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無床診療所における 看護師の安全文化

【研究の背景】
無床診療所の安全管理 体制の整備は、2007 年の改正医療法において 義務付けられ
たが、施設数の多さな どから立ち入り検査や 公 的機関への事故報告 は十分に行なわ
れていない。このよう な現状のなかで 、2008 年には無床診療所において、点滴の作
り置きによる院内感染 を原因とした患者の死 亡事故が発生し ている 。この事故は看
護師により長年続けら れ習慣化されたずさん な衛生管理 と、医師と 看護師、更には
看護師同士のコミュン ケーション不足が発生 要因として報告され て いる。看護師の
安全に対する価値観や 認識、職場内での 関係 性という安全文化の欠 如が招いた医療
事故であることは明ら かだった。全国に 9 万 施設余りある 無床診療 所の安全の確保
は、日本の医療安全に おける喫緊の課題であ り、そこでの看護師の 果たす役割はき
わめて大きいことが分 かる 。しかし、医 療事 故が発生した事例から 良好な安全文化
を形成するための、前 向きな示唆を得ること は難しい。自らが目指 し目標にしたい
と思えるような看護師 の先進的な取り組み事 例を示すことが、無床 診療所における
看護師の医療安全への 取り組みを 促進するも のと考える。
【研究目的】
無床診療所の医療安全 に積極的に取り組んで いる看護師の日常の看 護業務におけ
る言動を、その文脈の なかで捉え記述するこ とにより、潜在的で看 護師にもしばし
ば意識されることのな い安全についての価値 観や認識、信念等の安 全文化を明らか
にする。
【研究方法】
１．研究方法：研究デザインはマイクロ・エ スノグラフィーである 。本研究は、無
床診療所の看護師チー ムという「単一の社会 的状況」において展開 される看護師の
言動をインサイダーと して観察し、安全文化 の抽出を 行うため、こ のデザインを選
択した。
２．データ収集と分析 方法： フィールドワークによるデータ収集と 分析は並行して
行った。参加観察での 観察メモは、その日のうちにフィールドノー ト に整理し、イ
ンタビューデータから は、 逐語録を作成した。そして、フィールドノート と逐語録
を熟読し、看護師の安 全についての考えや思 いが繰り返し現れてい る場面や、 看護
師同士や看護師長、院 長との関係性が表れて いる状況などを、その 場の文脈を壊さ
ないように取り出し、解釈を加えてテーマを 抽出した。テーマを抽 出する過程にお
いては、医療安全の研 究者 と看護学における エスノグラフィーに精 通した研究者の
スーパーバイズを受け ながら行った。また結 果の解釈にあたっては 、 テキスト解釈
の分野の研究者の助言 を得ながら進めた。さ らに結果の解釈の妥当 性 については、
情報提供者である看護 師長と看護師さらには 院長に確認した。
３．研究フィールドと 対象：研究フィールド は、地方都市の A 耳鼻 咽喉科である。
対象は、主情報提供者の看護師・准看護師 6 名と情報提供者の院長 である。 看護師
長や院長は、近年、学会誌や看護雑誌等で院 内の医療安全の取り組 みを公表し 、外
部への啓蒙活動を行っ て いる。公表された 安 全対策 は熟考されてお り、無床診療所
の限られた資源を効果 的に用いたものだった 。
４．研究期間：研究期 間は予備調査を含めて 約１年１ヶ月である。また、無床診療
所の特徴から、季節、 曜日、時間を考慮しな がらフィールドワーク を行った。

【倫理的配慮】
本研究は東邦大学看護 学部倫理審査会 の承認 を受け実施した（受付 番号 24026）。
【結果】
対象とした無床診療所を受診する患者の年齢層は乳幼児から超高齢者までと幅
広く、患者数は 1 日平均 150 名、多い日には 300 名にも及んだ。また診療では様々
な器械が使用され、侵 襲的な治療や処置が数 多く行われていた。
結果では看護師の言動 に繰り返し表れた現象 の意味を解釈し、看護師の安全を確
保する姿勢や方法が小 テーマとして 抽出され た。またそれらの小テ ーマは、看護師
が共有していた信念や 価値観を示す 6 つの安 全文化のテーマにまと められた。以下、
6 つのテーマとそれを構成する小テー マを示 す。
1.基本に忠実は、(1)流れを止めない手指擦 式法 と流れを止めてで もする石けん
手洗い、(2)二人の目で確かめる、の小テー マから構成され、 2.患者のつぶやきを
聞き逃さない、のテー マがあり、 3.言葉を交 わすことなく互の意図 を読み取るは、
(1)絶妙なフォロー、(2)一目でわかる白と黄 色のカード、の小テー マから構成され
た。さらに、4.柔軟に改善し続ける、のテー マがあり、 5.ミスは我 がこと は、(1)
共有されるミス、(2)間違いを言い合える、(3)未然に防がれた院長のミス、の小テ
ーマから構成された。最後に、 6.強い結びつきは、(1)気遣いと感謝 、(2)院長に称
賛される看護の技、(3)強みを伸ばす看護師長のもとで動機づけら れる看護師、の
小テーマにより構成さ れた。
看護師は患者への治療 が安全に行われるよう に、手指衛生や薬剤確認の基本的な
方法を忠実に行い、ふ と漏らした患者のつぶ やきを聞き逃すことな く治療の安全に
繋げていた。また看護 師は言葉を交わすこと なく互の意図を読み取 り、絶妙なフォ
ローを行うことで、受 診患者数が集中する時 であっても、チームで 安全な治療を支
えていた。さらに 、看 護師は仕事中に生じる 不具合や予測される危 険を素早くキャ
ッチし、ミスは我がこととしてみんなで 共有 し、柔軟に改善し続けるという、再発
予防に向けた前向きな 姿勢を共有していた。 患者の安全を確保する という姿勢は、
共通の価値観として、全ての看護師に浸透し ており、この姿勢 が無 床診療所の医療
の質を維持し向上させ 続けていた。看護師た ちが共有している安全 に対する前向き
な姿勢は、院長の気遣いに 感謝し、それに看護の技で応え、強みを伸ばしてくれる
看護師長に励まされ、さらに 信頼するチーム の一員でありたいとい う思い から生ま
れた強い結びつきによ って 支えられていた。これが、この無床診療所の「より安全
に」を基本に「より快適に」つな がる看護を目指していた看護師の 安全 文化であっ
た。
【考察】
以上の結果を踏まえて 、考察ではこれらの信 念や価値観が看護師に 深く浸透し、
当たり前のものとなっ ていた 4 つの安全文化 の基本的な前提認識を 明らかにした。
1 つ目は看護師がそれぞれに持っていた「安 全を守る強い使命感」 であり、 2 つ目
は互に言葉を交わすこ となく「チームパフォ ーマンスを高める暗黙 の協調」であっ
た。3 つ目は「より高 いレベルの安全を目指 す志向性」であり、こ れは『わからな
くて壁にぶつかると、みんなで分かるように する』、『やってみてう まくいかなかっ
たらまた話し合って、そのとき一番いい方法 を考える』、『間違えた ことはないけれ
ど、間違えるといけないので』という、 安全への自律的な思考や信 念・価値観によ
って構成されていた。 そして、 4 つ目は看護 師の安全文化を支えて いた、 看護師同
士、看護師長、さらに は院長との 「看護師の 安全を支える相互信頼 」であった。
【無床診療所における 看護師の安全文化の醸 成への示唆】
基本的な前提認識として明らかになった無床診療所における看護師の安全文化
の構成要素は、他の無 床診療所 の看護師が安 全を確保する上でも 重 要な 前提認識で
あ っ た 。 一 方 、「 チ ー ム パ フ ォ ー マ ン ス を 高 め る 暗 黙 の 協 調 」 の よ う に 、 安 全 文 化
が醸成され成熟したチ ームだからこそ実現可 能な前提認識も見られ た。
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論文題目：「無床診療 所の安全文化」
指導教員：中原るり子 （東邦大学看護学部准 教授）
平成 27 年 2 月 9 日、髙木廣文教授（主査 ）、遠藤英子教授、平 田省吾教授、中原
るり子准教授の 4 名か らなる審査委員会が 開 かれ、学位論文に関す る審査が行われ
た。以下に審査の概要 について述べる。
全国に9 万施設余り ある無床診療所の安全 の確保は、日本の医療 安全における喫
緊の課題である。しか し、施設数の多さから 立ち入り検査や公的機 関への事故報告
は十分に行なわれてい ない。本研究は無床診 療所において起きた院 内感染による死
亡事故が、無床診療所 の安全文化の欠如が招 いた事故であることに 問題意識を持ち
実施されたものである 。ただし、本研究は問 題事例の分析ではなく 、望ましい成果
を挙げている事例に着 目し、資源が十分とは いえない無床診療所に おい て看護師が
いかに医療の安全性を 確保しているかを１年 半にわたって現場に密 着し記述したも
のである。
本研究の目的は、無 床診療所の医療安全に 積極的に取り組む看護 師の日常業務に
おける言動を、その文 脈のなかで捉え記述す ることにより、潜在的 で看護師にもし
ばしば意識されること のない安全についての 価値観や認識、信念等 の安全文化を明
らかにすることである 。
研究デザインはマイ クロ・エスノグラフィ ーで、無床診療所の看 護師チームとい
う「単一の社会的状況 」に密着し、看護の現 場で展開される看護師 の言動をインサ
イダーの視点から観察 し たものである。観察 メモやインタビューデ ータから作成し
たフィールドノーツと 逐語録を熟読し、看護 師の安全についての考 えや思いが繰り
返し現れている場面や 、看護師同士や看護師 長、院長との関係性が 表れている状況
などを、その場の文脈 を壊さないように取り 出し、解釈を加えてテ ーマを抽出した。
テーマを抽出する過程 では、医療安全の研究 者と看護学におけるエ スノグラフィー
に精通した研究者のス ーパーバイズを受け、 結果の解釈にあたって は、テキスト解
釈の分野の研究者の助 言を得ながら進めた。さらに結果の解釈の妥 当性については、
情報提供者である看護 師長、看護師、院長に 確認した。
研究フィールドは、 地方都市の A 耳鼻咽喉 科である。対象は、主 情報提供者の看
護師・准看護師6 名と情報提供者の院長であ り、院長や看護師長は 、自院の安全へ
の取り組みを学会誌等 に公表し、その内容は 医師会等からも高い評 価を得ている。

研究期間は予備調査を 含めて約１年１ヶ月で あり、季節、曜日、時 間に偏りがない
よう配慮して行われた 。なお、本研究は東邦 大学看護学部倫理審査 会の承認を受け
実施した（受付番号24026）
対象とした無床診療 所を受診する患者の年 齢層は乳幼児から超高 齢者ま でと幅広
く、患者数は1 日平均 150 名、多い日には300 名にも及ぶことがあ った。診療では
様々な器械が使用され 、侵襲的な治療や処置 が数多く行われていた 。
フィールドノーツや 逐語録に繰り返し表れ た現象、すなわち看護 師の安全を確保
する姿勢や方法といっ た目に見えるものの意 味を分析し、小テーマ を抽出した。さ
らに小テーマを看護師 が共有する信念や価値 観という視点から分析 し、独自の安全
文化を抽出した。その 結果、この無床診療所 の看護師は患者への治 療が安全に行わ
れるように、手指衛生 や薬剤確認の基本的な 方法を忠実に行い、ふ と漏らした患者
のつぶやきを聞き逃す ことなく治療の安全に 繋げていた。また看護 師は言葉を交わ
すことなく互の意図を 読み取り、絶妙なフォ ローを行うことで、受 診患者数が集中
する時であっても、チ ームで安全な治療を支 えていた。さらに、看 護師は仕事中に
生じる不具合や予測さ れる危険を素早くキャ ッチし、ミスは我がこ ととしてみんな
で共有し、柔軟に改善 し続けるという、再発 予防に向けた前向きな 姿勢を共有して
いた。患者の安全を確 保するという姿勢は、 共通の価値観として、 全ての看護師に
浸透しており、この姿 勢が無床診療所の医療 の質を維持し向 上させ 続けていた。看
護師たちが共有してい る安全に対する前向き な姿勢は、院長の気遣 いに感謝し、そ
れに看護の技で応え、 強みを伸ばしてくれる 看護師長に励まされ、 さらに信頼する
チームの一員でありた いという思いから生ま れた強い結びつきによ って支えられて
いることが明らかにな った。
以上の結果を踏まえ て、考察ではこれらの 信念や価値観が看護師 に深く浸透し、
当たり前のものとなっ ていた 4 つの安全文化 の基本的な前提認識を 明らかにした。1
つ目は看護師がそれぞ れに持っていた「安全 を守る強い使命感」で あり、 2 つ目は
互に言葉を交わすこと なく「チームパフォー マンスを高める暗黙の 協調」であった。
3 つ目は「より高いレ ベルの安全を目指す志 向性」であり、 4 つ目は看護師の安全
文化を支えていた、看 護師同士、看護師長、 さらには院長との「看 護師の安全を支
える相互信頼」であっ た。これらの基本的な 前提認識は、他の無床 診療所の看護師
が安全を確保する上で も参考になる重要な前 提認識と考えられた。
以上の点から、本学位論文は看護管理学における医療安全管理上で極めて新規性
に富み、学位規程第２条に定める博士（看護学）の学位を授与することに値するも
のと判断した。また、申請者は看護学における研究活動を自立して行うことに必要
な高度な技術および研究能力と豊かな学識を有すると認め、論文審査ならびに最終
試験に合格と判定した 。

