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≪抄録≫                         
看護者が根拠を理解した上で静脈注射の手順を遵守する行動には、個人要因及び環境要因がどのように関

連しているのかを明らかにし、規則を遵守する行動の促進への示唆を得ることを目的とした。 
対象者は東北地方の一総合病院に勤務する、看護師長を除く正規の看護職員。調査内容と方法は、安全遵

守行動と、個人要因である個人の特性、環境要因である院内教育、職場風土、看護師長の安全管理行動の全

110 項目からなる自記式質問票により、2 週間の留め置き法で調査を行った。倫理的配慮として、調査票に

添付した調査依頼文書の中で、研究の目的、調査協力に対する自由意志、プライバシーの尊重、回答内容の

守秘を説明し、調査票への回答をもって調査協力の同意が得られたものとみなした。分析は安全遵守行動と

その影響要因の関係を調べるために共分散構造分析を行った。 
調査票 414 部を配布し、311 部（有効回答率 89.4%）について分析を行った。対象となった看護者は、

平均年齢 30.7±9.2 歳(21－59)で 20 歳代が 187 名（60.1%）であった。安全遵守行動とその影響要因では、

『看護師長の学習する組織づくり』が『医療事故防止に取り組む職場風土』を介して「遵守の有効性」「遵

守の負担感」へ大きく影響し、「安全遵守行動」「法的責任の理解」を構成概念とする『安全規則を遵守する

行動』につながっていた。 
安全遵守行動への影響過程では、その規則がエラーや合併症の防止に役に立つかという看護者の認識が重

要であり、そのことが遵守の負担の程度にも影響していた。そこには事故防止に有効なことを自由に提案で

き、個人の意見が取り入れられ積極的に改善していく医療事故防止に取り組む風土が影響し、その風土の醸

成には、医療を取り巻く環境と社会情勢、病院職員として組織人のあり方や医療安全の基盤となる根拠につ

いて説明する等の看護師長の学習する組織づくりを日常的に行うことが重要であった。 
                  
キーワード： 看護者、静脈注射、安全遵守行動 
（2010 年 1 月 4 日 原稿受領、2 月 2 日 採用） 
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はじめに 
看護実践の中で診療の補助業務であり相対的医

行為に含まれる静脈注射は、侵襲的行為であり特に

リスクが高いため、安全に実施するための教育方法

が検討されている。川村１）は、診療の補助業務では

原理、原則を十分理解して、「なぜそうするのか」

「なぜそうしなければならないのか」の根拠を明ら

かにし、技術や手順のみを習得するのではなく、業

務に潜む危険を認識させ、「してはならないこと」

と「するべきこと」を明確にし、それらの理由や根

拠も理解させることが重要であると強調している。 
米国医療施設合同認定機構（ JCAHO： Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations）では、侵襲的手技の合併症につい

ての主な根本原因は、「オリエンテーションと研修

の不足」80%、「コミュニケーションの不足」65%、

「施設で決められた手順が遵守されていない」52%
が上位を占め、管理者はチームメンバーに、確立さ

れた規則や手順を確実に遵守させなければならず、

それを効果的な方法で伝達するべきであると報告

している。しかし、管理者が行う具体的な方法につ

いては言及していない。 
山内ら２）は東海村の臨界事故を例に「大きな事故

の背景には、必ずといってよいほど規則違反があ

る」として、規則違反を引き起こす条件には、組織

の安全文化の低下、危険であるとの認識の不足、規

則違反を大目に見る規範、集団がやる気に欠けるこ

と、規則自体が不適切であることなどを述べている。

つまり、職場集団の中の個人の行動を規定するもの

は、当人に固有の特性の他、他のメンバーとの関係

や職場風土であることが明らかになっている。 
鮎澤３）は「医療安全に対する組織の意識はあっとい

う間に低下するので効果的に喝を入れることが必

要である」として、職場風土への適時適切な刺激を

管理者が行うことの必要性を述べている。しかし、

どのような刺激が必要なのかは明らかにされてい

ない。 
以上のことから、安全管理体制が整備され、事故

報告制度の運用も適切に行われたことで、事故防止

のための規則や手順が整備されてきた。そこで、定

められた規則や手順を遵守するという姿勢を習慣

化させ職場の安全文化を醸成することの重要性は

明らかになっているが、そのための具体的な要因は

明らかではなく、そこには管理者の影響もあり、臨

床現場では規則を遵守するための方法を模索して

いる状況にある。 
 本研究では、看護者個人が、静脈注射に関する手

順の根拠を理解して規則を遵守する行動には、個人

要因と環境要因がどのように関連しているかを明

らかにすることで、規則を遵守する行動の促進への

示唆を得ることを目的とした。 
 
方法 
2-1 用語の説明 
本研究では、以下のように用語を定義して用いた。 
 

安全遵守行動  
静脈注射の知識を習得（知識ベース）して、手順

の根拠を理解し規則を遵守（ルールベース）する行

動 
看護者の特性 
対象の属性、院外研修への参加、事故報道への興

味、事故経験、法的責任の理解 
事故発生認知 
静脈注射の合併症について、対象が考える発生の

可能性 
事故影響認知 
静脈注射の合併症が発生した際の、対象が考える

患者への影響の重大さ 
遵守の有効性 
静脈注射実施に関連した規則を、対象が考える遵

守することの有効性 
遵守の負担感 
静脈注射実施に関連した規則を、対象が遵守する

ことで感じる負担の程度 
院内教育 
調査対象施設で行われている、静脈注射を安全に

実施するための院内教育内容 
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職場風土 
対象が感じる医療安全に関する職場の雰囲気 

看護師長の安全管理行動：対象が捉える、上司であ

る看護師長が行っている静脈注射に関する管理行

動 
 
2-2 概念想定図を図 1 に示す。 

 
図 1 

 
2-3 調査対象 
東北地方の一総合病院に勤務する、看護師長を除

く正規の看護職員で本研究の協力に同意が得られ

た者。 
 
2-4 調査方法：質問紙調査 
調査票の構成 
１）安全遵守行動：静脈注射の知識を問う 11 項目

の正解した得点及び 6 項目の規則（表 1）について、

普段の自分の行動としての遵守の程度を「1.全く行

っていない」1 点～「6.よく行っている」6 点まで

の評定として、満点を 47 点とする合計点とした。 

 
表 1 

 
①静脈注射の知識問題は、注射事故防止のために

必要な知識・技術１）、日本医療機能評価機構患者安

全推進ジャーナル知識調査を参考にして 11 項目を

独自に作成した。その後、学術的な知識を有する研

究者と内容妥当性の検討を行った。 
②規則遵守は、合併症のなかでも、対応が遅れた

場合に患者への影響が大きい６項目の合併症に対

する規則（表 1）の遵守の程度について、自己評価

での回答とした。 
 
２）看護者の特性 
年齢、看護経験年数、性別、看護教育課程、院外

研修への参加の有無、事故報道への興味の有無とし

た。事故経験については「静脈注射に関して対象が

経験した上限のレベル」を以下の 6 段 
階から一つ選択することにした。 
 
体験なし：ヒヤリ・ハット体験はない 
レベル 0：エラーは発生したが、患者への実施前に

気づいた 
レベル 1：エラーが発生し実施したが、患者への実

害はなかった 
レベル 2：事故により、患者への観察強化と検査が

必要になった 
レベル 3：事故のため、治療が必要になった 
レベル 4：事故により、数年もしくは一生継続する

傷害が残った 
 
看護師の法的責任の理解として、予見義務・結果

回避義務・刑事責任・民事責任・行政責任、の 5 項

目に関して「1.全くわからない」1 点～「6.よく知

っている」6 点で評定することにした。 
事故発生認知：静脈注射の 6 項目の合併症（表 1）

について、対象が考える発生の可能性について「1.
全く起きない」1 点～「6.よく起きる」6 点で評定

することにした。 
事故影響認知：静脈注射の 6 項目の合併症（表 1）

が発生した際の、対象が考える患者への影響の重大
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さを「1.影響はない」1 点～「6.死亡する確率が 1
割以上」6 点で評定することにした。 
遵守の有効性：静脈注射実施に関連した 6 項目の

規則（表 1）について、対象が考える遵守すること

の有効性を「１．全く役立たない」1 点～「6.非常

に役立つ」6 点で評定することにした。 
遵守の負担感：静脈注射実施に関連した 6 項目の

規則（表 1）について、対象が遵守することで感じ

る負担の程度を「1.全く負担を感じない」1 点～「6.
非常に負担である」6 点で評定することにした。 

院内教育：調査対象施設で行っている、静脈注射

を安全に実施するための院内教育内容 6 項目の受

講の有無とした。 
 

①医療安全マニュアルの改訂作業 
 事故報告書を分析することで得られた根本原因

に対する改善策を網羅した規則文書である。改訂作

業は各職場に割り当てられ、毎年行われる。 
②医療療安全に関する QC サークル活動 
 医療の質向上と質保証を目的に質改善を行う小

集団活動である。医療安全をテーマとする QC サー

クル活動は各職場において 1 サークル以上は、年１

回取り組むことが定められている。 
③危険予知トレーニング研修 
 まだ起きていない事故の可能性を察知し、事前に

適切な対処を行う能力を身につける訓練のことで

ある。経年別研修、各職場の医療安全推進担当者、

実習指導者等を対象に年 4 回程度行われている。 
④静脈注射の技術演習 
 静脈注射技術水準向上のための実技演習である。

新人看護師を対象に集合教育で実施後、施設内基準

を満たすまで各職場で継続して行われる。 
⑤静脈注射のチェックリストの活用 
 静脈注射事故防止に必要な知識について指示受

けから観察・管理までの 40 項目をチェックする一

覧表である。上記④と⑤の双方が施設内基準を満た

した場合、患者への静脈注射の実施が認められる。 
新人看護師は必須であるが、中途採用者には必要時

に看護師長の判断で行われる。 

⑥IT 化した静脈注射標準手順 
調査対象施設において作成された静脈注射手技

で教えるべき根拠、患者への説明内容の明確化、院

内システム、事故防止のための規則等が含まれてい

る静脈注射標準手順19)で、以前に作成して評価修正

したものを、今回、院内LANにサーバを設置して、

各端末のコンピュターで展開できるようにしたも

のである。この導入目的は、規則遵守のためには、

実践する者が規則を知っていることが前提であり、

遵守のためには規則の根拠を理解していなければ

ならない44)ことから、規則を周知しやすくするため

にIT化したものである。 
 
３）職場風土：松原ら４)が開発した安全風土尺度を

本人の了解を得て使用した。「医療事故防止に取り

組む風土」「医療安全に対して責任をもつ風土」の

２因子 14 項目について、対象が感じる医療安全に

関する雰囲気を「1.全く思わない」1 点～「6.とて

も思う」6 点で評定することにした。 
看護師長の安全管理行動：児玉ら５)の看護師長リ

スクマネジャー役割評価尺度を参考にして作成し

た 18 項目。及び看護師長８名のインタビューによ

り得られた、日々行っている静脈注射の安全管理行

動 19 項目、合計 37 項目。内容的妥当性を確保する

ため医療安全管理者 14 名により、質問内容及び表

現の適切性の検討を行った。上司である看護師長が

行っている安全管理行動を対象がどのように捉え

ているのかを「1.全く行っていない」1 点～「6.よ
く行っている」6 点で評定することにした。 
 
2-5 調査手順・期間 
調査対象施設での倫理委員会で審議し承認を得

て、IT 化した静脈注射標準手順を導入した。静脈

注射標準手順の IT 化には、宮城大学大学院事業構

想学研究科富樫研究室の協力を得た。その後、調査

対象施設の看護師長会議にて、研究者が病棟看護師

長に対して、IT 化した静脈注射標準手順を用いて

内容の説明を行った。各看護師長は当該病棟におい

て、病棟看護師への静脈注射標準手順の周知を行っ
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た。周知方法については、各看護師長に一任した。

なお、静脈注射標準手順の周知に費やす期間は、米

国での静脈注射教育期間が 6～8 週間であり、新年

度開始後 3 ヶ月が経過していたことから、6 週間と

した。質問紙調査は自記式質問形式を用い、2007
年 8 月 23 日～9 月 6 日（留め置き法）の期間で行

った。 
調査票は、各病棟の看護師長経由で対象者に配付

した。調査票記入後、封筒に入れ各自で封印したも

のを各病棟に備えた BOX へ投函し、看護部長室経

由で回収した。 
 

2-6 データの分析方法 
 安全遵守行動と個人要因、環境要因の影響過程を

検討するために共分散構造分析を行った。なお、統

計的手法は統計パッケージ SPSS for Windows Ver. 
15.0 を用い、共分散構造分析は Amos Ver. 7.を使用

した。 
 
2-7 倫理的配慮 
 調査協力者には、調査票に添付した調査依頼文書

の中で、研究の目的、調査協力に対する自由意志、

プライバシーの尊重、回答内容の守秘を説明した。

調査票への回答をもって調査協力への同意が得ら

れたものとみなした。また、調査票は無記名式とし、

記入後は記載者に直接封印してもらい、調査内容が

研究者以外に漏れることがないよう配慮した。 
 調査票は研究目的以外に使用することはなく、デ

ータはすべて鍵付きの引き出しに保管し、研究終了

から 5 年後に破砕・破棄する。 
 
結果 
3-1 個人要因 

 
表 2-1 対象の特性 

 

 

表 2-2 対象の特性（看護者の法的責任の理解） 

 
3-2 安全遵守行動 
「静脈注射に関する知識」と「規則遵守」を合計し

た安全遵守行動の平均点は 47 点満点中、39.7±3.4
点(27－47)であり、47 点は 1 名のみだった。 
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表 3 静脈注射に関する知識 

 

 
        表 4 規則遵守 

 

 
図 2 規則遵守状況 

 

 
表 5 院内教育の受講状況 

 
3-3 職場風土の因子抽出 
（１）職場風土の因子抽出 
職場風土尺度に関わる 14 項目の内容について因子

分析を行った結果、2 つの因子が抽出された。表 6

に、抽出された 2 つの因子に対する各項目の因子負

荷量、各因子の名称、因子寄与、累積寄与率、

Cronbach のα係数を併せて示した。また、設問 9
～14 は逆転項目のため、その処理を行っている。 
 先行研究と同じ２因子解（累積寄与率 61.87%）

が抽出された。同様に第１因子は『医療事故防止に

取り組む風土』、第２因子は『医療安全に対して責

任をもつ風土』と名付けた。 

 
表 6 

 
3-4 看護師長の安全管理行動の因子抽出 
（１）看護師長の安全管理行動の因子抽出 
看護師長の安全管理行動 35 項目について、構成概

念妥当性（因子的妥当性）を調べるために、主因子

法（バリマックス回転）による因子分析の結果を表

8-2 に示した。その結果、５因子解（累積寄与率

66.14%）が抽出された。内的整合性を測る信頼性

係数、Cronbach のα係数は 35 項目全体でα＝.97、
第１因子＝.95、第２因子＝.91、第３因子＝.92、第

４因子＝.92、第５因子＝.92 であり、各因子で信頼

性が確認された(表 7)。 
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表 7 

 
（２）各因子の名称 
第１因子には、医療を取り巻く環境と社会情勢、

病院職員として組織人のあり方や医療安全の基盤

となる根拠について説明されている 14 項目が包含

されている。この内容から、医療事故が社会問題化

し医療における安全性の確保を推進していくため

の総括が多く、社会からの期待にどのように答えて

いくのかを考える根拠を示していることから『学習

する組織づくり』と名付けた。 
第２因子は、看護実践の場でのフィードバックに

関する 7 項目であり、その内容を吟味してみると、

「スタッフの意見を取り入れる」「スタッフの行動

を振り返えらせる」「看護行為の結果に責任を持た

せる」等、看護者個人の主体的な取り組みを安全な

看護ケアに結びつけていることから『医療安全への

職員の参画』と名付けた。 
第３因子は、IT 化した静脈注射標準手順の「使

用方法」「目的」「重要性」について説明する内容で

ある４項目であることから『リソース（情報資源）

の活用』と名付けた。 
第４因子は、事故報告書の活用を通して、安全性

を向上させることを目的としている内容と、標準化

の目的に関する 7 項目であることから『事故報告か

ら改善へのシステム化』と名付けた。 
第５因子は、保健師助産師看護師法に定められて

いる看護者の業務規定や看護業務の責任に関する 3
項目であることから『関連法規の理解への支援』と

名付けた(表 7)。 
 
3-5 安全遵守行動の関係モデル 
 安全遵守行動に、個人要因と環境要因がどのよう

に影響しているか、変数間の関係を共分散構造分析

を用いてモデル化することで明らかにする。 
モデルを検討するにあたり、潜在変数の観測変数を

選定した。 
『潜在変数』と「観測変数」は以下の通り定めた。 

石本６)は日常業務としての静脈注射の実施では、静

脈注射の知識と規則遵守の行動だけでは安易な作

業として“慣れ”で行われるため、看護者の法的責

任に対する認識を高めることが事故防止に必要で

あると述べている。そのことから、「安全遵守行動」

と「法的責任の理解」を構成概念とする『安全規則

を遵守する行動』を新たに潜在変数に定めた。「遵

守の有効性」「遵守の負担感」を構成概念とする『遵

守認知要因』を潜在変数に定めた。 
院内教育の変数がダミー変数であったことから、

院内教育内容 6 項目の合計点を「院内教育の受講」

とする観測変数にした。また院内教育を環境要因と

していたが、対象が全て受講している内容ではなく、

受講内容が看護者個人により異なることから、個人

要因に含むことにし、「事故経験」と共に構成概念

とする『看護者の特性』を潜在変数に定めた。 
職場風土と看護師長の安全管理行動の各潜在変

数を説明する項目となる観測変数は、因子分析によ

る各因子の項目群のうち、因子負荷量の高い項目を

２項目ずつ選定した。 
モデルの識別性確保のため、潜在変数から観測変
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数へのパス係数の１つを 1.0 に固定した。また、観

測変数には誤差変数の係数に 1.0 を、潜在変数には

攪乱変数の係数に 1.0 を定めた。『安全規則を遵守

する行動』に攪乱変数の分散を 1.0 に固定した。外

生変数の分散は 1.0 に固定した。標準化されない値

は、データの得点範囲によって数値が大きく異なる

ため、モデルを検討する際には標準化推定値でパス

係数（標準偏回帰係数）、重相関係数の平方（重決

定係数：R2）、間接・直接効果を検討した。図３に、

そのパス図と分析結果の標準化解を示した。なお、

誤差変数、攪乱変数は図から省略してある。 

モデルの適合度指標値は、χ２(33)＝54.1, p=.027, 
GFI=.968, AGFI=.946, CFI＝.957 RMSEA=.045, 
であった。 

 

図 3 

 

χ２検定では有意となりモデルは棄却されてし

まう。しかし、この検定は、データ件数に敏感に影

響を受ける性質があり、データ件数が多いと棄却さ

れる可能性が高まることから、χ２値でパス図の適

合度を判断しないほうが良いとされている７)。適合

度 指 標 の GFI （ Goodness of Fit Index ）、

AGFI(Adjusted GFI) 、 CFI （ Comparative Fit 
Index）ともに.90 以上であった。特にCFIは高い値

が出る可能性があるため、.95 以上が良いと言われ

ている46)ことから、説明力のあるパス図と判断でき

た 。 RMSEA(Root Mean Square Error of 
Approximation)は.05 以下でありモデルの適合度

は許容水準を満たしていた。また『安全規則を遵守

する行動』の重決定係数（R2）は.80 であった。パ

ス係数は、いずれも有意な値を示した。 
モデルの解釈は、『安全規則を遵守する行動』へ

の直接パスをみると、『遵守認知要因』（.77）と『看

護者の特性』（.39）から影響を受けており、『遵守

認知要因』による影響が大きいことがわかった。さ

らに『遵守認知要因』は『医療事故防止に取り組む

職場風土』（.41）から影響を受け、『医療事故防止

に取り組む職場風土』は『看護師長の学習する組織

づくり』（.47）と『看護者の特性』（.21）から影響

を受けており、『看護師長の学習する組織づくり』

による影響を大きく受けていた。 
 以上より、『看護師長の学習する組織づくり』が

『医療事故防止に取り組む職場風土』を介して『遵

守認知要因』へ大きく影響し、看護者の『安全規則

を遵守する行動』につながっていた。 
 
考察 
看護者の「安全遵守行動」「法的責任の理解」を

構成概念とする『安全規則を遵守する行動』は、「遵

守の有効性」「遵守の負担感」を構成概念とする『遵

守認知要因』から強く影響を受けていた。 
 『遵守認知要因』は、『医療事故防止に取り組む

職場風土』の影響を受けていた。田尾８)は、組織が

個々のメンバーにどのように受け止められるかに

よって、組織の有する意味が異なり、個々のメンバ

ーにアクティブに働きかけるためには、組織が準拠

すべき行動の方向づけを明示し、共有されることが

重要であると述べている。このことから、個々のメ

ンバーの遵守認知要因に働きかけるためには、医療

事故防止に取り組む風土であるとメンバーが受け

止めることが重要であると言える。 
『医療事故防止に取り組む職場風土』は、事故防

止に有効なことを自由に提案でき、個人の意見が取

り入れられ積極的に改善していく風土４)であるこ

とから、自立度の高い、典型的なプロフェッショナ

ルの特徴と考える９)。このプロフェッショナルの文

化を持つ集団を管理するには、「組織理念」を徹底

することが重要であると言われている10)。職場の管
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理者である看護師長の安全管理行動の項目で「事故

防止を看護部の理念と関連づけて説明している」が

含まれる、『看護師長の学習する組織づくり』が影

響していたことは、組織の文化に合った管理がなさ

れていたと言える。このことは、日本医療機能評価

機構の病院機能評価においても、評価体系の第１領

域の最初に「病院の理念と基本方針」が挙がってい

るように、医療機関において理念や方針の提示はこ

とさら重要なことと言える。 
野上ら11)は、直属の上司の安全に関するリーダー

シップが、部下の自発的安全行動（規則遵守等）に

影響するのかを、工場従業員に調査した結果、中間

管理者の安全に関わる価値提示が職場におけるメ

ンバーの規則遵守に影響し、中間管理者のリーダー

シップ行動がメンバーに認識されることが重要で

あることを指摘している。従って、医療を取り巻く

環境と社会情勢、病院職員として組織人のあり方や

医療安全の基盤となる根拠について説明されてい

る『看護師長の学習する組織づくり』が間接的に『安

全規則を遵守する行動』に影響していたと考える。

また、本研究での看護師長の安全管理行動は、対象

者が看護師長の行動をどのように捉えているかを

問う設問であった。中間管理者のリーダーシップ行

動がメンバーに認識されることが重要であること

から、看護師長の安全管理行動を看護者の認識から

調査したことは妥当であったと考える。 
 以上のことから、看護師長の安全管理行動は職場

風土を介して個人の遵守認知要因に影響を与える

結果となり、個々人に対して直接的に管理行動を行

うよりも、職場全体に対して学習する組織を醸成す

るための管理行動が必要であると言える。 
そのために看護師長は、社会情勢の動向を把握し、

医療技術の進歩に伴い看護水準を向上させるため

に自身が学習する個人であることが望まれる。その

リーダーシップの発揮が学習する組織づくりとな

り看護者個人の安全遵守行動に重要であると言え

る。 
さらに、「大きな組織事故は“安全遵守”に向け

た劇的な変貌をもたらすが、これはすべて長続きし

ない。安全文化は、崩壊一歩手前のきわどい経験か

ら突如として生まれるものではなく、むしろ、実用

的で地に足のついた対策を一貫して継続すること

によって、徐々に形づくられていくものである」12)

と言われている。また「医療安全に対する組織の意

識はあっという間に低下するので効果的に喝を入

れることが必要である」３)と、職場風土への適時適

切な刺激を管理者が行うことの必要性が強調され

ている。『看護師長の学習する組織づくり』を日常

的に行うことが職場の安全文化の醸成に重要であ

り、その職場風土が看護者個人の安全遵守行動へと

つながるとの示唆が得られた。 
 今回の安全遵守行動に関する要因の測定方法は、

実践者である看護者の認識から検討したものであ

る。そのため本研究は、看護者の主観的な状況を示

した結果であり、看護者個人の認識と実際の行動や

理解に差異がある可能性がある。しかし、看護者が

捉える看護師長の安全管理行動について明らかに

なったことは、職場の安全文化の醸成に資する点で

意義があると考える。 
本研究では特に重要と考えられる要因について

検討することはできたが、安全遵守行動に関連する

その他の要因が存在する可能性もある。特に、個人

特性を問う項目では、規則違反を個人の心理的特性

に帰属させることを避けるため、除外したが、その

要因も関連する可能性は否めない。今後は安全遵守

行動に関連する様々な要因をさらに吟味し、より精

緻化した説明力の高いモデルの構築を目指してい

く必要がある。また、一施設を対象とした本研究の

知見が、どれほどの一般性を持つのかについては定

かではない。病院間の特徴の差異を踏まえ、安全遵

守行動に関連する要因の影響過程に関するモデル

の交差妥当化を行うことも今後の課題である。 
 
結語 
看護師長の安全管理行動として『学習する組織づ

くり』『医療安全への職員の参画』『リソース（情報

資源）の活用』『事故防止から改善へのシステム化』

『関連法規の理解への支援』の５因子が明らかにな
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った。 
「安全遵守行動」「法的責任の理解」から構成さ

れている『安全規則を遵守する行動』に影響する要

因は、「遵守の有効性」「遵守の負担感」から構成さ

れる『遵守認知要因』と、「事故経験」「院内教育受

講の有無」から構成される『看護者の特性』から影

響を受けており、『遵守認知要因』の影響を強く受

けていた。 
医療を取り巻く環境と社会情勢、病院職員として

組織人のあり方や医療安全の基盤となる根拠につ

いて説明されている『看護師長の学習する組織づく

り』が『医療事故防止に取り組む風土』を介して看

護者の『遵守認知要因』に影響し、結果として看護

者の安全遵守行動に影響していた。 
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