳、

鼻、舌、皮膚は加齢とともに機能が低下していく。
目は見えにく

ける認知症の社会的コストは、2015年で15兆円（医療費2.0兆

くなり、耳は聞こえにくくなるなど外界からの受容情報が減少

計されていたものが、2030年には21.4兆円にまで増加する見込

ることになる。

円、介護費6.7兆円、
インフォーマルケアコスト注2）6.4兆円）
と推

みである
（図４）。

認知症の社会的コストの増大は世界の共通課題でもあり、

World Alzheimer Report 2018によれば、世界全体でみる

と2030年には2兆ドル
（約210兆円）
にまで膨張するとの推計も
ある。

し、
それに伴い脳は情報処理量が減少して判断能力が低下す
ここでは脳の能力が加齢によりどのように低下していくか、

OECD「国際成人力調査」
（第1回調査）注3）から
「読解力と数的

思考力」について
（図５）にて紹介する。
どちらの能力も大凡20
～30歳代をピークに緩やかに低下し、60歳代になると16～19歳
代より低下していく。

⑵認知症の人を巡るリスクの現状
認知能力が減退・消失すると危険を認知し、回避したりする

能力等も減退・消失していくため、健常者に比べ各種リスクは

高まることになる。
この項ではその病型別リスク例やその中で

特徴的な
「行方不明リスク」、
「交通事故リスク」、
「孤立リスク」

および「認知症確定診断までの空白期間リスク」
の現状につい

て紹介する。

①病型別リスク例
【図４】認知症の社会的コストの将来推計
（単位：兆円）
（出典：内閣府、2030年展望と改革 タスクフォース報告書
（2017年1月）
）

認知症の人を巡るリスクについて考えると、家庭内外の様々

な事故（火災、転倒等）、振り込め詐欺、徘徊・行方不明、傷害事
件、運転による交通事故など事故頻度が高いことが容易に予

期される。
ここでは認知症の主な病型とその典型的中核症状・
行動症状から生じるリスク例について紹介する
（次頁表4）。

基礎研究レポート

【図５】年齢階層別読解力と数的思考力注4）
（出典：文部科学省・国立教育政策研究所、
「OECD 国際成人力調査 調査結果の概要」
（2013年10月）
から引用）
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【表４】認知症の主な病型別中核症状・行動症状別リスク例

病型

主な中核症状

行動症状

リスク例

AD

•記憶障害
•見当識障害

•徘徊
•不潔行為

•行方不明死
•運転による交通事故

脳血管性

•実行機能障害
•失認・失行・失語

•無為・無反応

•運転による交通事故

前頭側頭葉変性症

•性格の変化
•判断力障害

•暴力・暴言
•傷害事件
•食行動異常等 •ボヤ火災

等

（出典：河野和彦、
「ぜんぶわかる認知症の事典」
（2016年7月）
、警察庁、
「 認知機能と安全運
転の関係に関する調査研究報告書」
（2019年3月）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

②行方不明リスク

警察庁の
「平成30年における行方不明者の状況」
（ 2019年6

月）
によれば、
行方不明の原因・動機では認知症またはその疑い
によるものが年々増加している。
今後も認知症発症者の増加が
予期され、
行方不明者数も増加することが予期される
（図６）
。

④孤立リスク

東京都健康長寿医療センター研究所が巨大な都市団地（東

京都板橋区高島平団地）
で実施した
「平成28-29年度「認知症

とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業」調査」に
よれば、
「認知症状態にあると判定された者」
の半数以上が、医

学的診断を受けておらず、医療機関にもかかっていない状況が
明らかになった
（表５の網かけ部分）。

また上記調査の分析では、認知機能が低下した高齢者の出

現率は会場調査では9.6％、訪問調査では30.7％と約3倍の差が

見られ、会場まで来られないで家にいる人に認知機能が低下し

ているケースが多いことが判明している。

このように認知機能が低下している人は、社会的に孤立して

いることが多く、本人も周囲も気がつかず、生活機能の低下や
健康状態の悪化等リスクが生じている。

【図６】認知症の行方不明者数の推移
（出典：警察庁、
「平成30年における行方不明者の状況」
（2019年6月）
）

③交通事故リスク

警察庁の
「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報

告書」
（2019年3月）
によれば、
改正道路交通法の第1分類
（認知

症の恐れ）
と判定された者は、
75歳以上の免許保有者の1人当た

【表５】認知症高齢者の孤立状況

⇒左記のうち
①「既に医療機関で認知症
「認知症状態にある
の診断をうけていた者」
と判定された者」
34名
（43.6％）
（39.4％）
認知機能の低下 78名
②
「認知症状態にありながら
が認められた
医学的診断や医療機関に
高齢者
つながっていない者」
198名
44名
（56.4%）
↓
上記のうち、
「軽度の認知状態」
61名
（78.2％）

りの延べ事故件数注5）を比較すると約3倍になっている
（図７）
。

また上記報告書によれば、認知症の人は運転シミュレーター

上での信号、標識、標示等の見落とし、進路間違い、
ヒヤリハッ

トや事故発生の回数が多く、認知症の人が安全に運転できる
というデータは得られなかったと報告されている。認知症の人
は高い交通事故リスクを有していることが読み取れる。

（出典：東京都健康長寿医療センター研究所、
「地域づくりの手引き」
（2019年3
月）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

⑤認知症確定診断までの空白期間リスク

「認知症の診断と治療に関するアンケート調査

調査報告

書」
（2014年9月） によれば、家族が認知症を疑うきっかけと
注6）

なる変化に気づいてから、最終的に医療機関で認知症の確定

診断を受けるまでの期間が平均15カ月であることがわかった。
認知症を発症してから認知症治療・対応が開始されるまで長

い空白期間が存在することが注目される。

認知症の症状に気づいてからすぐに治療等対応できれば、症

状の悪化を防げる可能性があるため、長い空白期間を短縮して

いく対応が必要である。

その期間の内訳は下記のとおりである。

【図７】1人当たりの人身事故件数
（出典：警察庁、
「 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報告書」
（2019年3月）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

45

RMFOCUS Vol.71〈2019 Autumn〉

①変化を感じてから最初に医療機関を受診するまでの期間 平均9.5カ月
②最初の受診から確定診断までかかった期間

平均6.0カ月

合計期間

平均15.5月
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３ 認知症施策推進大綱
⑴基本的な考え方

②生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、
周囲

や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って前を向き、
力

を活かしていくことで極力それを減らし、住み慣れた地域の
中で尊厳が守られ、
自分らしく暮らし続けることができる社
会を目指す。

政府は、
これまでの状況を踏まえ2019年6月に
「認知症施策

③運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予

「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常

認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されて

推進大綱」
（ 以下、
「 大綱」）
を策定した。その基本的考え方は、

防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、

生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重

いることを踏まえ、予防に関するエビデンスを収集・普及し、

いく。」
である。
「共生」
とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って

ての取り組みを促す。結果として70歳代での発症を10年間で

会でともに生きる、
という意味である。
また
「予防」
とは、
「認知症

みの解明や予防法・診断法・治療法等の研究開発を進める。

視しながら、
「共生」
と
「予防」
を車の両輪として施策を推進して
認知症とともに生きる、
また、認知症があってもなくても同じ社

にならない」
という意味ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」

「認知症になっても進行を緩やかにする」
という趣旨である。
また大綱のコンセプトの内容は、次の三つである。

①認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知

症になることなども含め、多くの人にとって身近なものとなっ

正しい理解に基づき、予防を含めた認知症への「備え」
とし
1歳遅らせることを目指す。
また、認知症の発症や進行の仕組

⑵大綱の施策の柱
施策の五つの柱について表6にて紹介する。

ている。

【表６】大綱の施策の柱

１．普及啓発・本人発 •認知症に関する理解促進
信支援
•相談先の周知
•認知症の人本人からの発信支援
２．
予防

•認知症予防に資する可能性のある活動の推進
•予防に関するエビデンスの収集の推進
•民間の商品やサービスの評価・認証の仕組みの検討

３ ．医 療・ケ ア・介 護 •早期発見・早期対応、医療体制の整備
サービス・介護者 •医療従事者等の認知症対応力向上の促進
への支援
•介護サービス基盤整備・介護人材の確保・介護従事者の認知症対応力向上の促進
•医療・介護の手法の普及・開発
•認知症の人の介護者の負担軽減の推進
４．
認 知 症 バ リア フ
リー の 推進・若年
性認知症の人へ
の支援・社会参加
支援

基礎研究レポート

•バリアフリーのまちづくりの推進
•移動手段の確保の推進
•交通安全の確保の推進
•住宅の確保の推進
•地域支援体制の強化
•認知症に関する取り組みを実施している企業等の認証制度や表彰
•商品・サービス開発の推進
•金融商品開発の推進
•成年後見制度の利用促進
•消費者被害防止施策の推進
•虐待防止施策の推進
•認知症に関する様々な民間保険の推進
•違法行為を行った高齢者等への福祉的支援
•若年性認知症支援コーディネーターの体制検討
•若年性認知症支援コーディネーターのネットワーク構築支援
•若年性認知症コールセンターの運営
•就労支援事業所の実態把握等
•若年性認知症の実態把握
•社会参加活動や社会貢献の促進
•介護サービス事業所利用者の社会参加の促進

５．研究開発・産業促 •認知症発症や進行の仕組みの解明、
予防法、
診断法、
治療法、
リハビリテーション、
介護モデル等の研究開発など、
様々な病
進・国際展開
態ステージの研究開発を推進
•認知症の予防法やケアに関する技術・サービス・機器等の検証、評価指標の確立
•既存のコホートの役割を明確にしたうえで、認知症発症前の人や認知症の人等が研究や治験に容易に参加できる仕組みを構築
•研究開発の成果の産業化とともに、
「アジア健康構想」
の枠組みも活用し、介護サービス等の国際展開を促進
（出典:政府、
「大綱」
（2019年6月）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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⑶認知症予防の基本的考え方

４ 先進的自治体の認知症取り組み事例

認知症予防の主な対象者と取り組みは表７の内容となる。

なお、大綱では、運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生

ここでは実際の自治体・地域での取り組みを紹介する。
「認知

活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の

症発症前の啓もう、予防取り組みと支援に重点を置く」愛知県

いて高齢者が身近に通うことのできる場を拡充するともに、一

市である。

保持等が認知症予防に資する可能性があることから、
地域にお
般住民や高齢者全般を対象に整備されている社会参加活動・
学習等の場も活用し、認知症予防に資する可能性のある活動

を推進する。

取組
内容

大府市では『「認知症不安ゼロのまち おおぶ」
の実現を目

•認知機能低下
認知機能の低下の
のない人
ある人
（軽度認知障害 認知症の人
•プレクリニカ
（MCI）
含む）
注7）
ル 期の人
早期発見・早期対応
認 知 症 発 症を
（二次予防）、発症後
遅ら せ る 取り
の進行を遅らせる取
組み
り組み
（三次予防）

認知症の人本人の
視 点に立った「 認
知症バリアフリー」
の推進

（出典：政府、
「大綱」
（2019年6月）
を基に、MS&ADインターリスク総研作成）

⑷認知症予防に資する可能性のある活動の推進
大綱では、
身近な場における認知症予防に資する可能性の

ある各種活動を推進する。
その例が表８である。

【表８】
身近な場における認知症予防に資する可能性のある各種活動の例

場所

⑴愛知県大府市
指して』
をテーマに、全国初となる
「大府市認知症に対する不安

【表７】認知症予防の主な対象者と取組内容

主な
対象者

大府市と
「認知症発症後の取り組みに重点を置く」兵庫県神戸

概要

活動

通いの場

公民館やコミュニティーセ •体操等の運動、茶話会等
ンター、公園をはじめ、地域 のサロン活動、
社会参加
で高齢者が自主的に集まる •かかりつけ医、保健師等
場のうち、認知症予防を含 による健康相談
む介護予防に資する活動を
実施しているとして市町村
が把握している場

市民農園

高齢者の生きがいづくりに 農作業
資する市民農園

森林空間

森林散策や森づくり作業体 森林散策、森づくり作業
験等の保養活動が行われる 体験等
森林

行政内や域内の関係団体の 運動・スポーツ
連携・協働体制を整備して
運動する場
いる地方公共団体が実施す
るスポーツ教室等
都市公園

自主的・継続的な運動プロ 運動等
グラム等の取り組みを支援

学びの場

公民館等の社会教育施設に 学習
おける高齢者向けの講座や
大学の公開講座、放送大学
等
（出典：政府、
「大綱」
（2019年6月）
より抜粋）

のないまちづくり推進条例」
を2017年12月に制定した。認知症

に対する不安を解消し、誰もが安心して暮らすことのできるま

ちの実現に向けて、取り組みの基本理念や各関係主体の役割、
市の責務や施策（表９）
などを定めている。

【表９】大府市が行う施策
正しい知識
の普及に関
する施策

•小中学生をはじめとする幅広い世代の市民、事業者およ
び地域組織に対し、認知症に関する正しい知識を普及す
るため、認知症サポーターの養成を積極的に推進すると
ともに、研修会の開催、各種広報媒体の活用その他の必
要な施策を実施する

•認知症の予防に関する関係機関の研究成果を活用し、
ウォーキング、
コグニサイズその他の認知症の予防に有
効とされる活動を行うための環境整備、認知機能検査の
実施その他の認知症の予防に関する施策を積極的に推
進する
予防に関す
•認知症の発症および進行には個人の生活習慣が深く関
る施策
わっていることに鑑み、必要に応じて、食生活、運動、睡眠
その他の日常生活に関わる指導および助言を行う
•地域における認知症の予防に関する取り組みを推進する
ため、認知機能の低下の防止に関わる取り組みを実施す
る地域組織その他の団体に対し、必要な支援を行う

認知症の人
およびその
家族への支
援に関する
施策

•認知症の人およびその家族が気軽に相談および交流の
できる環境の整備を図る
•認知症の容態に応じた適切な支援を早期に実施するため、
医療および介護の連携体制の整備を図る
•行方不明となる恐れのある認知症の人を早期に発見およ
び保護するため、市民、事業者、地域組織、関係機関、民生
委員等と連携した地域における見守り体制の整備その他
必要な支援を行う
•認知症により行方不明となり事故に遭った人またはその
家族に対し、必要な支援を行う
（出典：愛知県大府市ホームページ3））

⑵兵庫県神戸市
神戸市では
「認知症になっても安心して暮らしていけるまち

へ」
をテーマに、全国初となる認知症対策の
「神戸モデル」
と
言われる取り組みを進めている。
そのモデルは、
認知症の人や

その家族が安心安全に暮らしていけるよう、認知症の早期受

診を推進するための
「診断助成制度」
と、
認知症の人が外出時

などで事故に遭われた場合に救済する
「事故救済制度」
を組

み合わせて実施する。
その財源は、
個人市民税均等割の上乗せ

（令和元年度から令和３年度に１人あたり年間400円）
によって
まかなう、
全国初の取り組みで、
2019年1月より実施している。
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そのモデルのポイントは、下記のとおりである。
1.65歳以上は、自己負担ゼロで医療機関における2段階方式
の認知症診断が受診可能
2.認知症と診断された人は、市が賠償責任保険
（最高2億円）
加入するなど手厚い支援を提供
3.神戸市民が認知症の人が起こした事故に遭われた場合、見
舞金
（最高3千万円）
を支給
4.これらの費用負担を将来世代へと先送りすることなく、市民
のうすく広いご負担で賄う仕組み
（出典：兵庫県神戸市ホームページ4））

５ 今後に向けた取り組み
前記のとおり、
独居等で社会的に孤立している認知症の人が多

いことや認知症と気づくまでに長い空白期間が存在していることな

ど認知症の人を取り巻く重要課題の取り組みはこれからである。

今後都市部での急激な高齢化に伴い、都市部の認知症の人

が急増することを踏まえると、都市部での認知症対策の重要性
が増す。大綱の施策の柱である
「普及啓発・本人発信支援」
「予

防」
「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」
「認知症バリ

アフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」

「研究開発・産業促進・国際展開」
の中で、都市部の資源（イン
フラ、人材、民間ノウハウ等）
を活用し、
これまでと違った都市型
の官民連携の取り組みを加速させることが重要である。

取り組みの推進により、
「認知症になってからも自分らしく暮ら

せるやさしい社会づくりが実現すること」
を目指したいものである。
なお次号では、今回の続編「認知症対策の新潮流②」
として、

認知症と生活習慣（病）
との関係や認知症予防・発症遅延の新

たな視点を中心に解説する。

以上

参考文献・資料等
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（最終アクセ
ス2019年8月7日）
12）文部科学省・国立教育政策研究所、
「OECD 国際成人力調査 調査
結果の概要」
（2013年10月）
13）警察庁、
「平成30年における行方不明者の状況」
（2019年6月）
14）警察庁、
「 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報告書」
（2019年3月）
15）日本イーライリリー株式会社
（調査主体）
,認知症の人と家族の会
（調
査協力）
「認知症の診断と治療に関するアンケート調査
,
調査報告
書」
（2014年9月）
16）国立長寿医療研究センター、
「認知症はじめの一歩」
（2015年4月）
17）内閣府、
「2030年展望と改革 タスクフォース報告書」
（2017年1月）
18）東京都健康長寿医療センター研究所ホームページ
<https://www.tmghig.jp/research/topics/201703/>
（最終ア
クセス2019年8月20日）
19）Alzheimer’
s Disease International,「World Alzheimer
Report 2018」
20）東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課,
「知って安心認知症」
(2018年12月発行)
21）World Health Organization「Risk reduction of cognitive
decline and dementia WHO Guidelines」
(2019年5月)
22）東京都健康長寿医療センター研究所 宇良千秋、
「住民の主体性を引
き出す事業の実践とファイブ・コグ」
（2019年6月）
23）日本神経学会ホームページ、
「認知症疾患診療ガイドライン2017」
＜https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.
html＞
（最終アクセス2019年8月30日）

Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2019年6月〜2019年8月

（本情報は、公開情報およびマスメディアでの報道等をベースに編集し作成しています）

火災・爆発
●アニメーション製作会社で火災

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS 編集部

雨量も各地で観測史上最大を更新している。
大雨で佐賀県を中心に市街地などに冠水被害が発生、同県大町（お
死者35人負傷者33人(京都)

おまち）町では病院や住宅、駅がある中心部が水に浸かり、入院患者ら

京都市伏見区にあるアニメーション製作会社のスタジオで７月１８日午

200人余りがいる病院と併設する老人保健施設では翌29日も孤立した

前１０時半ごろ、男（41）が建物に侵入しガソリンをまいた後に爆発、火災

状態が続いた。
また同病院の西約1kmにある鉄工所から油が流出し、町

が発生。消防車３０台が出て消火にあたり、出火から５時間近くがたった

や海上自衛隊などが回収作業にあたった。県などによると、流出した油

午後３時すぎにほぼ鎮火した。
この火災で鉄筋コンクリート３階建てが全

は鉄製ボルトの冷却用で、流出量は約５万リットルとみられる。

焼、内部に保存されていた紙資料の大半が焼失した。出火当時建物内
にいた従業員など約７０人のうち３５人が死亡し、３３人が負傷した。放火の
容疑者も全身にやけどを負い、高度な治療を受けるため大阪市内の病
院に入院した。
捜査関係者などによると、全焼した建物は各階約220㎡、延べ約690㎡
の広さがあるが、放火容疑者である男は建物１階のらせん階段近くでガ

佐賀市のJR佐賀駅も改札口付近まで浸水し、28日始発から運転を見
合わせた。
豪雨にみまわれた佐賀、福岡、長崎の３県では、鉄道の運転見合わせ
や高速道路の通行止めなどでサプライチェーンにも影響し、また工場
の稼働停止や社員の自宅待機などの対応に追われるなど、企業活動に
も影響が及んだ。

ソリンをまき、放火したとされる。火炎と黒煙が３階まで続くらせん階段
を伝い急速に広がったとみられ、屋上へ出る扉に続く３階の階段では２０
人が折り重なった状態で見つかった。
デジタル化された原画などのデータは、
スタジオ１階に設置されてい
たデータサーバーに無事に保存されていた。サーバーはガソリンがま

ユーティリティー設備事故
●ニューヨーク繁華街で大規模停電発生（米国）

かれたらせん階段付近から離れた場所にあり、四方がコンクリートに覆

米ニューヨーク市の中心部で7月13日午後、大規模な停電が発生し

われていたため、火災による焼損や消火活動による水濡れによる損害

た。マンハッタン西部の繁華街を含む場所で7万戸以上に影響が生じ、

も免れた。

完全に復旧するまで約5時間を要した。停電があった地域には大手企業
や観光スポットが集まり、高層ビルのエレベーターや信号機が停止した
ほか、地下鉄が一時運休、
ブロードウェーのほとんどの劇場では、
この日

地震・噴火・津波
●新潟・山形沖でM6.7の地震 村上市で震度6強を観測

の公演が中止されるなど影響が広がった。停電はウォール街では起こら
ず、マンハッタン全域には広がらなかった。
ニューヨーク市長はSNSで、停電が機械的な問題によるものだと確認

6月18日22時22分ごろに山形県沖を震源とするマグニチュード6.7の地

されたなどと発信し、テロなどの恐れがないことを強調した。地元電力

震が発生し、新潟県村上市で震度6強、山形県鶴岡市で震度6弱の揺れ

会社は7月15日、予備的な調査の結果、西65番街の変電施設において継

を観測した。地震発生直後に津波注意報が発表され、6月19日0時7分ま

電器（リレー）保護システムが正常に作動しなかったことが原因だった

でに各地で津波が観測されたが、津波の高さは新潟で最大0.1mであっ

と声明で明らかにした。

たほか酒田、佐渡、輪島など各地とも微弱であった。
震源はユーラシアプレートと北米プレートの境界付近で、深さは
14㎞。消防庁の発表によれば、19日14時00分時点で、地震により重傷1
名、軽傷25名の人的被害が発生。建物被害は、新潟県村上市で一部破損
46棟が確認されている。
また落石による道路の通行止め、停電、
プロパ
ンガスのガス漏れ、鉄道の運休等も発生した。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故
●新交通システムの自動運転車両で逆走事故 乗客15人ケガ（神奈川）
６月１日午後８時15分ごろ、横浜市内の新交通システムの始発駅で、無
人運転の車両が逆走する事故が発生した。車両のドアが閉まって出発し
ようとしたところ、約25メートル逆走して車止めに衝突したとみられる。

風水雪災・豪雨・竜巻

市の消防局によると、15人を搬送しうち３人が重傷を負った。

●九州北部で記録的な大雨 死者3人、重体１人、行方不明1人

操作する有人運転で運行を再開した。

九州北部で8月28日から局地的に猛烈な雨が降り、佐賀県や長崎県で

49

運行会社では原因究明を進める一方、6月4日からは運転士が手動で
逆走の原因は、折り返し駅で車両のモーター制御装置に進行方向

観測史上最大の記録的な大雨となった。豪雨による死者は佐賀県２人、

の切り替えを指示する配線が断線したことで進行方向が切り替わらな

福岡県１人、
また佐賀県では１人が重体、１人が行方不明になっている。

かったことによるとみられる。

気象庁は28日午前、佐賀、福岡、長崎の3県に大雨特別警報を発表し

運営会社は再発防止策をとりまとめ、進行方向の回路に異常が起き

た。28日未明から早朝の1時間あたりの雨量は、佐賀市で観測史上最大

た場合は発車できず、司令所にも異常を知らせる仕組みを導入、さら

の110mmに達し、長崎市でも92.5mmを記録した。27日からの24時間

に車両が走りだしても即座に非常ブレーキが作動するシステムも取り
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入れるなどの対策を国土交通省に報告、同省が了承した。

●英情報保護当局が大手企業2社にGDPR違反で高額の制裁金

新たな事故防止システムが正常に機能するか試運転を実施し問題が

英情報保護当局の情報コミッショナー事務局（ICO）は2019年7月9日

なかったため、8月31日の始発から自動運転を再開した。緊急時に備え

までに、英航空大手企業と米ホテル大手企業で2018年に相次いで発覚

て当面保安要員を乗車させ、さらに9月末ごろまでは始発駅、終着駅の

した個人情報の流出事件について、欧州連合（EU)の一般データ保護規

ホームに非常停止ボタンで列車を停止させる保安要員を配置する。

則（GDPR )に違反したとして、いずれも高額の制裁金を課す方向で検討
していることを発表した。
英国航空大手A社では2018年9月、
ウェブサイトやスマートフォンアプ

業務上災害 雇用慣行

リで航空券の予約手続きをした顧客の個人情報が盗まれる事件が発

●中学教諭の過労自殺で自治体に6,500万円の賠償命令（福井）

に漏れ、約５０万人が被害を受けたとされる。ICOはセキュリティ管理の

町立の中学教諭だった男性(27)が過労自殺したのは、学校側が勤務

覚した。サイバー攻撃で氏名や住所、
クレジットカード情報などが外部
貧弱さが情報流出を招いたとし、金額にして1億8,339万ポンド（約250億

時間を減らす措置などを怠ったためとして、遺族が県と町に約１億円の

円）、同社の2017年売上高の1.5％にあたる制裁金を科す考えを通知し、

損害賠償を求めた訴訟の判決で、地裁は７月10日、県と町に約6,540万

反論の機会を設けた上で最終決定する。同社の最高経営責任者（CEO）

円の支払を命じた。裁判長は、校長は早期帰宅を促すなどの口頭指導

は異議を申し立てる方針を明らかにした。

だけで、時間外勤務を把握し業務内容を変更するなどの措置を取らな

米国ホテル大手B社では2018年9月、傘下のホテル企業C社の予約

かったと指摘し、学校側の安全配慮義務違反と自殺との因果関係を認

データベースがハッキング攻撃を受けたとのセキュリティ通報を受け、

めた。

世界全体で約3億3,900万件の顧客情報が流出したことが発覚した。B社

判決によると、男性教諭は2014年4月に同町立中学に新任教員として

は2016年9月にC社を買収したが、同データベースのハッキングは2014

着任、授業の準備以外に野球部の引率で土日出勤したほか、問題を抱え

年から行われていたとみられ、顧客の名前や住所、パスポート番号、暗

る生徒の保護者対応にも追われ、上期の8月を除く毎月の時間外労働は

号化されたクレジットカード番号などの情報が盗まれたという。ICOは、

約120時間以上に達していた。男性教諭は10月に車の中で自殺、2016年

B社がC社を買収する際に十分なデューデリジェンス（買収事前調査）

9月に公務災害に認定された。

を行わず、システムの安全性を高めるための対策も不足していたとし、

原告被告とも控訴せず、7月25日に地裁判決は確定した。

9,920万396ポンド（約135億円）の制裁金（同社の年商の約2.4％に相当）
を科す意向を通知した。ICOの方針に対してはB社に反論の機会が与え

●遊園地で着ぐるみのバイト男性が熱中症で死亡（大阪）

られており、B社は異議を申し立てる方針。

大阪府の遊園地で7月28日夜、着ぐるみショーの練習中にアルバイト
の男性(28)が熱中症で死亡した。府警察署の発表によると、死亡した男
性は28日正午ごろに出勤し、屋外で着ぐるみを着て来場者とふれ合っ
たりし、午後５時ごろから屋内の練習場でジャージー姿でショーの練習
をした。午後７時半から屋外ステージに出て、妖精の着ぐるみ（重さ１５キ
ロ）姿で、
ダンサーらと一緒に通し稽古を実施中、呼吸が荒くなり、
スタッ
フに抱きかかえられて控室に移動した後、意識を失った。その後、搬送
先の病院で死亡が確認された。
死亡した男性は数日前から風邪気味だったという。大阪管区気象台に

テロ・暴力行為
●米国3都市で銃乱射事件が相次ぐ
（死者34人、負傷者53人）
米国の三つの都市で7月末から8月初旬にかけて銃乱射事件が相次
ぎ、死者は計34人、負傷者は少なくとも計53人にのぼった。
カリフォルニア州ギルロイでは7月28日、料理イベント会場で銃乱射
があり3人が死亡、少なくとも13人が負傷した。地元当局によると、犯人

よると、２８日の同市の最高気温は32.8度。
日が暮れても蒸し暑さが残り、

(男19)は金属探知機のある会場出入口ではなく、会場そばの駐車場から

午後８時時点でも28.7度だった。遊園地は事故を受けて、着ぐるみが登

フェンスを壊して広場に侵入した。
ライフル銃で乱射し始めたところ、駆

場する今夏のイベント開催の見合わせを決めた。

けつけた警官に現場で射殺された。男は犯行前にネット上で、人種の優
劣を論じた書籍を読むよう促す書き込みをしていた。
このため、男が人
種差別主義者だったとの指摘が出ている。

情報関連
●スマホ決済サービスで不正アクセスによる被害（被害者800人、被害額

テキサス州エルパソでは8月3日、ショッピングセンターで発生。犯人
は週末の買い物客でにぎわう小売店舗に押し入り銃を乱射した。地元
警察は自動小銃で犯行に及んだ白人の男(21)を拘束、有色人種を狙っ

3,800万円超）

たヘイトクライム（憎悪犯罪）の可能性が高く、犯行当時の状況を調べて

コンビニ大手のスマホ決済サービスで、7月上旬から第三者による

いる。ショッピングセンターは普段ヒスパニック系の買い物客が多いと

不正アクセスによる不正な支払の被害が発生した。被害者は800人を

いう。

超え、被害額は約3,800万円に上る。同サービスは2019年7月1日から開

オハイオ州デイトンでは8月4日、バーやレストランが集まり週末の夜

始し、3日までにおよそ150万人が登録していた。サービス開始の翌日

は多くの人でにぎわう地域で、犯人(24)はバーの駐車場から混雑する通

以降、利用者から身に覚えのないチャージがあり、商品を購入されたな

りに向かって銃を乱射、9人が死亡、少なくとも16人が負傷した。犯人は

どという連絡が相次いだ。同サービスの運営会社は原因究明を優先し

警察官に射殺されたが動機は分かっていない。

新規登録を停止、
またクレジットカードやデビットカードからのチャージ
（入金）も一時停止した。最終的に同スマホ決済サービスは9月末で停
止されることが決まった。
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Information
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研コンサルタントが日本沿岸域学会論文奨励賞受賞
日本沿岸域学会の発行する
「沿岸域学会誌第31巻第1号」に掲載
された論文「東京湾の再現期間別高潮浸水深分布の推定」により、
総合企画部リスク計量評価グループ上席コンサルタントの久松 力人
（ひさまつりきと）
が令和元年度「日本沿岸域学会論文奨励賞」
を受賞
しました。
今回の受賞は、本論文の内容が高潮現象の不確実性を減少させる
ものであり、防災上の有用性があるとともに、今後のリスク管理がより
正確なものになる可能性を示唆することが評価されたものです。
MS&ADインターリスク総研では、
リスク管理技術の高度化を実現
するため、
自然災害リスク評価に関わる研究開発に一層力を入れてい
きます。

受賞した久松上席コンサルタント

＜オープンセミナー＞医療機関における訪日外国人患者の受入れ体制整備と未収金対応
「医療機関における訪日外国人患者の受入れ体制整備と未収金
対応」
をテーマに開催します。
近年の訪日外国人患者の動向、訪日外国人患者を受け入れる上
での医療機関としての体制構築・整備における注意点、訪日外国人
患者対応における実務上のポイントについて解説します。

日

時 2019年11月5日
（火）14:00〜17:00（受付開始13:30）

会

場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
東京都千代田区神田駿河台3-11-1
三井住友海上駿河台新館３階 ホールＡ・Ｂ

主

催 三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研

定

員 100名

参 加 費 無料
申込方法 Web上の下記URLの画面からお申し込みください。

https://www.irric.co.jp/event/index.html

プログラム
〈第一部〉
訪日外国人医療をめぐる国の施策動向
〜体制整備と未収金対応〜
国際医療福祉大学大学院
医療経営管理分野／医療通訳・国際医療マネジメント分野
准教授 岡村 世里奈 氏
〈第二部〉
地域と医療機関の特性にあわせた訪日外国人患者
受入れ体制づくり
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国際診療部
特任研究員・医療コーディネーター 堀 成美 氏
※セミナー内容は一部変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
MS＆ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ セミナー事務局
TEL：03-5296-8976
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〈本号に寄稿していただいた方
（敬称略）〉

RMFOCUS

岡村 世里奈
（おかむら せりな）
国際医療福祉大学大学院
医療経営管理分野／医療通訳・国際医療マネジメント分野 准教授
【略歴】
上智大学法学部卒業。上智大学大学院法律学研究科博士課程
前期修了後、国際医療福祉大学医療経営管理学科助手、The
Beazley Institute for Health Law and Policy, School of Law,
Loyola University of Chicago の客員研究員等を経て現職。平
成22年年度から厚労省をはじめ国内外の国際医療交流事業研究
に携わっており、現在は、内閣官房健康・医療戦略推進本部「訪日
外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」
メンバー、厚生労働省「訪日外国人旅行者に対する医療の提供に
関する検討会」構成員、東京都「外国人患者への医療等に関する
協議会」
メンバー等として、訪日外国人旅行者の円滑な医療対応の
仕組みづくりに取り組んでいる。

大悟法 弘充
（だいごぼう ひろみつ）
土壌汚染調査技術管理者 土壌環境監理士 環境計量士
（濃度）
【職歴】
1992年から株式会社住化分析センターにて土壌汚染調査・対策

71
2019

事業に従事
2014年

Vol.

株式会社住化分析センター 環境事業部 副事業部長
株式会社エンバイロ・ソリューション 代表取締役社長

2017年

江西智匯環境技術有限公司 董事

2019年現在

住化分析技術
（上海）
有限公司 土壌環境部長

autumn

編集後記
本誌発行の直前、2019年9月20日にアジアで初めての開催となるラグ
ビー・ワールドカップが開幕しました。組織委員会によると大会を目的にした

仇 啓涵
（Qiu Qihan）

訪日外国人客は40万人に達する可能性があるそうです。今後も、2020年

環境エンジニアリング 中級工程師
（中国）
【職歴】
2015年3月

福井大学大学院

建築建設工学専攻修了

2015年5月

住化分析技術
（上海）
有限公司入社
土壌汚染調査・修復、技術コンサルタントを担当

2017年5月

江西智匯環境技術有限公司 技術顧問

2019年現在

住化分析技術
（上海）
有限公司 土壌環境部主任

の東京オリンピック・パラリンピック、2025年の大阪での万博など、大規模
な国際的イベント開催が控えており、
インバウンド市場の一層の拡大が予
想されます。今号では、
インバウンド、
イベントに関連するリスクマネジメント
トピックスとして、医療機関に求められる訪日外国人の受入れ体制整備と
未収金対応についての記事を掲載しています。
また、巻頭特集には前号に引き続き
「平成から令和へ」
を掲載しました
が、次号からは再び「レジリエントでサステナブルな社会をめざして」
として、
2019年7月に施行された
「中小企業強靱化法」に関連した記事をお届け
する予定です。

新井 卓二
（あらい たくじ）

引き続きご愛読くださいますようよろしくお願いします。
（Ｓ．
Ｔ）

山野美容芸術短期大学 特任教授
一般社団法人日本ヘルスケア協会 健康経営推進部会 副部会長
株式会社VOYAGE 代表取締役
【略歴】
明治大学商学部卒業後、経営学修士を取得し、大阪大学大学院
工学研究科博士課程に在籍。
その間、証券会社勤務を経て、株式
会社VOYAGEを起業し現在に至る。研究者としては、
「 健康経営
新井研究室」
を主宰し、経済産業省や厚生労働省等官公庁他、健
康経営で先進的な企業を招き勉強会等を開催。
また健康経営企業
への学生訪問プロジェクトも開催し普及に努める。
「『健康経営』の
投資対効果の分析」等健康経営の論文多数。初の著書「経営戦
略としての健康経営」
（合同フォレスト）
を2019年9月に発刊。
新井研究室＜https://www.facebook.com/AraiLabo/＞
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