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感じることは皆同じ

　皆さんは，ご自分の施設で働く職員が好き
ですか？　「うちの職員は，こんなところがい
いのよー」と，にっこり笑ってお話しできる
でしょうか。私が初めて医療安全管理者の役
割をいただいた時は，部署横断の活動方法さ
え見いだせずにいましたが，今では「うちの
職員はどうしようもないくらい正直で素直な
のが特徴です」と言えるようになりました。
　医療安全管理者の仕事は，「ワンオペレー
ション」「お一人様業務」と表現されるよう
に，孤独な面を持ち合わせています。40時間
以上の定められた研修を修了したら「はい。
おやりなさい」と，誰にも教わることなく，

手探りで従事している方もおられるでしょう。
実は私も同じでした。それまで看護部長に守
られて看護を提供していた環境から，医療安
全管理室にポンと放り出されたように感じて
いました。「守られる側から守る側への異動」
は，まるで自分が試されているような不安や
プレッシャーがありました。
　現在のコロナ禍において，感染管理にも気
を配りながら安全管理を行わなければならな
い環境は，現場職員のみならず医療安全管理
者にとっても難しい判断を迫られることがあ
ります。そのような中，今年度から新たに医
療安全管理者として歩き出す方には「そんな
方法もあるのか」と思ってもらえるように，
経験豊富な先輩医療安全管理者の方には「そ
んなこともあった」と思ってもらえるような
私の体験を，奮闘記としてお届けしたいと思
います。

もしかして，軽く見られてる？

　当院は，東京都西東京市に位置する246床
の一般急性期病院です（資料１）。
　私が当院に就職したきっかけは，グループ
内転勤でした。2016年９月に外来看護師長
として着任し，同年12月から医療安全管理室
に異動となりました。当時，医療安全管理者

「Fine play賞」の導入と
インシデントレポート

件数増加
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を担っていた看護師長が定年退職することに
なったのです。前任者は開院時から礎を築き，
マニュアル整備や医療安全カンファレンスの
定着などを行った厳格な先輩でした。医療安
全管理者養成研修は修了したものの，専従と
しての活動は未経験の私は，先輩のように優
しさと厳しさをバランスよく業務に反映させ
る自信がありませんでした。
　転勤後３カ月では，院内業務を把握するど
ころか，医師や看護師，コメディカルのス
タッフとようやく顔見知りになれた程度でし
た。また，本来はのんびり屋の怠け者で帳尻
合わせが得意な性分の私は，毎日現場ラウン
ドをしていても，どこか受け身の仕事ぶりで
した。声をかけてラウンドをし，マニュアル
どおりに業務がなされ，レベルの高い医療事
故が発生しなければ順調な毎日で，インシデ
ントレポートも適切に報告されるだろうと勘
違いをしていたのです。
　専従医療安全管理者として１カ月が経過し，
初めてインシデントレポートを集計する日が
やってきました。それまで，月におよそ100

件は報告され，多い時は153件の月もありま
したが，私の最初の１カ月は76件に半減し
ていました。それ以降，年度が変わり４月に
なっても86件とインシデントレポートの報
告数は減少したままです（表，図１）。
　これではいけないと，慌てて分析を始めま
した。もしかして，報告をしてほしいばかり
に，「気楽に書いて」「簡単に入力してくれれ
ばいいから」と声をかけ続けた私の様子から，

「今すぐでなくても…」「レベル０だから出さ
なくても…」と軽く受け取られたのではない
かと考えてしまいました。

感謝の気持ちを形に！

　早速現場の声を聞こうと，ヒアリングに出
かけることにしました。すると，私の予想と
はまったく異なる回答が得られました。
①やった自分が責められるのではないかと思
い報告したくない

②国語のテストみたいに指摘され差し戻され
るので気持ちが萎える

•2015年６月１日開院
•医療圏：北多摩北部
•診療科：22科
•病床数：246床
•職員数：約350人
•看護基準：10対１

資料１ 病院紹介
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医療安全管理者交代
レポートが
出ない！

図１ 2016年度100ベッド当たりインシデント・アクシデント報告件数
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表 インシデントレポート年間報告件数
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③レポートを提出しても活用されている様子
が見えない

　医療安全の基本的な考え方である「責任追
及よりも原因究明」という部分が浸透してい
ない状況に，危機感を覚えました。まさか，
インシデントレポートを「お仕置きレポート」
と呼んでいる職員がいるとは思ってもみなかっ
たのです。早急に意識改革が必要だと感じ，
さまざまな現場で取り入れられている「Thank 
youメール」の活用を開始しました。
　当院の電子カルテシステムでは，インシデ
ントレポートが登録されると医療安全管理者
に院内メールが届く仕様になっています。こ
れを受けて，すべてのレポート報告に「報告
ありがとうございます」という感謝の言葉と

「有効な改善策の提案でした」など具体的な
お礼を返信することにしました（図２）。
　その結果，徐々に報告数は上昇し，月100
件を超えるようになってきました。

もっと伝わる感謝を 
～Fine play賞の導入

　一見，順調にインシデントレポート報告数
が増加しているように感じはじめた矢先，自

ら違和感を覚えThank youメールを終了し
ようと決めました。メール返信を開始してか
ら２カ月もすると，同じ職員に繰り返し返信
していることに気づいたのです。同一職員が
月に複数のレポート報告をしてくれることは
よくあることです。そのたび，似たような感
謝の言葉を返信し続けていると，義務感で実
施しているようで気持ちが伝わらないのでは
ないかと思いました。
　何かよい方法はないかと考え，本を読んだ
りしていたところ，「これだ！」と思うものに
出合いました。ある医療安全の研修で松村由
美氏（京都大学医学部附属病院　医療安全管
理部　教授）がご教示くださった「Fine play
賞」です。Fine play賞とは，毎月のインシデ
ントレポートの中から，エラーを未然に防止
できた事例を表彰する方法です。当院では，
次のような手順で実施しました。
①毎月のインシデントレポートレベル０の中
から，よく気づくことができた事例や，多
職種で協働した結果防ぐことができた事例
を，医療安全管理者が３～４例選出する。

②毎月のセーフティマネージャー会議で①の
事例に対し，各部署のセーフティマネー
ジャー（当院では25人ほど）が投票する。

インシデントレポートが提出されると医療安全管理者に院内メールが届く

差出人：武蔵野　花子
送信日時：2017/12/23（土）　８：30
宛先：吉田和子
件名：インシデント発生通知

新しいインシデント・アクシデントレポートが
登録されました。

事例番号：00003053
発生日時：2017/12/22　13：00
発生部署：○○病棟
発生場所：病室
事故レベル：Lv1（インシデント）
事故の概要　療養上の世話

初回登録者　武蔵野花子

○○病棟
武蔵野　花子さま

お疲れ様です。
インシデント報告ありがとう
ございました。
ご自身で具体的な改善策を
ご提案いただき助かります。
今後も，ちょっとしたことでも
構いませんのでご連絡ください。
今回のご報告，感謝申し上げます。

医療安全管理者　吉田和子

図２ Thank youメール
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③最も投票数が多かった事例を報告した部署
をその場で表彰する。
④後日，院内イントラネットに①の事例を掲
示する（資料２）。

　2017年７月から導入したFine play賞が奏
功し，インシデントレポート報告数は確実に
増加しはじめました。2018年になると，300
件を超える報告数の月もみられました（表）。
　Thank youメールを実践しているところに
追随する形でFine play賞を導入したことが，
結果として「レポートするとお礼を言われて
驚いた」「レベルの低い事例でも報告しよう
と思った」「セーフティマネージャーとして
やりがいを感じるようになった」という職員
の変化に寄与したと考えます。これにより，

「褒められるレポートもある」と意識改革に
も役立ちました。もうインシデントレポート
を「お仕置きレポート」と呼ぶ職員は見かけ

なくなりました。

大切なことは数字では表せない

　医療安全管理者になりたての頃，「インシデ
ントレポートの報告数」は自分の仕事の評価
のような思い違いをしていました。早く前任
者のように病院職員から信頼されるようにな
らなければとの思いが，各部署から提出され
るレポート数に反映されると考えていたので
す。振り返れば，自分と前任者の能力を比較
し，自分で自分を窮屈にしていたと思います。
　そのような時に，前述したような「レポー
ト提出や事例報告に感謝する」という視点に
切り替えることができたのは，院長の一言の
おかげでした。
　「あなたの “話を聴く姿勢” が，うちの病院
に必要なんだ。あなたの得意技でしょう？」

資料２ Fine play賞の例
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　それまで，自分自身の評価にベクトルが向
いていたことに気づき，しっかりと現場を見
つめようと反省できた言葉でした。
　皆さんも，医療安全管理者養成研修で「医
療メディエーション」について学習される機
会があったと思います。当時の私はこの概念
に非常に興味を持ち，その習得に時間を費や
しました。それにより，対話することの重要
性を認識し，実践することでよりよい関係性
の構築ができると体感していました。院長は，

「話したくても話せない」「誰に話したらよい
か分からない」という職員の本心をキャッチ
し，その役割を私に任せてくれたのです。そ
こには，「病院職員が幸せでなければ患者さ
んを幸せにすることはできない」と言い続け
る院長の哲学があったように思います。そし
て，その思いが私から病院職員全員に伝わる
ような活動をしてほしいという，院長からの
メッセージだと思いました。

私にも守ってくれる人がいる

　冒頭で述べたように，孤独な環境にある医
療安全管理者ですが，それは物理的なことで
あって，実際はたくさんの人とつながりなが
ら役割を遂行していることは，皆さんもお気
づきでしょう。しかし，なりたての私は肩に
力が入り，個性的な医師や注文の多い所属長
に早く認めてもらおうと，自分のことに必死
でした。要するに，自分の要求だけを聞いて
ほしかったのです。一緒に働く職員に対し

「私の言うことを聞いて！」と叫び続けて現
場ラウンドしていたようなものでした。これ
ではインシデントレポートを書こうと思う職
員はいないでしょうし，レポート報告数が半
減するのも当たり前です。
　「守られる側から守る側への異動」と感じ
たことは，医療安全管理の世界を体感してい

ない浅い考えでした。医療安全管理者として
の４年間を通して，私はたくさんの人に守ら
れていると感じるようになりました。特に，
院長は最大の味方だと思っています。Fine 
play賞など新たな取り組みに快く賛同しても
らえることによって，その後の仕事も円滑に
なります。
　そして何よりも大切なことは，自分自身で
はなく病院職員に興味を持つことだと学びま
した。みんながいるから現場があり，人が行
動するからインシデントが発生するのだと改
めて認識しました。こだわるべきは人の行動
であり，数値やグラフではなかったのです。
私が病院全体に興味を示せば，相手も興味を
持ってくれるようになり，ようやく医療安全
文化を醸成する職場風土の芽生えを感じるよ
うになりました。

おわりに
　医療安全は医療安全管理者がするものでは
なく，病院職員や病院を利用される患者や家
族，委託業者や連携企業など，全員で取り組
むものです。私だけが頑張っても医療の現場
は安全にはなりません。今年度から医療安全
管理者として歩き出す方には，自分は一人
ぼっちだとは思わず，たくさんの味方がいる
と感じてほしいと思います。そして医療安全
の先輩方には，この先の変化を次回以降でお
届けしますのでお楽しみください。
　来年の桜を見る皆さんの笑顔が，遮る物な
しで輝いていることを願います。
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