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メタ認知能力とは

•「メタ認知＝自分自身を客観視すること」（ジョン・H・フラベル）

•メタ認知能力とは、自分自身のことを客観的に認知する能力のこと

•具体的には2つの機能を交互に繰り返すことによって、冷静に自分自
身を観察する。

•メタ認知は，エラーに対する重要度の認識（松尾2001b）などのリス
ク認知に相当する。
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メタ認知を高める

•モニタリング機能とコントロール機能を普段の生活の中で意識的に使
えば、徐々にメタ認知能力を上げることが可能

•メタ認知能力が高いことは、リスク認知力も高い。

•メタ認知能力が低いとは、自己評価ができない、行動目標ができない。
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1. 自分を観察する（モニタリング）
2. 自分を制御する（コントロール）
3. 自分を振り返る（評価する）



エラー分析をする力⇒メタ認知能力
•医療事故の分析については，従来からある「m-SHELL モデル」や
「４M４E モデル」,「RCAモデル」,「６シグマモデル」などが用いら
れる。これらのモデルは，事故がなぜ発生したのかを記述するモデル
であり，事故の要因を探ることが目的となっている。

•起きてしまった事故分析の手段としては有効だが，起きるかもしれな
い事故防止に直接的な提言を行う、潜在的事故予防策まではには至っ
ていない。

•養うべきは、事故を分析するのではなく、エラーを分析する力で、メ
タ認知能力を高めることに繋げていく。
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動機付けモデル
•ヒューマンエラーが生じるのは、人間の基本的な特性であり、人間の
誤った特別な行動過程で生じるものではなく、エラーを起こす特性が
人間に備わっているわけではない。単に通常のプロセスの中で埋没し
ている（松尾，2000a，2001a）。

•エラーそのものを防止することは不可能で、エラーが生じそうになっ
たとき、あるいはエラーが生じてしまったときにそれが事故に至らな
いように、エラーを回復する行動（レジリエンス）をとることが必要
となる（松尾，2000a，2001a）。

•そのためにエラーが生じる場面をイメージできるようなトレーニング
が、エラーが事故に至る未然防止に有効である。
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外から気付かせる仕組み
•外から気づいてもらえるようなしくみを、予め作っておく。

•外から気づかせるもの（外的手がかり）には、人、ドキュメント、表
示、対象がある。

• 人：患者や他の医療スタッフによるモニタや確認

• ドキュメント：マニュアル，カルテ，指示書，処方箋など

• 表示：直接人間が知覚しづらいものをわかるように表示したもの。各種医療用の
モニタ機器，患者確認のためのリストバンド，注射器などに貼付した薬名や患者
名などが表示など。

• 対象：作業しようとしている対象そのものから得られる手がかりである。患者自
身（顔や行動），薬（色や形状），機器（動作や機器）などである。
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事故事例１（歩行補助具使用中の転倒）

• Aは，歩行器を使い，O看護師に付き添われて，歩いてトイレに移動し，用を足した後，病室に戻
るため，同様にO看護師に付き添われて歩いていた。 Aが歩いている間，O看護師は，Aの30ない
し40cm斜め後ろの位置で付き添っていた。

• ナースステーション前に差し掛かったとき，O看護師は，この機会にAの体重を測定しようと考え，
Aを立ち止まらせ，Aに対し，「今から体重測りますから，ここで待っていてください。すぐに来
ますから動かないで」と告げた。Aは，両手で歩行器をつかんだまま，廊下で立ち止まった状態で，
2回うなずいた。

• そこで，O看護師は，体重計と体重測定の用紙をとるため，Aに背を向けるかたちで，ステーショ
ン内に入った。O看護師が，机の引出しから用紙を取り出そうとしたとき，背後で何かが廊下床に
ぶつかった音がし，振り返ると，Aが，廊下床に仰向けになって横たわっていた（本件転倒）。
もっとも，Aが具体的にどのような倒れ方をしたのかは不明である。なお，O看護師がAから離れ
てから本件転倒までの時間は5秒ないし10秒程度，O看護師がAから離れた距離は3mないし5m程度
であった。

• 判決日：福岡地裁小倉支部平成24年10月18日判決

• 結論：一部認容（1980万円）
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事故事例２（T病院の内服薬の誤投与）

•担当看護師が，内服薬を経口用チューブの三方活栓ではなく，静脈に
つながっている点滴用チューブの三方活栓に入れてしまい，１歳６ヶ
月の女児が死亡した。

•内服薬を静脈に入れた場合の危険度に対する認知は十分にあったと思
われるが、プロセスのどこにエラーの種があるかは認知していなかっ
た（メタ認知が弱い）。

•プロセスを分解して、モニタリングしてみる。「輸液ラインと経腸栄
養ラインの誤接続の危険性」（⇒HAZOP分析）
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HAZOP分析
But most importantly，we must systematically design safety into 
processes of care．― 最も重要な点は診療・ケアのプロセス中に安
全というシステムを組み込むことである ―（WC Richardson：To Err 
is Human序文より）
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HAZOP経緯
• HAZOP（Hazard and Operability Studies）手法は、1960年代、英国

ICI社が、自社開発の新規化学プロセス（プラント）を対象として、潜
在危険性をもれなく洗い出し、それらの影響・結果を評価し、必要な安
全対策を講ずることを目的として開発されたプロセス危険性の特定手法。

• 1970年代に英国の化学産業協会（CIA）からHAZOPガイドラインが発
行されたことにより1980年代以降世界的に普及しはじめた。1990年代
にはいると、欧米はもとより中南米、アフリカ、中近東、東南アジア、
極東、さらにはわが国でも、化学プラントの設計・建設段階における安
全性評価の代表的な方法として採用されるとともに、プラントの安全管
理システムにおける安全性評価の一手法として法制化されるようになっ
た。

©2021katsumifujitani禁無断転載 12



HAZOPとは
• HAZOP（Hazard Operability）は、主に工業分野で使われているリスク
分析手法。FMEAによく似ている。

•事故が起きてしまってからの分析（事後分析）に対し、FMEAや
HAZOPは事前分析といわれ、事故が起きていない段階でリスクを把握
するためのツール。

• WBS（Work Breakdown Structure:作業工程分析）と呼ばれるプロセ
ス分析を行い、そこでピックアップされた作業を参考に、HAZOPシー
トのActionに該当させ、残りの項目も埋めていく形で作業を行う。想定
したActionは、ガイドワードに基づき、それぞれどのような偏差・ズレ
（Deviation）の可能性があるか等を検討する。

•医療行為のプロセスに潜む危険性を、予め認知できる能力をトレーニ
ングする手法
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HAZOPの手順
1. 行為および状態・環境における潜在的危険を洗い出す、未知のリス

クの発見を目指した手法。

2. ７つのガイドワードを基に本来の作業（手技）から外れた行為ある
いは状況（ずれ：Deviation）を想定し、その行為/状況による影響
の程度、原因、検知性等を確認していくことでリスクを洗い出す手
法。

3. HAZOP分析に先立ち、対象とする「行為、状態・環境」について、
その目的と内容・状態を明確にする。
1. 背景環境、現実の状態の整理（環境分析）
2. プロセス分析（WBS分析)
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HAZOP分析のキーワード

No/None 無い、行わない

More 量的増加（意図したことが量的に多く行う）

Less 量的減少（意図したことが量的に少なく行う）

As well as 質的増加（意図したことに追加して行う）

Part of 質的減少（意図したことの一部分が行われない）

Reverse 逆に（意図したことと逆のことが行われてしまう）

Other than 意図しない別のことが行われてしまう。
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リスクマネジメントの目的と方法
•リスクマネジメント（RM）の目的は、一般論として「行為に伴うマイ
ナスの影響を許容範囲内とするための行為のあり方およびその遂行に
ついて合理的な判断指標・指針を提供すること」と定義する。

•「輸血についてのHAZOP分析」は、その中の「リスクの発見」に当た
る作業。

リスクの発見

目的の確認
（評価基準の原点）

リスクの評価
（優先順位）

対策の策定

対策実施/管理
（再計画）
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輸血の全体プロセス
輸血 手術に伴う、血液の準備～患者への輸血～追加輸血 Page 1

患者 担当医 医療情報システム 麻酔医 執刀医
執刀補助医師

１、2、Ｎ
看護師１

看護師
2、3、Ｎ

薬剤部・輸血部

　 　

外来

検査項目の
オーダー

検査結果の
確認と判断

緊急に輸血が必要
なときに　Ｘ線照射
されていない血液
を使う可能性有り。

調剤されている薬
剤で、血液成分が
析出するものがあ
る。

入院
注射筅作成

システムへ入力

全身麻酔

例：開腹による前立腺全摘出術　又は、腹腔鏡下前立腺摘出術

輸血の実施　1：想定輸血　（開腹の場合は、輸血せずのことが多い）

ＩＣＵ，病室

輸血の判断は、麻酔医・執刀医
執刀補助医が、行うことが可能。担当医が行うことが
ある。
執刀補助医が、指導医の場合は、
指導医が判断する。
一般的には、執刀医が判断する。

診断

入院の必要性を、
インフォームド
コンセント

検査

手術の必要性、
リスクを、
インフォームド
コンセント

血液の準備

交差適合試験
の実施

手術前検討会議
どのような術式を選択したか？

　そのときのリスク？

追加血液の準備

交差適合試験の
実施

オーダーした血液の量？　物理的に多く準備することは難しい。

輸血の実施　2：緊急輸血　（開腹の場合は、輸血せずのことが多い）

注射筅作成
システムへ入力

調剤

失血量（+）　-　輸血量（+）　＞2,000 ml 以上は、危険
失血量（+）　-　輸血量（+）　＞1,000 ml 以上で、追加輸血

経過観察 経過観察
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HAZOPの例：術中輸血
Node NO.

Node
Primary

keyword

Deviation C Consequence

1
2

2
4

2
4

2
3
4

2
3
4

4

１
2
3
4

NOTES Ｎｏｎｅ/Ｎｏ 出血量　ｍｌ/秒 出血量　ｍｌ/時間 出血量　ｍｌ/5時間
More 0.05 180 900
Less 0.1 360 1,800
Ａｓ　Ｗｅｌｌ　Ａｓ（ＡＷＡ） 0.2 720 3,600
Ｐａｒｔ　Ｏｆ　（ＰＯ） 0.5 1,800 9,000
Ｒｅｖｅｒｓｅ　（Ｒ） 1 3,600 18,000
Ｏｔｈｅｒ　Ｔｈａｎ　（ＯＴ） 2 7,200 36,000

・出血量評価方法の適切な実施
・Wチェック

More；
・輸血量が多すぎる
・輸血速度が速すぎる
・解凍温度が高すぎる

・出血量の認識ミス
・血液検査結果の誤認識

・肺水腫
・心不全
・血栓症

・異型輸血
・アレルギー

・多臓器不全 ・Wチェック
・リストバンド
・バーコード管理など

Part of；
・j準備した血液に問題があり、一部しか
輸血できなかった

・血液の保管・取り扱いに不備 ・血球の凝固
・溶血・多臓器不全

・準備した血液の色調確認・有効期限確認
・輸血パックの外観チェック

Reverse：
・血管内溶血

As well as；
・輸血中に、他の輸液を行なう
・GVHD：輸血後、移植片対宿主病
・輸血ショック
・輸血後感染症（肝炎・エイズなど）

・適切でない輸血ラインから輸血を行なう
・放射線未照射
・常に可能性あり
・スクリーニング不良又はされていない

 ・過剰な薬剤に対する不利な反応
や
　　血球の凝固
・溶血・多臓器不全
・感染症に罹患

・専用輸血ライン確保
・照射の確認
・早期発見・早期対処
・輸血後感染症の有無を再チェック

Other than；
・異型輸血 ・血液型誤認（患者の取違いを含む） ・ショック（DIC:血管内凝固症候群） ・Wチェック

・リストバンド
・バーコード管理など

Less；
・輸血量が不足している

・解凍温度が低い（冷凍血漿の場合）

・必要量の予見不測
・当該手術では、大部分のケースで輸血の
　必要が無かったので、血液のオーダー量
　が少なく指示されていた。

・大量出血時に輸血が出来ず、
　低酸素脳症に陥る。
　最悪の場合は、脳死

・同上

・冷凍血漿の取り扱いの徹底

Cause Safeguard & Action
None；
・輸血しない

・輸血できない［エホバ）

・循環動態に対する判断ミス
・当該手術では、大部分のケースで輸血の
　必要が無かったので、血液のオーダーが
　されなかった。

・手術の延期
・大量出血時に輸血が出来ず、
　低酸素脳症に陥る。
　最悪の場合は、脳死

・通常、輸血が必要で無い手術でも、長時間に
　及ぶ可能性を否定できない以上、
　患者の血液型のストックを準備しておく。
・現実は、血液不足。多めにはオーダーし難い
・複数の医師による判断

ＢＴ-4＆5 Description of the Process:

手術に先立ち、患者の血液型等のデータから、循環動態について判断が難しい場合、指導医の意見を仰ぐ。
輸血部は、ストックしている血液を選び、適合試験をした上で、必要量を準備しておく。
必要な血液型が、確保出来ない場合は、血液センターから取り寄せ、交差適合試験を実施しておく。
最悪の場合を、考慮して、O型のストックを確認しておく。
緊急事態（大量出血・輸血ショック）を念頭に患者の状態を監視する。輸血後感染症の有無を再チェックする。

術中輸血
・医師の循環動態に対する判断
・医師のオーダー
・血液型・ストック・適合試験・血液センター
・緊急事態（大量出血・輸血ショック）
・輸血後感染症

：意図と反したことが起こる：
：意図したことは全く達成されず、全く異なることが起こる：完全な置換

：意図したことが、まったく起こらない：意図したことの否定
：意図した最大値を超えることが起きる：量的増加
：意図した最小値を超えることが起きる：量的減少
：意図したことは全て達成されるが、余分なことが起こる：質的増加
：意図したことは一部しか達成されない：質的減少
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HAZOPの例：術中輸血：As well as
意図したことは全て達成されるが、余分なことが起こる：質的増加

Deviation ConsequenceCause

Safeguard & Action Frequency
・年間２～３回（過剰な薬剤に対する不利な
  反応や血球の凝固→発熱→ケアレベルの
  引き上げ）
・20年間に１回程度（溶血・多臓器不全→
  透析？　死亡）
・最近では、10年間に２～３回
  （感染症に罹患→重大な障害を与える）

As well as；
・輸血中に、他の輸液を行なう
・GVHD：輸血後、移植片対宿主病
・輸血ショック
・輸血後感染症（肝炎・エイズなど）

・適切でない輸血ラインから輸血を行なう
・放射線未照射
・常に可能性あり
・スクリーニング不良又はされていない

 ・過剰な薬剤に対する不利な反応や
　　血球の凝固
・溶血・多臓器不全
・感染症に罹患

・専用輸血ライン確保
・照射の確認
・早期発見・早期対処
・輸血後感染症の有無を再チェック

C：リスクカテゴリー（主体：誰が）
　　2.　執刀医・担当医・麻酔医
　　3.　看護師
　　4.　薬剤部・輸血部

©2021katsumifujitani禁無断転載 19



転倒転落防止HAZOP 30分ワークショップ

•患者の転倒要因には①内的要因、②外的要因、③行動要因がある。

•行動要因では；

患者側：トイレに行きたい・・、早く歩きたい・・、水を飲みたい・・

看護師：歩けるようになって欲しい、ナースコールで呼んで欲しい、

たぶんできるだろう

•患者の転倒転落要因を①内的要因と②外的要因から考えてみましょう！
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ワーク事例

•病室内や廊下、トイレ、浴室などに歩行補助具（歩行器）の設備が設
置されている。A氏は77歳、脳卒中の治療後急性期リハを終えて、来
週転院予定。歩行補助具使用訓練も終了し、昼間は自力でトイレに行
き、作業ができる。

• A氏は、朝方排尿を覚えて、歩行器でトイレに向かおうとしたが、病
室内で転倒してしまった。病室内は2人部屋、比較的広いが、その要因
はどこにあるのだろうか。軽度脳出血で、救急搬送後保存治療実施、
ほとんど麻痺は残っていない。予後良好。特に眠剤や抗うつ剤の使用
例はない。
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Thank you ！！

文京学院大学大学院 保健医療研究科
教授 藤谷克己 医学博士
メールアドレス：kfujitani@bgu.ac.jp
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