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原著論文 
 

WHO 手術安全チェックリストの効果 
－情報共有の視点から－ 

 
                                          
阿部俊介１）、秋田谷早記１）、菅野真規１）、鈴木里実１）、澤田真樹１）伊藤真理子 
１）国立病院機構仙台医療センター 看護部 中央手術室 
 
≪抄録≫                                      

目的）WHO 手術安全チェックリスト（安全チェックリスト）により看護師・外科医・麻酔科医の情報共

有の改善が図れるかどうかを明らかにする。方法）手術室に従事する手術室看護師 22 名、麻酔科医師 16
名、外科系医師 29 名を対象に質問紙を配布した。質問内容は各職種別にし、それぞれの項目の回答結果を

単純集計し、昨年度の結果と比較検討した。今年度は安全チェックリスト導入後の設問を追加して評価も得

た。安全チェックリストに慣れた時期に調査を行うこととし、研究期間は導入後 3 ヶ月で、昨年度データ

収集は 2013 年 9 月～10 月、今年度データ収集は 2014 年 9 月に行った。結果）安全チェックリストの導入

による効果として 3 職種ともに、職種間の情報共有が出来ていると答えた割合が増加した。昨年度と同様 3
職種ともに情報共有を困難にしている要因として「話す時間がない・限られている」という項目が挙げられ

たが、情報共有がしやすくなり、コミュニケーションが改善したと評価していた。結語）安全チェックリス

トの使用によって、会話するきっかけ作りとなり、情報共有する時間が作られたことが結果に表れたと推察

する。また、個人の判断に任されていた情報共有の手順が誰でも同じ視点、同じ方法で出来るようになり、

その機会が必ず設けられることから情報共有がしやすくなり、コミュニケーションの改善につながったと考

える。 
                                          
キーワード：多職種、情報共有、WHO 手術安全チェックリスト、手術 
（2015 年 3 月 23 日受領、2015 年 5 月 8 日採用） 
 
 
 
１ はじめに 

A 院手術室では 2014 年度より多職種間での患者

の情報共有のために WHO 安全な手術ガイドライ

ン 20091)（手術ガイドライン）に沿って、手術安全

チェックリスト（安全チェックリスト）を使用して

いる。安全チェックリストとは、適切な標準的ケア

が全ての患者に保証されることを確認する手段で

あり、その目的は手術患者の命と健康を危険にさら

す最も一般的でかつ避けうるリスクを最少にする

ことである。 
手術ガイドライン目標の一つとして、「チームは

手術の安全な実行のため、効果的に重要な情報の伝

達と交換を行う」1)ことが挙げられている。昨年度

実施した手術室に勤務する看護師・外科医・麻酔科

医を対象とした情報共有に関する意識調査では、麻

酔科医との術前の情報共有ができているとした看
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護師は 50%、外科医とは 14%であった。麻酔科医、

外科医は 60%が看護師との術前情報共有ができて

いるとしたが、安全チェックリストの活用により、

多職種間の情報共有をさらに円滑にすることがで

きると考えた。そこで、安全チェックリスト導入前

後の意識調査により情報共有の視点から効果を検

討した。 
 
２ 目的 
 安全チェックリストにより看護師・外科医・麻酔

科医の情報共有の改善が図れるかどうかを明らか

にする。 
 
３ 方法 
１．研究の種類：関連検証研究 
２．研究対象：手術室に従事する看護師（看護師）、

麻酔科医師（麻酔科医）、外科系医師（外科医）。 
３．研究期間：対照群データ収集は 2013 年 9 月～

10 月、実験群データ収集は 2014 年 9 月に行った。 
４．安全チェックリストの導入 
１）手術室に関連する職種と協働し 2014 年より、

看護師が主体となって安全チェックリストを導入

した。 
２）患者入室前から退室時まで一貫して部屋にいる

看護師がコーディネーターを務めている。 
３）看護師は、入室前、麻酔導入前、皮膚切開前、

手術終了時に、麻酔科医、外科医にチェックリスト

記載項目を口頭で確認する。 
４）確認は 1 分以内とし、麻酔科医、外科医が看護

師の質問に答える。 
５）手術終了時に執刀医、麻酔科医、看護師の 3 者

がサインして終了となる。 
５．データ収集方法 
１）柚木ら 2）の調査をもとに作成した職種別の無記

名自記式質問紙を使用した。経験年数を記入し、看

護師は麻酔科医・外科医に対する設問、麻酔科医・

外科医は看護師に対する設問に答えた。 
２）情報共有の現状と必要性、並びに情報共有を困

難にしている要因について「強く思う」から「全く

思わない」まで４件法で選択肢を設けた。 
３）実験群から安全チェックリストの評価を得た。 

４）質問紙は回答者自身が配布した封筒に入れ、回

収ボックスに投函した。 
５）安全チェックリストに慣れた時期に調査を行う

こととし、実験群には安全チェックリスト導入後 3
ヶ月で質問紙を配布した。 
４．データ分析方法：職種間の術前情報共有、情報

共有を困難にしている要因、解答の「強く思う」「少

し思う」を「思う」とし、「あまり思わない」「全

く思わない」を「思わない」として、回答を職種別

に集計し、2013 年を対照群、2014 年を実験群とし

て比較検討した。実験群から得た安全チェックリス

トの評価は職種間の比較を行った。 
 
５ 倫理的配慮 
対象者に研究主旨・目的を説明し、研究で得た情報、

結果は研究目的以外には使用しないこと、結果を集

約するにあたり個人を特定しない事、得られた結果

は院内の研究発表会及び学会で公表すること、協力

を得られない場合でも業務上または将来不利益は

生じないこと、質問紙の回答・回収をもって同意を

得たとみなすことを文書にて説明した。回収した質

問紙は鍵がかかる場所に保管した。得られたデータ

は USB に保管し使用時はインターネットに接続し

ていないパソコンで行った。院内の倫理委員会の承

認を得た。 
 
６ 結果 
１．対象者の背景（図１） 
質問紙の配布は 99 名、有効回答は 67 名（67.6%）

であった。安全チェックリスト導入前の対照群は

73 名、導入 3 ヶ月後の実験群は 67 名であった。職

種別回収率は、看護師 22 人（91.6%）、麻酔科医

16 人（80%）、外科医 29 人（52.7%）だった。経

験年数は、外科医は外科医師経験年数 1～3 年が

10％（3 人）、4～9 年が約 28％（8 人）、10 年以

上が 62％（18 人）、麻酔科は麻酔科医師経験年数

1～3 年が 0％（0 人）、4～9 年が 6％（1 人）、10
年以上が 93％（15 人）。手術室看護師は手術室看

護師経験年数 1～3 年が約 32％（7 人）、4～9 年が

約 55％（12 人）、10 年以上が約 14％（3 人）で

あった。 
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図１ 経験年数 

 
２．職種間の術前情報共有の評価（図２） 
１）看護師が麻酔科医に対して（以下、看護師－麻

酔科医と表記） ：対照群は「思う」50%（11 人）、

「思わない」50%（11 人）。実験群は「思う」68%
（15 人）、「思わない」32%（7 人）だった。 
２）看護師－外科医：対照群は「思う」17%（3 人）、

「思わない」86%（19 人）だった。実験群は「思

う」27% （6 人）、「思わない」73%（16 人）だ

った。 

 
図２ 職種間の術前情報共有 

 
３）麻酔科医－看護師：対照群は「思う」60%（9
人）、「思わない」40%（6 人）だった。実験群は

「思う」69%（11 人）、「思わない」31%（5 人）

だった。 
４）外科医－看護師：対照群は「思う」61%（22
人）、「思わない」39%（14 人）だった。実験群

は「思う」83%（24 人）、「思わない」17%（5 人）

だった。 
3職種とも実験群で情報共有が出来ていると答えた

割合が増加した。看護師は実験群も対照群も外科医

と情報共有出来ているとした割合が少なかった。 

実験群で看護師と術前の情報共有は出来ていると

思う割合は、麻酔科医、外科医共に対照群に比べて

増加し、70%を超えた。また、麻酔科医に比べて外

科医が看護師と術前情報共有が出来ているとする

割合が大きく増加した。 
 
３．情報共有を困難にしている要因（表１，２，３、

４） 
実験群で情報共有を困難にしていると「思う」が

50%以上の項目を割合が高い順に示した。3 職種と

もに「話す時間がない・限られている」が最も多か

った。また、看護師で麻酔科医、外科医に対し「相

手が忙しい様子のためコミュニケーションをとる

のを躊躇してしまう」が 2 番目に多かった。 
 
４．安全チェックリストの評価（図３） 
１）情報共有がしやすくなった。 
看護師：「思う」73%（16 人）、「思わない」27%
（6 人）、麻酔科医：「思う」75%（12 人）、「思

わない」25%（4 人）、外 
 
表１ 看護師－麻酔科医 

 
表２ 看護師－外科医 
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表３ 看護師－麻酔科医 

 

 
表４ 外科医－看護師 

 

 

科医：「思う」72%（21 人）、「思わない」28%
（8 人）であった。 

２）実施方法は適切である。 
看護師：「思う」68%（15 人）、「思わない」32%
（7 人）、麻酔科医：「思う」81%（13 人）、「思

わない」19%（3 人）、外科医：「思う」76%（22
人）、「思わない」 
 

 
図３ 安全チェックリストの評価 

 

24%（7 人）であった。 
３）所要時間は適切である。 
看護師：「思う」77%（17 人）、「思わない」23%
（5 人）、麻酔科医：「思う」75%（12 人）、「思

わない」25%（4 人）、外科医：「思う」76%（22
人）、「思わない」24%（7 人）であった。 
４）コミュニケーションがとりやすくなった。 
看護師：「思う」55%（12 人）、「思わない」45%
（10 人）、麻酔科医：「思う」約 69%（11 人）、

「思わない」31%（5 人）、外科医：「思う」59%
（17 人）、「思わない」41%（12 人）であった。 
3職種とも安全チェックリストの導入により情報共

有がしやすくなり、コミュニケーションが改善した

とし、実施方法と所要時間は適切であるとした割合

が多かった。 
 
７ 考察 
職種間の術前情報共有の評価について、看護師は手

術室内で活動する麻酔科医に比べ、病棟や外来など

病院全体で活動する外科医と関わりをもつ機会が

少なく、手術当日の安全チェックリスト使用時ない

しは前日の電話確認のみで情報共有を行っている

現状により情報共有出来ているという割合が少な

かったと考える。また、麻酔科医は以前より術式に

よって使用する薬品・麻酔用品がルーチン化してお

り、術前回診にて患者の状態をカルテに記載して看

護師に追加物品の指示を出していたため、情報共有

が出来ていると感じていたと考える。一方、看護師

は外科医に術前に必要な器械の確認を行っていた

が、患者状態を聞くことはなかった。また、通常と

異なる手順の有無などの確認は看護師個々に任さ
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れており、聞くタイミングが決まっていなかった。

安全チェックリストの導入により、皮膚切開前に術

式、皮膚切開部位、手術時間、予想出血量、特別な

手順・イベントの有無を執刀医が発表し、麻酔科

医・外科医・看護師・コメディカルが共有するため、

外科医は看護師と情報共有できたと感じたと考え

る。 
次に情報共有を困難にしている要因について、3 職

種ともに「話す時間がない・限られている」が最も

多かった結果が出たが、これは対照群も同様であり、

手術件数の増加による時間確保の困難さによると

考える。そして、職種別の経験年数をみると医師の

経験年数は長く、看護師は短い傾向にあるためベテ

ランの医師とのコミュニケーションを看護師が躊

躇する要因の一つに経験年数が関係していると考

える。 
現在、看護師が安全チェックリストコーディネータ

ーを担っている。例えば、患者入室前に麻酔科医と

麻酔器と必要な薬剤のチェック完了の有無、気道困

難・誤嚥のリスクの有無、出血リスクの有無、アレ

ルギーの有無の確認を行うなど、流れていく時間を

意図的に止めて、短時間に部屋準備と並行して確認

作業を行なわなければならない。麻酔科医も 1 日に

複数の手術を受け持つため、患者入室前にコンタク

トを取るのは難しい作業である。また、手術終了時

には外科医と術式の確認変更の有無、標本の読み上

げと個数の確認を行う。麻酔科医、外科医に対し、

患者の回復と管理についての問題の確認を行い、直

接介助看護師にも器具、ガーゼカウント完了の確認

を行っている。限られた時間の中で、抜管に向けた

準備・清拭・保温の準備・使用したドレープの片付

けなどの作業も並行して進めていく。外科医、麻酔

科医もその準備に動くため雑然とした雰囲気とな

ってしまう。しかし、そのような中でも安全チェッ

クリストコーディネーターである看護師は作業を

止めて確認作業を行わなければならない。確認作業

は、入室前、麻酔導入前、皮膚切開前、手術終了時

にそれぞれ行う必要があることから、看護師の負担

にならないよう、麻酔科医、外科医の協力も得て環

境を整えていく必要がある。これらの環境を整えて

いくことにより、情報共有を阻害している要因も改

善されるのではないかと考える。 
最後に安全チェックリストの評価について、導入に

より改善出来たという割合が多い結果であったが、

これは個人の判断に任されていた情報共有の手順

が誰でも同じ視点、同じ方法で出来るようになり、

その機会が必ず設けられたことによると考える。ま

た WHO1)では、「所属、役割意識、性の違いと年

齢差は、全て意思疎通と学際的質問を制限し、孤立

と差別を助長する」と述べているが、安全チェック

リストの使用によって、会話するきっかけ作りとな

り、情報共有する時間が作られたことが結果に表れ

たと推察する。藤原 3）は、「大きな声で明瞭に簡潔

に重要な情報を確実に発信することで、周囲の注目

を集め、必要な情報がチーム全体に伝わり確実な対

応を予想させる」と述べている。文書（目）で確認

をするのだけではなく、一人ひとりが室内のすべて

の人に聞こえるよう発言することや発言時には他

者は作業を中止することなど安全チェックリスト

の導入によって重要なイベントと認識出来たと考

える。 
より良い情報共有が行えるよう、情報共有を困難に

している要因、安全チェックリストコーディネータ

ーの負担等の課題を改善していきたい。 
 
８ 結論 
安全チェックリストの導入による効果として 3 職

種ともに、職種間の情報共有が出来ていると答えた

割合が増加した。3 職種ともに情報共有を困難にし

ている要因として「話す時間がない・限られている」

が挙げられたが、情報共有がしやすくなり、コミュ

ニケーションが改善したと評価していた。 
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