
ＬＣＣ １０月定例会 議事録 

 

 開催日  平成２３年１０月１７日（月） １８時３０分より 

 場所   同志社大学大阪サテライトキャンパス 

 担当   会員委員会 

 司会   会員委員長 大石 孝太郎 

 参加者   ３４名（うち５名 同志社大学学生） 

 

＜第一部＞ 

１．はじめに                                会員委員会委員長 大石 孝太郎 

 こんばんは。本日は大変お忙しいところ、沢山の方にご参加頂きまして、ありがとうございます。 

 今回の会員委員会の狙いとしては、会員同士の意見交換の場を設けたいということで、ビジネス

に関係の深いテーマを今回は考えさせて頂きました。また、時期的にも危機管理やリスクマネジメ

ントを見直そうという経営者の方もいらっしゃいますので、そういった方々の学びの場にもなると思

い、企画いたしましたので、何かご意見等ございましたら、お気軽にお申し出下さい。 

 

プログラム訂正 

 定例会案内には、（２）①北出会員による「危機管理とリーダーシップ」、（２）②大石会員による

「高齢者介護施設におけるリスクマネジメントの実践例」とありますが、順番を入れ替えることになり

ました。 

 

２．①「高齢者介護施設におけるリスクマネジメントの実践例」 

                         ―間違いだらけの医療・介護施設のリスクマネジメント― 

                   株式会社 TASK経営 代表 大石 孝太郎   

自己紹介 

 １９８２年３月 同志社大学工学部化学工学科卒 

          大手製薬会社に MR（営業）として入社、ベストオブベスト MRなど表彰多数 

 ２００５年３月 退職し、経営コンサルタントとして独立 

          診療所、介護事業所コンサルティングからスタート 

 

医療品とリスクマネジメント 

 平成２２年に医薬品の副作用救済給付では、約１００例の死亡実績が上がった。 

 それまで医薬品は「適正に使用しよう」という言い方がなされていたが、いつからかリスクマネジメ

ントという言葉が使われるように・・・医療界でリスクマネジメントが導入されるようになったきっかけは、

１９９９年の横浜市立大学病院患者取り違え事件である（看護師の搬送ミスで、肺手術と心臓手術

の患者を取り違え、切開後に気付く）。 

 



→厚生省 医療安全対策検討会議：「患者誤認事故防止方策に関する検討会報告書」（１９９９年） 

  「医療事故の防止の代表的な手法として、この言葉を用いることとした。」とある。 

  日本看護教会：「看護管理のためのリスクマネジメントガイドライン」（１９９９年） 

  「医療におけるリスクマネジメントの目的は、事故防止活動などを通して、組織の損失を最小に

抑え、“医療の質を保証する”ことと考えられます。」とある。 

→これらは、一度聞いただけだと「おかしくない」と感じるが、よくよく聞くとおかしいことに気付く。そ

もそもリスクマネジメントというのは、事故を防止して医療の質を保証するものなのか？という疑問。 

 

米国における病院リスクマネジメントの定義 

・AHA（１９７７） 

 リスクマネジメントとは、経済的損失のリスクを把握し、評価を行い、対処するための科学的方法

である。 

・United States General Accounting Office（１９８９） 

 病院におけるリスクマネジメントとは、患者、訪問者、職員、病院の財産に対するリスクを適切に把

握し、評価し、減らすための組織化された取り組みである。 

 

→この様に、アメリカでは事故防止に限定せず、全体像を捉えてリスクマネジメントという言葉を定

義している。また、「リスクマネジメント」の他に「良質の医療保証(Quality Assurance)」という概念もあ

る。日本では１０年遅れても十分に定義出来ていなかった・・・ 

→では、介護施設では？平成２１年３月「社会福祉施設におけるリスクマネジメントガイドライン」（東

京都福祉保健局）で、利用者視点で考えるリスクマネジメント。 

 

日本のリスクマネジメントの現状 

 ほぼ１００％が「出来ている」と答える。 

→医療事故の防止に取り組んでいる＝ヒヤリハット＝出来ている 

  実は・・・                        ≠出来ている 

本当は病院のリスクマネジメント＞医療におけるリスクマネジメント＞医療事故の防止＞ヒヤリハット 

 

添付資料［どんな問題が起こっているか］ 

 ３・１１東日本大震災における高齢者介護施設におけるリスクマネジメント 

 被災した高齢者施設８１３ヶ所において様々な問題・・・・・・ex)福島県大熊町の双葉病院 

                                        院長が患者を置き去りに 

 経営者にとっての「想定外」 

→リスクマネジメントとは、組織の使命に沿って、リスクの持つ影響を極小のコストで極小にすること。

セーフティマネジメント≠リスクマネジメントである。 

→リスクマネジメントやクオリティアシュランスの問題を混同させていることが、間違いだらけのリスク

マネジメントの最大の問題である。 



２．②「危機管理とリーダーシップ」         株式会社ジョスラン 代表取締役社長 北出 至 

  

 本日はご多忙のところご参加頂きましてありがとうございます。本題に入る前に尐し自己紹介を交

えて、リスクマネジメントの流れをお話ししたいと思います。その前に、よく聞かれる「株式会社ジョス

ラン」の意味を説明させて頂きます。 

 これは、ベンジャミン・ゴダール作曲の歌劇「ジョスラン」の第２幕で歌われる「ジョスランの子守唄」

に由来しております。そこから、「リスクマネジメントを通じ、あたかも歌劇の中のジョスランが我が子

を守ったように、災害・危機からお客様を擁護する」という信念から設立しました。 

 

 大自然災害、重大事故、企業不祥事、凶悪犯罪など我々の生活を脅かす事象が次々と起こり、リ

スクマネジメントや危機管理に対する社会の要請も変化しています。 

→最近では、ソーシャル・リスクマネジメントという、従来のリスクマネジメントになかった、「人の心と

健康」もリスクの対象とする分野も出来ました。 ex)故スティーブ・ジョブスの 2011年 6月の 3度目

の入院公表時に時価総額世界第３位のアップル株が 6％もダウン 

 

 1961年 10月、私がＡＦＩＡという世界８７カ国で営業するアメリカの損害保険会社に入ったのとほ

ぼ同じ頃、リスクマネジメントが米国の保険分野から誕生し、経営管理手法の一つとなりました。歴

史も浅く、最初はどのように効果的に保険を購入するかが、リスクマネジメントの中心でした。 

そして８０年代、「保険なき世界」と呼ばれ、企業が保険を購入したくても購入できない、所謂「保

険危機」が到来。 ex)企業だけでなく医師にも影響が。約３千人ものアメリカの産婦人科医が廃業 

 

この惨状を打開しようとして起きたのが Tort Reform と呼ばれた法制度改革で、レーガン政権時

代のこと。 

→自家保険への拍車がかかり、キャプティブも一手法として考案された。企業にとり、実質的な

保険料の節約、保険料収入を活用した投資運用益の確保といった相乗効果が期待できる。 

→我が国では、今、現在でも 100社を超えておらず、やはり欧米との取り組みに開きが有る。 

 

 1970 年代から 80 年代にかけての米国は深刻な社会・政治問題が多発。ex)金融機関

を含む企業の経営破綻、相次ぐ粉飾決算、ウォーターゲート事件に端を発した海外での

賄賂取引、日本も絡むロッキード事件など 

 →危機感を強めた米国公認会計士協会など５団体が支援した COSO トレッドウエイ委

員会が解説書「エンタープライズ・リスクマネジメント」をまとめる。 

 →ＥＲＭや 1992 年に発表した有名な「COSO フレームワーク」などの存在が、企業に総

合的・戦略的にリスクマネジメントを導入させる導火線に。 

 

そして、2001 年末から 2002 年夏にかけ、米国経済界に超ド級の爆弾が 2 発落ちる。

エンロンとワールドコムの破綻です。 



 →この二つの大きな不祥事の反省から、2002年 7月ＳＯＸ法が生まれた。狙いは、企業

が財務報告の信頼性を保証する仕組みを構築すること。  

 →このＳＯＸ法が、日本版ＳＯＸ法につながる。 

 

【本論】そもそも「危機管理」（Crisis Management）という言葉は 1959年 1月 1日に成立したキュ

ーバのカストロ革命政権をめぐり、アメリカとソ連があわや核戦争という、全世界が緊張に包まれた、

その間のプロセスを指す「The Cuban missile crisis 」からきていると言われています。 

 →企業向けに使われたのは、1982年、シカゴで起きたジョンソン・アンド・ジョンソンの子会社が製

造した鎮痛剤による死亡事件から。 

 →この時、ジェームス・バーグ会長が演じた陣頭指揮が、３０年を経た今も尚、「企業の危機管理」

の手本として度々引用される。力強いリーダーシップに加え、ジョンソン・アンド・ジョンソン社には、

「お客様の命が第一」という企業倫理（Our Credo）が社内全体に徹底されていたのは有名な話。 

 

不祥事や事件発生時、早期に解決するか、あるいは、大事件に発展するかの分岐点は、初期

の迅速な広報対応にあります。 

 

 【悪い例】2010年 4月 20日、メキシコ湾の石油掘削基地が爆発し、原油が流出した事件。 

 →基地管理会社ブリティッシュ・ペトロリアムのＣＥＯ トニー・ヘイワードの記者会見での「メキシコ

湾は広大だ。湾全体の水の量に比べれば、流出した石油の量など微々たるものだ！」、「I want my 

life back、早く自分の生活に戻りたい」発言。 

 

 【良い例】優れた指導者の下見事に危機を乗り越えた、参天製薬の脅迫事件です。 

 →2000年 6月 14日、同社宛に現金 2000万円を要求する脅迫文と共に「応じない場合は異物を

混入した目薬をばらまく」と現物サンプルが同封されていた。 

 →トップの素早い決断、鮮やかな広報の動きなど全社挙げての危機管理対応により、結果的にリ

コールに伴い 13億円の減益修正が行われたが、消費者の安全を最優先する企業姿勢が評価さ

れた。 

  

 

 ところで、リスクマネジメントの基本は、 リスクコントロールとリスクファイナンスにあります。 

 →リスクコントロールとは、損失の発生を事前に防止、削減するための予防策 

 →リスクファイナンスは、リスクコントロール段階で排除できなかったリスクが顕在化し、損失が発生

した場合に備えての資金対策を指す。 

 

 さて、今回の東日本大震災に関し、危機管理に詳しい元内閣安全保障室長の佐々淳行氏は、

最近の著書で、「あれ程のかつてない未曽有の災害が起きたのだから、迷わず『国家の危機』と捉

え、即刻『安全保障会議設置法』を適用すべきだった」と指摘しています。 



 →それでは、政府はそれを何故適用しなかったのか？佐々氏の推察だが、菅前総理はかつての

市民運動家の感覚で、都道府県市町村の組織の上に立った「災害対策基本法」でなるべく自衛隊

や警察を使わないで済まそうとしたのでは。事実、最初の自衛隊の出動は僅か８千人止まり。 

 →しかし、最終的には１０万人を派遣している。危機管理は初動対応が大きなポイントだと誰でも

が考えるのだが、結果的には、五月雨式小出しだった。 

 

一連の官邸主導の対処を見ていた、ジュリアーニ前ニューヨーク市長は「強力な指揮官が１人必

要。全ての指令はその人が出し、情報も１か所に集めるべきだ。そして指揮で大事なのはワン・ボ

イス、命令を出す人を 1人に絞り、命令指揮系統を明確にすることだ」 

 →ジュリアーニ市長が指揮した９．１１、同時多発テロ事件の場合、その日のうちに連邦緊急事

態・管理局長官が派遣されたが、連邦政府からといえども市長の指揮下に入り、最後まで市長、州

知事と共に情報を共有した。 

 →ジュリアーニと言えば、割れ窓理論を用いて、ニューヨーク市を全米で最も安全な大都市に浄

化させ、ギネスブックにも「最も多く犯罪率を削減させた市長」としてノミネートされている。 

 

 その一方で、2005 年８月のハリケーン・カトリーナの場合は、連邦政府とルイジアナ州知事、ニュ

ーオリンズ市長がそれぞれ対立し、バラバラのことを言って大混乱を来し、まさに指揮系統が乱れ

た「危機管理」の悪い例。未だにニューオリンズの復興は遅々として進んでいない。 

 

 １995年 1月の阪神淡路大震災に関し、1974年 6月に大阪市立大学地質研究会は、神戸市の

依頼で作成した「地盤調査報告書」の中で、六甲断層に沿った地震活動と臨海部での地震にもろ

い断層帯の存在を推定し、都市直下型の大地震の可能性を正確に報告。 

 →神戸市は、当然、予想される被害を最小限に食い止めるために、自治体レベルによる緊急事

態対応計画を立案し、その計画の有効テスト、次に市民に訓練を呼びかけ、訓練結果の不備を反

省して計画を見直すべきだった。 

 →ところが、神戸市では、この報告書を無視し、何することもなくお蔵入りさせてしまった。 

 →もし、周到な事前対策が実行に移されていれば、被害はかなり軽減された可能性が高い。 

 

 これについて、震災後当時、何も議論もされなかったのでしょうか。これが事実なら、このような悪

例が、実に貴重な経験として広く共有されていたら、次のケースで生かされたのではないでしょう

か。 

  

 次のケースとは、極めて重要な二つの試算報告書が無視された実に衝撃的な検証内容です。平

成２３年３月７日、3.11のなんと、僅か 4日前です。 

 ・保安院の小林耐震安全審査室長が東電から津波評価技術の高い土木学会が 平成２０年に作

成した「15・7m超の津波が到来する可能性ある試算報告書」を受けとる。愕然とした小林室長は東

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E3%82%8C%E7%AA%93%E7%90%86%E8%AB%96


電に設備対応を促したが、東電は土木学会の指針が１２年度に改定されるので、「来年以降にやり

ます」と回答。 

 ・今度は、逆に東電から保安院へであろう。平成２０年１２月に東電は貞観地震（８６９年）を参考

に、9・2mの試算数字を保安院の担当職員に伝達したが、原発の耐震安全性評価を担当する作

業部会に何も伝えず、設備強化はされなかった。 

→この二つの試算が、原子力安全委員会に報告されなかった事に関して、「原子力安全の基本

は、危ないと思ったら対策をたてることだ」と元原子力安全委員の早田邦久氏は語っています。 

 

 終わりに３名の方の言葉を送ります。 

 最初は桜井よし子さんです。著書「宰相の資格」のまえがきにおいて、“一国の宰相”とは、世

界を広く俯瞰することの重要性を認識している者、と。「国家のあるべき姿を心に刻み、まともな

国家としての形を失った祖国を、まともな国家に近づけようと、命をかける覚悟で取り組んだ。

明治時代の一群の指導者以降、宰相という重い呼称に値するのは岸信介一人であろう。」 

 次は、台湾前総統の李登輝で、著書「武士道解題」で、「『武士道』における『仁』とは、真の『リ－

ダーシップ』はどうあるべきなのか、という一点に尽きる。」 

最後は、3.11は、日本の『科学技術の敗北』と題した東大の佐倉教授の最近の文芸春秋の記事

です。「原子力，地震予知、ロボット、ここ 10年、我が国が力を入れてきた分野、全てが期待に応え

ることができなかった。しかし、個々の研究者の水準は高い。3.11の結果を虚心坦懐に受けるとこ

ろから始めようと・・・。」 

 

最後に政府へ。省庁を横断的に、「危機管理庁」的な機関の設置を、そして大学には「危機管

理学部」を（今あるのは、千葉科学技術大学のみ）を提案をしたいと思います。 

 

３．LCC新島塾「同志社大学と日韓をつなぐ人たち・昔と今」              会長 北出 至 

 ご存知の通り、同志社には同志社校友会コリアクラブがあります。同志社大学を卒業した韓国の

方というのは、４０００人もおられる。お手元に配布いたしましたのは、「同志社に学んだ留学生」とい

う小冊子です。一番はじめに、朴忠勲という韓国の前国務総理の方のお名前がある。つまり、総理

大臣です。こういう人が同志社を卒業していたのである。 

 この冊子の中には、「同志社だけが、日本人学生と尐しも変わらず、差別を加えず、自由と自愛

による新島魂の温情と理解とを以って、頑固な韓国人学生の魂をほぐしてくれたのであります。『良

心を手腕に運用せよ』との新島先生の教訓は、私達同窓生を一貫してつらぬく根本的な精神であ

ります。」という言葉もある。こういう言葉を聞くと、とても嬉しくなるし、もっと今の時代に語るべきだと

思う。 

 その次のページは、コリアンクラブが１周年記念を祝って、一つの本を出しており、先程の国務総

理が祝辞を出している。また、松山総長や千宗室もお祝いの言葉を寄せている。そして、何故かワ

シントン大聖堂の新島襄の銅像が表紙に載っている。また、尹東柱の詩碑が、今出川キャンパスの

ハリス理化学館の西側ある。これが同志社と韓国を結ぶひとつの絆なのではないか。 



 本日のテーマは、「韓国と同志社の今と昔」です。“今”は、１１月６日（日）の LCC６周年記念行事

にて、講演頂くうちのお一人が李女史という韓国の女性なのです。題目は、「韓国から見た日本の

文化や観光」です。是非お越し下さい。                                           

 

４．連絡諸事項                                     事務局長 榎本 時一 

・㈱学生情報センター 西村 由紀絵 様 

 同志社大学 NPO の会員企業で大神さんのご紹介。毎年５４万人の学生が卒業する中、１０～１２

万人が就職しないという実態がある。学生が就職出来ないというのも、本日のテーマにあった通り

正に“危機”なのではないか。この危機を何とか脱するために、何かお手伝いが出来ないかというこ

とで最近始まったプロジェクトである。学生の大企業志向、中小企業の求人倍率の低さ（学生が来

ない）、何とかが学生と中小企業を結びつけるような活動をしたい。→派遣。学生である時点で企

業に入ってもらって、働いてもらい、自分に合う社風や働き方を考える・・・・・・という取り組み。もしよ

ろしければ、ご興味・ご関心おありの方はお話させて下さい。 

 

・同志社大学商学部４回生 岡 あゆみ さん 

 ３・１１を受け、春学期休学。東北と関西を行き来しながら、様々な取り組みをしておりました。最初

は生活支援のボランティアに入っていたが、５月の GW 明けからは関西の企業のお力を借りながら、

ビジネス的な支援が出来ないかなということで活動している。９月からは復学し、同志社の大学生、

ひいては all 関西の学生を巻き込みながら、２０１３年の大河ドラマに向けて、「八重プロジェクト」が

出来ないかと考えています。 

 

・初参加の方 

 松浦 建 様・・・・・・池田泉州銀行、経済学部卒 

 副島 駿 様・・・・・・同志社大学経済学部３回生、学生団体 ignite（イグナイト） 

 土橋 英美 様・・・・・・同志社大学経済学部３回生、学生団体 ignite 

 根来 和寛 様・・・・・・同志社大学商学部４回生、学生団体 ignite 

 

・今後の予定（事務局から） 

 次回の１１／６（日）の６周年記念行事の後は、２０１２年の１／１６（月）に定例会を行う。 

 

＜第二部＞ 

 二次会が近くの会場で行われましたが、２３名の参加を頂き、盛り上がりを見せる会とな

りました。お忙しい中参加して頂いた皆様、ありがとうございました。  

 

 次回は、１１月６日（日）に寒梅館にて６周年記念行事とＮＰＯ同志社大学産学官連携

支援ネットワーク様との合同懇親会を行います。                  

以上  


