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医療法人博康会 なかむら内科病院
看護部長 中村育美（認定看護管理者）

医療安全研修に
ナラティブを活用
「明日はわが身」。取り組みの共有が実現

　当院は病床数47床、病院職員数48人、
看護部職員数30人（平成24年２月１日現
在）という小規模な医療療養型病院です。
医療安全対策については、医療安全対策
委員会を中心に年間をとおして、さまざ
まな取り組みを行っています。平成23年
度は薬剤師が専任の医療安全管理者とな
り、リスクマネージャー（以下、RM）
とともに、全職員参加型活動の開始や、
研修会では実際の事象を全員で考え、共
有することを目的に、「ナラティブ」を
活用した新たな医療安全対策へ取り組ん
でいます。

施設の規模にかかわらず
求められる医療安全対策

　医療安全対策は施設の規模にかかわら
ず、安全な医療を提供するという当然の

役割として、全職種で協働しています。
急性期病院などでは、医療安全管理室は
当然の部署として設置され、専従の医療
安全管理者が活躍されていると思います。
　当院のように職員数に限りがある中で
は、部署の確立や専従の医療安全管理者
はもとより、専任者の選出も難しい状況
にあります。安全な医療を提供する者と
して、その対策に積極的に取り組むこと
を念頭に、看護師を医療安全管理者研修
へ参加させ育成にも力を注いできました。
　療養病棟入院基本料１を算定する当院
は、医療ケア度の高い患者さまが８割以
上を占めなくてはなりません。急性期病
院との医療連携を積極的に行い、その役
割を発揮していますが、ケア実践に満足
を得られない現状があります。
　現状、気管カニューレ挿入患者を含め
吸引を必要とする患者さまが47人中21人、
経管栄養を行う患者さま22人、モニター
管理８人、輸液管理７人、その他ADL
介助が必要な患者さまはほぼ全員です。
　このような状況を、看護配置基準20対
１（病棟看護師15人）でケア実践を行う
ことに、大変危機感を感じています。看
護配置数が少なく、患者さまのケア度が
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高くとも、安全な医療の提供は平等に求
められます。それは、医療者の責任とし
て当然と認識していますが、不安を感じ
ずにはいられません。このような現状の
中、医療安全対策への意識をどう働かせ
ていくかが課題となっていました。

自由な発想で取り組む
医療安全活動

　当院の医療安全対策委員会には、ユニ

ークな発想を提案する他職
種メンバーの存在もありま
す。これまでを振り返り、
平成23年度は医療安全対策
が職員に深く周知され、実
践できることを目的に、職
員参加型活動を行いました。
RMが行っている院内ラウ
ンドを、全職員が参加する

「まずやる隊」活動と名づけ、
取り組みました。
　ランダムに割り当てられ
た各職種が、「まずやる隊」
専用タスキを掛け、医療安
全や感染対策、褥瘡対策、
倫理問題など、その日の勤
務中に独自の視点と意識を
働かせ活動します（写真１）。
　また、発見した問題点に
対して実施した対応策は専
用ノートに記し、各RMが
委員会で報告・検討し、対
策を強化しています。
　その活動の指標として、
厚生労働省が2001年に公表
した「安全な医療を提供す

るための10の要点」を活用しています。
10の要点を月間目標として年間計画を立
て、ポスター表示による周知を図りまし
た（資料）。このような活動もすべて職
員の意識へ働きかけることを目的として
います。

医療安全をテーマにした
ナラティブ発表会

　10の要点の中に、「共有しよう私の経

資料　医療安全の年間計画をポスターにして院内に掲示

写真１	 全職員が参加して医療安全ラウンドを行う
「まずやる隊」
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特集３
医療安全研修に

ナラティブを活用

験　活用しようあなたの教訓」がありま
す。これを月間活動としてどのように取
り組むかと考え、看護師教育研修として
取り入れてきた「ナラティブ」の活用を
提案しました。
　他職種RMは、「ナラティブ」という
耳慣れない言葉に戸惑っていました。
　ナラティブは看護実践上に経験したこ
とを物語として語ることで、自己の看護
の振り返りとなり、そのときには考えら
れなかった自己の看護の意味や言動など、
新たな気づきを得るともいわれます。そ
の物語を聞く他の職員は、他者の看護実
践から自己の看護実践を振り返り、新た
な学びを得る機会ともなり、両者にとっ
ての「看護実践的知識」となるものであ
ることを説明しました。
　要点項目の取り組みとしてナラティブ
を活用し、他者の経験を共有することは、
医療安全の意識を高めることにつながる
と期待し、実施することになりました。
　これまで起こった事象に対策をたて、
職員への周知を働きかけても、同様の事

象の再発があり、そこには対策
が守られていなかったという残
念な現状がありました。その原
因は、個人の認知や意識が影響
していることも分かりました。
　医療安全研修にナラティブを
活用することは、自らが体験し、
誰にでも起こり得る出来事や重
大な事象につながったかもしれ
ない経験を他者と共有すること
で、職員の感性へ働きかけ、効
果を得られるのではと考えまし
た。

　第１回はRM自らが、紹介してもかま
わないと思う体験を語り合うことにしま
した（写真２）。当然、RMといえど倫
理的配慮は必要です。書きたくない内容
は書く必要はありません。第三者の出来
事をとおしてでも構わないことも伝え、
提出されたナラティブの内容を検討し、
発表者の選出を行いました。
　通常、ナラティブを書くに当たり、約
束事項が掲げられています（表１）。
　今回はRMも初めてであることを考慮
して自由記載とし、発表会で解釈と行動、
アウトカムを中心にコメントしました。
　今回、RM含め全職種からのナラティ
ブによって、職種が異なっていても、イ
ンシデント・アクシデントはさまざまな
内容で発生することが理解できたようで
す。初めての試みではありましたが、参
加者全員が語られる内容に真剣に聞き入
り、その表情から確実に各自の心に響い
たと感じました。
　日ごろ、語り合っているようであって
も当事者となれば話したくない、周囲の

写真２　考えや体験、対応などの共有が図れた
ナラティブの医療安全への活用



42 師長主任業務実践

職員も深くは聞けないという、どこかベ
ールに包まれたようなあいまいなまま過
ぎてしまうこともないとはいえません。
情報共有することは次の発生防止につな
がると、安全管理の中でもいわれていま
す。
　なぜその事象が発生したのか、当事者

を取り巻く環境やシステムなど、さまざ
まな分析手法を用いて検証し、対策を立
案することはRMや医療安全管理者の役
割であると認識しながらも、その対策を
全職員が真剣に受け止め、実践しなけれ
ば無意味といえます。
　研修終了後に「身につまされる思いで
聞いた」「明日はわが身という思いで医
療安全に取り組みたい」「自らも同じよ
うなことを経験していたので、改めて振
り返る機会となった」などの意見に手応
えを感じることができました。
　また、発表内容を後日、他者へ語る姿
も見られ、共有と活用につながっている
と実感し、月間の取り組みは成功したと
考えています。

　外来部門へ異動となり、業務や外来看護師としての役割も行えるようになったころの

ことです。診察を終えた20代の男性患者に「お大事に」と声をかけ、次の準備にかか

ろうと患者に背を向けて歩き出したとき、部長よりいつも指導されていた「診察室扉を

開けて患者さんを見送る」という言葉を思い出しました。「あっ、最後まで見送らなけ

れば」と振り返ったとき、患者は顔面蒼白で気分が悪そうに「貧血みたいです」と小声

で言いながら崩れ落ちるように倒れこんできました。

　私はとっさに支え、そばにいた事務職員に応援を求め、患者を処置ベッドに運びまし

た。医師の診察を受け、点滴を行い、何事もなく患者は帰宅しました。あのとき、決め

られた行動を思い出さず背を向けていたら、患者は転倒し、頭を打っていたかもしれな

い、とあの場面が思い出され、血の気が引く思いでした。

　診察室から待合室までの短い距離ですが、患者はいろいろな表情を見せてくれます。

検査結果が悪く、指導を受け、照れくさそうに帰られる方、ニコニコと安心した表情で

帰っていかれる方、説明が理解できず何か言いたげな方、本当にさまざまです。

医療安全研修　ナラティブ紹介

決められた行動が患者の危険を回避�
外来看護師　辻 小百合

ナラティブ❶

ナラティブ記載の約束事項
①自分はどのように考え、または、思ったか
（思考）、
②どのようにしようと考える、または、計画
した（意図）、
③起こった出来事の意味を説明する、あるい
は、解き明かす（解釈）、
④このように行動することでどうなったか、
結果や成果を書き表す（行動とアウトカム）

表１　ナラティブを書くうえでの約束
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特集３
医療安全研修に

ナラティブを活用

　脳梗塞後遺症で左片麻痺を呈し、両下肢には顕著な拘縮がみられ、基本動作やADL

動作はほぼ全介助の患者が、いつもリクライニング型車いすを使用していました。

　入院時より、健側上肢で肘掛をつかまえ、自力で体を前方へ動かそうとする動作がみ

られていたため、車椅子乗車時には抑制帯を使用していました。しかし、最近ではこの

ような動作もみられず、漫然と抑制することが良いのか、また、反対に抑制に不快を感

じ、体を動かしていたのではないか、との意見が出されました。

　倫理委員会においても、抑制帯使用は身体抑制となることから、再三検討を行い、患

者の状態評価を行ったうえで、以下の約束事項を設け、乗車時の抑制帯使用を解除しま

した。

１．座面に角度をつけ後方に重心を置く（座面前方を少し上げる）。

２．できるだけ座面に深く座らせる。

３．フットレストをしっかりと使用する。

　しかし、食堂から自室への移動中に車いすからの転落事故が発生してしまったのです。

　前頭部を強打されたのですが、幸いなことに外傷等はありませんでした。アクシデン

ト発生後、すぐに病棟スタッフに説明を行うとともに、約束事項を記載したプレートを

車いすに取り付け、周知を図りました。しかし、再び転落事故が発生したため、医師よ

りリクライニング車いすの操作方法を、職員一人ひとりに確認するよう指示がありまし

た。

　その結果、ほぼ８割のスタッフに誤操作がありました。車いす座面の角度調整のレバ

ーと同時に、背面の角度調整レバーも操作しており、座面ではなく背面が後方に倒れる

ような操作を行っていました。これにより臀部の前方へのずれが生じ、患者は体勢を戻

そうとすることで転落事故が発生したと考えられました。

　安全面を考慮したうえでの車いす操作は当然です。時に抑制帯の使用も患者の安全を

車いす操作の不備から起こった出来事を振り返って�
リハビリテーション室 理学療法士　川野孝幸

ナラティブ❷

　そんなときに声をかけ、その短い距離を患者との大切な時間とすることも、外来看護

の重要な役割と思います。

　扉を開け、待合室へ行く患者を見送るという行為も大切な看護であり、外来看護の中

の基本行動として示されており、その行動が今回のように患者の危険を回避することに

つながったと考えます。

　忙しさに流されるのではなく、その行動に求められているものが何なのかをしっかり

と理解することで、日々の行動につながっていくことを改めて感じる出来事でした。来

院される患者に安心していただける看護を提供し、「この病院にまた来よう」と思って

いただけるよう努力し続けたいと思います。
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ナラティブ研修を終えて

　今回のナラティブ研修の終了後のアン
ケート結果から、医療安全への意識や各
自の思いへ効果をもたらしたと考えてい
ます（表２）。
　RMや医療安全管理者の働きかけや伝
達は当たり前として、どこか他人事のよ
うにとらえていなかったとはいえません。
しかし、他者のナラティブを聞き、自ら
もそこに介入していたことや、同じよう
な経験をしていたことを振り返ることで、
現在の自己を客観的に評価することにつ

ながったと考えます。
　それは倫理委員会でも、ナラティブを
用いた倫理研修を開催したことからも感
じます。互いに共有し合うこと、それが
交流となり、医療安全対策に取り組む職
場環境をつくり上げると信じ、今後も職
員の感性に働きかける取り組みを継続し
たいと考えています。

表２　研修後アンケートより抜粋

１.ナラティブ発表を聞き、感じたこと・学んだこと
・自分の行動を振り返るきっかけとなった
・情報共有、声かけ、ダブルチェックの重要性を再認識した
・自分の思いと重なり涙が出そうになった
・一つひとつの行動を確実に行うことの大切さを再認識した
・知識がある人もヒヤリハットは起こすのだと知った。人間はミスを犯すものとして、その後の振
り返りや行動が大切と実感した

・誰にでも起こることは自分にも起こること
・経験を教育に活かし、共有して学習したい

２.明日からの行動にどう活かすか、行うか
・確認動作を今まで以上に行っていく
・各職種との情報共有をしっかり行う
・患者さんの動きに予測を持ちながら対応を心がける
・報告、連絡、相談、確認、観察を実践する
・分からないことは聞き、聞かれたら気持ちよく答える雰囲気づくりが大切
・互いに声をかけ合いながら協力して業務を行っていく

考え必要となります。しかし、ADLアップを図るうえで、漫然と使用することは好ま

しいとはいえません。

　今回のアクシデント発生に関し、介助操作を行う者として、職員自らが正しい操作方

法を習得することへの意識と責任が求められ、そして、その技術が適正なものかを理学

療法士として確認・指導を行うことも必要であったと考えます。

　このことがきっかけとなり、統一した介助技術を求める際は、必ず実技を用いた伝達

を行うようにしています。患者への安全な医療の提供は、他職種との密な連携のもとに

実践できることを痛感した一事例でした。
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