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新連載
　読者の皆さんこんにちは。ImSAFER研究会の春日道也です。
編集部から，今回はImSAFERよりも簡易的に分析できるQuick 
SAFERについて，より詳しく解説してほしいと依頼を受けま
した。これから数回にわたって解説していきますので，どうぞ
よろしくお願いします。
　初めての方もいらっしゃるかと思いますので，自己紹介いた
します。私は，ImSAFER研究会（会長：河野龍太郎）でシニ
アインストラクターを務めています。ImSAFER研究会は「日
本をよくしたい」「医療事故をなくしたい」という河野龍太郎
の強い想いから，2012年に発足したボランタリー組織です。初
めは数人でしたが，現在では医師，看護師，薬剤師，放射線技
師，医療事務，航空企業，IT企業などの20人以上のスペシャリ
ストが集う，ちょっとユニークでいてとても建設的かつ活発な
組織になりました。主な活動として，日本各地でのImSAFER
の研修会の実施，ImSAFERの指導者の育成など，国内の医療
安全の底上げに従事しています。COVID-19の影響下でもオン
ライン勉強会を開催していますので，興味があればご連絡くだ
さい。
　さて，本題に戻ります。以前の本誌連載にて，これまで合計
８つの記事を書かせていただきましたが，どれもImSAFERに
よる事例分析の内容でした。「事例分析のコツは人間の行動に
フォーカスを当てることなのですよ，だから行動に影響を与え
た環境や心理を見る，探る必要がありますよ」と，自分なりに
はかなり噛み砕いて「分かりやすく説明してきたつもり」なの
ですが，編集部から「もっと簡単に分析したいという意見が来
ています」と言われてしまいました。読者の皆さんからのご要望
ということですので，今回は即行型分析手法「QuickSAFER」
について解説していきたいと思います。

どんな時に分析するか
　医療安全管理者の皆さんは管理者養成研修で事例分析が必修
になっていますし，病院内のセーフティマネジャーの方は管理
者から「分析しなさい」と言われていると思います。皆さんは，
どのような時に「分析」が必要だと考えていますか？　…そう
ですね，大なり小なり何かしらの問題が生じていてどうにか改
善したい時に，「分析」が必要になりますね。
　改善のためには，まず目標を掲げ，次に現状を把握してその
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ギャップ（差異）を確かめ，ギャップの原因
とそれを埋めるための対策を講じることが必
要になります。ではどうしたらよいか？　そ
こで世の中では，さまざまな「分析の方法」
である分析手法が考え出されました。「事故
の経験から学ぶ」手法としては，ImSAFER

（本誌の過去記事をご参照ください）のほか
に，VA-RCA（全米退役軍人省・患者安全
センターで改良されたRCAの簡易版），VTA

（もともとは宇宙ロケットを正しく飛行させ
るための工学的な分析手法），J-HPES（米国
の原子力発電運転協会が開発したHPESを基
に財団法人電力中央研究所が開発）などさま
ざまなものがありますが，目的は全部同じで
手順・方法が違うだけです。
　話が逸れますが，時折耳にする「London 
Protocol（ロンドン・プロトコル）」とは，
事例分析の手法ではありません。改善を目指
す際に抜けや漏れがないように「データ収
集」「分析」「対策立案」の一連のプロセスを
標準化して分かりやすくしたもので，委員会
や組織などの運営をスムーズに進めるための
手順と言った方が分かりやすいと思います。
事後のデブリーフィング（振り返り）に重点
を当てているところが特徴で，実は私たちが
これまでに経験則で行ってきたものを定義化
したものと考えてよいと思います。

行動をターゲットにした 
分析

　このように分析手法はたくさんあり，それ
ぞれ個性があり，長所短所があるわけです。
実際に使ってみれば分かりますが，分析対象
が工学的，機械的な手法であればあるほど医
療現場では使いづらいと思います。なぜなら
ば，人の行動についてほとんど考慮されてい
ないからです。医療現場で発生するヒヤリ

ハット報告は，複数の職種や数人のスタッフ
がかかわった事例がほとんどです。もちろん
患者だって人間ですから，「行動」をターゲッ
トにした（重点を置いた）分析手法の方が断
然使いやすいのです。
　では，行動中心の分析手法はどのくらいあ
るのでしょうか？　実はImSAFERとQuick 
SAFERしかありません。例えばVA-RCAの中
のなぜなぜ分析では「トリガーリスト」を使
いますが，ヒューマンファクターや人的環境
などそれらしいキーワードはあるものの行動
の分析が目的ではなく，なぜなぜ分析のヒン
トとしての項目整理であることが分かります。
　例えば，皆さんは普段スーパーマーケット
で買い物をされますよね。スーパーマーケッ
トの卵が積んである売り場から卵を買い物か
ごに入れました。しかし，帰宅して冷蔵庫を
開けたら，無いと思って買ってきたはずの卵
が実はたくさん在庫があって，「ちっ！」と
なったことはありませんか？　これは，結果
から言えばエラーです。「買う必要のない卵
を買った」エラーをどのように分析し，改善
策を見いだせばよいでしょうか。
　ImSAFERやQuickSAFERでは行動に注目
します。すなわち，「卵を買ったのはなぜ
か？」と考えます。さらに，なぜなぜ分析の
際には「正しいと判断した」という１フレー
ズを入れます。「卵を買ってもよいと判断し
たのはなぜか？」という感じです。人間は行
動する時，自分の頭の中のイメージに従って
物事を判断します。この頭の中のイメージを

「心理的空間」と言うのですが，自分の記憶
などがそうです。スーパーマーケットで「今
晩何を食べようか」「明日は何を作ろうか」
などと考えながら買い物をしていると，冷蔵
庫の中の情景が頭の中に浮かんできます。ま
さにこれが「心理的空間」の中にある冷蔵庫
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の景色です。頭の中の冷蔵庫に卵が置かれて
いる景色が出てこなければ「確か卵はなかっ
た気がするなぁ」と思い，「買っていった方
がよいかも」「買うべきかも」「買うことが正
しいかも」と判断され，買い物かごに卵を入
れてしまうのです。ですから，インシデント
報告などを分析する場合には，当事者の「行
動」と「判断」に着目して「正しいと判断し
てしまったのはなぜか？」と考えることで分
析行為そのものがとてもしやすくなるのです。

ImSAFERとの違い
　ImSAFERでは７つの分析手順があります。
最初の手順に，「時系列事象関連図の作成」
があります。この手順の目的は現状把握で
す。問題を解決するためには「今がいったい
どうなっているのか？」，つまり現状把握が
非常に重要になります。そのために事象にか
かわった当事者たちを横に並べ，上から時間
軸に沿って，発生した出来事を順番に並べて
いく作業をします。
　この作業が最も重要ですが，実に大変な作
業になります。以前，院内事故調査の支援依
頼を受けて出向き，病院の方と時系列事象関
連図を作図しました。文章ではＡ４用紙２枚
の概要でしたが，関係する当事者が多かった
ために模造紙を横長に置き，上から順に出来
事を付箋に書いて並べていったら，何と模造
紙７枚の規模になりました。これは時系列事
象関連図を作成することでどんどん当事者同
士のつながりや同じ当事者の流れの中でも作
図をしていくうちに矛盾点や不明点が見えて
くるのです。「おや？」と思った時点で電子
カルテや撮影画像を開き，情報を収集し，ま
た時系列事象関連図に書き足す，この作業が
ひたすら繰り返され，上記のように膨大な図
が完成し，初めて事実（だろう）がおぼろげ

ながら見えてきたのでした（余談ですが，医
療者が事実把握する場合，起こった事故の結
末から遡って見ているか，結果に結び付けよ
うとしてしまいがちだと感じます。推測の域
を出ませんが，おそらく医学的知識や日ごろ
の職業的習性からくるものではないでしょう
か。医療事故調査においては医療関係者以外
の分析者を入れた方が自然で論理的な分析結
果が出ると思います）。
　ただし，現実としてリソースには限りがあ
ります。医療現場には，次の３つの問題があ
ります。
・医療現場は問題が多いので改善が必要である
・実際にインシデントが多数発生している
・ヒヤリハット事例の分析に多くの時間を費
やすことができない

　だから，何でもかんでもImSAFERで分析
なんてできないわけです。そして，そんな問
題に直面している皆さんからの「現場ででき
る簡単な分析手法が欲しい」との強い希望に
つながるわけです。
　そこでお勧めするのが，ImSAFERの即行
型分析手法である「QuickSAFER」です。

QuickSAFERのススメ
　QuickSAFERの目的は，「人間の行動モデ
ルに基づく簡易型のヒューマンエラー事象分
析手法を理解すること」です。特徴は５つあ
ります。
①人間の行動モデルをベースにしている。
②現場で実際に働いている人が使える。
③簡単な講義と実習を受けるだけで使えるよ
うになる。

④エラーメカニズムやリスク低減の考え方を
学ぶためのツールとしても使える。

⑤病棟でのヒヤリハット事例を分析するのに
便利である。
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　①から④はImSAFERとも共通ですが，⑤が
特徴的です。つまりQuickSAFERでは，数多
く発生している軽微なインシデント事例の改
善を目的としています。また，QuickSAFER
で分析を行う場合，数人で分析するのではな
く，一人で分析することが多いと思います。と
いうことは，三密を避けて分析することができ
ますから，新型コロナウイルス感染防止対策も
兼ねた分析手法としても活用を強くおススメ
いたします（分析の院内研修ができないとお嘆
きの医療安全管理者が大勢いると思いますが，
QuickSAFERでしたら個人ワークで演習可能
です。ぜひとも筆者までご相談ください）。
　QuickSAFERの手順ですが，ImSAFER研究
会では2019年までのバージョンからより分か
りやすく進化させました。手順を表に示します。
　一見「こんなにあるの？」と感じるかもし
れませんが，実際やってみていただければ分
かると思いますが，作業を伴うのは手順３，
４，５だけで，あとは頭の中で考えるだけで
す。実際に分析する場合には，資料１，２の

ような様式を準備しておき，直接記入，分析
作業を行います。

＊　＊　＊
　詳細な分析手順や考え方については，誌面
の都合上，次回で解説します。「次回まで待て
ない！」という方や，「密にならないQuick 
SAFERの院内研修を希望」される方は，個
別にお気軽にご相談ください。それではまた，
ごきげんよう。
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表■QuickSAFERの手順

事実把握

分析

対策

実施

評価

報告されたインシデントレポートをよく読み，事象を理解する

文章の中から分析対象行為を選ぶ

レヴィンの行動モデルを用いて要因を整理する（現状の把握）

分析対象行為の後に「正しいと判断した」と書いたカードを入れ，
なぜ「正しいと判断してしまったのか」分析する

背後要因に対して対策を列挙し，実行可能な対策を選択する

「いつまでに」「誰が」を決めて対策を実施する

振り返りを行う

手順１　報告事例の理解

手順２　分析対象行動の決定

手順３　P-E情報整理表の記入

手順４　背後要因の推定

手順５　対策の立案と決定

手順６　対策の実施

手順７　実施した対策の評価
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資料１■ P-E情報整理表

分析対象者：

Ｂ（分析対象行為）：

Ｐ（人間：当事者） Ｅ（環境）

・
・
・

・
・
・
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資料２■背後要因関連図と対策シート

対策案

背後要因
分析＆対策
シート

分析対象
行動
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