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始める

　「活気あふれるイキイキと働ける職場と，インシデントが多
くスタッフ教育が進まない職場では何が違うのか？」。そんな疑
問を私は常に抱いています。医療安全管理者の方にインタビュー
をしたり，病院を見学させていただいたりする際に，会話をして
いると両者の違いが明らかになることがあります。どうすれば安
全でパフォーマンスが発揮できる職場になるのか？　そんな疑
問を，最新調査や私が経験したことから明らかにしていきます。

初級編：心理的安全性とは
　インターネット検索で有名なグーグルは，“「効果的なチーム
とは何か」を知る” というテーマで，プロジェクト・アリスト
テレスを立ち上げました。パフォーマンスのよい組織と悪い組
織の違いはどこにあるのか？　さまざまな調査から判明したこ
とは，パフォーマンスのよい組織には心理的安全性があるとい
うことでした。
　心理的安全性とは，メンバー各自が他のメンバーから受け入
れられ，安心していられる心理状態のことです。「批判された
らどうしよう」「恥をかきたくない」「否定されたらどうしよう」
という気持ち（図１）の真逆の状態です。このような気持ちで

職場の心理的安全性チェックと
質問力

１．よいチームには心理的安全性が必須

２．“承認＝甘やかし”ではない

３．自覚と気づきを深めるために，質問が有効

今回のポイント

本稿で紹介している「質問力簡易チェックリスト」が
本誌読者専用サイトからダウンロードできます。

ダウンロード教材

https://www.nissoken.com/ps/
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働ける時に組織力が増し，個人のやる気や能
力が発揮されやすく，かつ職場のルールも守
られるということが明確になっています。
　心理的安全性は，表１のチェックリストで
計測できます。チェックリストは35点満点
です。
30点以上：かなりよい職場です。さらなる
飛躍が期待できそうです。
22 ～29点：現状はよい職場です。今は問
題がないようですが，潜在的な問題がある
可能性があります。
15 ～21点：ややよい職場ですが，改善が
必要です。
14点以下：手当を急いだ方がよいと思われ
ます。

中級編：心理的安全性とは
甘やかすことではない
承認が「やる気」を高める
　心理的安全とは，メンバー相互がお互いを
認め，尊重することです。否定や批判，言い
訳や自己弁護，虚偽報告を防止することが，
組織のパフォーマンス向上に大きく寄与しま
す。さらには，インシデント発生時の正確な

フォローも可能ですし，再発防止に直結する
行為です。
　しかし，どうしても人間は，周囲から責め
られたくない，仲間外れになりたくない，み
んなの輪から浮きたくない，という心理が働
いてしまいます。その自己防衛の心理を弱め
るためには，承認の技法が有効です。最新研
究では，上司が部下に小さな変化（ポジティ
ブなもの）や小さな進歩を示すことによっ
て，組織の結束力が増し，各々のモチベー
ションも向上するということも明らかになっ
てきています。
　人間というのは不思議なもので，高い成果
が出ていても，それが毎回続くと飽きてしま
うのです。ついには手を抜きはじめてしまい

図１ 心理的安全性が低い状態

失敗したら
怒られる

批判されたく
ないから
積極的には
行動しない

怒られたくないから
本当のことは言わない

迷惑かも
しれないから
見て見ぬ振り

職場の中でミスをすると，たいてい非難される

職場のメンバーの間で，課題や難しい問題を指摘し合える

職場のメンバーは，自分と異なることを理由に，他者を拒
絶することがある

チームに対してリスクのある行動を取っても安全である

職場の他のメンバーに助けを求めることは難しい

職場のメンバーは誰も，他人の仕事を意図的におとしめる
ような行動をしない

職場のメンバーと一緒に仕事をする時，自分のスキルと才
能が尊重され，活かされていると感じる
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そうである

０

５
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まあ
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２

４
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そうである
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２
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２

４

２

２

そうではない

５

０

５

０

５

０

０

総合計
エイミー・Ｃ・エドモンドソン著，野津智子訳：チームが機能するとはどういうことか―「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ，英治出版，2014.より改変

表１ 現状把握のためのチェックリスト
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ます。逆に，毎日少しずつでも向上している
と，たとえそれが些細なものであっても，や
る気が増すのです（図２）。そういう意味で
は，上司はスタッフの日々の変化に敏感であ
る必要があるかもしれませんね。

「自覚」「気づき」を育てる質問力
　「スタッフの日々の変化に気づきましょう」
「承認は大切です」。そのように私が解説する
と，時々次のような相談や質問を寄せられる
ことがあります。「スタッフを褒めるばかり
で，注意ができない」「仕事をしないスタッ
フを放置しておけばよいのか？」「甘い顔を
見せると，職員が調子に乗る」など。なるほ

ど，こうした意見が出てくるのも当然です。
目的を見失うと，相手に気を使い合う馴れ合
いの関係性になってしまいます。職場は仲良
しクラブではなく，共通の目的に向かってお
互いに協力し合うために存在します。馴れ合
いムードにならないために，目的や役割，自
覚や気づきは大切です。
　これまで精神論で語られることが多かった
自覚や気づきですが，単なる精神論で終わら
せないために，上司からスタッフへの，ある
いはメンバー同士による質問が有効です。質
問することによって，さまざまな効果が見込
めます（表２）。特に今回強調したいのは，
オートクライン効果です。自分が話した言葉
（内容）を自分自身で聞くことによって，自
らが考えていたことや感じていたことに気づ
いていくのです。自覚や気づきを深めるため
に，ぜひ質問を活用していただきたいと思っ
ています。
　自分の質問力向上のために，時々は自己
チェックしてみることをお勧めします。質問
に苦手意識がある人は，まずレベル３を目指
しましょう。質問力に自信がある人は，レベ
ル５をキープできているかどうかがチェック
ポイントです（表３）。

上級編：質問力向上のために
質問の３つの目的
　質問の大切さについて説明してきました。
　では，質問の目的とは何でしょうか？
　これを読んだ皆さんは，「え？　質問の目
的？？」「質問の目指すところって何だろう？」
などと考えはじめたと思います。このように
質問は，思考を特定の方向へと向かわせる効
果があります。質問の目的には，「好感度アッ
プ」「情報収集」「行動の促進」の３つがあり
ます。

図２ やる気が出る成長曲線

30日
前

20日
前

10日
前

今日

当たり前 成長を実感

30日
前

20日
前

10日
前

今日

10 10 10 10 10

５

２
１

•理解を確認することが
できる

•情報が得られる

•相手が話しやすくなる

•関心を示されて嬉しい

•興味を持たれて安心

•気づきが増大

•思考の角度が変わる

•思考の型ができる

•行動の促進

表２ 質問の効果

０：自分の話をして，助言を与える
１：閉じた質問を行う
２：質問を重ねて尋問にしてしまう
３：開いた質問を行う
４：関連のある質問を続けられる
５：信頼関係を築きつつ，必要な情報を共有する

ことができる

表３ 質問のレベル
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■好感度アップ
　まず，何といっても質問することで，好感
度アップが見込めます。私は看護学生に「ど
んな人と友達になりたいか？」という質問を
毎年行っていますが，「話を聞いてくれる人」
という回答が毎年上位に入ります。「恋人に
求める条件は？」という質問でも，「聞き上
手」は「イケメン（美人）」と並んで上位に
ランクインします。「どんな看護師にケアさ
れたいか？」という質問にも，「優しい看護
師」「思いやりのある看護師」に次いで，「話
を最後まで聞いてくれる看護師」が上位です。
　好感度アップというのは，質問の隠れた効
果になります。なぜ質問が好感度を上げるこ
とにつながるのかと言えば，人間は関心を示
されたり尊重されたりすることを喜ぶからで
す。心理学の専門用語では，好意の返報性と
言います。相手が話したくない場合は別です
が，質問されたり尋ねられたりすると，たい
ていの人はよい気分になります。自分をよい
気分にしてくれた人を好きになるという傾向
があるので，好感度がアップするというわけ
です。もちろん，それによって心理的安全性
も高まります。
■情報収集
　情報収集は，質問の分かりやすい効果で
す。質問によって，5W1H（誰が，いつ，
どこで，何を，なぜ，どのように）など，相
手の考えや気持ちを知ることができます。相
手の予備知識や，やる気の度合いを知ること
もできます。相手のことが分からなければ，
効果的にかかわることは難しくなります。ま
してや，こちらの指示どおりに動いてもらお
うと思えばなおさらです。相手のことをよく
知るために，質問を使ってみてください。
　「なんでこの人は，何度注意しても同じミス
を繰り返すのだろう？」と自問することもあ

ると思います。しかし，それは相手のことが
知りたいわけではなく，相手を責める気持ち
になっているだけの場合が多いです。特に日
本人は，相手に嫌われたくない，相手に失礼
があってはいけない，という加害恐怖が強い
です。その心理が相手の尊重につながるよい
点でもあるのですが，行き過ぎると，相手に
質問せずに自問だけが繰り返されるという悪
循環に陥ってしまいがちです。相手のことは，
どれだけ考えても分からないことが多いです。
自問を繰り返すくらいなら，質問してみるこ
とをお勧めします。ただし，質問の仕方は大
事です。「なんで，あなたは行動が改まらない
の？」という質問は効果的ではないからです。
質問された側は「責められた」と感じること
が多いでしょうし，自己弁護が先に立って，
行動変容につながる確率が少ないからです。
■行動の促進
　行動の促進も質問の効果の一つです。多く
の人が，他人から強制されたり命令されたり
したことには従いたくない一方で，自ら思い
ついたことや自分で決断したことに対しては
喜んで従います。質問を使うことで，相手に
強制することなく，自発的に行動するきっか
けをつくるのです。

質問力チェック
　現在の自分の実力を測るために，質問力簡
易チェックリストを作成しました（表４）。
合否のレベルは設定していません。項目ごと
に点数が高い部分は，あなたの強みです。こ
れからも磨きをかけていってほしいです。点
数が低い部分は，苦手な部分です。「苦手を
克服するには？」と自分に質問しながら，読
み進めてみることをお勧めします。
　ちなみに，私が自分自身によく行っている
質問は，「もっと楽に成果を上げるにはどう
すればいいだろう？」ということです。すぐ
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に答えが出なくても焦る必要はありません。
何となくでよいので，この疑問を持って日常
を過ごしていると，改善のヒントが閃くこと
が多いです。私は毎日30冊の読書をしてい
ますが，何の疑問も抱かずに読書しても，ほ
とんど頭に残りません。本を開く前に「私は
この本から何を学びたいのだろうか？」など
と自分自身に質問してから，読みはじめます。
読書を効果的にする質問なので，お勧めして
おきます。

効果的な質問って，どんなものなの？
　効果的な質問を考えるよりも，まずは相手
と会話することを選んでほしいのですが，そ
うは言っても予備知識が欲しい人もいるで
しょう。質問の種類や効果についてお伝えし
ていきます。
　質問の基本は，相手が答えやすい質問を選
ぶ，ということです。一般的には，開いた質
問よりも閉じた質問の方が答えやすいです。
それぞれの違いについては，表５にまとめて
おきました。

　理想を言えば，初めは開いた質問を使うこ
とが望ましいです。しかし，そこで相手が答
えにくそうな気配を見せた場合には，すかさ
ず閉じた質問へと変更すると会話の流れがス
ムーズになります。例えば，次のような具合
です。
上司「仕事のはかどり具合はどう？」
部下「えっと…」（少し言いよどむ）
上司「予定どおり進んでいる感じ？　それと
も何か手伝いが必要？」

部下（表情がパッと明るくなる）「あっ，ちょっ
と問題ってほどでも，ないんですが…」

上司「そうなの。ちょっと詳しく教えてもら
える？」

質問の４つの窓
　相手のことや状況について根掘り葉掘り聞
けばよいというものではありません。仕事や
人間関係を効率的に向上させていくために，
私自身は４つの窓（図３）を意識しながら質
問を展開しています。
　この中で最も大切な領域は，「目標」に関
する部分です。質問が終わる時，それは「目
標」に向かって行動ができる見通しが持てた
時です。「何かできそう」「これからやってい
けばいいんだ」と具体的な行動が見えるとい
うことが重要です。質問を展開する時の注意
点としては，質問に質問を重ねないことで
す。そうすると，まるで尋問のようになって

事実よりも相手の気持ちを理解しようとする

よく人から聞き上手だと言われる

自分から積極的に「教えて」と他人に素直に言えるほうだ

分からないことは，質問をして相手に確認している

人から「あなたは話しやすい」とよく言われる

自分が答えにくいことは，相手に質問しないようにしている

総合計

常にそう

５

５

５

５

５

５

だいたい
そう

４

４
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４

４

４

時々そう

３

３

３

３

３

３

まったく
ない

１

１

１

１

１

１

あまり
ない

２

２

２

２

２

２

表４ 質問力簡易チェックリスト

ハイ・イイエ，または数
字など限定された答え。

回答するのが楽な場合が
多いが，会話の方向性が
限定される。

自由に回答できる。

考えないと答えられない。
相手が自由に自分の考え
を述べることができる。

閉じた質問 開いた質問

表５ 閉じた質問と開いた質問の違い
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しまって，信頼関係を構築していく妨げに
なってしまうからです。質問をしたら，相手
の発言を確認していきます。
　医療関係の方に特徴的なのは，リスクを避
けたいがために，問題に焦点を当てることが
多いことです（過去と否定）。「過去に起こっ
たこと」「何ができていないのか？」を扱う
目的は，あくまでも解決法を探るためである
という視点を忘れないでいてほしいのです。
例えば，次のような具合です。
部下「スタッフのＡさんのことなんですが，
返事はいいんですけど，ミスも多くって…」
（困った顔）
上司「Ａさんのミスが多いのね」（真剣な表
情で）
部下「そうなんですよ。『ハイ！』と返事は
元気なんですが…」
上司「何か思い当たる原因ってある？」
部下「うーん。確認の仕方が悪いのかなぁ」
上司「確認って？」
部下「『分かった？』と尋ねて，『ハイ！』と
言われたら，すぐに引き下がるのが悪いの
かもしれません」
上司「なるほど，すぐ引き下がらずに，どう
いったことをすればいいんだろうねぇ」
部下「今度からは，どの程度分かったのか，

相手の口から確認の言葉をもらおうと思い
ます」（顔が元気になる）

質問の時に有効な自己開示
　質問は，問題解決や信頼関係の構築に有効
な手段です。しかし，一方的に質問が続くと
相手の人が「なんだかズルイ」「一方的に情
報を取られている」とネガティブな感想を持
つようになってしまうかもしれません。
　そこで適当なところで，自分のことを正直
に打ち明ける自己開示という方法が有効にな
ります。その際には，「自分はこんなふうに
できるんだ」「こんなふうに成功してきた」
という自慢話よりも，失敗体験を語ることが
有効です。「私も苦労した」「実はこんな失敗
をした」と弱みを相手に見せることで，正直
な回答が得やすくなります。注意点は，自己
開示をすればよいというものではない，とい
うこと。自己開示の目的は，あくまでも相手
が質問に答えやすくなるきっかけにしたり，
信頼関係の構築に役立てるためです。愚痴っ
ぽくならない程度に，相手が引いてしまうほ
ど大げさにならないように注意しましょう。
　あるいは開いた質問で，相手が答えにくそ
うにしていた場合には，質問の意図を伝える
のも有効な手段です。多くの人が，「相手か
ら嫌われたくない」という心理が働いて，答
えをためらう場合もあるからです。「今日の
業務はどうだった？」という漠然とした質問
よりも，「あなたが働きやすいようにサポー
トしたいと考えているの。今日の業務はどう
だった？」と伝えることで，相手は安心して
答えることができるでしょう。
　「開いた質問にはどんな言葉があるのか知
りたい」という要望も時々寄せられますの
で，念のために質問の種類について表６にま
とめておきました。この一覧表を参考に自分
の質問スキルを磨いていってみてください。

図３ 質問の構造（４つの窓）

過去 未来

成功体験領域

•これからどうする？
•次に何ができそう？
•１年後どうなっていたい？

•このままだとどうなる？
•できないとどうなる？
•ミスを続けると…？

•できたことは？
•嬉しかったことは？
•頑張ったことは？

•なぜやらなかったの？
•どうしてできないの？
•何が分からなかったの？

目標領域

リスク領域失敗体験領域

肯
定

否
定
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本当は怖い，こんな質問
　「スタッフが気持ちよく動ける指示・説得・
話し方」というセミナーも全国で展開してい
ますが，その中でも次の言葉に注意を払うよ
うにと伝えています。
分かった？　できる？　大丈夫？
　「分かった？」と相手に質問すれば，「ハイ」
という回答が返ってくるに決まっています。
「できる？」「大丈夫？」も同様です。「ハイ，
できます」「ハイ，大丈夫です」と決まった
答えが返ってくるので，質問することにあま
り意味がないということが分かります。
　効果的な質問をするためには，「どの程度
分かった？」「具体的には，どの程度できそ
うな感じ？」「どのあたりが大丈夫そう？」

と程度を尋ねていくのがよいでしょう。人
は，聞いた言葉よりも自分の口から出た言葉
の方を重視する傾向があります（オートクラ
イン効果）。程度を質問することは，具体的
に確認すると同時に，実行の可能性を高める
ことができるのです。

まとめ
　いかがだったでしょうか？　本稿を読んで
みて印象に残ったことは何ですか？　ポイン
トを３つ挙げるとしたら？
　…と，質問の仕方を変えることによって，
思考や行動が変化するということを体感して
いただけたと思います。次回も心理的安全性
に役立つ最新の知見を皆さんにおすそ分けし
ていこうと思います。

参考文献
１）「効果的なチームとは何か」を知る
https : / / rework .w i thgoog le . com/ jp/gu ides/
unde r s t and i ng - t e am - e f f e c t i v ene s s / s t ep s /
introduction/（2020年４月閲覧）

２）テレサ・アマビール，スティーブン・クレイマー著，
中竹竜二監修：マネジャーの最も大切な仕事―95％
の人が見過ごす「小さな進捗」の力，英治出版，2017.

３）エイミー・Ｃ・エドモンドソン著，野津智子訳：
チームが機能するとはどういうことか―「学習力」と
「実行力」を高める実践アプローチ，英治出版，2014.
４）白石邦明：スタッフの思考・行動が変わり看護現場
がひとつになる３カ月プログラム―師長・主任が協働
して革新！，日総研出版，2013.

What（何を）

Why（なぜ）

Who（誰が）

Whom（誰に）

When（いつ）

Where（どこで）

How（どのように）

How much（いくら）

内容，手段，種類，性質，目的

意義，目的，動機，理由，背景

中心人物，担当，主人公

相手，関係，人数

タイミング，期限，時間，頻度

場所，位置，屋内，屋外

手段，方法，段取り，期待度

数量，予算，単価，範囲

表６ 質問の種類（6W2H）
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前
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全
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ラ
ム
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ラ
ム
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載

第
29
回

辰巳陽一
近畿大学病院において，2012年から医療職以外の職種も含む全職員への受講を目標に，院内
でのTeamSTEPPS研修を続けている。また2013年８月には近隣の病院と共同し，南大阪医
療安全ネットワークを設立。米ワシントン・プロビデンス病院におけるTeamSTEPPSマスター
コースならびにAHRQ主催によるプライマリケアバージョンのマスターコースを修了。

TeamSTEPPS Master Trainer
近畿大学病院　病院長補佐／安全管理部　教授

新型コロナ隊長就任
　我々は今，新型コロナウイルス（COVID19）

感染症の荒波に身を任せ，日常生活を変える

ことを余儀なくされています。そんな中で，

読者の皆さんの中には，医療崩壊の足音にお

びえつつも気力を振り絞って闘っておられる

方も多いことと思います。

　まず，皆さんに心からエールを送ると共に，

無事闘い抜けることをお祈りします。

　本誌が刊行される頃には，猛威を振るう新

型コロナウイルスも収束に向かっていればい

いですね。

　コロナ騒動がまだ本当の深刻さを帯びる

前，予定されていたすべての講演会，研修会

が中止・延期になり残念な想いをしていまし

た。一方で，予想外の時間が生まれたので，

これまで溜まっていた仕事を片付けてしまお

うと目論んでいたのですが，それははかない

夢に終わります。

　ちょうど前回（本誌Vol.７，No.５）のコラ

ムで，新型コロナウイルスの悪口を散々書い

た後でした。口は禍の元とはよく言ったもの

で，ひょんなことから感染の素人（セミプロ

くらいでしょうか？）の私が病棟のコロナ対

策を率いることになってしまいました。この

役回りを引き受けた理由は，たまたま顔を出

した「上層部コロナ対策会議」で具体的な対

策が遅々として進んでいなかったことに男気

を出してしまったからですが，その私の勢い

は２つの障壁の前にすぐ後悔に代わります。

　まず，個人防護具をはじめとする物資が数

週間で枯渇するということを知ることになり

ます。また，新型コロナウイルス感染患者の

診療計画は感染対策チームが立てていたもの

の，組織としての基本的な新型コロナウイル

ス感染対応計画，新型コロナウイルス感染患

者が院内発症した後の病棟運営，外来での潜

在的新型コロナウイルス感染患者への対応な

ど，課題は山積みでした。悲しいかな，それ

まで当事者意識に欠けていたきらいがあった

私は，友人である感染や呼吸器の専門家，ホッ

トゾーンの関東の病院の皆さんからたくさん

の情報をいただきつつ，必死のパッチで文献

とガイドラインを読み漁り，にわか新型コロ

ナ対策担当となりました。

新型コロナ対策への
医療安全的アプローチ

　ただ，少し学習が進み全体像が見えてくる

と，異なった思いを抱くようにもなってきま

した。この役回りを仰せつかって，若干手前

味噌ながら，医療安全的な思考は案外役に立

つのではないかと思うようになってきたので

す。基本的には新型コロナウイルス感染の危

機ですから，その解決のために必要な内容を

要因分析してみましょう。

　まず，私自身（本人）の課題として，新型

コロナウイルス感染症の感染様式，臨床病態

を理解する必要がありました（Ｌ）。危機管

新型コロナ隊長就任

新型コロナ対策への
医療安全的アプローチ

新型コロナ対応から医療安全を学ぶ
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理という面では，ソフト面では患者の感染拡

大の要因を洗い出し，職員の感染予防の具体

的な対策を考えマニュアル化し共有しました

（Ｓ）。また，情報や物流管理のハード面では，

コロナ情報のカルテ上の共有，必要な人工呼

吸器，ポンプ・シリンジ，個人防護具の洗い

出しと調達を行いました（Ｈ）。そして，す

でに新型コロナウイルス感染患者対応病棟は

整備されていましたが，新型コロナウイルス

感染患者がオーバーシュートしたことを想定

して，病院棟の一部を空けて疑似患者・濃厚

接触者のフロアにする準備などの環境設定が

必要でした（Ｅ）。さらに，すべての病棟で

新型コロナウイルス感染患者の院内発生の可

能性があり，そのためのコホート用病室を各

病棟ですぐに用意すべく患者調整を行う必要

もありました。一番難渋したのが，自分以外

の人の問題として，疑似患者・濃厚接触者用

病棟の診療科医師との交渉・折衝，そして不

安になり業務拒否をする勢いの警備，清掃，

事務，食堂・売店などの委託業者さんたちと

の意識共有でした（Ｌ）。

　そして，最大のポイントは，スピードを第

一目標とした管理命令系統の変更でした（ｍ）。

具体的には感染リーダー，重症患者向け救急

病棟リーダー，臨床的な呼吸器科のリーダー，

そして私の４人が全権を病院長から委任され，

それまでの上位委員会の承認後の運用ではな

く，基本的にこの４人と看護師のリーダーを

加えて決定した内容を，事務・コメディカル

のリーダーと調整しながら，病院上層部と事

後承諾，事後修正しながら運用していく形に

大幅に変更しました。

　ここで必要だったのは，「スピードと周知」

でした。この形態はいみじくも，アメリカ空

軍の反逆児，ジョン・ボイド大佐によって提

唱された「OODA（ループ）」というシステム

にほかなりません。「OODA」は，観察（Ob

serve），情勢への適応（Orient），意思決定

（Decide），行動（Act）の頭文字を取ったも

ので，元来はパイロットの意思決定を対象と

したものですが，今では作戦術・戦略レベル

だけではなく，ビジネスや政治などさまざま

な分野でも導入されており，あらゆる分野に

適用できる一般理論（Grand theory）と評さ

れています。我々医療安全のチームも，ト

レーニングされた現場チームに権限を委譲し

つつ医療安全対応を速やかに行いたいと模索

していた最中であり，一つのビジネスモデル

を目にした気分です（図）。

　これらに加え，患者さん向けに，マスクの

着用，他病棟への移動や面会の基本的禁止な

どの理由を理解していただいた上でご納得い

ただくことで第一段階が終了しました（Ｐ）。

　ここまでを読んで，何かお気づきになりま

せんか？　これは，根本原因分析法の一つであ

る河野龍太郎先生が提唱された「PmSHELL」

モデルの要素に符合します。

　「PmSHELL」の詳細は他稿に譲りますが，

これはKLMオランダ航空フランク・Ｈ・ホー

チェット・リチャーズ著，原田勉訳：OODA LOOP―次世代の最強組織に進化する意思決定スキル，東洋経済新報社，2019.より筆者作成

図  医療安全における「OODA」ループ

FF（Feed Forward）：前向きな話し合い　　FB（Feed Back）：振り返り

現場チーム
（安全チーム）

管理チーム
（安全チーム）

FF FF FF

FB
FB

FB

事例観察
（Observe）

状況判断
（Orient）

計画決定
（Decide）

行動
（Act）

トラブル相談依頼

依頼
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キンズ機長が提唱したSHELLモデルに，河野

先生が表１のように「management：管理」

と「Patient：患者」の要因を取り入れて提

唱されたものです。今回の内容はもちろん事

故分析ではありません。ただし，このような

要因が抜けると，組織的にCOVID19感染対

応という医療行為における事故が起こり得る

と言えるかもしれません。

新型コロナ対応は適応課題
　ただ，事はそう簡単に進んだわけではあり

ません。ハーバードビジネススクールでリー

ダーシップ論の権威であるロナルド・ハイ

フェッツは，世にはびこる問題を２つに分類

しています。１つは，既存の知識，方法で解

決できる「技術的問題（technical problem）」，

もう１つは，既存の方法で機械的に解決する

ことができない複雑で困難な問題である「適

応課題（adaptive chal lenge）」です（表２）。

　例えば，「技術的課題」は医療安全の分野

で考えるのであれば，医療事故を「根本原因

分析」するとか，現場の状況を5S（整理，整

頓，清掃，清潔，しつけ）を踏まえて検証す

るとかでしょうか。一方で，「適応課題」と

は人の信念や価値観，習慣などを変えること

を要する課題です。感染対策的には常識的な

提案も，飛沫感染に興味のない医療者には，

なかなか理解を得られず，解決策が見つかり

ませんでした。今回少なくない医師の意見は，

新型コロナウイルス感染患者に近づきたくな

い，私の患者だけは100％感染させるなとい

うものでした。適応課題を解決するには，そ

れまでの自分の主張を変え，新しい方向性を

見いだす必要があります。しかし，いくら論

理的に説明したつもりでも，次々と感覚的で

本質的ではなさそうな理由を持ち出され，事

は暗礁に乗り上げていきました。理屈ではな

く，「なぜうちの病棟を取られるのだ」とい

う不満が隠れていたのです。

　ハイフェッツは言います。「合理性を主張

するのではなく，変化がもたらす恐れを相手

が乗り越えることを可能にする必要がある」

と。そして，この内容を理解するためには，

「適応課題」の４つの型を知ることが助けに

なるかもしれません。

　４つの適応課題の形態のうち，１つ目は

「ギャップ型」と呼ばれ，建前の価値観と現

実に実行すべき価値観が異なる場合で，今回

の適応課題もこの傾向があったようです。２

つ目の「対立型」は，考え方の枠組みが異なっ

ていることから来ますが，これも今回の問題

と合致しそうです。３つ目は「抑圧型」で，

新型コロナ対応は適応課題

Ｌ：Liveware（中心のＬ）
　　本人

Ｈ：Hardware
　　ハードウェア

Ｓ：Software
　　ソフトウェア

Ｅ：Environment
　　環境

Ｌ：Liveware（下のＬ）
　　周囲の人

ｍ：management
　　管理

Ｐ：Patient　患者

身体的状況
心理的・精神的状況
能力（技能・知識）

マシンインターフェース
機器の設計
機器・配管の配置

マニュアル
手順書
教育・訓練用教材

作業環境（照明・騒音）
作業特性（非定常作業，起
動・停止作業）

コミュニケーション
リーダーシップ
チームワーク

組織・体制
職場の雰囲気づくり
安全文化の醸成

患者の医療チームへの参加
河野龍太郎：ImSAFER2010ver1.0より筆者作成

表１  P-mSHELLモデル

明確

不明確
検証・学習が

必要

技術的
問題

適応
課題

明確

不明確
複合的な

問題解決方法の
起案が必要

権威者

現場の当事者

問題の特性 解決法 リーダー

宇田川元一：他者と働く―「わかりあえなさ」から始める組織論，
ニューズピックス，2019.より筆者作成

表２  技術的課題と適応課題
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言いにくいことを口に出せないような関係で

すが，今回は逆に出しすぎだったのかもしれ

ません。そして４つ目は「回避型」で，痛み

や恐れを伴う本質的な問題を回避したりすり

替えたりすることを指し，当施設だけではな

いでしょうが，これは最も避けなければなら

ないものの一つでした。

　この適応課題の解決の糸口は，「対話」し

かありませんでした。いきなり病棟を取られ，

自分の患者さんが新型コロナウイルスの危険

に晒されていると考えている彼らと「新しい

関係性を構築すること」が必要でした。その

ためには，分かり合えていないことを心に留

め，相手の意見にも一理あることに理解を示

しながら彼らの提案を踏まえた新しい提案を

行いました。加えて，我々の彼らへの医療者

としてのリスペクトも感じてもらうことも重

要でした。最終的には，医療チームの責任者

と先の点を踏まえ何回か話し合いを行った上

で，いくつかの妥協点も併せて病棟の運用方

法に結論が出たのでした３，４）。

不安の心理学
　もう１つ，大きな問題がありました。それ

は，出入りの委託業者さんが「新型コロナに

近づくこと」を不安に思い，新型コロナに関

係する病棟，ひいては院内での警備，清掃，

外来事務，食品販売，物品搬送などから手を

引きたい，あるいは辞職したいという申し出

が相次いだことです。

　それまで，「新型コロナ対策チーム」の視線

は，患者と医療者にしか注がれていなかったと

言っても過言ではありませんでした。そこで，

医療者に新型コロナウイルス感染患者への基

本的な接触フローを説明，周知することにし

ました（https://youtube/EgBTGd0kon8）。

　今回の敵は「不安」でした。「不安」につ

いて，20世紀最大の哲学の巨人マルティン・

ハイデガーは，彼の超難解な著書『存在と時

間』の中で，「私（人間）」のことを「現存在

（Dasein：ダーザイン）」と呼んでいます。「私

＝現存在」は，常に死に向かっているのです

が，なぜ死ぬのか，死んだらどうなるのか，

その本質は分かりません。その上で，ではな

ぜ「私」はこの世に存在しているのかも分か

らないのです。もっと言えば，何が分からな

いのかすら分からない，分からないことは「不

安」なのです。そして，不安は恐怖を呼び起

こしますが，ハイデガーによると，恐怖／恐

れは明確な理由（道具的存在者）に対して抱

くものであり，対象や対応の想像が可能なの

に対して，「不安」の対象は分からないこと

から生まれる，この世に存在する可能性すべ

てであり，対象も対応も曖昧で明確にできな

いがために「不安」なのだということです

（表３）５）。我々は，委託業者さんたちの「不

安」を取り除く必要がありました。

　そこで私たちは，各委託業者さん向けに，

職員向けに行った「職員のCOVID19患者接

触フロー」を噛み砕いた説明会を都合５回行

いました。その内容は，大阪府医師会から依

頼をいただいて作成した動画「介護領域での

新型コロナウイルス感染への日常的な対策」

「医療施設の職員がCOVID19陽性患者と接触

した場合のリスク評価と対応」でご覧いただ

けますので，よろしければどうぞ。その結果，

清掃業者さんもコロナ病棟を個人防護具をつ

けながら清掃してくれるようになり，感謝し

不安の心理学

対象

対応

曖昧で断定できない

すべての可能性が対象

対応法は想像不能

対応することは困難

明確で断定できる

対象の存在は確認可能

対応法は想像可能

対応できる可能性あり

恐怖 不安

ハイデガー著，熊野純彦訳：存在と時間，岩波書店，2013.より筆者作成

表３  恐怖と不安の違い
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ています。

＊　＊　＊

　今回の新型コロナウイルス危機は極めて厳

しいものです。一方で，OODAに代表される

ような組織における決定・実行の加速感と，

現場スタッフが本当にその意図を理解し，「不

安」なく業務が行えるように周知することの

重要性を，医療安全管理者として今回改めて

痛感したものでした。

　皆さんの施設も大変な想いをされているこ

とと思います。ただ，こんな時こそ，安全管

理的な視点に磨きをかける絶好のチャンスな

のかもしれません。

　「ピンチはチャンスです！」

引用・参考文献
１）チェット・リチャーズ著，原田勉訳：OODA LOOP
―次世代の最強組織に進化する意思決定スキル，東洋
経済新報社，2019.

２）石橋明：事故は，なぜ繰り返されるのか―ヒューマ

ンファクターの分析，中央労働災害防止協会，2003.

３）宇田川元一：他者と働く―「わかりあえなさ」から

始める組織論，ニューズピックス，2019.

４）ロナルド・Ａ・ハイフェッツ他著，水上雅人訳：最

難関のリーダーシップ―変革をやり遂げる意志とスキ

ル，英治出版，2017.

５）ハイデガー著，熊野純彦訳：存在と時間，岩波書店，

2013.

介護領域での新型コロナウイルス
感染への日常的な対策

https://m.youtube.com/watch?v-JlV1WrGNkJM

医療施設の職員が
COVID-19陽性患者と接触した
場合のリスク評価と対応

https://youtu.be/EgBTGd0kon8

弊誌ホームページトップ画面でも視聴いただけます。
https://www.nissoken.com/jyohoshi/ps/index.html
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連載 第25回
～医療安全コラム～

徒然なるままに
徒然なるものから学ぶ
徒然なななななななるるるるるままままままままままにににににるままにるままに

徒然なななななななるるるるるるるもももももももののののののののかかかかかかかららららららら学ぶ
徒然なるままに

徒然なるものから学ぶ

上尾中央総合病院
特任副院長　長谷川　剛

1991年筑波大学医学専門学群卒業。自治医科大学胸部外科レジデント，ピッツバーグ大
学病理部門リサーチフェロー，自治医科大学呼吸器外科講師などを経て，2007年より自
治医科大学附属病院医療安全対策部部長。2014年より院長補佐，情報管理部部長。
2018年より現職。外科専門医，呼吸器外科専門医，呼吸器内視鏡専門医，日本医療・病
院管理学会評議員，医療の質・安全学会理事。

今
回
の
学
び

今般の新型コロナウイルス対策では，何をどこまで犠牲にしながら何を
守ろうとするのかという観点が重要であり，まさにリスクをどのように
とらえて対策のゴールをどこに置くのかということが問われている。

　本稿を執筆している時期は，日本の社会は

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に席巻

され，病院や施設は発熱患者に右往左往し，

世間は極端な自粛ムードで外出制限がかか

り，さらに人との接触の仕方について新しい

考え方を強いられる状況となっている。

ウイルスとは

　いまさらだが，ウイルスについて少し復習

しておこう。

　ウイルスは，「毒液」とか「粘液」を意味

するラテン語のvirusに由来していると言わ

れている。生物と無生物の間と言われたり，

増殖できる寄生物質と言われたりしている。

「他の生物の細胞を利用して自己の遺伝情報

を複製させる極々微小な感染性の構造体」と

いうのが学問的な定義となる。タンパク質の

殻とその内部の核酸（遺伝情報であり，DNA

やRNA）から成っている。

　生命の最小単位というのは，通常は細胞で

あり，細胞膜や小器官を有している。しかし，

ウイルスは細胞膜も小器官もなく，自分で増

殖することができない。そのため，自己増殖

できるという意味での生物の定義は満たして

いない。

　自分の遺伝情報を残していくという意味で

は生物であるが，単独で自己増殖できないと

いう意味では非生物である。

　人間が猿から進化して人間っぽくなったの

が数百万年前と言われている。人類の歴史と

いうのが数百万年。さらに人間らしくなって

文明や文化を有するようになったのはもっと

もっと最近で，たかだか数万年。現在の文明

という意味では数千年の歴史である。では，

ウイルスはどれくらいの歴史を持っているの

か？　これはそもそもの生物の歴史や起源に

もつながる大きな話である。大きすぎて気が

遠くなるのだが，ウイルスは人類の祖先が生

まれる前から生命と共存してきたと考えられ

ている。何億年ということだ。

　話題のコロナウイルスに関してだけでも，

数千年以上の歴史があるとされている。今は

遺伝子の解析によって，そういうことまで分

かってしまうのがすごい。

　少なくとも言えることは，ウイルスから見

たら「ぼくたちウイルスは君たち人間の先輩

ウイルスとは

ウイルスという不思議な“いきもの”と
リスクについての考え方
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なんだよ，そんなにおたおたするなよ…ちょっ

と新型のコロナちゃんが頑張ってるだけなん

だから…」という感じなのかもしれない。

　一つ忘れてはいけないことは，いわゆる風

邪症候群の原因ウイルスはコロナウイルスで

あるということだ。微熱や耳の痛み，頭痛な

どを引き起こす普通の風邪と言われるもの

で，ヒトコロナウイルス（正しくはHuman 

Coronavirus：HCoV）によって引き起こさ

れる。風邪の10 ～15％（流行期は35％）の

原因と言われている。

SARS，MERSそしてCOVID-19

　いわゆる風邪とは別に，新型コロナウイル

スに関連して発生する疾患が世界を騒がせた

ことが今までに２回ある。１つは，2002年

から2004年にかけて，SARSと呼ばれて大騒

ぎになった重症急性呼吸器症候群である。こ

の原因となったウイルスがSARSコロナウイ

ルス（SARS-CoV）と呼ばれるもので，中国

広東省を起源として全世界に感染が拡大した。

当時，WHOハノイ事務所に所属していた医

師カルロ・ウルバニがベトナムの首都ハノイ

の小さな病院でこの疾患の重要性に気づき，

今，日本で新型コロナウイルスに関する報道

でしばしば登場する東北大学の押谷医師らと

メールで密に連絡を取りながら，世界に対し

てこのウイルス感染症の重要性と脅威を発信

し続けた。その結果，早期にこのウイルスの

抑え込みに成功したが，ウルバニ自身はこの

ウイルスに感染して死亡している。

　この一連の経緯は，NHKが「SARSと闘い

死んだカルロ・ウルバニの27日」という番

組を作成し，またNHK出版局から『世界を

救った医師―SARSと闘い死んだカルロ・ウ

ルバニの27日』として取材内容が書籍とし

ても出版されている。

　当時テレビ番組も見て書籍も読んだが，毒

性の高い新興感染症に対して医師としてどの

ように臨むのかについて，自らの医師として

の生き方と共に家族や社会のことについてい

ろいろと考えさせられた。人類はその歴史上，

感染症によって翻弄され，あるいは歴史自体

が大きく影響を受けて変えられてきたのであ

る。SARSは当時世界30カ国の8,422人が感

染，916人が死亡（致命率11％）した。

　その後，2012年には中東呼吸器症候群と

呼ばれるMERSコロナウイルス（MERS-CoV）

による感染症が話題となった。これはもとも

とラクダから人に感染したコロナウイルスら

しい。WHOの報告では，2019年までに27カ

国に感染が拡大し，2,494人に診断が確定し，

そのうち858人が死亡（致命率34％）した

とのことである。

　そして，今回の新型コロナウイルスによる

疾患であるが，COVID-19と呼ばれている。本

稿の執筆段階で全世界で385万人が感染し，

27万人が死亡したと報告されている（３種

類のコロナウイルスと，さらにインフルエン

ザウイルスとの比較を表にまとめた）。

　日本では現時点で15,575人の感染が確認

され，590人が死亡している。なぜ米国や欧

州に比して日本をはじめとするアジア諸国で

死亡率が低いのかなど，まだまだ分からない

ことが多いのであるが，日本では少なくとも

SARSやMERSよりも死亡率が低いということ

は間違いない。

リスクについてどう考えるか

　さて，ここからが本題である。

　今，各医療機関を席巻しているのは，新型

コロナウイルスの感染をいかに防ぐかという

問題である。このウイルスはステルス（隠密，

潜航，探知されにくいという意味）型とも呼

ばれ，無症状の人に感染力があり，知らない

間に他の人に感染させてしまう。この点で感

SARS，MERSそしてCOVID-19

リスクについてどう考えるか
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染対策が非常に難しく，気づいたら施設や院

内で感染が広がっているということが起こっ

てしまう。普通の顕微鏡では見えないちっぽ

けな粒子のくせに，ここまで面倒な状態を引き

起こすのであるから何ともすごいことである。

　医療安全において最も簡単かつ安易な対

策・対応方法は，危険な行為をやらない，あ

るいはやらせないということである。つま

り，禁止してしまうことである。新型コロナ

ウイルスに関しては，そもそも疑わしい患者

の診療を行わない，患者を診ないというのが

一つの有効な対策・対応方法である。しかし

ながら，感染症対策の難しいところは，発症

した患者の診療を行わなくてはならないこと

と，さらに疑い患者の診療拒否は，結果とし

て本来診療を受けて治療がなされなくてはな

らない人が医療を受ける機会を減らしてしま

うという弊害があることである。もっと率直

に言えば，すでに救急現場では発熱や呼吸症

状のある患者の押し付け合いが始まっている。

救急搬送時に救急隊が「発熱がある」と言う

だけで，「うちでは診られないので他をあたっ

てくれ」という事例が増えているのである。

　どのようなリスクがそこにあるのかという

ことを考える場合に，そのエラーなどの事象

の結果としてどのような傷害を発生させるの

かということが重要である。いわゆる被害や

損害の程度である。

　今回の新型コロナウイルスによるCOVID-19

は，SARSやMERSより死亡率は低く，また死

亡する患者の大半は高齢者であり若年者の死

亡はほとんどない。さらに，感染者の８割以

上は重症化することなく軽快し，残り２割の

一部が集中治療を要するほど重篤化し，その

一部が死亡に至る。

　このような疾患に対して，どこまで診療を

抑制するのか，どこまでコストのかかる感染

対策をとるかということが問題となる。つま

り目標として，COVID-19による感染を予防

するのか，COVID-19による死亡を予防する

のか，あるいはCOVID-19を世界から消滅さ

せることを目的とするのか，そしてそれらに

どこまでのコストを投入するのか，その対策

として行うことが他にどのような影響や弊害

を及ぼすのかを考える必要がある。

　国家による緊急事態宣言が出され，通常の

経済活動が極端に抑制されている現状では，

この程度の毒性のウイルスに対して国民総生

産を数％低下させるような対策が適切なのか

という問題もある。表でも分かるように，致

死率がSARSやMERSほど高くなく，もちろん

エボラ出血熱のような強毒のウイルスでもな

く，一方でインフルエンザよりは致死率が高

く高齢者に死亡例が多い。このような，ある

表：ウイルスが引き起こす病気の比較

症状

感染源

感染者数

感染者１人から
うつる人数

潜伏期間

致死率

流行地

新型コロナウイルス
（COVID-19）

高熱や肺炎

コウモリ？

385万人以上
（執筆時点）

1.4 ～ 2.5人

２～ 14日？

２～３％

世界各地

重症急性呼吸器症候群
（SARS）

高熱や肺炎，下痢

コウモリ

約8,000人
（2002～ 2003年）

２～４人

２～ 10日

約10％

中国や台湾，カナダ，
シンガポールなど

中東呼吸器症候群
（MERS）

高熱や肺炎，腎炎，下痢

ヒトコブラクダ

約2,500人
（2012年～）

１人前後

２～ 14日

約34％

アラビア半島とその周辺

インフルエンザ

高熱，頭痛，関節痛など

人の間で感染

年間約1,000万人
（国内）

約２人

１～３日

0.1％以下（国内）

世界各地

国立感染症研究所の資料などを基に作成
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意味中途半端な毒性を有するウイルス感染症

に対して私たちはどのように立ち向かうのか

が問われている。

　そこでは，何をどこまで犠牲にしながら何

を守ろうとするのかという観点が重要であり，

まさにリスクをどのようにとらえて対策のゴー

ルをどこに置くのかということが問われてい

るのだと言える。が，その明確にしなければ

ならないことを誰もあえて明確に言わず，た

だ感染を抑制するとか医療崩壊を防ぐとか命

を守るという抽象的な議論で大きな対策を打

ち出しているのが現状なのだ。これはある意

味とてもリスキー（危険）な状態である。

　安全管理にかかわっている者は，この状況

で組織として何を守ろうとして何を犠牲にし

て対策を打っているのかを考える非常によい

機会であり，思考のトレーニングのチャンス

だとも言える。本稿が雑誌に載る頃には，状

況もかなり変わっていることであろう。皆さ

んのお考えはいかがなものだっただろうか？　

私の指摘は大きく間違っているのだろうか？

環境変化としての視点

　ウイルスが生物と非生物の間であるとし

て，そして生物というより物質的側面が存在

するとして，だとすると新型コロナウイルス

が蔓延している状況というのは，一種の環境

汚染と言うこともできるかもしれない。

　もちろん通常の化学物質による汚染の問題

とは違い，ウイルスについては増殖する，し

かも人体がウイルスを運び増殖の場となると

いう難しい問題があるが，今後新型コロナウ

イルスは簡単に収束し消滅するとは思えな

い。必ず残存し，今後の私たちの生活に影響

を及ぼす。

　であれば，環境の変化としてこのウイルス

との共存を考えなくてはならなくなる。それ

はウイルスのリスクを客観的に見極め，守る

べきものを明確にし，そのために何を犠牲に

するかを考えた上でのシステム構築が必須と

なるということである。歴史と感染症にかか

わる文献を読んでみると，今回の新型コロナ

ウイルス騒ぎは私たちの今までの仕事や生活

に対するやり方を変革する大きなチャンスと

考えることができる。これは一つの危機では

あるが，この機を活かして，我々の新しい生

き方を考えてみることも大切であろう。その

際に，安全やリスクを考えることが業務であ

る我々は，守るべきものと犠牲にしなくては

ならないものを考えてみるという視点を忘れ

てはならない。

　「では，お前は何を考えているのか？」と

いう疑問に対しては，また改めて述べてみた

いと思う。

環境変化としての視点
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