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はじめに
緊急または調査して訪れた病院に来て、患者さんが「ここに来て良かった！」
という感想を持ち、健康で退院または帰宅される状況は病院の誇りとする要件
の一つです。
この中に、当然、医療技術(処置など)の素晴らしさはありますが、加えて、①
医師の活動の支援、・・・裏舞台で活躍する病院業務に携わる方々が、楽しく、
ゆとりある活動を目にする。②理にかなった機材や機器、資料などを配置する
環境で治療を受ける。③各種、急な対応にもスムーズな関係者の所作は、病院
に働く皆様だけでなく、病院に訪れる方々に高い信頼と医療価値を付加します。
そこで、この対策に、「5S 改善」という業務改善法を利用して、「より安全・確
実・楽で早い仕事」の実現に役立つ改善法と事例を提供させていただくことに
しました。ここには、岩手県立中部病院の皆様の精力的、また、絶大なお取り
組みとご協力がありました。読者の皆様には、病院の大小に関係なく、同じよ
うな取り組みが各所で進み、改善の結果、①誰が見てもすっきりした働き易い
職場、②病院関係者が笑顔でゆとりある活動の実現、③医療上のヒューマンエ
ラーゼロ化の実現を願う次第です。
なお、本書は、病院の大小に関係なく、お仕事を進める多く実務者の皆様が、
お仕事の改善にお使いいただくため、３つの章に分け、ホップ、ステップ、ジ
ャンプ方式で 5S 改善の内容と実務を紹介します。特に、ステップの章では、①
病院によくある職場の問題点を挙げ、②誰でも簡単にできる改善手法を紹介し
た後、③実際に改善手法を適用して改善した事例。そして、その結果、④何が
良くなったか？（改善に取り組んだ体験者の感想）について実際に本書の改善
手法をお使いになった様子。さらに、④改善を進める読者の皆様に役立つチェ
ックポイントの整理(チェックリスト)という順で解説を行います。
読者の皆様には、是非、
「医療と仕事、そして、安全や美観と共に、日本が世
界にお手本をしめす「ダントツの病院」の具現化を」と願う次第です。
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第１章

“ホップ”

「５S を通して、だれでもできる改善(手法)と、改善の良さを知ろう！」

1-1

なぜ病院で「５S 改善が必要か？」

（１）５S 改善の目的は？
５S は①整理、②整頓、③清掃、④清潔、⑤躾（しつけ）の５つの項目の頭文
字をとって名付けられた職場改善法です。
「では、何のためこの種の改善手法が
病院で必要なのでしょうか？」まず、目的に関する事項から５S 改善の解説を開
始することにします。
知って進めよう病院５Sとヒューマンエラー対策
右の図は、岩手県
立中部病院の皆様と
ダントツ活動モデルを世に示す！
相談して作成したも
のです。ここでは約
病院の概要
600 名もの方が各職
場で働いておられる
わけですが、皆が希
関係者の仕事
医療機能評価の局面
①
患者さんの満足
医療の質の局面
望する病院の姿は、
② 病院で働く方々の
ヒヤリハットゼロの医療環境整備
技量向上＋ゆとり クリニカル・インディケーター
「自他共に、多くの
～お手本になる管理体制の構築
の向上
増強
（誰が見てもお手本になる日々活動 ）
③ 融和と連携強化
点で、近隣の病院に
もお手本となる活動
経営直結型５Sの作用 ： ムダ排除＋HEゼロ対策で個々人の技量向上
を進めたい」という
思いを含め、作成した５S 改善展開の内容です。そこで、ここで取り組む方針
を、(1)ご自身や仲間と共に進める仕事を科学的に解析し、(2)更なる高みへ持ち
込み、(3)全員が価値ある病院における改善活動を進める。その結果として、(4)
仕事の“ゆとり”とチームワークの強化を図り、(5)病院が本来的に持つ多くの
課題や与件に対応しよう、という内容にしました。
（２）病院で５S に取り組み、何を、どう良くしたいの？
「では、５S 改善で進める対象は？」という、解説をすることにします。す
でに５S はモノづくりを進める多くの企業で進められ、今や、数十年の歴史を
持ちます。また、国際用語として流通するほど有名です。特に、職場に働く方
が、お客様とご自身の仕事の価値の両者を同時に高める改善手法として定着し
たわけですが、病院関係者にとっては、まだ、聞きなれない新しい言葉かも知
れません。そこで、５S 改善活用の狙いや対象の紹介をすることにします。
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(a) 整理と整頓の技術を、機材や薬品を扱う際に発生の危険性がある「取り違え
ミス」というヒューマンエラー防止の環境に使う。
(b) 清掃・清潔対策を、院内感染から連絡ミスなどコミュニケーション対策に適
用して、問題の誘発リスクが予想されそうな対象に適用して、未然に問題の
発生を防ぐ。
(c) 仕事の手順を改善して「安全、確実、楽で早い仕事に改善した結果、美的(見
た目)にも、すっきりした仕事の環境を維持～向上する。
（３）すでに５S 改善を進めた病院では、どのような活動をしているの？
先の紹介のように、本書で紹介する５S 改善活動は岩手県立中部病院のもの
です。だが、
『病院５S 改善法』は、このような大きな病院だけに有効な改善手
法ではありません。当然、数名の病院や医局など病院関連でも活用が可能です。
そこで、多くの病院に対して、５S を指導、活用、外部 PR などを行ってきた
資料の中から、ガイドとなってきた例を紹介させていただくことにします。
左の図は５S 改
善の導入を希望す
病院で５S改善を進めるガイドより（著名な例 ） ・不安全性の
撲滅
る病院に対し、５S
・ミス・トラブル
病院で５Sを導入～成果をあげている例を見れば判る！
① ヒューマンエラーは人間が持つ諸特性と、人間を
の減
の先進病院とされ
取り巻く間違えやすい職場環境が関係する。
・効率向上
② 医療システムには多くの方々が関与する。また、
が期待
る T 病院が紹介し
忙しい中では誤解や、ミスが発生する環境が
される！
ヒューマンエラーを誘発しすい。
てきた内容です
③ そこで、うちでも、次の方式で５Sを展開します。
整理：いらないものといるものをハッキリ分けて
いらないものは捨てる。
（先に解説した内
整頓：いるものを使いやすいようにきちんと置き
誰でもわかるように明示すること
容と似た内容が多
清掃：常に掃除をし、美化を維持すること
清潔：汚れの無い綺麗な状態を維持する
数紹介されていま
しつけ：決められたことを、決められた通りに実行できる
ように、習慣づける
す）。要は、整理・
潜在的ヒューマンエラー
１，よくない書類や機材の保管 → 間違える。
整頓が不十分な場
２，必要な書類や機材を探す → 忙しさがミス誘発へ
３，院内に不要な物が残存 → 患者の転倒～病原体の巣にもなる
合、病院では多く
４，使用してはいけない機材、薬剤の残存 → 治療ミスや薬剤誤投与の危険
５，乱雑な書類や物の置き方 → 心の乱れが仕事の乱れ、さらには
の方が働く関係上、
病院の管理や活動に多くの疑問を感じる
状況を誘発する。
①ウッカリ・ミス
を誘発する。
②コミュニケーション上の行き違いで医療ミスを起こす危険、③仕事にムダが
出るわけですが、この種の危険を皆無にする対策が５S 活用の目的です。
【５S 改善の必要性に関するチェックポイント】
□ ５S 改善を進めるには目的の設定が重要だが、何を目的にすべきか？
□ ５S 改善を進めることで何がどのように良くなるか？
□ ５S 改善を進める際、対象とすべき事項や要件は何か？
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1-２

５S が不備で起きた「医療ミス」

５S 活用の大きな目的のひとつはヒューマンエラー防止対策です。そこで、K
県立病院の例を挙げ「医療現場でヒューマンエラーはなぜ起きたのだろうか？」
という解析を行い、病院における５S 改善の必要性を解説します。
（１）受精卵取り違え妊娠事件
「上手の手から水」という言葉があります。人である以上、どのようなベテ
ランや頭の良い方でも、注意をしていてもミスが発生することあり、これはそ
の例のひとつです。なお、後で解説する５S 面で見ると、残念ながらいつでもヒ
ューマンエラーを起こしかねない環境で仕事をしていたことが判ります。
このミスが発生した
受精卵取り 違え妊娠事件
原因は、①対象として選
んだシャーレを違った
40代
K県立中央病院で昨年9月中旬頃発生。
Aさん
夫
B
女性用
女性は慰謝料など2千万円の支払いを要求。
さ
ことでした。②当然、病
ん
① 40代の女性のシャーレを培養器から
の
取り出して作業。
院では、間違えないよう
受
② シャーレには40代の女性を示す色着き
卵子 ① 精子
精
廃却
シールが貼られていたが、蓋を捨てた。
卵
に、事前にシャーレの蓋 ②対外受精
③ 作業準備時、20代のシャーレを
1個取り出し準備
に対象者の識別を示す
③培養
40代の 対称である
④ K医師は作業時に
女性用 20代の女性用
シールが貼られていま
④子宮に 08年9月
2個とも20歳女性用と
もどす
中旬
⑤ 発育の良い40歳の
勘違いしたまま処置
した。だが、③、蓋を取
受精卵を使った。
⑤着床
？
⑥ 受精卵の発育が女性の経過順調にリンクしていない
った際に識別が出来な
ため、疑いを持ち検証→ミスを発見謝罪（妊娠9週で
は正確にミスを判定できず、15週になればDNA鑑定
い環境となり、似たシャ
妊娠中絶
で可能だが、中絶は母胎への負担が増すため謝罪）
08年11月中旬
⑦ 訴訟が18日になされ、19日に報道謝罪劇となった。
ーレに入っていた別の
受精卵と取り違えた。
ということで起き
ヒューマンエラー防止のための「５S・見える化対策」の例
た残念な事件です。
② 色違いの利用
① 文房具の 置き場「指 定席化」の例
当然、左の図に示
薬品等の
注入
した５S 改善手法
を使えば防げたは
緑
ピンク
ずです。ヒューマ
③ Ｉ Ｔ＋ランプ表示 指示で 取り出 す
ンエラーは順次行
資 材の間違え 対策は ？
う手順の中に高い
リスクがあり、そ
れが顕在化した時
棚のランプ表示
に発生します。こ
ＩＴで発行される伝票
を見ながら棚置き～
製品のバーコード
ため、上手な識別
取り出しをする が、
登録～取り出し確認
時々まち がえる。
～報告（無伝票作業）
対策がリスク低下
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となります。『覆水盆に返らず』また、『タラ、レバ』的な反省と共に行う解説
で恐縮ですが、他の病院での再発を防止するため、例えば、図に示した５S の
改善策を適用して、下に示したいずれかの策を適用すればリスクを大きく減ら
すことができたはずです。
① 置き場管理を利用：(ｲ) A さんのシャーレを置く場所を指定席化する。
② 色別の器具の活用：(ﾛ) シャーレ(容器)自体の色を分けるなどの策でミスを
防ぐ確率が高まるためです。
③ IT 的対策の利用：(ﾊ)IC チップのような信号・ポカヨケ機能を利用して、手
術前にシャーレから取り出す時に間違いを医者や関係者に報せる。
ヒューマンエラ
ーは「仕事を進め
ハインリッヒの法則による問題発生原理
る手順の中で、や
この法則は保険会社の技術・調査部
に勤務していたH.ハインリッヒ氏の調査
るべき正しい行為
結果が基になり、世界に有名になった
発生する1件：
法則である。要点は、1件の下に位置
ヒューマンエ ラー
す るヒヤットの要因を取り除くことが
をしないという状
設備故障 や交通 事故 決め手となるが、この対策を進め、
1件
ヒュー マンエラーゼロを実現させた例は
・・・ 不良品の発生
況がある場合に発
多数ある。このため、医療ミス防止に
重視して使われてきた。
生する」というの
基準
が発生メカニズム
重大事故に
29件
です。そうなると、
つなが る
30のヒヤット
左の図に示したよ
この中の1件が
問題ゼロ
顕在化し、残りは29件
崩落
うに、ハインリッ
の状態
ヒの法則を利用し
300の
て、仕事上、ヒュ
小さな不安
ーマンエラーを
発生させ難くい職場環境づくりが必要です。
注釈：ポカヨケとは人が犯すうっかりミス（ポカ）を簡単な道具や機器の利
用で防止する対策です。体温測定にアラームで報せる。機器利用時間
を看護師に報せるなど IT の利用を含め、多くの方式があります。
（２）人違い中絶手術事件
次のページに示した図も 1987 年に起きた残念な事件です。要点を図中に詳し
く解説しましたが、相互に行うべきことを、手順の中で確実に履行しなかった
ために起きた事件です。問題は、中絶手術の対象者として呼ばれた B さんが中
座していた。この時、同姓の A さんが「私ですか？」とたずねたわけですが、
「確かめずに、手術を済ませてしまった」という初歩的なミスです。
病院の取り違えミス防止に「指差し確認の履行の徹底」があります。後で解
説する５S 改善では、「目に見にくい問題の予知・予防こそ“清潔”の利用で対
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策すべき」とされていますが、院内感染などにつながる細菌対策など、見えな
い対象を予知して予防する対策を含め、目に見にくい問題の予知、予防は極め
て重要な対処の項目です。
この例の場合、(1)
人違い中絶手術事件
（1987年9月） F県Y市私立総合病院
人違い中絶手術事件
医師と看護師の 2
被害者と
生の状況：
名がいるのになぜ
被害者と問題発
問題発生の状
況：28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
取り違え事件が起
待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
きたのでしょう
行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
ってしまった。
ってしまった。
か？また、(2)フル
① 医師は患者の氏名を確かめなかった。
ネームで確かめる
② 中絶の意思をA子さんに確かめなかった。
全く機械的
③ A子さんが診療室に入った時、看護婦もA子さんを
という初歩的なチ
に手術して
ﾌﾙﾈｰﾑで確かめなかった。医師も確かめなかった。
しまった。
④ 中絶し術の前に行うべき、血圧・麻酔に対するｱﾚﾙｷﾞｰ反応検査、
ェックから、・・・
胎児の心音・発育状態の検査もしなかった。
中絶前の検査まで
① 指差確認は？
② 各工程毎の
を、各チェック段
管理・ﾁｪｯｸ体制？
③ ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸは？
階で、なぜしなか
どうなっている！
ったのでしょう
か？また、(3)当然
行うべきチェック
リンゲルマン効果（組織事故）
をおろそかにして
リンゲルマン効果は，約100年前，ドイツの心理学者リンゲルマンが発表した内容であり、
『社会的手抜き効果』の名で世界に広がった一種の法則として知られる内容。
手術を急いだので
個人←（何が違ってくるか？） → 集団
しょうか？疑問ば
かりが残ります。
この種の現象に、
実験によると、1人で引っ張った場合を１００とすると、２人では期待値の９３％、３人では
専門学者達は『リ
８５％、８人になると４９％と、人数が増えると増すと思われがちな綱引きで、責任感の拡散
という現象と共に力の発揮度合いが低下する状況だった結果に由来した内容。
ンゲルマン効果
集団に対する対策
人間の心理
① リスクとウエイトを
（組織事故）』とい
① 共同作業を行う時、「どうせ、だれかがやって
明確にする。
くれる」という心理が自然に生まれる傾向が
う名を付けていま
② 業務を分割し、責任
発生する。
分担を明確にする。
② 歯車の一員として活動する場合、「自分の努力
す。本来 2 名が責
③ ①＋②を管理する
は認めてくれない」と思う心理が作用する。
管理者を定め規則を
③ 問題があっても誰かが責任を持ちやってくれる
任とチェック項目
完全に守らせる。
というもたれ合いが生まれる。
を受け持って行う
はずの行為を、相互にしないで（省略してしまう）現象です。
「相手の方はベテ
ランなのでやってくれているので、自分はやらないでも良い」と判断して仕事
を進めた結果、大きなミスを起こす例です。日本では、この種の行為を『もた
れあい』と言います。だが、『リンゲルマン効果』を知るなら、「人が多いほど
『もたれあい』が増して注意やチェックがおろそかになる、ということに、病
院関係者は常に注意を払うべき」となります。
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【筆者談】
筆者が若いとき、剣道の稽古中、アキレス腱を断絶しました。初めての救急
車と共に、手術は無事終了しました。だが、療養 3 日目、看護師の方が「輸血
です」と言ってきました。この時、筆者は「なぜ輸血か！カルテを見せて欲し
い。それより医者を呼んで下さい」と言い輸血を拒否しました。やがて、
「忙し
さに追われ、つい、急いで間違えました」という謝罪です。後日談ですが、準
備されていた血液は A 型、だが筆者は B 型です。もし、そのまま看護師の処置
に従っていたら？多分、死亡、この書の執筆も無いと思います。先の事例、A
さんにこの対処は無かったのでしょうか？
（３）1999 年 1 月～3 月に多発した医療事故
2000 年に入る前、医療事故が相次ぎました。この種、ヒューマンエラー事故
は、悪意を持って行う医療事件を除き、人が行う手順の中で確実に行うべきこ
とを行わければ、時代や場所に関係なく事故が再発します。では、先の 2 例よ
り古い５S 不備で起きた医療ミスを例記することにします。
左の例は、医療分
1999年1月～3月に多発した「医療事故」
１，患者 取り違え～手術のミス ：Y市の大学付属病院： １月１１日
野 で は 大 問題 に
① 心臓 の手術を すべき 方か ら肺の 一部を切 除した 。逆 に、肺 の手術
を すべき方ぁら 心臓弁 の一部を 切り取 ってし まっ た事件
なった事件です。
② 取り違え発生の経過（ 横浜市医療事故委員会の報告書の要点）：
【一般人から見た疑問】
２人の男 性患者 は
No.1 は、患者さ
① 識別の方法は？
１人の看 護婦 により
取り違えが
例： 色やテ ー プ番号 で分けるは ず
病室→手 術室へ
起き た状 態で
② チェックの方法は？
ん が 乗 っ た台 車
運び、交換 ホ ール で
手術室へ
例： 看護師 の責任 とチェ ック項目は ？
別の看護 師に 引き 渡
医者
の責務
とチェ
ック項目は
？
カ ルテは別の
しをした。
を 部 門 間 で取 り
窓口よ り連続
③ ベットの置き場とカルテNo.は？
して提供された
違えた事件です。
K 看護師が
２，点滴 後に血液凝固 を防ぐ注射後、２時間で死亡 ： ２月１１日
別の患者 に使 う
① ５ ８歳の 女性が、 注射後 に「胸が 熱い」
J看護師が
外科用消 毒液 に
と苦し み、２時 間足 ら ずで 死亡
ﾍﾊﾟﾘﾝ ﾅﾄﾘｳﾑを
これも、５S 改善
整理食塩水で薄め、
「 ヒビグル」と書き
② 内 容は消 毒薬の 注射 だっ た。
注射器５～６本を 用意
もう一 方 に
増える とペン で「へパ生」と書き、保存庫へ
の 識 別 管 理を 利
「 へパ生」 を用意
３，その 他
処置台 に置い た
① 血 液型を間 違えて 輸血（ 京都） ② 膵 臓癌患 者に 肺炎薬を 点滴（大阪）
③ 子 宮外妊 娠手術 の際、 ガ ー ゼを腹部 に 置き 忘れ（岩手）
用すれば、すなわ
④ 消 毒薬の 点滴２ 件（ 北海道、 鹿児島） ・・ ・
N 人間 ドッ グでレ ント ゲンを
無色透明
ち、図の右に記載
撮 った ら２ １年前 に 手術
し た時の ハサミ が発見 まで。
した対策、台車の
専門家で しょ？
消毒薬を点滴
信じられ ない ！
チューブに注入
現在は色が異なるリストバンド
色 を 分 け ると い
う処置で、この事
故は防止できていたはずです。No.2 も５S 改善でミスを防ぐ環境は整備できて
いはずですし、No.3 の事故も５S 改善適用で防げた事例ばかりです。
I

H

H

I

【ヒューマンエラー対策に関するチェックポイント】
□ 医療ミス防止に５S 改善にある、各種の識別管理法を使っているか？
□ 指差し確認は確実か？
□ 数名で行うチェックにリンゲルマン効果が出る危険はないか？
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1-3

５S 改善と共にヒューマンエラーの防止策の徹底を！
５S に加えて必要な指差し確認とダブルチェック

病院における５S 改善の対象の第一番目は、ヒューマンエラーの防止を完全化
させる職場環境づくりです。また、対策の完備のためには、間違えを起こさな
い手順の履行が必要です。前者が自動車ボデーを作るのが環境整備なら、後者
は出来た車を使って事故を起こさない運転の必要性を意味します。そこで、ま
ず、
「人はなぜミスをするのか？また、ミスを防ぐにはどのようにすれば良いの
か？」という課題を挙げ、５S 改善と共に、平行して行うヒューマンエラー防止
策に５S 改善を使ってどのように防止するか？という対策の紹介に入ります。

除外領域

（１）ヒューマンエラー対策手順
筆者は一般社団法人 日本能率協会で多くの企業の方と仕事をしています。こ
こでは、産業に関係なく人が働く職場でヒューマンエラーの問題が悩みの種だ
ったため、異業種交流の形で、21 社参画を得て 4 年間に渡り、不良・クレーム
ゼロ対策に効果的な対策法を研究しました。その結果、
「ヒューマンエラー対策
には誤りを起こさない手順の確立が必要！」ということが判りました。下の図
がその内容です。そこで、これを活用してきたわけですが、先の『ハインリッ
ヒの原則』のヒヤット部を攻める形でこの手順を駆使した結果、多くの職場で
ヒューマンエラーのゼロ化を実現～維持することができました。
では、図を簡単
JMA・TZD研究会によるヒューマン・エラー対策ステップ
に解説すること
にします。まず、
悪意による犯罪行為と
刑法、民法など
ヒューマン・エラー対策は
犯罪対策内容の
悪意を持って行
適用範囲へ
峻別・区分して取り扱う
う行為はミスで
まず、人が犯しやす いミスを技術的対策や,
はないので、ヒュ
道具の工夫,注意を喚起する簡単な方法で
① ポカヨケの適用
カバーできる対象は,その対策を図る。
ーマンエラー
まず、人が犯しやすいミスがなぜ生じるか？
各人がチェックリストで見直し,個人ベースで対策
から除外します。
② HEに対する教育
を考える環境づくりと対策意思を固める措置。
ヒューマンエラ
危険予知訓練方式で教育,指差し確認や
③ 簡単にできるHE対策
ダブルチェックを簡単に行う方法を,
ーは、誠意を持っ
習得する,履行する対策
の技を身につける
て仕事をしたに
⑤ 航空機の訓練や資格として行われて
もかかわらず発
④ 大脳生理学的の応用
きた CRM （Crew Resource Management ）
など近代訓練技術による補完
生するミスです。
この種のヒュー
マンエラーを防ぐために我々が、まず、行うべきことは、費用面で問題なけれ
ヒューマン・エラー対策範 囲と対策手順
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ば、①安価なポカヨケの投入です。これは、寝坊防止に目覚まし時計の活用を
図るような対策で有効です。だが、これで対策できない場合、②以下の対策に
入ります。②は HE に対する教育です。例えば、医療器具の識別や薬品置き場
の整備や取り違えに対する注意書きの存在を知ることや、注意書きの中に記載
された注意事項の解釈から病院における規定や規則の理解です。「知らなかっ
た」という事象で起きるヒューマンエラー対策です。ここのは、教育や資格の
取得などが必要です。③つぎの防止策は『指差し確認とダブルチェック』のよ
うな技（ワザ）の駆使です。この対策でほとんど(99％)のヒューマンエラーは防
止可能です。だが、それでもヒューマンエラーを起こす危険性がある時、④の
大脳生理学的なチェックと対策を進めます、だが、この段階でも懸念が残る場
合、⑤の「ミスを犯さない手順の徹底訓練」が必要です。
（２）指差し確認＋ダブルチェックが生む
「ヒューマンエラー・ゼロ接近になる！」という効果について
下図をご覧下さい。これは、指差し確認＋ダブルチェックを“ゆとり”を持
ち、確実に行った場合に起きるヒューマンエラーの発生確率です。この種の内
容 は 大 脳 生理 学
指差し確認＋ダブルチェックの進め方と効果
に 基 づ く 解析 に
① 指差確認ひとつでHEは、１／６となる
操作、記載、指示した内容が
よるものですが、
人名、処置、計測器の種別、
計画、意図や指示に従った
病院における指差し確認
機器の操作など、注意事項や
内容であることを確かめる
の対象（例として記載）
指 差 し 確 認と ダ
記載事項や、状態を確実に
ため
読みとるため（再確認を含め）
ブ ル チ ェ ック の
作業や行動を起こす前に
決めたこと、指示や数値に
併用で 150 万分
これから操作したり、
間違えがないことをしっかり
インプット、ボタン押し
記憶に留めるため
の １ に ま でヒ ュ
する内容が他の間違
（頭にたたき込み、確実性
った内容でないことを
注意数秒、怠ると、時には、
を確信するため）
ー マ ン エ ラー の
確実にするため
患者さんへ多大な障害が発生！
発 生 確 率 を下 げ
② ダブルチェックの効果 2名で同じ内容をチェックした場合に発生するミスの発生頻度
る と い う 状況 で
１
１
１
Aさん：
Bさん：
エラー率
２５０，０００
５００
５００
す。日常生活でも、
③ 指差し確認＋ダブルチェックの効果
「 何 度 も よく 確
（1/6）×(1/250,000） ＝1/1,500,000という脅威的な発生比率となる。
かめなさい」と
いう言葉がありますが、この意味の重さを示す例です。この技術の履行で超・
低いヒューマンエラー発生確率を維持した仕事を達成するためには、確実なチ
ェックに加えて、人間が持つ大脳(含む体調や疲れ)の活動環境が必要です。大脳
生理学者の研究では、次ページに示したフェーズⅢが求められます（表の下の
図にあるような、疲れた状態で仕事する場合や、一種のパニック状態（頭が白
くなるような緊張状態）がミスを誘発する危険を高めるためです。
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人が活動するフェーズとエラー発生状況
フェーズ

各フェーズの解説

表面化する状況や問題の例

Ⅰ

疲労が激しい時、単調な状態 ①目の前の信号を見落とす。②面倒である！という感情で
で意識がぼける現象が起きや 点検や確認をやらない。③目前の用件に結果を考えずに
すい状況。ミスは1/10
手を出す（場面行動）。④感情的になり乱暴に振る舞う。⑤
早々仕事を打ち切る

Ⅱ

家でリラックスしている状態や
休息時の状況。思考などのソ
フトウエアは働くが前頭葉のソ
フトウエアは休眠した状態。
ミスは1/100～1/300

①予測機能が休止のため、予測しなければならない 事項
に注意を働かさず、見逃す。②確認する目でもないと信じ
て、チェックを怠る。③読み違い、早合点、早のみこみをす
る。④前にも経験があると考えて行動する。⑤割り込み用
件に気を集中し、やるべきことをしない。など、反射的に手
を出す。近道反応をするまで。

Ⅲ

明快な意識、つまり前頭葉が
活発に働き、積極的に行動を
している状況である。従って、
ミスは1,000,000回に１回以下
の状況。

①時間の切迫、状況の急変があると即断する内容 に迷
いが出ることがある。②一方の問題や注意点に集中した結
果、他の対象 に注意が行き届かないことがある。③作業
の課題が複雑だとチェックや判断を誤る

Ⅳ

緊急事態ですくんでしまう状
況。大脳がパニック状態にな
る。大脳のエネルギー水準は
高いのだが、過度の緊張や情
動による興奮状態で目前のこ
とだけに集中。ミスは1/10

①目前の出来事にびっくりしてただ見つめるだけ。
②課題緊張のためあらぬ判断や行動をとる。指示さ れた
ことや訓練して身につけたこと全てを忘れる。
③怒りや恐怖のため、日頃は取るであろう冷静な行 動と
は全くかけ離れた行動をとる。
④パニック状態に陥り無意味な行動をとる。

ヒューマンエラーを招く個人的環境（ 大脳生理学から）
主な心身 の訴え の例

心理的トラブル環 境
★疲れた

★ だるい

★リズムに乗 らな い

★自分がの け者 に
されて いるようで
やるのが 嫌だ

★足腰が重 い

★嫌になっ た

★やる気がな い

★ イライラする

★ 何とな く仕 事に
自信 がな い

★調子が悪 い

★同僚と 一緒 に
やる気 がな い

★何とな く
しゃ くにさわる

【ヒューマンエラー防止策に対するチェックポイント】
□ 指差し確認を確実に行うことができるか(身についているか)？
□ 重要な仕事のミス防止にダブルチェックを確実化しているか？
□ 体調やパニック、急ぐ環境でも確実なチェックを履行しているか？
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５S 改善で“ゆとりづくり”を！

現在、
「多忙な病院にヒューマンエラーの危険性が高い」とされています。多
忙な状況は前ページの表のフェーズⅠとなるためです。ちなみに、フェーズⅢ
で 1,000,000,000 回に 1 回のミス発生です。だが、フェーズⅠでは 10 回に 1 回
に急増します。したがって、５S 改善を利用して、“ゆとりづくり”を図ること
がヒューマンエラーのゼロ化を実現上で重要課題になります。

技術の高さ

（１）仕事と時間：改善対象は技術向上と仕事の手順のムダ排除
病院で働く皆様は全員が医療のプロです。しかし、仕事の改善という見地か
ら見ると、まだ改善の余地が多い状況を多々見受けます。そこで、病院で働く
皆様の仕事に余裕づくりを進めていただくための「時間改善に関する診断～改
善法」を紹介してゆくことにします。では、ゆとりづくりの前に、まず、
「 仕 事 と時 間 と
仕事と時間、改善の捕らえ方：「時間は仕事の影である！」
の 関 係 が どう な
っているのか？」
③ 改善しないで
無理を押し込む行為は
と い う 内 容を 解
時に「労働強化」～
改善対象 は
ヒューマンエラーを誘発！
① ムダを省く
説 す る こ とに し
①技術向 上と
対策を
②仕事の 手順
ムダ
「改善」
ます。５S 改善法
取り
と言う
です。
では「時間は仕事
の影である」とい
ムダ
ムラ
う 言 い 方 をし ま
ムダ
ムリ
② やるべきことをやらない行為を
す。その意味は、
「手抜」きと言う！
ムリ
ムダ
左 の 図 が 示す よ
改善の結果
うに、時間は同じ
仕事をしても、技
改善前の時間
術が高い場合は
短時間で済む。同じ技術でも“３ム”というムリ、ムダ、ムラの少ない手順で
仕事を進めると短時間で終了します。要は、この絵に描かれたように、時間は、
(1)技術を太陽とし、(2)仕事の手順を樹木にたとえると、この両者で構成される
樹木の影、結果として生じます。そうなると、仕事を改善して時間短縮を図り、
“ゆとりを確保する”ためには、(1)の技術向上、または、(2)の仕事の手順の改
善を進めることが必要になります。
以降、時間短縮を改善で進める対策を紹介します。だが、その前に上図の上
部をご覧下さい。これから、技術＋仕事の手順改善で進める方法を①の『ムダ
排除』と言います。だが、②のやるべきことをやらないでトラブルを誘発する
改 善す べ
きムダ
5 0%

正味
50%
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『手抜き』という行動は禁止です（これは、改善とは異質です）。さらに、③の
『労働強化』も注意です。同じ仕事を進める際に「気合だ、頑張れ！」といっ
て人が続けられないスピードを強いる方式は、一時的には可能なことがあって
も、長時間の無理は問題です。ヒューマンエラー発生と、過労からスムーズな
仕事の流れが出来なくなるためです。
（２）改善に必要な問題意識：改善手法の創始者ギルブレスの活動
仕事の改善法には、1970 年代に米国から日本に伝承され、既に多くの成果と
高い信頼性を持つ IE 手法（Industrial Engineering）を使います（手法の詳細
は筆者著「簡易 IE 実践マニュアル」日刊工業新聞社をご覧願い、ここでは、病
院で使う手法を抽出して紹介することにします）。
病院における技術向上は、(1)医療技術の教育と訓練、(2)新技術の導入、(3)機
器や施設などの投資とともに効率化を図る策などです。だが、この対策は、す
でに各病院で戦略的に進める対象なので、個々のご事情にお任せすることにし
ます。５S 改善の対象は、病院における仕事の手順の改善です。ここで、一部に、
高価な設備や道具や IT などの投入を要する例があります。だが、ここでは、早
く安価に『仕事の手順を改善する方法』を中心に紹介することにします。
現場の IE はギルブレスというレンガ職人(1862 年～1924 年)が開発しました。
この方は中学を出てお金を稼ぐためベテランに仕事の指導を要求したそうです。
彼は明るく積極的だがひょうきんな方だったため、レンガ積みの仕事は 3 ヶ月
でベテラン並になりました。だが、彼が俗人と違っていたのは、仕事に対する
問題意識と解析力でした。例えば、①レンガ積みは体の大小に関係なく同じ時
間で生産性の高い人がいる。②人の体は指があり手があり、・・・胴・・足を使
って仕事をしている。この要素を仕事の関係で分けると 18 の記号になる。③最
初からレンガ積みをする場所に必要なレンガだけを運んでおけば、取りに行く
移動のムダは無い。④レンガを積むとき、セメントを先に置いたレンガの上に
のせ、その上に次ぎに積むレンガをおいて、ベテランはコツコツとたたいて定
位置に収める。だが、セメントをすくうコテに必要量、しかも、均一になる形
状にしたコテを使えば、セメントを置き、レンガをポンと置けば、コツコツと
調整する作業は要らない。⑤レンガは１つ積んでいくらというお金を貰う仕事
である。見ているとセメントを練る間、レンガ積みは手待ちになりできない。
それなら、牛や馬、水車などの力を借りて別作業でやらせれば良い。・・・と言
い、
「必要は発明の母ですよ！ここに無い物は私がつくります」として実行しま
した。その結果、ベテランの 3 倍の仕事が出来る仕組みをつくり、彼は、他の
人よりはるかに大きな収入を得たわけでした。
これを見たベテラン達は「おまえのやり方を教えろ！」と言ったわけですが、
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彼は仕事の手順を 18 の記号で示すと同時に、ムダ排除の方法まで教えた結果、
会社全体の生産性があがったため、この企業にだけ注文が殺到しました。近隣
のレンガ積み企業が黙っていません。そこで、彼はやり方を教えました。する
と、生産性と収益が上がり、やがて、米国機械学会で注目、彼は学者が集まる
学会で説明となりました。すると「仕事の手順と問題が目で見てわかる画期的
な方法である！」評価と共に、彼はこの改善法をさらに技術改善して IE 協会を
設立、米国の産業において「仕事改善の創設者」のひとりとして一生を奥様と
共に活躍しました。
以上が『仕事の手順改善法』の生みの親であるギルブレスの活動です（もう 1
人時間分析で仕事の改善を進めた F.W.テーラーの存在がありましたが、ここで
は記載を省略します）。その後、ギルブレスは 18 種の記号を４つの簡単な手法
に統合して、『工程分析』の名をつけました。
（３）５S 改善手法：工程分析
工程分析は実に簡単な手法です。４つの記号と４つの改善キーを使って仕事
の手順にあるムダ発掘ができるためです。
記号と、改善進め方を下の図を用いて示すことにします。○は正味の仕事で
す。お金の形に似ていて、仕事をすることで価値を生む内容か否か？評価しま
す。→は移動、▽は手待ち（機械作動中の待ちや、誰かの仕事後でないと仕事
の着手が出来ない時の待ちなど）です。□は検査です。工程分析で仕事の手順
を追うと同時に、「○以外はムダ！」と考えて改善するわけですが、この時に、
図の右下の E：省
略できないか？
工程分析による改善
C：同時に出来る
改善手法
動作分析を用いた改善
仕事はないか？
R：もっと良い方
仕事は４ つの 記号で把 握
美観は良いが
法に置き換えら
なぜ？毎回
手術台
○：正味（ 付加価値を生む仕事）
機材を 持参
しなければ
◇：再チェックや確認（正しい仕事なら 不要）
れないか？S：距
いけな
医療機材置き場
→：移動は無駄（出来るだけ省略、短縮）
いの？
離の減などを含
▽：待ちや意味の無い長期保管は無駄！
改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓで
め、単純化や自動
Ｅ（省略）
化ができない
Ｃ（結合・統合） Ｒ（置き換え）
か？と問います。
医療機器の置き 場
Ｓ（単純化→自動化）
試みに、図の左の
書でよく見る事例です。５Ｓということで、工具を
通路側へ立て看板と共に、目で見る管理、という
仕事を解析する
わけですが、現場で写真を撮れば、ムダはすぐに
例： 改善：当然必要な医療用具などは
判ります。歩く＝移動のムダ！を見つければ、
オペ室や病棟の近くへ整理・整頓
ことにします。ご
工具の置き場は職場の近くになるはずです。
覧のように、
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この仕事では、医療機器を手術台の付近で使うわけですが、歩いて取りに行か
ねばなりません。動線という人が動いた経路を見ただけで、
「近くにあった方が
いいな。歩くのはムダ。近くにおけば、その分、正味作業時間や仕事の内容が
正しいか否かチェックするゆとりに使える！」ということになるのでは無いで
しょうか？通常、お子様を持つと同時に、ご主人を送り出し、ご自身も早く台
所を済ませて食事して出かけるといった一般家庭の朝の台所では、
『今、必要な
物や機材を必要な時に必要な場所に必要なだけ置く』また、片づけた機材など
は次の料理の際、
『後工程はお客様』の考えで取りやすい場所に取りやすい置き
方（収納）をするはずです。要は、
『段取り上手は仕事上手』というわけですが、
このような極めて自然で当たり前の見方で図に示した病院の職場を見ると、図
の下に書いた改善されるはずです。
なお、工程分析を用いた改善では、次のような質問をしながら進めます。E：
要らない仕事は省略できないか？移動時に、C：２つの処置や機材の運搬できな
いか(結合は)？R：もっと良い配置や運搬方法にできないか？S：機材は短距離
で時間を掛けずに取れるようにできないか？という質問です。
（３）工程分析を衛生管理にも活用！
工程分析のもうひとつの使い方を紹介することにします。下の表は「手洗い
励行」の実情を工程分析した例です。手洗い励行は良いのですが、手順分析を
進めると、この例
手洗いとバイ菌大腸菌）除去の状況は？
で は 大 腸 菌付 着
～ 飛 散 リ スク が
明確になります。
No.
作 業 手 順
正味 移動 手待 検査
問題点と改善内容
○
→
▽
□
大 便 を し てト イ
１ 用を足した後、トイレットペー
トイレットペーパーで処理、しかし、
パーでお尻を処理する
数秒で手に大腸菌が付着
レ ッ ト ペ ーパ ー
２ パンツをあげる
大腸菌はまずパンツへ
で処理した場合、
３ ズボンをあげる
次にズボンの触ったところへ
４ チャックをあげる
更にチャックへ大腸菌搭載
0.3 秒で必ず手に
５ バンドをしめる
バンドにも多少付着
大 腸 菌 が 付き ま
６ 白衣を正す
大腸菌は白衣にも付着
７ ドアーを開ける
ドアーへ付着
す。その後の状況
８ ドアーをしめる
ドアーへ付着
９ 手洗い所に移動する
を 工 程 分 析し た
１０ 手を洗う～拭く
大腸菌除去？手洗いは完全？
のが、右の分析表
１１ 作業場へ移動する
１２ 食品に触る（作業開始）
どこに大腸菌がいるの？
ですが、いかがで
しょうか？
大腸菌は衣類に付き、移動、ドアーを出てからの手洗いが無意味であるばか
りか、どの手順でどのような大腸菌の付着や飛散リスクがあるかが判ります。
このように、工程分析は衛生管理の解析と標準化にも有用な手法です。
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０

（４）時間のムダを目で見てつかもう！
工程分析は５S 改善の基本的な手法です。だが、欠点は時間が数値で判るので
すが、欠点は「目で見て判らない」ことです。そこで、この対策には下のよう
な図を使います（人-機械分析の名が付けられた）。この手法は先の４つの記号を
統べて時間を示すグラフにしてムダを発見する方法ですが、工程分析記号を下
図の上部のような表現にします。左側に見るように改善前は 4 名作業でした。
しかし、よく見る
と、手待ちのムダ
人-機械分 析によるム ダ発 掘
ばかりです。そこ
記号説明：
で、右側の図の改
手待ちのムダ
善を進めたわけ
改善前
改善後
ですが、同時並行 時間（ 分）
蓋を ゆる める 糸をかけ る
に仕事をすれば
ヒータ ーを
ヒータ ーを
取り 外 す
取り外 す
蓋を取り さる
33％も短い時間
蓋を ゆる める 糸をかけ る
触媒の検 査
触媒の検 査
ヒータ ーを
ヒータ ーを
蓋を 取りさる
で仕事が終わり
と調整
修理 する
と調整
修理 する
触媒 の検 査
蓋をかぶ せる
ます。さらに、検
と調整
ヒータ ーを
取り つ け る 蓋をし めつ け る つ な取りさる
査をする方の仕
蓋をかぶせる
蓋をし めつ け る つ な取り さる
事を、後の 3 名
６分→４分
ヒータ ーを
が習得すれば、3
取り つ け る
（３３％減）
名で仕事が終り
ます。このように、工程分析で行った手順分析をこの手法（人-機械分析）で表
現すれば、手待ちのムダが排除され、上手な連携の仕事になる例があります。
１
２
３
４
５
６

【５S 改善で生み出す“ゆとりづくり”に関するチェックポイント】
□ 済ませた仕事は必ずチェックする必要があるがゆとりはあるか？
□ 多忙な仕事、やらねばならない仕事の中身を分析したことがあるか？
□ Ｅ：省略、Ｃ：結合、Ｒ：置き換え、Ｓ：単純化の質問をしながら仕事
を進め、改善点を発見してきたか？
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1-5

５Ｓ改善で“3 年で 2 倍の仕事力”を！

ここまで、５Ｓ改善手法の紹介をしましたが、５Ｓ改善の具体策に入る前に、
「では、改善は何のため、誰のために行うのか？」という、基本的な内容を解
説することにします。右下の図をご覧下さい。この図は改善の必要性(改善)と、
病院で働く皆様
誰でも知っている病院の活動と個人、改善の必要性
との関連を図化
一体化して活動
したものです。極
患者さん
めて常識的で恐
のため
縮ですが、５Ｓ改
高める
病院発展・
家族と
地域貢献と
自分のため
善による対策は、
仲間のため
仲間
単に職場のムダ
仕事を
力量
改善する
排除を通したヒ
見直す
個人
ューマンエラー
設備故障のムダ
経費のムダ
の除去と効率化
ヒューマンエラー
事前検討不足
のムダ
だけでないこと
立ち上げのムダ
使用しない機材
がご理解願える
動作のムダ
や資材などの
医療とサービスで一流を追求する！
ムダ
と思います。
改善の意義：３年で２倍の仕事力づくり
練習

改善

試合

医療
活動

（0.1%/日の改善）
（0.1%/日の改善）
×（25日/月）×12ヶ月
×（25日/月）×12ヶ月
＝30%／年の向上
＝30%／年の向上
1.3×1.3×1.3
1.3×1.3×1.3 >> 2倍
2倍
3年間で2倍の実力！
3年間で2倍の実力！

達成＝努力が
実る！

努力と
無駄の
差異

つぎに左の図を ご
覧下さい。これは５S
によるコツ・コツ改善
を示したものですが、
改善は、理想－現実＝
改善ギャップという
思想で行うと、「3 年
で 2 倍の仕事力を具
体化」する構図です。

目標

ムダ
現状

【3 年で 2 倍の力量向上・コツコツ改善に関するチェックポイント】
□ 個々人が皆、５S 改善の意義と効果を理解しているか？
□ 理想的な仕事づくり（未来の姿）を、５S 改善前に明確化しているか？
□ 「働きやすい職場づくり、仕事の改善の結果！」を理解しているか？
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1-6

「掃除だけを繰り返す５S」は早く終わりにしよう！

（１）お薦めしたくない５S 活動
５S を進める病院の一部に、「整理：不要物の撤去５S」と定義して活動する
例があります。だが、この種の処置を５S 改善では、「賽の河原の石積みとお金
のムダ！」と言います。実施しても、早く卒業すべき処置です。その意味は、
不要物の撤去とは、必要と思って購入した機材、資料、資財や薬品などの廃棄
ですから、経営・財務では『不要資産の滅却』という損金を意味するためです。
このようなムダをしないための対策は、JIT：「今、必要なものや情報、機材な
どを必要な時に必要なだけ購入する策を実施」すれば解決します。
加えて、整頓・清掃を重視し、定期的に掃除を繰り返す活動も、一度は行う
必要があるわけですが、科学的に行い時間短縮を図る。問題発生原因を除去す
ることにより効率化を図る、とすれば大きく改善するはずです。
この種、余り意味を考えずに同じ事を繰り返す『まか不思議な５S 活動』は他
にもあります。ある病院では、病院に来られる方に対し、全員が整列して「い
らっしゃいませ」と挨拶する行為などです。また、帰りには、忙しく行ってい
る仕事を、わざわざ全員が中断、全員整列した後、
「お大事に。またのおいでを
お待ちします！」という挨拶をする例です。居酒屋で行ってきた行為を５S 活動
と混同したようです（一種の異端宗教の活動に似ているため、病院を訪問する
方や、患者の皆様に奇異に思われる取り組みです）。以上、右図に例示した５S
活動の一例を解説し
よく見る「病院５S活動」の例
ました。だが、このよ
早く脱皮を願う５S活動と、そ こに見る５S の定義
うに目的や活動の意
整理：不要になった薬剤、医療機材、
義が薄い５S は、本書
書類などを定期的に一斉廃却の繰り返し
整頓：単に綺麗に並べて置く美化対策
の範囲ではありませ
清掃：掃除の徹底繰り返し（発生源対策無し）
ん。だが、あえてご紹
清潔：除菌、着装の乱れ防止～
患者さんに対する応対～マナー
介さえていただいた
シツケ＝仕付け
（理由なく訓練・徹底教育）！
理由は、本書が示す５
S 改善とは“似て非な
５S”であることを明
確にしたかったため
です。
（２）掃除の科学
５S 改善の定義と具体的な活動に入る前に、掃除の科学を紹介することにしま
す。当然、掃除そのものに宗教や精神訓話的な意味づけをする内容でなく、当
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然、その目的は「掃除は必要、だが、短時間で同じ要求を満たす」対策です。
では、右の図を
科学的に掃除をする要点（例として） 【科学的な掃除の要点】
ご覧下さい。こ
の種の技術は
①掃除や畳に は縦に溝がある
溝に沿って掃除すればゴミや
１，雑巾がけの要点は？
掃除を専門業
ホコリは簡単に 取れる。
② スクイジ ーの利用が有効
２，窓ふきの要点と、 チェッ ク法は
とする企業で
③ 箸の先に布や紙を巻き つけて
基本技術とい
３，コンセントや壁の汚れ取り は？
こすると、力が集中。消しゴム
利用も有効な技
う形で習得活
４，頑固な油汚れは？
④ タオルペーパーに化学洗剤を
用してきた内
しみこませ、時間で反応後除去
５，板目の掃除機かけは？
⑤ ①と 同じ、雑巾は複数用意して
容です。どの項
拭き掃除後にまと めて洗濯
６，部屋の掃除はどこから？
目を見ても、読
上から？下が終 わって上のクーラー？
⑥ 地球には重力がある。
者の方には後
７，掃除機のチェッ クは？
⑦ ゴミ取りが
納得行く科学
一杯では
掃除の科学を利用して、早く楽に、
吸い込み
的な根拠があ
そして発生源対策へ向けた対策が要点
のムダ
ることを、読者
の皆様には、ご理解願えると考えます。
（３）５S 改善の定義と活動のあり方
では、５S 改善に集中願うため、５S 改善の定義と活用の解説に入ります。
右の表が本書に
５Sの改善の定義と適用手法
おける５S と、そ
５S
対 象と活用の狙い
適用手法
の活用法を定義
という形で示し
整理 今、必要な医 療用具、機器、医療材料、医薬 品や ＪＩＴの適用
指示、 チェックすべ き情報 を必要な だけ 必要な場
たものです。
所に配 備する。
整 理 は不要物
整頓 「段取り上手は仕 事上手」の 名の もと、仕 事の 動作経済則
準備と効 率化 を追求 する。
撤去の後、JIT 対
清掃 「清掃は点検なり」と、 HE発 生などの基 を絶つ対
ＱＴＡＴ
策。問題が起きない 仕事の 環境整 備～ホウ・レン・
策を進めます。病
（発生時点問題対策）
ソウ活動（報告・連 絡・相談）の実 施 を図 る。
院におけるこの
清潔 問題発生リス クを嗅ぎわけ（予知して）、問題 発生 ＰＰＡ
の潜在問 題の予 知・予防～ 未然防止対策 を図 る。
（ﾘｽｸ対策手法）
適用域は、主に機
材や薬剤、書庫や
躾 常に仕 事に疑問 を持ち、一 流の仕 事を追 及し つ ﾉｳ･ﾎｱｲ活動
つ改善 を図 る・日々自 律的な改善・努力 を図る活
動の実践 ！
机まわり、掲示板
注釈： ＱＴＡＴ：Ｑｕｉｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ ， ＰＰＡ：Ｐｏｔｒｅｎｔｉａｌ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ａｎａｌｙｓｉｓ
などが対象です。
ヒューマンエラー発生防止が第一番の目的になりますが、整頓と共に運用して、
働き易い職場づくりを目的に、先に紹介した工程分析を用いたムダ排除を展開
します。ここまでが「目で見てわかる５S 対策」です。病院では問題の未然防
止が重視されます。例えば、設備や機器類の故障があると医療に大きな支障が
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出ます。そうなると、先のハインリッヒの法則のヒヤット部で対策、問題の予
知予防をするわけですが、小火に当たる小さな問題を清掃する対策、さらに、
院内感染菌など、目に見にくい問題を予知して対策する活動が必要になります。
以上、このような活動において、問題の兆しがあった時、早期対策を進める
改善法が起きそうな兆しの“清掃”、そして、未然防止のため、予知して対策を
進める行動様式が“清潔”です。以上が４つの S です。そして、5 番目の躾は
この４S の対策意義を知って活動する行為、すなわち、
「常に、仕事の理想を求
め、自ら何が正しい（あるべき姿）か？を高い問題意識でとらえ、４S を活用
する行動様式」が「身＋美」で合成された“躾”という文字が持つ意味です。
従って、考えずに行動する“仕付け”とは意味が異なります。このことは、子
供を仕付ける。とか、仕付け糸という用語と意味を見ればわかります。また、
５S 改善で一番重要な内容は“躾”であることも判ります。
【ご参考】一般企業(メーカーなど)で活用してきた５S 改善の内容の紹介

産業界で活用されてきた「５S改善」の種類と改善対象
経営効果

品質

ｺｽﾄ

改善要素

納期
時間

安全
環境

志気
提案

物＝設計
設備
計測
方法

（対象を直接的、科学的に改善する対策）
①ＪＩＴ・ ５Ｓ： 科学 的に整理を図る 。
ＪＩＴ手法を駆 使して 無駄な 仕掛かり・在 庫減を
図る。ま た、医 療器材 などの 適正配 置を進 める

設備故障対策５Ｓ

② ムダ排除５Ｓ： IE手法と共 に整理を図る 。

経費節減
５Ｓ
不良対策
５Ｓ

ムダ排除
５Ｓ

人
情報管理

経営直結型５Ｓ対策の対象

ＪＩＴ対策
５Ｓ

「段取り上手は仕 事上手」の 思想でム ダ排 除を
図る対策を 進 め、結 果として 美化を得る 対策を
進 める。

安全対策
５Ｓ

気合い５Ｓ ③ 設備故障対 策５Ｓ ： 清掃対策により
強制劣 化の基を 絶つ対策を 進 める。
美化５Ｓ
ＴＰＭ（Ｔｏｔａｌ P reventive Maintenance）の初段
書類整理 として、強 制劣化 となるゴ ミや汚 れの除 去~発生
５Ｓ
源対策を 進 め、稼 働率向 上 目 標達成を 図る。

間 接的 な
問 題対 策 方式

④ＨＥ対策５Ｓ ：清掃対策により 、問題 発生

環境整備や意識改革な どを
目的に活動する５Ｓ の例

時点の 対策を進 め、不良 ゼロ 化をきざしの 段階
で図り、不 良 ゼロ対 策へつな げる。

⑤ 安全対策 ５Ｓ： 危険予知訓練（ＫＹＴ）の手法

① 気合いの５Ｓ
（掃除をさせ、気づきを求める対策）
②美化５Ｓ
美化、マナーといった仕付教育など
何らか（ 意味不明 ）の変革を求める

を用いて、 ケガ やＨＥの発生を 予防 する。

⑥ 経費節減 ５Ｓ ： 清潔の概念で経費 面や仕 事
の流れを 追い、ムダ な費用 発生予 防策を図る 。

【５S の目的・定義見直しに対するチェックポイント】
□ 美化だけを目的とした掃除５S 活動になっていないか？
□ ５S 改善の定義と対処をどのように定めて活動しているか？
□ 意味の無い行為を繰り返すような５S 活動をしていないか？
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1-7

知って役立つ「整理・整頓の基本術」

（１）美化は改善の結果
５S 活動を進めるため、一斉清掃日を決めて整理・整頓を進める例があります。
一時的な美化日・一斉清掃活動です。大汗をかいて活動、写真を撮り違いを示
す活動です。だが、この種の処置は 3 日もすると、元の木阿弥状態になる例ば
かりです。これは、図の左側に示したように、単なる美化だけを狙う５S 活動に
よく見られる現象ですが、
『賽の河原の石積み現象』と名を持つムダな行動です。
このようなムダな活
一斉清掃の美化は一時的、恒久的美化は改善努力で！
動が繰り返される理
【掃除5Sの問題点】
由を調査すると、そ
【目標を持った自己育成】
１，掃除は従業員を性悪説
１，各人、各職場で 一流を求めて
の多くは、①清掃の
でみた、マナー習慣づけ
２，理想－現実
２，投入工数と成果の計算
＝改善ギャッ プとする活動
繰り返しをムダと思
はしない（ムダな投資）
３，仲間と共に誇れる職場づくり
３，美化とゴミ処理を最終
っていない状況であ
結果とする。
（再発時には日を決めた
る。②日常業務を分
掃除の繰り返しに終始）
【ムダ排除５Ｓ】
析し、整理・整頓さ
１，美化は改善の
れた環境と実務が一
脱皮
結果であり
【５Ｓ教育で仕付けが狙い】
１, 規則の順守の押しつけ
目的ではない。
体化しているか否か
２, 言い訳なしで 決まった
２，掃除より発生源
仕事の履行、習慣づけ
を評価・検討してい
対策を重視！
３, 中身は無いが病院の
３，科学的改善手法
５Ｓ努力を外部ＰＲ に
ない。③美化に満足
を駆使
使うイベントが目的
し、問題の発生源に
目が向いていない、
といった例が多い状況でした。
「掃除は人と時間を投入して行う事業(投資)です。
病院の本来業務ではありません。そうなると、ムダと考えて発生源対策を図り、
最小限の投入工数で同じ状況を得る！」ということが重要です。５S 改善では、
このように問題を整理する考え方を『頭の中の５S』と言います。この意味は、
全ての仕事は意味(意義と効果)を考える。５S 改善活動の前に、効率と有効性を
評価して、取り組む、といった活動内容の評価と整理・整頓が必要です。
（２）整理・整頓の技術（その１：総合？分割？の検討）
整理・整頓で多くの方が手をつける病院における対象に、棚とキャビネット
があります。では、
「棚やキャビネットは何のためにあるのであろうか？」と考
えることから整理・整頓の技の使い方を開始します。
棚やキャビネットの機能は、仕事に使うための機材や情報の準備です。仕事
は手順に従って行うわけですが、要点は「今、必要な物や情報を必要な場で必
要な時に必要なだけ」あればよく、手元ですぐ取れることが、ムダな移動や動
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集中
部品 棚

作の省略となります。そこで、まず、整理・整頓に当たっては、
「果たして、１
箇所に集中して物や情報を準備するのが良いのか？」と考える例があります。
右図はそのある病院
の手術室の状況を例
手術に機材や薬品などを提供する動線の分析
示したものですが、
この場合、必要に応
改善後
改善前
じて医療機器や薬剤
移動距離
１台につき
移動距離
などを 1 箇所の棚か
１，５００ｍ
１台につき
３００ｍ
ら手術する場所に運
ぶ動線を入れると、
移動距離が 1,500ｍ
という膨大な数値に
なっていました。先
ムダな歩行は
の工程分析で示した
何も価値を生まない
ように、人の移動や
機材などの運搬の
ムダは出来るだけ少なくすべきです。この例では統合から分散への対策を進め
た結果、1/5 になった例です。このように、整理・整頓対策において、不要物の
廃棄を済ませた後に行う対策に、「集中が良いか？分散が効率的か？」問うと、
有効な対策を発掘する例が多い状況です。

② 中 分類を示 す

（３）整理・整頓の技術（その２：置き場管理）
「今、必要な物や情報を必要な場で必要な時、必要なだけ入手する」ためには、
簡単探しが必要になります。下の図はその対策例です。図の上は棚の管理と
置き方のルールです。
５Ｓにおける置き場管理
棚には必要な物を簡
⑥使用中は
単に見つけるための
① 大分類を示す
棚の管理
使用場所を示す
準備が必要です。そ
置き場の３悪
⑦
使用履歴を
① 置き場を決めてない。
うなると、①大分類
カルテで
② 表示がない
示す
③ 決まった場所へ
→②中分類→③小分
戻さない
③ 小分類を示す
類という図書館方式
④モノには置き場を示す ⑤ 問題を持つ対称は色でシグナル
で必要な物に到達す
顕微鏡作 業時 に機材 の定位 置化
決まった位置で
る表示法が必要です。
投入~取り出し
外観検査の際、
可能な治具を
ライト 部品に特殊機材
つけた。
さらに、④使いたい
が必要、ところが
ごろごろ位置が
ころころして、
変わる問題も
物に場所を記載して
レンズから目を
探す問題も
離すと探すのが
目の移動もなくなり
大変！目も疲れる。
①～③と一致させる
検査に集中可能になった。
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定位置化、さらに、⑤使う物や機材に問題や注意事項の有無（例：検査機器な
ら充電の状況など）を示すことにより、使用者に利用の上で問題になりそうな
ことがあれば知らせる。⑥誰かに貸し出し使用の場合、貸し出し札を棚に残し
ていただくことで、問い合わせや使用管理のスムーズ化を図る。⑦物によって
は、過去の履歴が使用に必要な場合、機器などの利用状況や使用上の注意点を
カルテという記録を添付して知らせる、といった対処を図ることが５S 改善によ
る棚管理法です。
前ページの図の下は、拡大鏡を使う仕事です。改善前、機材に使用する器具
の置き場が決まってなかったため、コロコロ転がり、拡大鏡から目を離すこと
がある。目を離すと視点と距離が異なるので目が激しく調整する。このため疲
れるという状況でした。そこで、針金を利用して輪をつくり、定位置化を図っ
たわけです。その結果、拡大鏡に集中した作業が継続されると同時に、目の疲
れも軽減した例です。
定位置化を５S 改善では、『目で見る管理』とか『指定席化』という表現をし
ます。
『物が語る現場管理』という言い方もしますが、駐車場に線を引くとはみ
出しが無い。有り無しがわかる。置き捨てになっていても誰かが定位置に戻し
てくれるなど、多くの効果がある有効な５S 改善の基本技術のひとつです。では、
下図に５S 改善による代表的な定位置管理の例を示すことにします。
図をご覧願って
一般企業において、置き場管理に求める要件
も、また、図の右
自動車の駐車場などの
側に記載した「得
駐車場所の指定位置管理
得る効果の 例
る効果」の項目を
① 探さなくても得たいものにたどり着く
ことが早い → 探す、聞くなどのムダの減
ご覧いただいても
② 誰かが使用後に忘れてても、もとの位置に
帰る可能性を高める → 相互援助
わかりますが、こ
良好な人間関係
③ 必要数に対し、過剰な状況が判る
の方式は簡単で有
→ ムダな購入（２重手配など）など経費削減
④ 残量が判る → 補充待ちが的確化
応用
効な機材や書類、
⑤ 決められた物以外が置きにくい
→
乱雑な保管や物の仮置きなどの防止
台車などの
文房具などの管理
⑥ 物が散乱しない → 美化の維持
指定位置化の例
台車には
⑦ コンパクトな保管～収納管理
置き場所
に有効な方式であ
→ スペース効率の向上へ
の位置記号
やNo.
⑧ 急ぐときも間違って持って行くことが少ない
ることがわかりま
→ ヒューマンエラー対策面で有効
指定席位置を
⑨ 清掃・汚れの防止
示した線
す。
→ 清掃・衛生の質が向上など、・・・・
又はマーク

（４）整理・整頓の技術（その３：物品置き場の中の管理）
置き場という大所の整理・整頓が終わると、つぎの改善対象は、キャビネッ
トや書棚の引き出しという細部になります。では、対策技術を例示することに
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します。下図は書類の整理・整頓を例示したものです。また、その目的は、
「簡単な収納
整理・整頓の例 ：ファイルや棚の保管法（検索中心・超整理術）
と、簡単な検
索」そして「ム
共同保管はファイルへ，入れ
所在を明確に
超整理法の要点
ダな書類の撲
① 横線を入れて有り無しを
明確にする。
滅」です。こ
② 見出しをつける
③ 個人使用の多いものは個人
の種の対策は
の近くへ移動
④ 貸し出しは図書貸し出し
機器の管理、
式を利用する（利用者
縦積みは横ファイルへ
場所、返却期限、連絡先）
落とし込み分類
病院に運ばれ
⑤ 利用頻度の多いものから
とりやすく、移動距離が少ない
る段ボールや
場所に置く。
キャビネット保管はｱｲｳｴｵ
ＡＢＣなど検索容易に見出し ⑥ 利用頻度の少ないものは
通い箱、袋に
しるしをつけて、遠くへ、
をつけて
やがて、箱づめして別の保管
ファイルは色別分類
入った各種資
場所へ（廃却を考えて）
緊急度は色で指示
⑦ 一斉整理の日を定めて、
財(衣類やお
整理は合意を得て断行する。
⑧ 転勤や所属変更者の書類や
むつなど)、文
文献は利用を評価して⑥の
扱いへ
房具の管理に
も応用展開可能な方式です。

ＩＴ検 索
システムの活 用

（５）整理・整頓の技術（その４：IT 化情報による管理）
現在は IT(情報化技術が進んだ)時代です。そうなると、当然、セキュリティ
ー管理を完全にした上で、情報の利用を考えた情報の保管を図り、活用する方
策を整理・整頓の手段のひとつに加えることは有効です。
右 図 はその状
書類の５Sに有効なIT化対策
況をイメージと
して図にした内
容ですが、使う目
的で、有効な検索
システムを IT の
サーバーに登録
することにより
情報活用の有効
ITが持つ
ITが持つ
性を高める例で
カレンダー機能
時計機能
すが、この対策も
書類棚やキャビ
セキュリティー管理と
ITアラームシステム
ネットの削減に
も有効な対策一
例です。
セキ ュリティー管理 を前 提に
必要な 時に、
必 要な 情報 だけ
必要 な場所 で使 う！

ＩＴの機能と 条 件
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問題発掘

改善 検討

（６）動作経済の原則を用いた改善と、固定：変動の視点
先に紹介した、５S 改善で最初に用いる工程分析は、職場のレイアウト改善な
ど“大きな動きの改善”に有効な手法です。ここでは、この種の対策が終わっ
た後に用いる“小さな改善”と呼ばれる動作経済の原則について紹介します。
動作経済の法則の活用する場所は、立って１～2 歩程度の位置、または、机に
座って作業するような範囲の仕事に適用する手法です。だが、E：省略、C：結
合、R：置き換え、S：単純化によるアイデア検討は同じです。下図に『動作経
済の原則』を使った手術室における解析と、改善例、表には動作経済の原則を
記載しました。この例では改善前はお医者様や看護師の方の動線が多い状況
です。だが、
病院における動作経済原則の適用場所の例
右の図のよう
よく見ると、こんな問題がある。
固定式を変動式にしては？
に手元に必要
現状（改善前）
な時に必要な
改善策の例
手術機器や機
材、薬品など
を提供するこ
とにより、動
必要な時
過去から守ってきたが、小さな
線を少なくし
必要な機材
移動が多い（15％もある）
だけ提供へ
た例です。ま
これなら、間違え
た、この例で
なく、やり
このように良くなる
易いわね！
は、表の下に
（移動距離・時間の減）
示した効果を
得ました。
移動距離

成果把握

動作経済の原則と利用法
身体の利用の原則
原

則

原則の意味する改善の検討方法

１，両手同時動作の原則

両手は対照的に動かし、同時に始め、同時に終了すべきである。

２，手待ち防止の原則

休憩時間以外は、片手を遊ばせたり、手待ちの無い作業にすべきである。

３，動作数最小化の原則

手の動く範囲は体を中心に扇形の範囲、距離や動作は出来るだけ減らす。

４，自然力利用の原則

モノの移動や作業には、出来るだけ重力や慣性を利用するとよい。

５，阻害無い動きの原則

手の動きは、急変、ジグザグ、制限の発生しない自由な動きにするとよい。

６，楽な姿勢維持の原則

不自然な姿勢や、身体の上下は出来るだけ減らすこと。

７，動作リズム化の原則

動作の順序は自然のリズムと自動性を持たせること

作業場所の配置に関する原則
原

則

原則の意味する改善の検討方法

１，部材定位置化の原則

工具及び材料、操作レバーなどは位置を定め、取り置きなどを容易にする。

２，近接の原則

頻度の多い使用材料や測定具などは、近接し、移動のムダを減らす。

３，重力利用の原則

部材の移動には、重力やバネ、足踏み操作などの利用で容易化を図る。

４，正面配置の原則

体の回転や上下動作を防ぐため、よく使うものは目前へ配置する。

５，作業高さの原則

長時間作業には椅子を与え、同じ位置で作業の容易化を図る。

６，採光、照明の原則

作業に適した疲れない採光や照明を与えること。

７，作業環境快適の原則

作業場に対し、温度、湿度､通風を考慮して快適な作業を保つ対策を図る。
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動線
人

作業机（
固
定）

前ページでは『動作経済の原則』の一部を例示しましたが、５S 改善ではすで
に多くの改善あります。このため、動作を少なくする仕事の進め方が下図のよ
うに提供されてきました。
図をご覧
動作経済の原則を活用した５S改善策（例）
いただ くと
Ｃ,必ず使うものは
D,段取り替えは
B,定位置組立は
A,よく用いるものは
JIT設置へ
セット台車で一括
バランサーで
判りますが、
身につける
準備
マニュアル
この改 善は
点検簿
工具・計測器
メス
部品・・・・・
すべて 手や
計測器
チェックリスト
・・・
体の動 きを
E,ワンセット部品
F,順次取り出しは
G,部材の員数確認は
H,立て重ね保管
少なく する
供給は配膳方式で
ターンテーブルで
定数式の容器で
積み替え品は
棚に横並べ
対策で す。
指定席化へ
５S 改善は
一目で
既に長 い歴
５×４＝２０
J,必ず使うものは
I,必要な薬品や
史を持 つ関
L,図面の部品は棚番号も
K,結合可能な
固定席化へ
機材は指定席へ
記載（故障時の検索容易化）
機材は一体化へ
係上、 有効
な方法 は真
似をす るの
も一手です。
つぎに、
動作経済の原則を活用した固定/変動の対策比較
右の下 の図
Before（
統べて固定
）
After（
仕事に応じて変動
）
① 調剤の職場の例
を用い て、
薬品棚（固定）
薬品棚（固定）
机を切断して
仕事を する
動線
台車テーブル
に改造、薬剤を
時に、 固定
適宜
集め持参
変動式
が良い か？
レイアウト
作業時に
腹部をUの字
変動が よい
過去、どのような仕事でも対応可能なレイアウト
にスライド：スペース確保（改造）
にするため、検討を加え、固定化したレイアウト
か？と いう
② 点滴剤準備室の仕事
After（仕事に応じて変動）
策を紹 介す
Before（ 統べて固定）
決められた場所で
必要な機材と薬剤
ること にし
多数ある機材や薬品
をセット化しスタンド
を選んで準備
へ装着
ます。 この
種の策 は 家
点滴の準備が
指定場所で
出来た段階で
屋の リ フォ
必要作業のみ遂行
スタンドを持参してセット
ー ム の 際
Before：
After などテレビ番組によく出てくる改善法です。リフォームの匠が狭い部屋を
有効に使うため、例えば、机をスライド式にして人数の変化に対応する例です。
仕事に応じてムダの無い動作を満足させる手法は、固定的に机や棚やキャビネ
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ットが配置された病院に有効です。狭いところで、看護師の方が、お互いに無
理をしながら行う仕事場のスペース増だけでなく、動作経済の原則の作用でム
ダの少ない仕事の遂行ができた例です。
（７）整理・整頓対策と共に進める作業の標準化とヒューマンエラー防止対策
仕事の手順を改善した結果を『標準化』と言います。ここには、経済的で、
安全、楽で早い仕事の追求がなされてきたわけですが、最終的に、病院におい
ては、ヒューマンエラー防止が必須条件となります。そこで、下の表を用いて
チェックした後、標準化をお願いすることになります。この表を用いた検討
要領は、表に
ヒューマン・エラー防止のための標準化検討（予防対策）書
記載された①
② 作業手順（分析結果）
③ 間違えを犯しやすい
① 対称作業と過去起きた
から⑨の順に
HEの事例（事例の解析）を
内容(リスクの列挙）
見直しつつ、作業内容を書く
A,
従って行いま
B,
す。①は改善
C,
D,
後の仕事と、
E,
過去に似た仕
④ 対策案（アイデア）
⑤ 抽出案の適用テスト
⑥ 抽出案の適用効果
事で発生した
評価
評
A B C D E 価
対策案
ヒューマンエ
⑦ 標準化
ラーやリスク
を挙げます。
⑧ 問題発生メカニズム解析 ⑨ 類似工程への波及
②では、定め
（確認の た め記載）
た手順を工程
分析で紹介
した要領で記載してゆきます。③では、①と②を例にヒューマンエラーやリス
クが発生しそうな項目を挙げますが、④の横軸に示した A～E の蘭に示し、縦
軸に記載する対策案を評価します。これで、③で得た改善後の手順の危険性の
少ない案を基に改善を加えた仕事の手順を『仮の標準化』とします。⑤はテス
トと証明です。定めた『仮の標準化』は、実際に実務に適用して、有効性と効
率、ヒューマンエラーの発生危険性が無いことを確かめる必要があります。こ
の手続きが「抽出案の適用テスト」です。これで、OK となり、⑥の蘭にある適
用効果を確認したら、始めて、⑦の標準化登録とします。この手続きは一見、
面倒な手続きに思えるかもしれません。しかし、医療ミスを絶対に起こしては
ならない病院においては、どのように良案に見えても、一時的な思いつきで、
重要な仕事に対して、安易に今までの仕事の手順を進めることが許されないた
めです。なお、このように慎重にヒューマンエラー防止が検討された仕事は、
再度、表⑧の欄で確認の上、⑨に記載されたように類似の仕事に展開を図るこ
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とは、病院における最良・有効な技術の波及（伝播）に大きな効果を生むはず
です。
（８）改善発掘と効果のまとめ方について
５S 改善は「事実に基づくアプローチ」を重視した改善法です。このため、討
論による改善より(a)写真や、(b)ビデオによる解析を重視してきました。
では、(a)の写真法の解説をすることにします。この方式は画面を限って現状
を見直し改善する方式です。特に、機材や薬剤などを保管する棚、キャビネッ
ト、書棚、掲示板などの改善と改善前/後の比較などに有効です。５S 改善に、
『定
点撮影法』という方式がありますが、この方式は、期間を定めて撮影すると、
改善の進捗が歴史的に判るので有効です。同時に、新人教育や関係者に努力を
伝える対策に有効なため、病院で５S 改善を進める期間中は、各職場の掲示板や
皆が集まる場所に掲示する方式が一般的です。これは簡単な表示ですが、（1）
努力が判る。（2）新たな改善点発掘につながる。（3）他部門への波及につなが
る。（4）逆に、他部門から改善の意見を貰うチャンスを高める、といった利用
法もお薦めしたい活用法です。加えて、（5）職場の皆様の改善の努力や経過が
判ることは、５S 改善への参画意識の高揚に大きくつながることになると信じま
す。では、５S 改善における写真法による改善効果をまとめる方式の中から最も
詳細な記述方式を下図に例示することにします。実際の改善を職場で表示する
内容は、先の 23
５S改善の詳細なまとめ方（例）
ページに示し
１，問題・テー マ名：医療器材置き 場の５ S対策
記載者 ○○
承認 ○○
特に 、掃除のムダ､ 動作、資源のムダ
３，ISO面の
マネジメン ト面の影響内容
た図のように、
チェ ック
２，問題の状況（三現主義で事実を とらえて）撮影 ５月 15日
（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ で再チェ ックのこと）
① 日々、棚の上で物探し
①ISO9001
①で示すよ うに 、物の取りに くさが関与して
改善前後の写
もの取りに 前に 置かれた
（品質面）
時に は間違った薬品を 持参する 危険あ り
機材の移動が必要
②使う 頻度の少ない バケツ
真に問題点や
（ヒューマン エラ ー ５Ｓ環境の悪さ）
②ISO14001
②何でも入れられる 廃棄用のバケツ は危険
は撤去か小型化が 必要
物を
混入廃棄の危険を
生じる
。腐敗も問
（環境面）
③ 棚の中の試料取りに
題
対策項目を記
置かれた物の移動が必要
③OHSAS
機材の倒れや挟まれなど 、事故や機材破壊
載して、改善前
の危険がある
（安全衛生）
項目
問題と程度
非定量効果
10秒×10回×
①~③59Hrは÷ 8Hr/日
①物の移動
美観と共に 、表示が見 ④その他
後で得た効果
に くい ので、薬品を 取
22日×12ヶ月
＝7.4日/年のムダ工数に なる
の改善
（原価など ）
り間違えする 危険性が
＝７Hr/年
ある 。
４，改善効果集計
を追記する程
(1)年59Hrの工数のム ダ、(2)費用１万円/年ムダ
・不要物5,000円
②台の下
美観だけ でなく、棚の
５，改善内容と実施 ：対策費用（投資）は 3,000円程度
度で結構です。
前に ある バケツ が邪
・掃除工数10分×４回 /
不要物
(ｲ) レイアウ ト変更
( ﾛ) 棚の位置、置き 方の改善
魔に なる （棚を 空ける
月×
毎回の移動
とき
、毎回移動が必要、
12ヶ月＝ 8Hr/年
しかし、詳細の
美観もよ くない ）
移動棚方式で保管へ
・掃除
10分/日
③物の移動
美観もあ る が、レイ ア
解析をするの
ウ ト的に 角地の有効
×22日/月×
なしの改善
利用ができ ない 。
(ﾊ)使用頻度の少ない 機器は別室保管へ
12ヶ月＝ 44Hr/年
実施内容
であれば、右図
・掃除道具費用
担当○○
5,000円/年
期限○○
のような解析
を進めると、５S 改善による改善効果の詳細が判り、改善後に美化が得られる内
容や、どのような内容が ISO シリーズ（品質、環境、労働安全衛生などの国際
規定）と関連しているか？が判ります。この種の内容は５S 改善を導入する時に
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手 待ち ？

研修資料として提供する内容ですが、もれなく、改善の及ぶ内容をとらえるた
めに一度は解析法を体験することが必要なため、ここに紹介しました。
では、つぎに、(b)ビデオについて解説することにします。
「スポーツ業界では、
プロは自分の状況をビデオ撮り、分析して向上に役立てることが常識である」
とされてきました。この意味で、高い問題意識を持ち、自分では見ることがで
きない自分の仕事（個人の顔や姿でなく、仕事）を取り、下図のように、５S
改善の活用法である「ムダ排除」の視点で分析することは、病院の多くの業務
の向上に役立ちます。動作をコマ撮り写真や連続写真にする方式もありますが、
や は り 動 作は 動
ムダを撮る → ムダを取る！５S改善活動
画 を 見 て 解析 す
運搬のムダ、管理のムダ、不良・手直しのムダ
る 方 式 の 方が 有
設備故障のムダ、段取りのムダ、事前検討不足
によるムダ、手待ちのムダ、連絡内容チェックの
利です。特に、素
ムダ撮り ムダ、正味時間のムダ、不要なチェックのムダ
・・・・・・・・・・ ○○のムダ
早い動作のコツ、
逆 に ス ロ ーモ ー
ムダ
ションで、ベテラ
ン と 素 人 を比 較
映 写 す る こと 仕
ムダとは何か？
一流の仕事（理想）
事のやり方や、ム
－ 現実
ムダ取りへ
改善ギャッ プ
ダ を 見 つ ける 方
改善追求の
題材へ
式は、ビデオ独特
の 解 析 だ から で
す。『百聞は一見
に如かず』の教えがありますが、ご自身で「自分の仕事をやっているところを
見ると、頭の中で思っていた事象と大きく異なる内容だった」という例は多い
ものです。
【整理・整頓の基本術に関するチェックポイント】
□ ５S 改善に当たって、写真か、ビデオで実情をつかんだか？
（事実に基づく改善が重要！討論中心の５S 改善はしないで下さい。）
□ 改善案を実施へ向ける前にヒューマンエラー防止対策のチェックを済
ませたか（仮標準でテストと証明後にベストの対策を標準化！）
□ 改善前／後が判る簡単なまとめと表示（PR を含めて）行ったか？
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【ご注意情報】 やってはいけない、似て非なる「５S・ブレスト改善法」
ブレスト改善法：実情分析をしないでブレーンストーミング（討論の繰
り返し）により、多くの改善案を求める方法
ここで、事実に基づかず、想定原因を沢山挙げ、当たるも八卦式で改善を進
める方式と、事実を基に行う５S 改善方式の差を紹介することにします。
右上の図はある
Ｘ社の医療器材取り間違えミス対策方法
個人別ミス発生状況
病院の機材準備の
活動計画
計画
実績
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１２月
１月
２月
３月
合計
職場の改善です。
Ａさん
１
１
現状把握
Ｂさん
２
２
４
目標設定
ここでは、6 ヶ月
Ｃさん
１
１
要因分析
Ｄさん
１
１
２
４
対策検討
という期限を先に
Ｅさん
２
２
４
効果確認
Ｆさん
２
１
１
４
まと
め
設定して改善を進
Ｇさん
１
２
１
１
５
Ｈさん
０
めた例ですが、多
Iさん
２
２
フムフム
計画通り！
合計
４
７
５
９
２５
くのデータを持ち
大成果？
精力的に対策だ！
・医療器材など棚の
込み討論する方式
５Ｓが悪い！
対策後は
棚や薬剤置き場の
・確認方法が
を繰り返した結果、 半減です！
整理・整頓
個々に違う
・薬剤取り扱い中
誤送を半減にした
梱包中は
に話しをすると
棚幅は改善！ 話しかけ
忘れる。
というものでした。
禁止！
棚の表示改善！
・棚が狭い
更なる努力を ・・・・・・・
・棚の表示が
続けます！
ところが、この事
全てのアイデア改善！
みにくい・・・・・
例発表時、筆者は
ヒューマンエラー
Ｙ社における医療器材取り間違えミス対策内容
のゼロを 8 ヶ月続
① 指示票持参
Ｙ社のミス発生の状況
けてきた状況で発
指差確認！
表会の司会をして
ビデオ撮影で
② 効率
実態調査
いました。下の図
搬送の
同時に関係者に
工夫・数多
過去の失敗内容
が、その取り組み
聴取（ヒヤットも）
今回のＹ社はゼロ
です。違いは、上
③ 再度、確認
図で 1 名いた誤送
この２名の方は
（ダブル・
常に不良ゼロの
チェック）
ゼロに相当する方
対策実施~適用
仕事だった。
④ 問題は
が下図の例では 2
起きそうな時とらえ
Ｘ社は半減！
方法改善
ベストウエイを標準化
名いたわけですが、
遵守・徹底
⑤ 常に危機意識
この 2 名の方の仕
ＺＤそのもの見事な効果！ を持ち活動！
事の手順をビデオ
撮りして、間違えゼロの方の仕事の手順を確かめました。すると、①仕事全体
の時間が他の方と同じになるに搬送経路や荷積みを工夫している。②指差し確
認＋ダブルチェックを確実に行う。③問題を起こしそうな要件をメモにして最
終チェックするという内容を全員に徹底してきたためです。
１２ 月
１

Ｂさ ん

１

Ｃさ ん

１

Ｄさ ん

Ｅさん

１

２月

１

１

１

Ｆさ ん
Ｇさ ん

１月

１

１

３月

３

２

４

１

２

２

４

１

３

２

１

１

４

１

１

１

１

４

５

６

４

９

２４

Ｈさ ん

０

Iさ ん

合計

合計

１

０
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ベストウエイ分 析

Ａさん

【ご参考】 「アイカメラが明示したブレスト改善法の欠点」
改善検討にミーティングをすることは、アイデア検討上で重要な手続きです。
しかし、事実に基づく解析結果を基とした討論で無いと(想定原因対策では)、多
くのアイデアを得ても無意味な活動になるばかりか、改善までに多くのムダな
時間と討論を重ねる危険が生じます。このため、仕事の改善に 3 現主義が重視
されるわけです。３現主義とは、(ｲ)現場へ行き、(ﾛ)現物・現象をみて、(ﾊ)現場
で改善する活動です。３つの現を活動方針とすべき示唆から『３現主義』とい
う言葉になった経緯を持ちます。
加えて、この時に行う行動、“みて”は、観る：ビデオや写真の活用、看る：
目で見て判らない仕事や事象は温度計や心電図、血液検査などにあるように、
看護の目で看て、問題発生の状況や要因などを計測する。監る：チェックリス
トを用いて、あるべき姿や標準とのズレの有無をチックして、もし、不具合が
あれば、本来の姿に戻す対策を進める活動を意味します。
では、ある薬剤を集めて患者の皆様に提供する薬局における解析をご覧下さ
い。ここでは、過去、ブレスト改善法を繰り返して薬剤の取り間違えミス対策
を進めてきました。下図の右上の写真がその対策例です。しかし「注意書きを
大きく書いて注意を促すのですが、忙しい仕事の中ではついウッカリと、
・・・」
という状況を繰り返してきました。そこで、ある大学が協力したアイカメラを
用いた実情把握が 適
アイカメラによる事実分析
用されました。すると、
図の下の写真に示し
人が考えた注意書き
薬の棚へ
たように、目の動きを
追うと、「注意書きは
類似の名称 に注意！！
全く見ていないで、薬
剤そのものを見て取
っている」という事実
アイ・カメラでとらえた目の軌跡
が明確になりました。
要は、討論を繰り返し
た作成した注意書き
より、個々の薬そのも
のを確実に取る方式
に切り替えない限り、
薬の取り違えミスの防止が出来ないことが判ったわけです。この事実を知った
方々は、
「言われればそうしてきた」
「始めて、問題が起きる原因が判りました」
と話されていましたが、この例は、この種のヒューマンエラー対策にブレスト
改善法を使う欠点と限界を示す例です。
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1-8

応用：
「断・捨・離」
・“整頓術”に学ぶ５S 改善のコツ

整理・整頓を効果的に進めたいニーズは極めて多い状況です。このため、家
庭から企業まで、多くの方々が、昨今、出版が盛んな『断・捨・離』や『整理
術』の書の購入～利用が盛んです。そこで、以下、この種の取り組みの中から、
病院で役立つ内容の一部を抽出して紹介することにします。読者の皆様には、
５S 改善を進める題材にヒントとしてこの種の技をお使い願えれば幸いです。
収納術と、病院での利用法（その１）
① 断・捨・離の利用
② 指定位置収納の例
Ａ， 断とは？：
不要な機材、薬品、書籍
収納物は、一目で員数や
や情報は買わない、書棚
保管状況・期限管理可能な
や保管場所などに入れない。方式を運用するこｙとが重要！
Ｂ，捨とは？：

③ スペースの利用
棚と同じく、常に空いて
いるスペースはマッチ箱
スライド方式や収納ボッ
クスで有効収納

要らないもの、当面使わ
ない物や情報は、思い切っ
て捨てる。

捨てがたい書類や書籍は、
一端、職場や関係者から
遠地に離して保管する。
この処置で、全く使わない
ものは、使わない事実を基
に捨てるか否かを決める。

薬剤保管箱を
収納改善
した例。箱の中の
小分け化には箱の
中を仕切る工夫を、

収納術と、病院での利用法（その２）
④ 書棚の収納
Ａ，書棚や機材棚などの上や前には、ものを置いてはいけません！

美化はもとより通路の邪魔
Ｂ，楽に手が届く
位置が、
良い置き位置
です(マグロの
トロと整理術
ではいう場所
です）。
Ｃ，倒れ防止にブックエンドを！
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ビジネス・ホテルなど
では、ベッドの下は
収納をガイド

Ｃ，離とは？：

収納術と、病院での利用法（その３）
⑤ 机や 準備台 の作業ま わり
「今、必要な物と情報だけあれば、
仕事は進む」という思想で！
Ａ， 今必要で無い物は持ち込まない
Ｂ，手が届く範囲に 全てを置く工夫を
Ｃ，立体配置も便利です。
時には、100円ショップ
にある小物入れの活用
も有効
ティシュー取りは
天井壁を利用
各種の小物は
壁面利用も有効
かさばる物は
一次、引き出し
など、机下の
スペース利用

収納術と、病院での利用法（その４）
⑥ 机作 業まわりの 改善
Ａ，キャビネット類は、まず、不要書類
不要物撤去で棚やキャビネの数の
減で空間確保
と移動距離の
減！

Ｂ，必要時、必要品
のみセット持ち込み

空いたスペース

ムダな移動

Ｃ，スライドテーブルや開閉式
テーブルで作業場所確保
（逆に使用しない時は机の
小型化を）
Ｄ，空いたスペースは
有効活用へ
固定式で万能の仕事
の消化ではなく、変動
式でゆとりを持ち有効
に仕事のスペースの
活用を！
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収納術と、病院での利用法（その５）
⑦ 棚や収納器具
仕事の範囲は手の作動域に、有効に使う場所を空気の置 き場（ムダな
スペース）にしない工夫が必要！
Ａ，場所と取り出しの整理と工夫
角部を利用する棚、ターンテーブル
作動有効域
楽に早く
スペース
有効活用

Ｂ，各種吊り具、上部の利用

Ｃ，壁面やドアー部などの利用
マジックテープ

収納術と、病院での利用法（その６）
⑧ 仕事の順序に応じた収納術活用対策
仕事の手順に従って、順次、必要時に持参！

ＪＩＴ：ジャスト・イン・タイム対策

Ｄ，収納構成の利用
収納構成で似た機器を
一体化

Ａ，取り入れ、取り出し
が容易で、安全な
機材の活用
Ｃ，運搬台＝作業台化は？
必要なものを持ち込み
決められた場所で
そのまま仕事
（移し替えなし）

Ｂ，不要な扉は除去～廃棄
扉の開け閉めは時間と場所のムダ
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収納術と、病院での利用法（その７）
⑨ 事務 机まわりの 仕事
Ｂ，取り出し頻度と姿勢

Ａ，机に持ち込む書類の管理

よく使うものは、取り出し易い
位置へ移動を！

処理は即座に処理して期限
管理の徹底を

ＩＮ

Ｂ，保管書類は活用目的に応じてファイル化
短時間の検索を目的にインデックスづけ

ＯＵＴ
停滞を防ぐ

注釈：この種の書はすでにリサイクル書店で安価に手に入います。書の PR
ではありませんが、ご興味をお持ちの方はご利用下さい。

その他 資源ゴミの回収と分別状況の例
もはや、聞き慣れ、当たり前になった活動のひとつに、「分ければ資源、捨てればゴミ！」
というものがあります。整理術の前に、この種の仕分けは病院で常識的に行われてきまし
たが、続行をお願いします。
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1-9

知って役立つ「清掃・清潔の基本技術」

（１）５S 改善では、「清掃は点検なり」言うようですが、その意味は？
整理・整頓が目でみて判る目前の対象の改善なら、清潔・清掃は「目に見に
くい対象をとらえた改善」となります。特に、病院においては、病原菌や細菌
の繁殖が院内感染だけでなく、入院患者の皆様の食中毒問題につながる恐れに
ついては、問題の早期発見と対策が必要です。では、対象が設備故障ゼロ対策
ですが、５S 改善において「清掃は点検なり」という言葉が生まれた歴史の背景
と「５S 改善における行動のあり方」を例示することにします。

産
生
ロ
ゼ
障
故

① スキル管理の創始者、中井川正勝先生の活動から学ぶ
事例は中井川正勝先生が進めた故障ゼロへの取り組みです。中井川先生は信
頼性工学を用いてジェット機の故障を診断して、予知、予防する権威者です。
この先生が昭和 28 年に企業に招待された要請の内容は、「従業員のレベルが低
いので早急な教育を！」というものでした。そこで、先生は早速、現場を診断、
「教育の前に設備がかかえる問題を除去しなければ無意味です！」と関係者に
話しました。すると、
「当社の設備はジェット機ではありません！高い信頼性で
構成された設備です。あなたが言う、ゴミやホコリの対策などといった５S 改善
にかまうより、早く従業員教育を！」という反発でした。一見、つまらない対
策に見えますが、目に見にくいゴミやホコリが強制劣化という形で設備の老朽
化を招きます。左下の一番上に示したように、この強制劣化というものは、
磨 き 粉 で金属表面を
「清掃は点検なり」が生んだ故障ゼロ生産
削 る よ うな作用で設
突発故障＝事後対策
整備・点検の不備が
備の部品を削ります。
清掃点検の目的は？
招く強制劣化対策
1 回づつの研磨は少な
外見の５S→弱点の除去
徹底改善
いのですが、時間が経
再発ゼロに
しようよ！
予知・予防のための清掃
つ ほ ど 研磨部分が大
と点検。しかし、手間が掛かる
きくなり、やがて、設
↓
確実・楽で早い点検の追及
備不具合から、不良や
設備KYT（危険予知）の適用
世界一流の
故 障 の 発生を引き起
設備と品質
にせねば！
故障ゼロ、ｽﾋﾟｰﾄﾞ最高化
こし ま す。病院では
のための設備改善
「風邪は万病の元」と
「設備に強い人づくり」
＋「最高設備で高品質」
言いますが、それに
似た現象です。放置
しておくと、やがて、
“設備大故障”という、大病に似た状況になってしまうた
めです。

34

学問的には重視されないこの問題に対し、中井川先生は「論より実践、議論
するより自ら対策を進める」と決めました。早速、先生は現場の方を指導しつ
つ、設備の清掃だけでなく、モノづくり上の不具合も問題の清掃と考え進めま
した。その結果、清掃が終わった時点で、生産は 3 倍、しかも不良ゼロ生産を
実現（信頼性工学の理論を証明）しました。以降、この種の５S 改善対策に『ス
キル管理』
（：設備のプロなら高い技量で強制劣化の原因を発見し、対策する活
動）の名が付けられました、現在、
『スキル管理』と初期清掃は設備故障ゼロ対
策の基本として多くの企業で『設備５S 対策』の名で実施されている対策法です。
②

誰でもできる“設備不具合”発見のポイント
21 世紀の現在、携帯電話から乗用車まで、個人の立場でも多くの設備や機器
のお世話になっている時代です。例として、乗用車の場合、毎日乗っていて、
不具合が起きそ
病院における患者さんの病状対策から生まれた
うになった時、皆
各種の設備診断対策と装置
様には「何かおか
長年の経験で
異常を知る能力
しい」とか、「い
診断機器の利用
つもと違う！」と
主要な診断機器の例
五感による設備診断法
①
振動計を利用した
①手で触る：振動把握
思われる事象に
マシンチェッカー
熱の上昇
② サーモグラフィを
出会ったことが
肌荒れなど
利用した温度変化
固さや水分の具合
（赤外線感知）
あると思います。
② 光で見る：色の変化
③ 振動音分析による
隙間の発生
これが、左に示し
割れ､破壊の予兆
キズの発生
（ｱｺｰｽﾃｯｸｴﾐｯｼｮﾝ）
加工の程度
た『５感による設
④ 液・ガス漏れ検知器
③ 色で知る：温度の程度
⑤ 色識別センサー
変形の程度
備診断法』です。
⑥ CCDカメラ＋ＣＰＵ判定
④ 音で知る：異音の発生
による形状判定~画像処理
回転の音色
不具合の実情は
⑤ においで知る：
焼き付き、化学反応
記録
検査機器で確認
切削加工の具合、など
することが必要
な例がありますが、これは設備や機器が人に故障を訴えかける現象です。この
ような事象が病院で見つかった場合、専門化に相談して早い処置をお願いしま
す（これが、「清掃は点検なり」の実務であり、応用です）。

【設備診断に関するチェックポイント】「点検は清掃なり！」
□ 検査機器の中に、いざという時に不安を抱えるものはありませんか？
□ バッテリー寿命や誤動作を時々する機器を放置していませんか？
□ 大きな自動機に異音や不可思議な作動はありませんか？
この種の対象機器は、問題の兆しがある段階でチェックをお願いします。
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（３）清潔は危険予知技術の実践：ケガ・ゼロ継続の実績の中身は？
「清掃は点検なり」は設備不具合の早期発見だけに留まりません。病院では、
緊急時に駆け足して行動を取る仕事が時々発生することがあります。このよう
な時、看護師や医師がケガをしては『高野の白袴』、ケガや病気を治す病院では
無く、ケガや疾病を生む病院、という恥ずかしい事態になってしまいます。こ
の意味で、ケガを発生させない環境づくりに５S 改善の清掃・清潔が使われてき
ました。“清掃”が清掃後に問題を早期発見対策する目的に使うケースに対し、
“清潔”は病院や食材をつくる調理場などで使われてきた言葉から意味がわか
るように、
『目に見えない細菌やなどの予知予防』に使う対策が基になっていま
す。当然、ここに（1）健康に対する阻害要因の除去だけでなく、
（2）ケガ防止
に代表される安全対策や、（3）危険性の高い薬剤・薬物の管理が含まれます。
では、決してあってはならない病院内のケガ防止を中心に、５S 改善を用いて行
う清潔対策について解説することにします。
① ケガの原因除去を図るには？
読者の皆様には極めて幼稚で常識的な質問ですが「ケガはなぜ発生するのでし
ょうか？」この質問をすると多くの理由とケースが出てくると思います。
しかし、直接的
な原因は右図の
ケガ発生の理由と対策
左側に示した「エ
防御？ 回避？
軽減？・・・
注意１秒ケガ一生！注意は無料ケガは大損害！
ネルギーとの接
＋
人的なゆとり＋知識
触（触れ合い）」
なぜ、ケガ をするか？
『ハインリッヒ産業防止論 』
で起きます。物を
答えは「エネルギーとの接触」
（故・アメリカ産業災害研究者）
① 位置エネルギー：落下物、落下、挟まれ
落として起きる
事故：１件
② 回転エネルギー：切断、巻き込まれ、・・
（アクシデント）
③ 熱エネルギー：やけど 、火事・・・
落下事故は位置
④ 光エネルギー：溶接光、Ｘ線障害、・・・
小事故：２９件
⑤ 化学反応：酸、アルカリ、薬害、・・・
エネルギー、火傷
（ヒヤット・ニヤーミス
軽い傷害など）
は熱エネルギー、
まず、行うべき対策は、
結果の反省ではなく
無傷：３００件
化学薬品による
原因の除去！
この撲滅が重要！ （不安状態）
被曝は化学エネ
安全対策５S改善の目的は危険箇所の撲滅です！
ルギーによるも
のです。
同時に、図の右側に示したハインリッヒの原則が示すように、ケガはケガに
なりそうだが免れたヒヤット 300 の上に、
“インシデント”と言われる小事故が
30 件あり、その上に、事故となる対象が 1 件存在します（ケガはインシデント
30 件の内の 1 件が出るため、インシデント：ケガは 29：1 となる）。そうなる
と、病院においては、（1）通路は右／左の区分を明確にして、（2）障害物を置
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かない。
（3）ER など急いで通行が必要な通路は短距離、直線で動けるようにす
るなどといったチェックポイントを設けて安全で早い異動が完了する対策を常
に進める必要があります。
その他、（4）通路にすべりやすい水などがたまらない（清掃を含めて対策を
図る）。
（5）移動の多い場所などは突起した箇所を改善する。
・・・(N)落として
問題になる検品や薬剤の運搬などは落下時のショック防止を含め、床落ちや転
倒防止の保護をするなどといった対策が必要です。以上が５S 改善のヒントに進
めていただきたい安全対策です。また、同時に、下の図のような原因を誘発す
る項目を含め、ケガが起きない対策を清潔＝問題の予知・予防という視点でチ
ェックし、改善を進める対処をお願いします。

見落としやすいハザードの例
疲れた

だるい

イライラする

あわてた

ハザード（危険要因や有害要因）

滑った、つまづいた

注意を
無視した

具体例

通常近づく必要がないが、近づいたときに接触
する恐れがある場合

駆動部の露出

直接見えないハザード

ベルトカバーの裏の保護されていない部分

不規則に動く部分

材料切れの時だけ動く送り装置

点検等の際に露出する部分

制御盤のふたの裏側にある表示灯の充電部

換気が不十分なためリスクが高まる場所

炭酸ガスボンベ置き場、酸素欠乏危険場所等

特定の材料の混入によるハザード

青化ｿｰﾀﾞと酸の接触の可能性

トラブルにより発生する高所作業

事務所の蛍光灯交換

気象現象によるリスクの発生

冬期における静電気の発生

調整不良による不良姿勢

椅子の高さ不良による不良姿勢

機器の劣化によるリスクの発生

点検不足のため絶縁不良を起こしているプラグ

【安全対策に関するチェックポイント】「点検は清掃なり！」
□ 病院におけるハザード(危険発生要因)の抽出は終わったか？
□ 地震災害を含め、棚や置き場の対策を安全対策は済ませたか？
□ 定期的に安全監査の目で巡回を行い、危険な箇所の抽出～撲滅を図って
いるか（ひやり・ハット提案を含めて）？
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（３）院内感染、パンデミック防止対策と「清掃・清潔」対策の関係は？
病院における５S 改善において、清潔・清掃が目的とする一番大きな対象は院
内感染の防止と、急患を受けた時のパンデミック対策です。だが、これはこれ
で、専門的な対策が要求されます。そこで、ここでは、この種、目に見えない
的と戦う前段となる事項について、５S 改善の視点に限り、対策の要点を紹介す
ることにします。

食品の品質

① 食中毒対策
ウイルスや菌は目に見ることが出来ない対象です。また、病院や食道に関係な
く、増殖すると膨大な被害を発生する例ばかりです。そこで、一般食品点で起
きた食中毒を例に取り５S 改善の関連を紹介することにします。例はユッケ事件
で有名になった O111：腸管出血大腸菌による事件です。この事件は 2011 年に
起きました。5 月 7 日現在までの状況は(1) 4 月 17 日に男児 6 歳がたった一口ユ
ッケを口だけでした。だが、21 日に入院～4 月 27 日には死亡しました。加えて、
(2) その他、5 月 5 日まで計 4 名が死亡。(3)患者数は 102 名（内・重症が 24 名）
となりました。厚生労働省は 1988 年に生肉用の表示設定した規定があったので
すが、表面についた菌を除去するトリミングを求めていただけの強制力が弱い
規定でした（2012 年 7 月に生肉使用を全面禁止となりました）。
理由は、図の右側
食中毒における細菌の増殖メカニズム
の菌の増殖を防
O111：腸管出 血型大 腸菌の 増殖過 程
菌の増殖プロセス
ぐ対策法が無い
ごく少量でも増殖する。
菌は体内で毒素をつくるが、現在は対抗策（治療法）がない。
約20分で分裂。菌はO157同様に潜伏期間が3日～5日、
ためです。ここで
激しい腹痛と血便が出る。
注意すべきは、細
汚染源は
汚染された生肉
腸管やフン
菌の増殖過程で
・・・・
一般の食 品に定 めて
す。食品は図の右
いる消 費・賞味期 限と汚 染
汚染
焼肉酒家 E
上に示したよう
消費期限
賞味期限
に、時間の経過に
加工
保管・運搬
調理
伴い菌が増加し
おいしく
安全係数を
ます。このため、
食べられる
掛けて幅をとる
限界
品質は悪化するが害は無い
食品には賞味期
食べられない
日数の増加
限や消費期限の
表示が定められています。
②院内感～パンデミックの防止と５S 対策
病院の皆様には釈迦に設法、もはや解説の必要は無い内容ですが、院内感染
は病院における最大対策要件のひとつです。この例には、O-157、ノロウイルス、
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インフルエンザなど強い病原菌もありますが、日常生活では微弱な細菌も、時
に、病弱な患者には驚異になる例があります。しかも、持ち込む経路が外来患
者、見舞いにこられた方、院内スタッフが保有した菌が基になって感染します。
そうなると、この種の経路にも注意を払う必要が生じ、汚染防止のため、各種
の衛生面の対策が必要になります。このため、院内感染防止マニュアルには「ど
のように院内の感染対策が組織的に整っていても、病院清掃が適切に実施され
ていなければ、感染経路を絶つことは困難」とされています。ここでは、専門
的な処置を記載することは出来ません。そこで、すでに、皆様がご存じの内容
ではありますが、一応、下のようなチェックリストの中から５S 改善に関する対
策を抽出して、徹底した対策を願う次第です。
【東京都福祉局が提唱する院内感染対策マニュアルから】
A, 感染予防対策の項目
１ 院内感染防止のための組織・体制
２ 院内感染対策マニュアルの整備・実践
３ 感染症情報の把握・連絡体制
４ 抗菌薬の適正使用・耐性情報等の共有
５ 職員の健康管理と業務の維持
B, 標準予防策と感染経路別予防策の項目
１ 手指衛生
(1) 方法の選択 、(2) 手洗い・手指消毒
２ 感染防護具の使用（バリア・プリコーション）
３ 患者の配置管理・移送
４ 患者・来訪者の理解と協力 ＜資料＞（普及啓発用）手を洗いましょう
＜資料＞（普及啓発用）咳エチケット（せき・くしゃみをカバー）
（感染経路別対策）
５ 接触感染予防策
６ 飛沫感染予防策
７ 空気感染予防策
C, 施設・場面に応じた感染防止対策
（医療処置に伴う感染の防止）
１ 血管内留置カテーテル関連の感染防止
２ 尿道留置カテーテル関連の感染防止
３ 人工呼吸器関連の感染防止
４ 経管栄養関連／処置室での感染防止
（病棟でのケアに伴う感染の防止)
５ 日常生活ケアにおける感染防止
６ 排泄ケア・汚物処理における感染防止
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７ 環境管理（清掃・施設衛生）
（器具・薬剤等の適切な取扱い）
８ 器具の洗浄・消毒・滅菌
９ 内視鏡関連の感染防止
10 消毒薬の使用及び薬剤の汚染防止
11 医療廃棄物の取扱い
12 針刺事故防止対策
（各部門における感染防止）
13 外来部門における感染防止対策
14 透析室における感染防止対策
15 手術室・集中治療室における感染防止対策
③ 参考として：食品業界における HACCP 対策
病院同様に食品衛生を重視する食品業界では細菌の持ち込み、発生、増殖防
止のため努力してきました、その一例が HACCP に定められた規定の順守です。
そこで、病院に
も参考になり
HACCPに見る食品異物対策の要点
そうな、内容を
参考：Http://www.foodesign.net/7gennsoku~p oinnto.html
右図で例示す
前髪を出さない
ることにしま
○と言いたいが
耳を出さない耳を出さない
もう一歩、お客様の
イヤリング・ピアス・ネックレスを外す
ため、プロとして
す。なお、この
欠点ゼロ、模範的な
爪は短く・マニュキア・指輪をしない
着装ができることが
図で参考にな
大切！
着装は規定に従い、いつも清潔に
る内容は、作業
食品を置く台、台車は床からのはね水やゴミの汚染を減らすため、出来るだけ高い位置へ
台などにおけ
床からの
る機材や資材
作業台以下は汚染ゾーンの考え方
段ボールなどは
跳ね返りが
できるだけ製造室
無い位置：60cm
を置く高さに
に入れない
モップなどが
入れられる
配慮して、汚染
位置：25cm
物質を持ち込
まない対策を
進めることが重要です。
【院内感染なお汚染に関するチェックポイント】「清潔は予知予防なり！」
□ 病院に院内感染に対するハザード(危険発生要因)の抽出は終わったか？
□ 院内感染対策と注意点を関係者が熟知～徹底しているか？
□ ５S 改善は院内感染の一部しかカバーしないので、専門的なチェックを
加え、防止を図ってきたか？
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1-10

全員参画５S 改善の進め方

５S 改善は全員参画改善活動のため、左下の図のような形で促進が推奨されて
きました。参加と参画は下に示したように、活動の意味が異なります。
参加：ただ、職場のグループに属して何となく皆が行うことに賛同する。
参画：自ら問題と改善点を挙げ、主役になって改善を進める。特に、汗をカ
ク、恥をカク、頭をカク（失敗などで恥じらう行為）の３カクを撲滅する。
全員参画５S 改
ガイドとして示されてきた「病院５S」導入のステップ
善というと、何
１，他所調査～ 進め方と 効果把 握（著書や 見学な ど）
か特別のこと
５S導入計画の策定
２，目標・目的の設 定
３，推進体制の 設定～ 各部門 長の理 解と合意
を進めるよう
１，事前 打ち合わ せによる研修 内容の 企画の 検討
リーダー研修の実施
２，外部 講師などの利用～見 学会などの実 施
に見えるかも
３，リ ーダーの５S技術習 得研修 ～全関 係者へ の普及研修
１，モ デル 職場でお 手本 づくり
知れません。だ
２，発表 会などを 通した普及～浸透
整理・整頓の実施
３，診断 システム などの 利用 による
が、それは違い
サルベ ージ で全員 参画へ
目に見 える
問題の対 策
ます。主役は病
１，清掃 ～問題 発生の 基を断つ対策
２，各種リ スク対策手 法の習 得～実 践
清掃・清潔の実施
３，ハザ ードMAPの 作成
院で働く皆様
院内感 染、食 中毒、防虫対策 など
目にと らえ 難い
問題の対 策
１，ヒュ ーマン・エラー対策へ の深耕
がご自身と職
～ムダ排除 による ゆとり 創出
仕付け～躾への展開
２，患者・お客様・訪 問者の 評価向 上対策 ～
場の仲間のた
満足と 向上の 各種対 策
第一番目 のゴ ール
３，各種 専門医 療・介護技 術の練 磨～向 上
め、安全、確実、
（以上、５Sをベースに更なる 優良病 院管理・改 善への展開）
理想の病院づくり
◎ 理想（世 界一流）、その地 に合 った高評価病院と、
楽で早い仕事
仕事 づくり への展 開
の追求が、その
目的になるた
めです。そうな
５Ｓを通して身につける７つの習慣
ると、ここまで
頭の中の整理・整頓
解説してきた
５Ｓの所作
期待する（得るべき）成果
正しい
１，日頃の仕事に 一流は常に、安全・確実・楽
５S 改善の結論
行動へ
で早い仕事の探求！
疑問を持つ
は左側に示し
２，仕事の分析
細かく分けるとムダが判る
患者さんの満足度向上＋
３，お互いに話し
何のため、なぜ？何を対策
臨床向上面の成果へ貢献
た図の構成に
すべきか（共有）
合う
なります。読者
４，実施効果を
改善ニーズの共有→改善ベ
クトル強化！
ゆ
話し合う
人間関係
仕事力（力量 ）
の皆様には、是
と
５，問題：対策の
ムダ（問題）の正確な認識
の向上
の向上
り
見える化
事実をつかむ（写真やビデオ ）
非、この具体化
の
各種信頼性
知恵の
６，改善の実践
知恵を出し合う（協力）
向
の向上
総合化
に参画精神で
上
７，成果に
共に喜び、夢と理想の実現
へ
結びつける
５Ｓ改善：職場と仕事を良い方向に
ご努力をお願
改める活動
いします。
ＥＢＭ（Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－Ｂａｓｅｄ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ ）的用件の具体化の一例を含む
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第2章

【ステップ】

５S 改善の実践活動編

病院で働く全員が「目で見て判る改善と効果」を体験しよう！
第 1 章【ホップ】
：
「５S 改善の基礎編」では、５S 改善を病院で進める意義と
改善手法、改善を進めるコツなど、５S 改善の基礎となる内容を解説しました。
そこで、これに続く【ステップ】の章では、５S を病院の中で、実際にどのよう
に進めたか？何が得られたか？という事例を中心に、実践展開内容を紹介する
ことにします。なお、記述方式は、
（１）病院によくある５S 改善への視点。
（２）
問題解決に有効な手法の使い方（含む、付加内容）、
（３）５S 改善を取り組んだ
方が体験して「やって判った５S 改善とその効果」を例示した後、読者の皆様が
今後５S 改善を進める上で役立つポイントという順に記述してゆくことにしま
す。さらに、空白を設け、本書を読まれた皆様に、実際に５S 改善を進める上で
ヒントとなる事項を、簡単にメモが書ける枠を付けておきますのでご利用下さ
い。ここには、①書を見て気づいたこと、②改善したい対象、③改善した結果、
書には無かったがメモして今後に役立てたい内容の記述を願えれば幸いです。
2-1 写真を撮ればわかる掲示板に見るムダ
（１）病院によくある、掲示板上の掲示物や記載と内容
写真を撮るという行為は、現状把握であり、改善の出発点です。そこで、病
院の職場に必ずある掲示板から５S 改善の適用例を紹介します。
【皆様の職場にある開示板にこのような状況はありませんか？】
□ 古い書類や記述がいつまでも残っている。
□ 数枚重なっている掲示された印刷物がある。
□ 文字の小さい（細かい）資料が見えにくい。
□ 重なった書類、後ろにある書類が見えない。
また、見ようとすると手間がかかる。
□ 掲示板に毎回見にくる書類や情報は、コピーして
個人持ちした方が掲示板に行く手間が無くなる
が掲示ルールとなっている。
□ 今、重要な指示書、肝心な注意書きが見やすい
場所に無い（言われて探して始めて判る）。
□ 掲示板の管理責任者が定められず、皆が何となく掲示している。
□ 見た目をスッキリ：必要な情報だけにしぼる工夫が無い。
□ 掲示板の情報を掲示するルールが無い。あっても守られていない。
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（２）掲示物の整理・整頓法
掲示物に対する５Ｓ改善の要点は下図に示したようになります。

掲示物管理の基本技
★掲示物の３悪

何でも表示、
気休め添付

対 策 の視 点 と

① きたない
② 見えない
③ だれも使わない

改善の視点

Ｅ（省略）

Ｃ（結合・統合）

Ｄ（分割） Ｐ（平行） Ｒ（置き換え）

Ｓ（単純化→自動化）
【チェックポイント】
① 掲示物はなぜ必要か？
② 誰がいつ、どの情報を使って何を
どのようにするのか？
③ 今必要な情報なら必要な場所に必要な
だけを提供する工夫は無いか？

改善手法

適用例
Ａ：不要な掲示物は持ち込まない、廃棄する。
Ｂ：口頭・伝言で済むものは表示しない。
Ｃ：コピー分散やＩＴ化で分散提供した方がよいものは掲示しない

【掲示・表示の問題点が発生する要因】
① 不要な書類や掲示が場所を取っている。
② 掲示、記載資料などに担当、期限が無い。
③ 管理者と管理ルールが無い。

Ｅ：Eliminate＝要らない物や情報は省略する（捨てる）！
Ｃ：Combine＝２つある 〃
は結合する。
R：Re-Arrange＝もっと有効な他の方法に変更する。
Ｄ：Divide＝集合から分散（分割）対策へ
Ｐ：Parallel＝平行・同時に進める
Ｓ：Simplify＝単純化する→ＩＴ・自動化する

（３）やって判った！掲示物の５Ｓ改善と有効性
病院では看護師の皆様が多くの仕事を分担しているため、相互の連絡や指示
などに掲示物は重要なコミュニケーション手段です。そこで、Ａさん達が取り
組んだ『掲示物の５Ｓ改善』の努力を紹介することにします。
「掲示板は、美化面でも良否が目立つところです。しかも、各職場で同じ問
題を抱えているため、私たちも取り組みました。この対策内容は、次のページ
に示した内容で、上図の改善法の応用です。今回、重視した点は JIT チェック
です。JIT とは「今、必要な物や情報などが、必要な時、必要な場所に必要なだ
け設置する」という視点で対策を探す方式です。この視点でなにげなく表示板
に添付した内容を見て、反省です。とにかく、古い書類、見えない書類、マグ
ネットで重なっている書類、電話番号連絡のように、個人に分散した方が良い
物を表示板に表示していることが判ったからです。毎回、見に来なければなら
ない問題などは、表示するより、コピーして全員が持ち歩く方が実務的です。
いちいち、掲示板に見にこなくて済み、移動のムダも無くなります。そこで、
早急に改善を開始しました。すると、掲示物が減り、職場がすっきり感です。
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また、改善以降、表示書類、管理責任者、表示期限を設けることにしました。
掲示板の５S 改
善は簡単です。ま
た、皆が５S 改善
を進める最初に
行うべき対象の
ひとつだと思い
ます。その理由は、
①出来るところ
から始めるのが
５S 改善の要点
だそうですが、こ
の要件を備えて
いる。②皆に取り
組む効果が判る。
③ムダ排除の考えが伝わる。ということになります。実施すると、なにげなく
使ってきた掲示板がスッキリした状況に皆が拍手です。また、この取り組みで
コミュニケーションの道具として、掲示板をどのように活用すべきかが明確に
なりました。」

【掲示物の５Ｓ改善に役立つチェックポイント】
□ JIT 思想で見て、今、必要な掲示が見え易い場所に確実にあるか？
□ 必要な情報を得る！という視点で見た場合、集合（掲示板へ見に来る方
式）と分散（各人が同じ情報を分散の形で持つ）方式のどちらが有効か？
□ 掲示物に対して、①緊急・重要な掲示内容は大文字で赤色、②注意を要
する対象は黄色、③その他は白という区分をしているか？
□ 掲示板の設置位置、大きさは妥当か？
□ 掲示板は一箇所集中型と数カ所分散方式のどちらが良いか？
メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）
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2-2

書類・書籍棚に見る仕事の準備

（１）病院によくある、書類保管や書棚の管理
皆様の職場にこのような問題はありませんか？
□ 不要な書類が場所を取っている。
□ 逆に、必要な書類がなかなか見つからない。
□ 皆で整理・整頓するが、また、元の状態
に戻ってしまう。見た目も良くない！
□ 時々行う整理・整頓に、時間がかかる。
□ 書類や書籍を借りた方が戻さないことがあり、関係者が探す例がある。
□ 棚の美観、見た目が悪い！
□ その他、棚の位置、病院のレイアウトが悪く、書庫や書棚が場所を取
り、移動や仕事の邪魔になっている。など、・・・・

② 中分 類 を示 す

（２）書類保管、書棚整理・整頓対策に有効な改善手法
５S 改善では、
「物が語る
置き場管理の基本技
仕事場づくり」と「見える
① 置き場を決めてない。② 表示がない
化」が重視されてきました。
★置き場の３悪 ③ 決まった場所へ戻さない
右図は置き場の三悪追放
⑥使用中は
① 大分 類を示 す
の例です。
「棚は図書館方式
使用場所 を示 す
対策の要点！
で！」という内容で、物を
探すには、①大分類→②中
⑦ 金型な どは
カルテで
分類→③小分類→物の置き
履歴と状態
を示 す
場へ到達、④物にも置き場
③ 小分類 を示す
を明示（指定席）として、
探す時間の短縮を図る方式
④モノには置き 場を示 す ⑤ 異常 があれば色でシ グナル
です。この方式が５S の棚
管理の基本ですが、この様式を書類整理・整頓の見直しに使います。
では、①探し易く（短時間で探す書類を得る）、②返しやすく(返却の確実性向上)、
③美化も十分な環境づくりを進める前段となる手順を紹介することにします。
現在、書店では「断・捨・離」という言葉が流行り、多くの書籍が販売される
状況ですが、その要点は、概ね
断：不要な書籍や情報は買わない、書棚に入れない。
捨：要らないものは、思い切って捨てる。
離：捨てがたい書類や書籍は一端、職場や関係者から遠地に
離して保管する、という処置です。
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これに加え、病院では、
書類棚・書庫の改善ステップ
皆が使う書籍や書類の
多くは重要、かつ、す
① 不要な書類や文書などは捨てる
捨てがたい対象は
廃却期限を決めて遠地へ
ばやく取り出し活用(徹
② 一箇所集中？分散利用？検討
底・注意)する対象が多
必要な情報は
必要な時、
い状況です。そこで、
③ 必要な書類や文章はPDF化
必要なだけ
～即時検索で有効活用
手元で取り
上図のような書類など
出し有効活用！
の整理の後、左下の図
④ 楽に探せ、楽に活用のため
に示したように、書類
仕事が
棚や書庫の置き方を工夫
スムーズ
（５Sの整理整頓術活用！）
の有無を示すことが、
となり、
ありがとう
１，見つけ易く
保管・管理・利用上、
２，取り出し易く
⑤ 見た目よく、使いやすい
３，戻し易く
整理と管理！
重要になります。また
見た目も良好！
この斜線を引く方式は
これだけで、書類の有無が一目で判り、便利です（図中の左の写真のように、
斜線がとぎれることで、書類が持ち出し中の判別を知る工夫です）。
この種のセッティン
書棚の書やファイル等の保管と管理
グ(保管・管理方法)を、
５S では「見える化保
キャビネットや引き出し中の
書棚や机上の保管・管理法
書類などの保管・管理法
管・管理法」と言います。
持ち出し中は
線で書類が統べて
線のとぎれで判る。
１，大分類(キャビネや机）→中分類(引き
あることが判る。
これは、一目で書類や書
出し）→小分類（ファイルインデックス）
の順で設定・運用
籍の検索が出来るだけ
２，ファイルインデックスは、検索しやすい
「あ・い・う・え・お・・・」や、A,B,C・・の
でなく、持ち出しで抜け
順で保管、運用
３，持ち出しは右図の下の貸し出しルール
で運用！
ている書類や著書が一
目でわかる便利な対策
です。具体的な運用は、
借りた方は、氏名、返却期限、使用場所、
①持ち出した書類や著
連絡先（電話番号など）を台帳に残す。
書は図書館の貸し出し
と同じルールを使い、
借用者・期限・・・を記載して下さい。同時に、②病院の場合、職場を移動す
る方が多い関係上、貸し出し台帳には連絡先（電話番号）を記す。③借りる期
限を明示するなどのルールで運用します。キャビネや机上の書類も同じような
ルールで進め、
「今、必要な情報（書籍やファイルや書類）が、必要な場で必要
なだけ楽に早く、使いやすい状況で目前に提示される」という方式で５S を進
めると、
「改善の結果、美化を得る」という棚やキャビネットの整理・整頓にな
ります。以上、５S を用いた『病院における書類・著書の保管管理の５S 対策
手順』を示しました。
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（３）やって判った！書棚整理・整頓対策の有効性
では、実際にリハビリ室の B さん達が行った「書類・書籍棚に見る仕事の準
備」の状況を示し、得た内容を例示することにします。今回の改善対象は書棚
です。「改善内容は技
事例： リハビリ室の書類棚の整理
術波及を兼ねて、病院
「では改善結果を報告します。
内で発表した状況を
今回、いつも当たり前のように
思っていた書棚を５Ｓの視点で
示した例です。「段取
見ますと、以外に問題がある
ことが判りました。
り上手は仕事上手！」
① 書棚の書やファイルの倒れ
といった美観の対策でなく、
という教えがありま
② 必要な時、必要な情報を
必要な場所で必要なだけ
すが、棚は仕事に必要
入手する。
Before
After
③ 戻しやすく、有無・持ち出し
な情報の段取り場で
管理も・・・と考え
・ 不要物は捨てる。
す。「使う物や情報は
・ 使う場所に使う書類や書 を
分散させる。
近くに、単なる保管は
取り組みは皆で話し、討論しつつ改善
・ 使う頻度を考え、高さも、距離
集中して１日で完了しました。
も取りやすい位置に置くことに
遠地に」が、このよう
この対象における効果は
しました。
（５分/日）×（２５日/月）×１ ２ヶ月＝１，５０ ０分/年
結果、楽になり、美化も満足です！
な改善となりました。
＝２５Ｈｒ/年は８時間勤務なら３日の減
に当たります。
対策は、皆で話し
ながら進めました。体験として「早くやれば早く楽になる。集中して取り組も
う！」という内容を体感した点は有意義だったと思います。」

【５Ｓ具体化に役立つチェックポイント】
□
□
□
□
□

棚や置き場から書籍、ファイル、
（棚の上など）文書のはみ出しの有無は？
横に段積みした保管の例はないか（探し難く、取り出し難い保管は）？
書籍やファイル、必要書類など、楽に探し、楽に戻せますか？
必要書籍やファイル、必要書類などを短距離、短時間で入手可能ですか？
美化や管理に不満はありませんか？
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2-3

色別、線引きによる物が語る置き場管理のコツ！

（１）病院で見る各種の機材置き場
【皆様の職場にこのような問題はありませんか？】
□ 台車が通路にはみ出し乱雑に置かれ、歩行
の障害（邪魔）になる例がある。
□ 段ボールや薬品、機材など、先入れ先出し
が、守られる置き方をしていない。
□ 倉庫などに医療機器が乱雑に置かれている
ために、奧に入った機材取り出しに時間と
手間が掛かる。
□ 病院の部門間を超えた打ち合わせや取りを
決めれば、置き場の配置が格段に良くなるはずだが、放置状態である。
□ 松葉杖、介護車、・・充電を必要とする医療機器は員数、利用状況、取り
出し～返却が容易、また、充電の状況などが一目でわからない。
（２）医療機器や機材の整理・整頓対策に有効な改善手法
衛生管理や機材のメンテナンスなどの問題を事前チェックした上で、置き場
管理を上手に進めましょう。下の図はそのヒントとしてご活用願う例です。

置き場管理の基本技
① 置き場指定
自動車の駐車場などの
駐車場所の指定位置管理

② 先入れ
先出し対策

③置き場や入れ具の工夫
机の下や壁
・天井も有効
利用

使う順に取りやすい
位置に

スペース
を含め
物品に
適した置き場
置き方の工夫
応用
床置き
指定地から
はみ出し禁止
台車などの
台車には
指定位置化 置き場所
の位置記号
の例
やNo.
指定席位置を
示した線
又はマーク
折りたたみ式でスペース減も

必要時に引き出し
拡大スペース化

カゴ入れ
方式

ハンガー
方式

収納構成で似た
機器を一箇所化
下駄箱方式

④ 場所の確保

先入れ、先出しには
交通整理を！
FIFO：First in
First Out
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収納術を活用して
あらゆるスペース
の有効活用へ

（３）やって判った！医療機材や医療機器の置き場改善の有効性
では、松葉杖から医療検査機器まで多数の機材を扱う病棟における C さん達
の取り組みを紹介することにします。
「私たちの病棟では、松葉杖や点滴スタンドなど多くの医療機材があります。
しかも、倉庫のように設けられた部屋は狭く、機材がごちゃごちゃした状態で
した。そこで、
「このような状態に全員が問題意識を持っていただくことが重要
（頭の中の整理・整頓が大切）！」と考えました。まず、狭く体がぶつかる職
場、直線で移動できない職場、置き場のスペースが不足で先入れ先出しに苦労
している場所を挙げました。つぎに、①現状の問題を書き上げる。②お金がか
かっても良いのでアイデアを出し切る。③評価基準や制約条件を示す、という
ことを行った後、制約なしで多くの案をつくってから、実行計画の検討を進め
る策を選びました。そして、できるところから手をつけ、徐々に病院の予算が
許される環境になったら、整理した有効策を試しながら実現させるという対策
手順で進めました。なお、改善は全体の部屋の構成を見て Before→After 化する
ことが重要です。「どのような細かなアイデアも生かす！」としたところ、（1）
職場では空け放しのドアーはいるの？（2）PC はキーボードと画面があれば、
その他の機材は天井の方に棚をつくって置いても良いのでは？（3）今の棚を改
造、入れ替えすれば、・・・という疑問と共に、部屋のスペースが大きく使える
職場に変わる可能性が高い例が見つかりました。現在、部屋を縦横、上下、床
下、机上の下など、
立体的に見て、ス
ペースは総て有
効利用する案を
集めつつある状
況です。では、右
に改善した内容
を紹介すること
にします。これは
その一例ですが、
今後は、この方式
を拡大して、現在
はさらに、広く働
き易い職場づく
りを進める予定
です。」
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【参考として】 ５S 改善指導巡回風景
病院の各職場を巡回しながら５S 改善点の話し合いを進めて行くと、今まで、
苦労をしながら何とか仕事をしてきた職場に、多くの改善点がある状況である
ことに皆様の見解が一致しました。特に、（1）なぜ、この機材がここにあるの
だろうか？（2）使うときに取り出し難い、距離や時間が掛かる。
（3）充電する
設備などは遠方から状況がつかみ難いといった内容が次々と挙がってきました。
多分、この種の対象は改善を待っていたのではないか？と思います。そこで、
「ゆ
とりを作って本業をより確実、スムーズに早く楽に！」とお話しして、
「今、必
要な物や情報を必要な時に必要なだけ一番納得が行く場所に置く」という考え
と、
「固定式で万能な置き場という考え方だけでなく、仕事の状況に一番あった
変化対応型の職場配置もひとつの手では」と、皆様にお話し会いました。する
と、毎回、
「なるほど！」という改善案が受け入れられ、多くのアイデアを自主
的に提示していただく環境で５S 改善が進みました。そこで、「良い案をなるほ
ど度向上指数」と名をつけ、(ｲ)安価で、(ﾛ)容易・すぐ実施可能、そして何より、
(ﾊ)実施する実務者が楽しく続けられる対策を選んで、実施に向ける方向を決め
ました。なお、改善は段階的、1 歩進めば山登りのように、次の岡や山が見えて
きます。コツコツ改善：1 日 0.1％が、
25 日（1 ヶ月）×12 ヶ月×3 年＝2 倍近くの力量と職
場改善になって行く理論は、正に、５S 改善の醍醐味で
す。ここまでの例は、その序曲といった取り組みです。
だが、たった 2 週間程度で５S 活動が軌道に乗り、ここ
までに紹介した多くの事例の実施です。だが、これは
岩手県中部病院の皆様の力量と問題意識の高さを示す内容になりました。

【院内の機材や機器の置き場管理のチェックポイント】
□
□
□
□
□

必要な機器や機材の置き場が決められているか？
必要な機器や機材簡単に取り出せるか？
機材や台車など、短距離、直線的な移動に問題点はないか？
変化する職場環境で固定方式のためスペースをとっていないか？
小型化、変動化、枠を超えた検討で有効な置き場の確保ができないか？

メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）
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2-4

事務机で行う仕事は動作経済の原則で楽々化を！

（１）病院で見る事務机と事務の仕事
皆様の職場にこのような問題はありませんか？
□ 使わない書類や機材、文房具など場所を取り、
仕事をやりづらくしている。
□ 医局の囲われた部屋を使う事務処理の場合、
仕事をする条件に応じたスペースが自由な
形で確保できない（狭い固定スペースで苦労）。
□ 書類やファイル、掲示物や文房具など、よく
使うものは、手が届く範囲（距離が短い）範囲に
指定席化されてない。
□ 収納術の観点で見て、空き地の利用の工夫が無い（例：ゴミ箱、書類箱
～書棚や PC などが大きく、場所を占領している例）。
□ 仕事の手順に合わせた書類や機材などの配置になっていない。
（２）病院における事務机関連の整理・整頓対策に有効な改善手法
【第一ステップ】1 日でできる机上の整理・整頓
右図に見るような書類の整理・整頓は一気に済ませましょう！

1日程度の実施で終わる、事務所５Sの例
① 混乱する書類の山

分類・整理と
優先順序を
決め、処理
スピード化へ

② 増えるファイルと
探す時間の増加

検索システムと
ファイルの整理
頻度管理や
キーワード検索

③ 文房具や部品の
購入のムダ対策

共有備品
指定席化
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④ 区分内ゴミ山と、
事務所の掃除

ゴミの区分
資源化対策
机上の
整理
~清掃

【第二ステップ】動作経済の原則を用いた改善
整理・整頓環境を後戻りさせないためには、確実で楽な仕事の手順づくりが
必要です。先に動作経済の原則について解説しましたが、下の図のような改善
をヒントに、正味率の高い仕事に高める改善をお願いします。

病院の机上で行う事務作業を改善する基本技
病院における事務机まわりの配置に関する動作原則の応用
原

則

原 則の意 味 する改善 の検討 方法

１，部材 定位置 化の原 則

文房具、 ファ イル、書籍やP Cなどは 位置を定 め、取り置き などを容 易にする 。

２，近接 の原則

頻度の多い 使用材 料や測 定具な どは、近 接し、移 動のム ダを減 ら す。

３，重力 利用の 原則

ゴミ捨て や不要 物払い 出し は重力 やシ ュ ータ ーな ど利用 で容易 化を図る。

４，正面 配置の 原則

体の回転 や上下 動作を防ぐ た め、よく 使う もの は目前 へ配置 する。

５，作業 高さの原 則

長時間作 業に は椅子を 与え、 疲れない 工夫と共 に作業の 容易化を 図る。

６，採光、 照明の 原則

作業に適し た疲れ ない採光や 照明を与 える。

７，作業 環境快 適の原 則

仕事場 に対し、 温度、 湿度､通 風を考慮 して快 適な作 業を保つ対 策を図る。
各種・応用例

② ファイルや書類はワンタッチ検索
③書類の処理は
流れるように！
ＩＮ
ＯＵＴ

③ スペース
や置き場
は変動式
が有効

④ 使用頻度の少ない対象は
遠地に仕分け保管・管理

⑥ 廃棄書類やゴミや
机に穴などを工夫
（スライド窓付き）
して重力利用の廃棄へ

⑤ 壁 や壁面 も収納 術
で有効活 用

① 「今必要か？」と問い、
必要なものは位置を
決め必要なだけ必要
な場所に配置する！

ゴ
ミ
箱

【第三ステップ】仕事の進捗(処理状況)の「見える化」
人がいない状況でも仕事の処理内容が判る。仕事の優先順位と処理時間を決
めて仕事を遂行するという対処は時間活用術の重点です。これには、クリアー
ファイルなどを使った下図のような工夫が有効です。

カード法による、仕事のウエイトと順序づけ

頭の中の整理・整頓

仕事を「目に見える」第１歩

① これ から着手 すべき 仕事 を列挙 する。
② ウエ イトづけする

： 遅れ・緊急
５~４
各人別に実施

③ 着順に 並べ る。

④ 個々に 時間見 積 もり をする

調整
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： 重要・注意
４~３

： 普通・余裕
あり ３~２

⑤ 仕事の 時間（能力 値）
を入 れる~ 調整~実行
定時

残業

（３）やって判った！事務机の整理・整頓の有効性
事務机は個人で仕事しやすいように工夫すれば、５S 改善として満点です。人
により文化や体格、趣向や仕事の内容が個々に異なるためです。では、D さん
が取り組んだ内容を解説することにします。
「５S 改善の目でみると、いつも何気なく続けてきた事務机で行う仕事もムダ
排除が必要であることが判ります。改善はここまで解説の内容の繰り返しなの
で、改善前/後の写真は省きます（理由：常に変動している環境なので、写真を
載せる意味が無いためです）。５S 改善を進めると、意外に狭い部屋と机が有効
に使えるという状況になりました。工夫すべきはつぎの点です。①『分散：集
合』
：文房具や書類など、集中管理しているものを分散する方が良い場合、分散
して管理すると、棚が不要になる。逆に、書類などスキャナーでとり、PC に集
積すると、誰でも必要時に見ることができる。②『固定：変動』：棚など、全て
の事項を満足する置き方を重視すると、膨大な棚になります。机も固定したも
ので使うと使いづらいものがあります。「必要な時、必要に応じて変化させる」
という視点で見ると、棚の中などは仕切り板の利用で状況に応じたスペースの
利用ができます。机上は簡単な追加板で仕事場を広くできます。③『見える化：
潜在化』：置き場をテープや印で示すと、人は心理的に守り、５S の教育無しで
ことが進みます。逆に、携帯電話の表示などは、メモを分散して表示を止める
と（潜在化の例）、といちいち掲示板を見に行く動線が無くなります。５S 改善
の結果は美化となります。だが、美化の繰り返しではダメです。楽に早く仕事
を進め、ゆとりづくりと、本業の質を高めて行く努力の結果、機能美の形で美
化を得ることが大切です。以上、５S 改善で体感した内容を紹介しました。」

【院内の機材や機器の置き場管理のチェックポイント】
□ 事務の仕事に入る前に、仕事の手順に応じたムダの無い環境づくりを検
討したか？
□ 今、必要な書類や文房具などが、短距離で取る位置に配置されているか？
□ 計画的に仕事が進み、仕事をしながら次の改善点が発見できるか？
メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）

53

2-5

点滴準備など、机上で行う準備も動作経済の原則で楽々化を！

（１）病院で見る点滴など、各種準備
皆様の職場にこのような問題はありませんか？
□ 点滴に使用する薬剤や器材など個々の準備物の
チェックを、確実に済ませず仕事に入る。
□ 点滴の準備を行う機材一式が仕事を開始する前に
手の届く範囲にワンセット化されていない。
□ ティッシュペーパーのような共同で使用する
ものを取るためにムダな移動がある。
□ 仕事の手順から見て、いつ点滴スタンドを作業台の近くに持ち込むタイ
ミングが不適切（狭い場所をスタンド持ち込みで狭くしている）。
□ 数名で同時に行う際、部屋を有効に、広く使うレイアウト案が未検討。

身体の利用の原則

（２）点滴の準備など、一連の準備作業をスムーズ化する改善法
改善には先に紹介した工程分析を用いた大きな改善と、その後に行う小さな
動作の改善を
点滴準備など準備作業の５S改善の視点
目的とした、小
原
則
原 則の意 味 する改善 の検討 方法
さな改善があ
１，両手 同時動 作の原 則
両手は対 照的 に動か し、同時 に始 め、同 時に終了 すべき である 。
２，手待ち 防止の 原則
休憩時間 以外は 、片手を 遊ばせ たり、手 待ちの無い 作業 にすべきである。
ります。固定し
３，動作 数最小 化の原 則
手の動 く範囲 は体を中 心に扇形の 範囲、距 離や動 作は出 来るだけ 減らす。
４，自然 力利用 の原則
モノの 移動や 作業 には、 出来る だけ重力や 慣性を利 用 するとよい。
た位置で準備
５，阻害 無い動きの原 則
手の動きは、 急変、ジグザ グ、制限 の発生 しない自由 な動き にするとよい。
を行う点滴の
６，楽な姿勢維 持の原 則
不自然な 姿勢や 、身体 の上下 は出来る だけ減 ら すこと。
７，動作リズム 化の原 則
動作の順 序は自 然のリズムと 自動性を 持た せること
準備のような
動作経済の原則でチェック～改善へ
仕事は、左の図
③ 作業状況に合わせた
① 必要器材は
ムダ撮り
のように、小さ
変化自由なレイアウトも
買い物方式
細かい動作は
チェックしながら
時間観測でムダを
な改善で仕事
で一気に準備
確認
をビデオ撮り
～スロー解析
② 準備の仕事は
で改善を進め
動作と距離が
少ない配置で
る方式が有効
です。
必要時に出現する
臨時テーブル

（３）やって判った点滴準備の改善と有効性
では、小さな改善に当たる仕事に取り組んだ E さん達の体験談を紹介するこ
とにします。
「ビデオ撮りすると、写真を使った改善では見えないムダが、流れる動作と
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共に判ります。当然、動作の内容を著書で示すことは出来ないので、改善の一
部を例示します。今回、個々の仕事の時間の改善は 30 秒を 7 秒というような例
です。だが、年間では 10 時間になります。この数値化で、「小さなムダも積も
れば山」となる感です。一人 10 時間で 6 人が同じ仕事をするとしたら？また、
物を入れるだけで、この時間なら、出して使う場合は 2 倍となります。特に、
①本体作業をす
る上で楽になっ
たことが数値で
判る。②ゆとりが バラバラに置かれていたものを
１ヵ所に配置
生まれ間違えに
• ポンプチェックリスト・・・（１）
くくなった。③狭
• クリップボード・・・・・・・・（２）
いと思っていた • エンボスプリンター・・・・（３）
部屋を広く使え • 診察券ラック・・・・・・・・・（４）
るなどは、大小の
改善の組み合わ 立っているだけでチェックリストの
完成ができるようにした。
せになっている
と思います。」

ムダな動線の排除と作業時間の短縮
（４）

（２）

（３）

（１）

前27秒－後18秒＝9秒×5回×365日＝16425秒＝約274分の改善!!!
前３ｍの往復－後移動なし＝６ｍ×5回×365日＝10950ｍ＝約11ｋｍの改善!!!

【点滴準備作業のような一連の仕事を改善するチェックポイント】
□ スポーツにおけるプロは腕をあげるため、ビデオ撮り～自主改善を進め
るが、病院で働く皆様も同じです。自分の仕事をビデオ解析しているか？
□ 小さなムダの集計がチリも積もれば山式で効果を生む。小さなムダを把
握した後、1 年でどのような数値になるか計算を進めたか？
□ 一連の作業を行う作業のレイアウトを動作経済の原則で見直したか？
メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）
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2-6

医療用品や薬品棚の周辺を含め、あらゆる仕事を５S 改善！

（１）病院で見る医療品、薬品など各種の棚やキャビネットを含めた周辺
皆様の職場にこのような問題はありませんか？
□ 医療用品や薬品など奧に古く使わないものが停滞している。
□ 同上の棚の前や、棚の上、取りにくい場所に資材を
置いている例がある。
□ 保管品の棚に対して担当・責任者を決めていない。
□ 保管棚のあるべき状態を写真などで示していない。
□ 後工程はお客様思考で物品が置かれていない。
（２）医療品や薬品など、置き場の改善法
書棚と置き場の改善の違いは、①対象物が異なる。②大きさがいろいろと異
なる。③対象によっては、冷蔵保管や安全対策上の保管という特殊な要求を持
つ物があるなどです。だが、基本的に書籍や書類保管の改善の基本は同じです。
そこで、改善を
医療用品や薬品などの置き場 改善の要点
再チェック願
① 聞く、探すは
⑧ 形はきれいだが、場所
うため、右の図
検査のムダ
を取り有効性に乏しい
目で見てわかる
置き場や物は撤去する。
に要点を例示
棚管理を
⑨ 地震倒壊も注意の要件
しました。なお、
② 空き地のムダは
⑩ 重たい物、使う頻度が
置く物の形状
棚やキャビネ
高いものは胸から腰
サイズに合わ
に設置を、スライド
せて、棚や置き
ットの改善の
テーブルも有効です。
場を自由変更
③
現品と情報
方式を、机上の
④ 物置く高さは
⑪ 奧が深い
は常に一致を
頭上10cm～
収納は中を
表示・連絡簿な
膝までが
仕切って引
⑤ 通路や人の移動を
最適
き出し利用
妨げる場所にものは
ど、周辺に５S
が有効です！
置かない
改善を広げて
⑥ 物を置く際「後工程
⑫ 果たして扉が要るのかな
はお客様志向」で
カーテンやシャッターから
⑦ コーナー
いただくこと
小分け箱でも良いのでは？
部分の利用の
（開閉ドアの撤去と改善で
工夫は収納術
を願う次第で
前面のスペースが有効
を参考に
活用へ！
す。
（３）やって判った医療用品や薬品棚、キャビネットなどの改善と有効性
【事例１】医療用品、医療機器や器材～薬品などの置き場改善に取り組んだ中
から、F さん達の体験談を紹介することにします。
「最初、他の病院で５S＝掃除とする例を見た時、
「また、掃除の強要では？」
と思いました。しかし、不要物撤去は、よく考えると必要と思って買ったもの
をムダに捨てる行為です。開始初期に 1 回の実施は良いのですが、繰り返すべ
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きではありません。それより、
「必要なもの以外、病院に入れない」という対策
が大事です。また、物品の置き方も、
「後工程はお客様！」という考えで、あと
の方がどのように使うのか？を確かめると、無駄なく取ることができ、心が通
う置き方になります。このような考えで取り組むと、棚や置き場がすっきりし
ます。棚やキャビネットも大きなものが不要！そこで、早速、小型の棚やキャ
ビネットと入れ替えました。すると、仕事をする場所が広くなったので、さら
に、
「通路は広く直線に」ということに気づきました。要は、相互に除け合って
歩く気遣うムダがなくなったわけでした。今まで当たり前に思っていた仕事場
です。だが、５S
改 善 の 視 点で 見
手術室ホール中央
ホール中央
◆整理前
◆整理後
ると、各棚や機材
手洗い場
が な ぜ こ こに あ
る の か ？ 部屋 を
ど の よ う に配 置
すれば、より快適
な ス ペ ー スと な
る の か ？ とい う
疑 問 が 沸 いて い
ます。対策案につ
いては、必要なら
段 ボ ー ル の仮 想
空 間 を 作 って い
ろいろ工夫の後、
適用で改善を進
めました（パントマイム法）。また、皆の知恵を集めて改善することは楽しい職
場づくりにもなるので今後も頑張りたいと思います。
【事例２】G さん達が進めた置き場の色別管理について紹介することにします。
「血液の検査部門では、汚染域／感染域の完全区分は重要な対策です。単に、
ものを置く改善だけでなく、衛生面の対策と、ヒューマンエラー対策、仕事の
円滑化の上で重要な職場です。そこで、私たちは、
「仕事や担当の目的別に棚や
引き出しの色を決める」という工夫をしました。これで、①仕事のミス防止だ
けでなく、②探すムダの減、③責任を持って置き場管理が進みました。さらに、
改善後に棚や置き場が乱れないよう、「目で見る管理」を応用しました。要は、
改善後の良い棚や器材の置き方を写真で職場に示して行く工夫を進めました。
こうすれば、改善前の写真と比較して、改善内容が関係者に判ります。また、
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つい後戻りしそう
な 状 況 が出る と、
『写真が標準、あ
るべき器材や棚の
置き方』という形
で正しい仕事の仕
方を示しました。
５S 改善は真似で
はダメ！受けた教
育や資料を基に発
展させ自分たちの
ために、自分たち
のものとして仕上
げる大切さを経験
で学びました。」

冷所保存の薬品

• 冷所保存薬品の表示変更
• 改善前 生食の箱２ケに日にち別に分けていた。
• 改善後 奇数日・偶数日と色で区別した。

【事例３】 H さん達が改善した事例を紹介することにします。
「G さん達の改善を見て、「そうか！５S 改善は習ったことだけではダメ！自
分たちが自ら考え、自ら自分のため、仲間のため本物化する活動にしなければ」
と思い、我が職場で導入方法を話しあった結果、「逆転の発想も５S 改善に手を
つけるには一手かも？」という話になりました。そこで、
「講師が話した、「改
善後に美化を得る」を逆転させ、「美化を狙って強制改善→問題(不便さ)を顕在
化→新たな工夫を要求する」という取り組みを進めました。例えば「棚の上に
機材放置を禁止する！などです。こうすると、置き場に困る。置き場が必要な
んとかしたい。それなら、置き場全体を見直し、置けるようにする。同時に、
使いやすさを検討した棚の配列や職場レイアウトをつくる、という例が生まれ
ました。そこで、この方式に『強制執行５S』の名をつけました。我が職場は明
るく意見を言い合う職場です。このため、このように、本音を出させた後で５S
を進め、改善の動機付けを方式が有効だったと思います。
この取り組みには付録があります。過去、5 階西病棟には『忘れ物置き場』を
設け、多くの工夫を進めてきました。しかし、忘れ物を取りに来ない方がいて、
管理に手間が掛かっていました。そこで、発想の転換です。
「忘れ物置き場自体
を無くす！」と考えました。
「要は、忘れ物をさせない患者さんの物品管理・同
時移動法」を考案しました。これで忘れ物置き場も忘れ物もゼロになりました。
我々の取り組みは、まだ始まったばかりです。しかし、このような取り組みが、
他の部門で各種置き場やムダ作業を排除する(なくす)ヒントになれば幸いです。
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５S 改善の進め方は自分たちのため、患者さんのために行うわけなので、進め方
も自分の職場にあった方式を展開すべきだと思います。」
【事例４】 I さん達が取り組んだ事例を紹介します。
「ご紹介する例は、入浴予定表の記入・棚の壁の表示板の改善ですが、H さん
達の事例に追加する形で「発想の転換！」で成果を挙げた事例、ということで
紹介させていただきます。
右の写真が改善
の状況です。かつ
て、終了消し込み
方式で白板がマ
ーカーで黒ずく
めだったものを、
計画記載、実施フ
ォロー式に変え
ました。すると、
変えたとたんに
白板はすっきり、
実施内容も良く
分かる方式にな
りました。逆転の
発想は有効です。
棚や置き場の改善だけでなく、是非、周辺の白板や連絡表なども、この種の方
式で各種の仕事の見直しを進めたいと思います。」
【事例５】J さん達が取り組んだ事例を紹介することにします。
「私たちは化学療養室で進めた５S 改善の事例を紹介します。I さん達が発表し
たように、では、掲示物の改善内容を紹介させていただきます。対象はクリア
ーファイル改造です。掲示物を棚や壁、机上に整理して連絡や指示を図る仕事
を簡単にして行くことは、仕事の手続き上、重要な対策です。そこで。楽に早
く便利な書類収納～交換管理法を検討しました。つぎのページに示した写真が
クリアーファイルの改善です。この改善は手元にあるもので買わずに工夫した
例です。この対策の応用は、例えば、棚のコンセントにマジックテープや市販
のマグネットをつけ、棚や置き場で充電や電気を取る仕事を容易化するなどの
工夫などにも応用（アイデアの）拡大につながります。例えば、市販の高価な
マグネット付きのコンセントなどは、エポキシ樹脂と安価なマグネット購入
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で安価で便利な
同等品がつくれ
ます。安価にもの
が手作りできる
方式は、多くの面
で知恵と工夫を
広げます。このた
め、今後も、この
方式で、しばらく
知恵と工夫を高
め、働き易い職場
づくりに努力を
続けて行くつも
りです。」
【事例６】 K さん達が取り組んだ改善を紹介することにします。
「私たちの職場は 4 階西病棟ですが、拘束具の利用が必要なことがある職場で
す。そこで、緊急時に、決められた拘束具置き場へ拘束具を取りに行く実情を
ビデオ撮りしまし
た。今まで夢中に
なってやってきた
仕事の実情を見た
ことがなかったた
めです。客観的に
見ると、①距離が
遠い。②走って取
りに行くが時間が
かかる。③楽でな
い、ということが
明確に判りました。
ビデオは経過時間
も判ります。
そこで、置き場改善を含めた５S 改善を討論、この方法で、楽に早い仕事づく
りを進めました。
「自分は良くやっている。だが、残念ですが、人は自分が仕事
する状況が見えない」ということがビデオ撮りして、本当に、よく判りました。
今後も、この種の改善にはビデオで実情を見て改善を進めたいと思います。」
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【注意事項】
疑問点：書で見る５S の整理＝不要物撤去は「不要資産の滅却！」では？
市販の書を
【参考】 棚卸しの役割と現品管 理
見ると、棚の整
どこかで
お金が
理整頓に際し、
不要物撤去は買った物をムダに捨てる
逃げた？
行為です。加えて、物品管理は財産管理
「整理＝不要
という意義を持ちます。
物撤去」を推奨
財布にお金を入れ
する例があり
買い物に
ます。だが、こ
買う毎に記録
の所作は 1 回
帰宅して
で済ませるべ
残金チェッ ク
きです。その理
ぴったり合えば
ＯＫ！
由は右図の状
況がもっと行
管理が
合わない！
き過ぎた状況
出来ていない
なぜ？
を示すためで
す。

【医療用品、薬品などの棚やキャビネを改善するチェックポイント】
□ 整理＝不要物撤去はムダなお金の放棄となることを知っているか？
□ 棚やキャビネットの改善に当たり、単なる美化に終わらせない取り組み
をしているか？
□ 棚やキャビネットの中に置かれている物品の量と数は、なぜ必要か？
メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）
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2-7

手洗手順の“表示”は視野内で「見える化」～順守！

（１）「標準化順守：の例：病院で必要な手洗いの励行
「手洗い励行」は標準化（皆で決めた最良の方法）
の代表例です。また、病院では絶対順守が大切です。
では、皆様の職場にこのような問題はありませんか？
□ 手洗い励行の注意書きは手を洗う目前（視野
の中に無い。
□ アルコール消毒など薬剤利用の殺菌の際に手や腕はよく乾燥させた状況
で行っていない（注意：濡れた手にアルコール消毒では殺菌力低下する）。
□ 手洗いに必要な用具や薬剤などの置き方が衛生管理と動作経済的に問題
が残る配置のまま行われてきた。
以下、この種の課題は各職場で対策済みと考えます。そこで、本書では、こ
の対策に関する改善事例の紹介も省略します。

不備 が
及ぼ す
重大 問題

（２）手洗いは一例、標準化順守の必要性 なぜか？
正に、読者
手洗いを例とした標準化徹底対策イメージ
の皆様には釈
迦に説法にな
悩み：手洗い励行
Know Why
教育するが
標準化の要点
理由と意 義 を知 る
りますが、手
徹底が今ひとつ
現場観察～徹底
洗い励行の意
① なぜ？の明示
を考える
標準手順が
義を右図に整
必要か？
理することに
を示す。
します。ご覧
＋
② 標準手順を
願 う と (1) な
目 で見 る標準 化対 策
示す。
必要な指示 情報は
ぜ？と重要性
→徹底へ
必要なところ へ
＋
を理解する。
必要なだけ、分 割
して示し守る。
③ 禁止事項と
(2) 最 良 の 方
ペナルティ
法を目前に示
の明示
す。(3)順守の
ための制度
（一種のペナルティを含む制度を設けた徹底）などが運用され、徹底に向ける
わけですが、５S 改善の内容も同じです。
「皆で最良の方法を探し、見つけ、守
って、相互に信頼する明るい病院の活動を進める基本」として『改善後の最良
の手順の標準化と順守』は、病院における他の規定と同じ運用に高めていただ
く方策を願いたい内容です。手洗いの例では、手洗い場に表示がある。これは、
汚染 が
問題 を
拡大
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改定

第一段目の改善で重要です。だが、
「誰も見ない、見えない表示が持つ意味は？」
となると改善です。この環境を改善するには（第二段）、手を洗う目前に「今、
必要な手順と実施内容（情報チェックポイント）を見える化」することにとな
るはずです。では、
「楽しく徹底を？」となると、第三段階では「表示の中身を、
例えば、手洗い歌と共に確実に進める」という策などになってゆくはずです。
以上のように、「心がこもって楽しく守る標準化とは？」ということで、５S
改善の結果を維持向上をお願いします。では、標準化の意義と運用のあり方下
の図の右側に記載することにします。標準化は常に改訂を待ちます。要は、
どのような改善
も標準化で歯止
５S改善を含 めて、標 準化と順守改訂の意 義
めする。その後、
安心、安全！
徹底して
ＱＣ：仕事の品質改善
①皆で決めて守
皆の知恵を
ストーリ ー
集めて、常に
る方式を進める。
改善（改訂）
問題発掘
守る活動
②しかし、新たに
問題が見つかっ
標準
事実分析
た。その時には、
新標準
やりにくい
の確立
守れ
③皆の知恵を集
ない！
創案・テスト
め、さらなる改善
改善
問題抽出
を進めるステッ
皆で見直し
標準化・歯止め
改善追求
プです。標準化で
標準化＝安全・確実で楽で早い仕事の追及
は、これを『改善
の輪』と言って
きましたが、これは、改善した「安全、確実で楽で早い方法を守る」内容を高
める上で重要な取り組みです。

【表示や指示など、標準化順守レベル向上のチェックポイント】
□ 仕事をする際、チェックすべき事項を目前表示する対象はないか？
□ 携帯電話で問い合わせや確認をするように、IT メモによる標準化活用法
で、必要な情報をタイムリーに提供する工夫ができないか？
□ 楽しく改善結果（皆で守る標準化）徹底を図る工夫はできないか？
メモ欄（できることから自職場を自ら改善するために）
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第３章

“ジャンプ”

「目に見にくい問題も５S 対策で！」

第一クール開始

3-1 病院で取り組む総合的な 5S 改善を整理しよう！
（１）整理・整頓から清掃・清潔改善へ向かうには？
図 3-1 に示したように、2012 年 5 月 10 日に岩手県立中部病院で第一クール
と定めた活動は、研修を 5 月に 1 日、6 月には各 1 日全職場をまわり個別指導
の後に皆様の 5S 改善活動が開始となりました。そして、9 月 20 日には、午後
一杯を使って病院主催で全体のフォローアップ発表会を開催、内容は実に見事
な展開となったことが確認されました。正味たった 3 ヶ月程度ですが、既に、
書籍に載っているような改善は総て超えました（要点は既に前の章に記載した
内容です）。このように、自主的、かつ、精力的な改善が進んだ理由は、多分、
皆様が困っていたお仕事を 5S 改善の視点で見直すと、今まで苦労しながら行っ
てきた仕事に、
「やはり・・」ということで、協力しあい改善が進んだ結果では
ないか？と思います。同時に、5S 改善の導入支援に当たった筆者は、他の病院
で 1～2 年以上の年月をかけても大変な内容を進められたことに、改めて、敬服、
感謝と感激を感じる次第です。このような状態で、9 月 21 には、第二クール
と い う 取 り組 み
に入りました。第
第1回 5月10日 リーダーを中心とした５Ｓ対策実務手法の習得
① 9:00～12:00 研修会 ： 前回実施した講演会の詳しい解説と、改善手法教育
一 ク ー ル の対 象
② 13:00～15:00 モデル演習１ ：職場を選び、半数の方が出席５Ｓ改善の進めた
を実務演習～指導を行う（改善事例 づくり）
は整理と整頓で、
③ 15:10～17:00 モデル演習２ ： 上記と同じ内容にて、もう１件実施
④ 17:00～17:30 まとめと今後についてＱ＆Ａ（事務局関係者に限定）
目 前 に 目 に見 え
る 問 題 の 対策 で
第2回 5月21日 第1次「フォローアップと個別相談」
第1回の実施事項に対し、各職場をまわりフォローアップと個別相談～今後の展開
した。また、ここ
4グループ程度（終日：スケジュールは岩手県中部病院様にご一任）
では、改善個所を
第3回 6月4日 第2次「フォローアップと個別相談」
第1回の実施事項に対し、各職場をまわりフォローアップと個別相談～今後の展開
写 真 で 撮 る改 善
4グループ程度（終日：スケジュールは岩手県中部病院様にご一任）
を進めるため、判
全体発表会： 9月20日午後、全職場の改善を発表
り 易 い 改 善で し
9月21日終日：第２クール研修を実施（目に見にくい問題の対策へ進んだ）
た。これに対し、
図3-1 岩手県立中部病院の皆様の活動支援状況
例えば、コミュニ
ケーション上の
問題や、規則等の徹底事前準備のばらつきから仕事上で発生するムダ、また、
個々人は一生懸命仕事をするのですが、連携業務のまずさで何らかのムダが出
るといった問題は、目に見にくい問題の例です。これを 5S 改善では、“清掃・
清潔”と言います。そこで、第二クールではつぎのような取組を進めました。
全職場を個別指導
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◆清掃：一度きれいにした場所や仕事に問題の兆しが出かけると、誰にでも目
につきやすくなります。この種、問題の兆しを発見しやすくい職場環
境づくりと、スピード改善を進める対策が清掃対策の要点です。
◆清潔：O-157 や院内感染、食中毒などは、目に見えない細菌の増殖で起きま
す。だが、この種の菌（問題となる対象物）は、目に見えないわけです
が、症状となって問題が顕在化と大変なことになります。したがって、
清潔が意味するものは、予知～予防対策です。似た例に、火の用心で重
視される「消火に勝る対策（改善）なし」があります。対象は違います
が、これも予防が決めてとなります。この例のように、見えない問題、
例えば、事前検討やコミュニケーション問題の防止などを含め、対策を
図る取り組みが 5S 改善における清潔対策の要点です。
以上、第二クールでは、5S 改善をバージョンアップして、①問題を未然に防
ぐ、問題を発生させない予防策づくりや、②１日の仕事の時間を見直しながら
ムダ排除を行うといった対策、③人間関係に関し、コミュニケーション上で発
生する小さな誤解や無理解で発生する潜在的な問題を改善の対象にしました。
（２）見えないムダを発掘する対策を身につけよう！「事前検討のムダとは？」
「おかめ八目」という言葉があります。これは、一生懸命やっている行動が
他人から見て「おかしい！プロなら当然こうすべきである！」という見地で行
う分析法です。そこで、そのような例をデパートの模様替えを例に、演習問題
の形で見ていただくことにします。では、早速、お中元における模様替えリー
ダーN さんの活動を見ていただきながら、文章を基に状況を想定願い、改善点
の発掘をお願いします。ちなみに、このデパートでは、利益の半分以上を、盆
と暮れに（年２回）必ず行う模様替えで確保してきたそうです。そなると、こ
の仕事は重要です。例は、
「若手、新任リーダーが果敢な挑戦を図り、汗と努力
の物語？」としたくなるような内容ですが、残念なことに、多くの問題が隠れ
ています。そこで読者の皆様には、厳しい目で、この活動を見ていただき、文
中に（○＋No.）で記載された箇所に、「リーダーN さんが、当然やるべき事項
（事前検討の不備によるムダ）！」という視点で問題点発見をお願いします（問
題の指摘は、あるべき姿を仮定して、抽出をお願い致します）。では、物語をス
タートすることにします。
【演習題の紹介】
N 氏 28 歳はデパートの新任主任として今度のお中元の準備を担当することに
なりました。150 名もの方々を要して、年 2 回のイベントです。Ｎさんは、早
速、上司と現場で打ち合わせを、口頭で、（①）念入り（？）に行いました）。
以下、このように（○＋No.）を記載しますが、抜けていること、例えば「メモ
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は持っているの？」とか、
「前に行った模様替えで課題となった事項が書かれた
チェックリストは？」とリーダーとして当然行なうべき要件をご記載下さい。
やる気満々の N さん、早速、必要機材の準備に部屋へ戻り電話を開始、模様
替えの準備となりました（②）。作業内容は気の遠くなるほど多くの要件を消化
しなければならない状況です。関係者の方々はいつものことであり、徹夜覚悟
で出社しました（③）。
いよいよ作業開始です（④）。こんな中で N さん、作業着に着替えて陣頭指揮
の活躍を開始した時（⑤）、ある部門から部品不足の連絡が入りました。「それ
だけでは、足りませんか？」と N さんが、問い合わせに来た方に聞いたのです
が、やはり部材が足りなかったので、自ら倉庫へ走り、部品を持参しました。
幸い、部品があったので、ここでは、この問題を何とか解決です。なお、同じ
ような問題が数件ありました。だが、そこは、やる気の N さん、臨機応変、自
ら率先方式で対処しました（⑥）。やがて、作業が軌道に乗ったようなので、19:00
には、N さん、腕組みをして皆の仕事を見る状況になりました（⑦）。皆は、そ
れなりに頑張っていたようですが、結局、深夜作業となってしまいました。で
も、ようやく見通しがついたので、
「各部門とも、明日は定時の AM8:00 からの
出社で良い」という判断で帰宅となりました。
翌日、大急ぎで商品棚へ製品を並べる作業を各部署総出で行いました（⑧）。
1 つの棚に 3 名 1 組や、1 人で行う例がありました。だが、この仕事も、何とか
時間に間に合ったのですが、開店の 45 分前になって。上司が N さんを呼び「こ
のディスプレイはまずい。安全通路をふさぐ状況では問題だ！」という指摘が
なされました。N さんは、
「今やります」と小走りに大工道具がある部屋へ走り
ました。今日は大工さんが休み、N さん自らの対応が必須だったわけです（⑨）。
いよいよ開店、10:00 です。N さん。開店時間は過ぎ、お客様がデパートにな
だれ込んで来る中でカンカンとんとんと作業です。でも、何とか 30 分後には上
司の命令通りの処置を済ませ、1 時間程の休憩を取りました。
模様替えはすべて終わりました。そこで、皆が頑張った職場をまわり、挨拶
を済ませると同時に、スッキリした顔でお客様が買い物をする中を巡回しまし
た（⑩）。一応、関係者にお礼、皆も、「よくやった」の声に応えつつの巡回で
した。なお、その日の売り上げ集計をする職場では、大きな札束の集計です。
関係者は、ようやく模様替えを終えたわけでしたが、
「なかなか大変な仕事です」
という感想でした。だが、問題は放置されたままです。また、ここでは何の改
善もなく、次のイベント（暮れの模様変え）に向かうようです。
では、
（○＋No.）の項目毎に問題点のご記載をお願いします（記載事項は、
「本
来、リーダーとして行うべき項目の列挙」という視点でお願いします）。
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【目に見にくい事前検討のムダ】おかめ八目で整理
リーダーＮさんの行動上の問題点は、このデパートの事前検討システムだった。
この例は、事前検討が不十分だったため、実際の仕事でムダが多発していっ
た例です。では、その状況を例示することにします。
①
先に解説のように、当然、事前検討にはメモが必要です。あるのでしょう
か？また、毎年、盆暮れに模様替えを行ってきたとなると、事前検討チェッ
クリストが必要です。だが、ここには何も記載がありません。
②
部屋にはお中元立ち上げ計画表が無く、関係者を集め、計画表を策定する
という記載がありません。多分、やっていないようです。同時に、資材調達
のリストもなく電話する状況していることが、③の「臨機応変の対応」の記
載で判ります。果たしてまわりの方々の援助はどうなっているのか心配な状
況で模様替えがスタートしました。
③ 事前検討に関係者が加わり、後述する、PERT 手法を活用した作業計画表は
無いようです。いつも、演習題に記載した方式で模様替えを行ってきた歴史
があるためと思う記載内容です。
④ 誰が何をやって良いかが不明のため、作業現場はごたごたした状況で、各人
が勝手に思いつく作業に集中、といった状況で進みました。ここにも、計画
に基づき連携を取る活動は無いようです。
⑤ 本来、リーダーは、計画表をかかげ、進捗を追う、すなわち、P-D-C の活動
に集中すべきです。だが、作業着着用、現場応援、皆と共に汗を流す、・・
という行動に入り、N さん、全体が見えなくっているようです。
⑥ 緊急時対策は予防対策に劣ります。だが、何とか事なきを得たことは幸運と
見るべきかも知れません。
⑦ 単に作業状況を眺めているだけです。計画が無いので、仕事の進捗の善し悪
しが判らないはずです。本来、計画があれば、進捗が早い部門があれば、遅
れる部門に人を送るなどの手を打つ対策を行うことになりますが、単なる眺
めは何を見ているか？は不明です。
⑧ 1 人で出来る仕事を 3 人で行う例などが記載されていますが、果たして 3 名
の編成が効率的なのでしょうか？一人で行う例もあることが記載されてい
ます。何が、棚作りに最適な仕事の流れか？この記載では判りません。
⑨ なぜ、上司 T さんは事前検討時にこの状態をチェックしなかったでしょう
か？そうでなくても、昨日、上司が、この掲示板工事の状況を 19:00 に、現
場を巡視すればチェックできたはずです（手直し作業の発生となりまた）。
なお、顧客が店に入ってこられた時にとんとんカンカンと大きな音を出す仕
事は問題です。
⑩ 実施事項の問題の記録も反省も無い状況で巡回しているようです。多分、N
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さんご本人としては「やれやれ大役を果たした」ということなのだと思いま
す。記録を残し、過去の反省を次に活かす活動を会社としてすべきです。
もし、この話しに（ ）で示した個所に潜在問題の指摘がなければ、
「N さん、
よくやった」となるでしょう。だが、残念ながら事前検討不足という視点で解
析すると、
「ムダばかり」という状況です。なお、N さんに、事前検討システム
の脆弱さと、各種発生するムダの責任を押しつけるのは問題です。このような
イベントは毎年 2 回あります。そうなると、ここでは、デパートとして「目に
見えない問題を目に見える形にして、運用するという 5S 改善対策が必要にな
る！」ということになります。以上、『おかめ八目』解析の例を示しました。
（３）まず目に見にくいムダをチェックしよう！

事前検討対策でムダ発生の防止を図ろう！
仕事の整理 ： ｢仕事の創造的破壊！＝
新しい仕事のやり方への革新」
５W1H
結論か ら
手段・理由へ

情報は利用する＝価値
×情報を見過ごす。
×情報を知っているが
ためておくだけ（資料館）
◎情報を利用して
アイデアや成果につなげる。

努力が実る活動を！

情報は分類→活用が大切
①検索容易、 ②明快、 ③正確
④簡潔、⑤手早く使える。

ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）
は問題情報を早く流すことにより、
問題の未然防止を図る活動！

まずい仕事
① 探しまわるムダ

③ムダに歩くことが多い
⑥時間意識が低いムダ

②待つムダ
待たせるムダ

⑦手間の掛けすぎ
⑤判断に
迷うムダ

課題
⑧能力不足

【事前検討対策のムダ排除に役立つチェックポイント】
□ 人から頼まれたことや、心配事、これから対策すべき事項は必ずメモを取っ
ていますか？
□ 皆で協力して行う仕事に対して、過去、行った重要な仕事にチェックリスト
を作成し、すぐに利用できる保管～検索方式をつくり、使っていますか？
□ 仕事をタイムスケジュール化して計画をつくる手法を使っていますか？
□ 共同、協力しあって行う仕事の計画に「見える化」の活用をしていますか？
□ P（計画）－D（活動）－C（チェック）管理を利用し、最適計画を順守する
仕事やスケジュール管理、ズレの把握～再発防止に常に行ってきましたか？
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3-2

共同で行う手法は PERT 手法で相互の仕事を「見える化」しよう！

（１）効果的なスケジュール管理が誕生した背景
組織的活動の注意に「計画なければ管理なし」という言葉があります。計画
が無ければ、共同で行う作業の善し悪しの評価やムダの発掘はできません。ま
た、計画時に検討した個々の仕事の時間が不正確だと、計画の信頼性は低く関
係者の信頼が得にくくなります。病院でも、手術や緊急医療など、お医者様と
看護師の方が協力し合って行う多くの仕事があります。そこで、この種の仕事
を十分な準備と共に無駄なく進める対策手法を紹介することにします。
左の図は 1910
年に機械工学者
利用が多い共同の仕事のスケジュール化に使う
ガントチャートと、この方式が持つ欠点
でありコンサル
No.
プロジェクト項目
期
日
完了のﾌｫﾛｰ
タントも行って
１ 新製品の構想検討
担当○○
（済）
いた米国のヘン
(済）
２ 市場調査
担当□□
・
～
～ ～
リー・ガント博
・
～
・・・ ～ ・・・
・
～
～
～
士が作った日程
N 新製品立ち上げ計画
担当△△
・
～
～ ～
管理表です。現
・
～
～ ～ ・・・・
在、余りにもポ
X 販売体制強化
・・・・・
・・・・・
ピュラーになっ
ガント・チャートの利点
欠
点
①仕事の項目と日程の関連が明確である。 ① 仕事の関連がつかみにくい。
ているため、ガ
②担当者の設定が容易、また、フォローが ② 重点・クリティカルな日程がつかめない。
ント・チャート
しやすい。
③ 総合的に日程計算する方法がない。
③図の表現が簡単、教育しなくても、そのま
④ 日程短縮の際、余裕の存在と活用法が
という名も知ら
ま活用できる。
ｶﾞﾝﾄ・ﾁｬｰﾁでは表現しにくく、掴めない。
ない方が多い
状況です。だが、この手法には欠点があります。1960 年 11 月、米国では故・
ケネディ大統領就任時、ソビエトが有人の人工衛星を成功させたため、米国で
は早急な技術開発を NASA に命じました。その中に、スケジュール管理の重要
性と関係者が協力しあった開発が必要だったわけですが、ガント・チャートで
はスケジュール管理上で多くの問題があることが明確化しました（その内容は
上の表の欠点欄に記載した内容です）。このため、新たなスケジュール管理手法
の開発となりました。その結果、ネットワーク理論という難しい理論なのです
が、短期間で効果的なスケジュール化が図れる手法 PERT 手法が開発されまし
た。では、PERT 手法の内容を具体的に解説することにします。
（２）PERT 手法って何なの？どう使うの？難しく無いの？
PERT(Program Evaluation and Review Technique（各種計画：プログラム
の内容を評価・検討して最適にする)手法は、複雑にからみあった仕事でも、簡
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単な表現で個々の仕事のつながりや重要性などを図化して示すことにより、最
短で仕事を済ませる日程計画（プログラム）を提供する手法です。誕生した当
時の方式は複雑、難解で学問的だったのですが、日本で最初の高層ビル建設に
鹿島建設が使い大きな成果をあげると同時に、建設関係で働く多くの下請けの
方々が日常的に使えるように利用面の改善を図ったため、今は日本では多くの
企業で日常的に使っています。ちなみに、当時の鹿島建設における PERT 手法
の 活用成果ですが、当時、「高層ビル建設は儲からない」という状況でした。
これに対し、鹿島建設が PERT 手法を適用したわけですが、①徹底的に期間短
縮を図るため、関係者に仕事の詳細を提出しました。特に、②PERT 手法で日
程計画にする時、過去のビル建設では全ての骨組みを作った後、ビル全体の配
管や配線をする。エレベーターをつける。・・・だったものを、下から、部屋毎
にユニット単位で組み立てを行う。同時に、人が活動できる状態になったら、
ビルの上部は建設中だが、入居願う、・・・という、今まで誰もやっていなかっ
た建設方式を採りました。また、③誰が、いつ、何を行うか？を示し、全体ス
ケジュールと個々の仕事の関連や貢献度、リスク対策やネック工程は全く遅れ
が生じない管理を進めました。ビル建設は、短期間の建設で建設すればするほ
ど借入金が縮減されます。ムダな利息も少なくなるわけですが、加えて、入居
が早くなると、売上高という形で売上金と利益が入り、資材購入もスムーズ化
され、安価な手配が進みます。このため鹿島建設は、この対策で「高層ビルは
儲かる」という事例を日本で初めて誕生させたのです。
以上が、日本で PERT 手法活用を広めることに大きなきっかけをつくった一
例です。病院における多くの仕事でも、たとえば、多くの方が関与する手術や、
災害時の緊急対応など、多くの場で、事前検討が必要になる例がありますが、
事前検討段階で徹底的にムダの無いスケジュール策定をする時に活用すること
ができます。また、先の演習題、デパートの模様換えにこの手法が活用されて
いれば、演習と共に抽出したムダは全く発生しなかったはずです。
「では、PERT
手法で、どのようにスケジュール策定を行うのか？」という解説に入ります。
PERT 手法は次の 3 つの記号でスケジュールを作成します。
○：Node（節目）、何月何日、何時何分という時点を示します。
→：パス（仕事）○→○の形で、この間に行う仕事です。同時に、必要な時間
を記載します。
破線を持った→：ダミー（仮の仕事）、実際の仕事は無いのですが、仕事のつな
がりだけを示す必要がある時に使う記号です。この記号は、何度、使って
も良いことになっています。
では次のページに簡単に PERT 図を示して解説することにします（スケジュ
ールの作成・表現方法、日程計画の算定、並びに、クリティカル・パスという
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スケジュール管理上、管理を確実に行い、遅れが発生させない努力を図る対策
などの要件を解説することにします）。下図に示したように、図は 3 つの記号で
記載します。
では、この図の
→ ： 仕事と日程の長さを示す
意味を解説する
○ ： 仕事の区切りと時刻を示す。
仕事B
仕事E
仕事A
仕事G
： ダミー（仮の仕事）つながりだけを示す。
ことにします。
仕事D
仕事C
仕事F
まず、仕事 A が
日程計算例
日程ゼロ日：①
７
３＋４＝７
７＋５＝１２
よりスタートし
９＋４＝１３の
０＋３＝３
３
仕事E
大きい方
仕事B：4日
：5日
０
ます。期間は 3
３
１３
仕事A：3日
仕事D
仕事G：1日
１
２
日であり、終了
2日
５
６
は②です。以下、
１４
仕事F：4日
仕事C：3日
１３＋１＝１４
この表現は同じ
４
９
７＋２＝９と
なので、仕事の
最早開始時刻を□の中に計算して
３＋３＝６の大きい方
入れるとこの仕事は14日間かかる
つながりだけを
ことがわかる。
説明することに
PERTの表現方法と日程計算の例
します。
図は、仕事 A が終わると、仕事 B と仕事 C の開始（スタート）が可能である
ことを示したものです。仕事 B が③の時点で終わると、仕事 D と E の開始が可
能になりますが、④における時点で、仕事 C が終わっても仕事 F はスタートが
できません。仕事 D と仕事 C の両方が終わらなければ、仕事 F がスタートでき
ない図になっているためです。仕事 E と F が⑤の時点で終わると、最後の仕事
G がスタートし、⑥の時点ですべての仕事が完了となります。以上が PRET 手
法による仕事の手順の表現法です。では、この仕事はいつ終わるのでしょうか？
では、次に、日程計算を解説することにします。
日程計算の結果はすでに図に記載しているので、ご覧になりながら、以下の
解説をご覧ください。□に、前の仕事が終わると同時に、一番早く仕事をスタ
ートしてよい時点（最早開始時刻）を記載することにします。スタートの①を 0
日とします。仕事 A は 3 日なので、0＋3＝3 日となります。③はこの 3 日に仕
事 B の 4 日を足し、3＋4＝7 日となります。④は、7 日に仕事 D の 2 日を足し
た 7＋2＝9 と②から出発する仕事 C、すなわち、□中の 3+3＝6 日を比較して大
きい値 9 を選択します。この値が最早開始時刻になります。同時に、この計算
から、仕事 C は 9-6=3 日の余裕があることもわかる計算結果になります。⑤に
は仕事 E と F が入ってきます。そうなると、③→⑤と④→⑤の大きい値が⑤の
最早開始時刻になります。計算結果は、7+仕事 E：5＝12 日と、9+仕事 F：4＝
13 日の大きい方、13 日が⑤の最早開始時刻です。また、同時に仕事 E 側は 1
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日余裕があることがわかります。⑤→⑥は仕事 F：1 なので、13+1=14 日とな
り、この図のような日程では 14 日が全ての仕事の終了時点となります。
今度は、余裕時間を使って、最も遅く出発する日程の計算をすることにしま
す（最遅開始時刻）。この計算結果は、各仕事の日程に変更がなければ、絶対に
この時点に出発しなければならない時点を意味します。要は、この時点に出発
しないと、全体に遅れが出る状況を意味します。では、下の図で計算結果を解
説することにします（最遅開始時刻を□の上下に設けた○の中に記載します）。
まず、⑥の時点
ですが、これは、
最遅開始時刻の算出例
１３－５＝８と
先の計算値で得
７
９－２＝７
の小さい方
３－３＝０
７
た終了日程です。
１４－１＝１３
０
３
３
１３
仕事E
したがって 14 日
仕事B：4日
：5日
０
３
１３
仕事A：3日
となります。⑥
仕事D
仕事G：1日
１
２
2日
５
６
→⑤は 1 日マイ
１４
仕事F：4日
仕事C：3日
ナスなので、13
７－４＝３と
４
１４
９－３＝６
日となります。
の小さい方
９
１３－４＝９
最早開始時刻を□
９
以下、④は 13－
最遅開始時刻を○
で示すことにします。
仕事 F：4＝9 日、
③ は 13 － 仕 事
余裕の有無の計算
E：5＝8 日と
9－仕事 D：2＝7 日の小さい方を計算し、7 日となります。②は 9－仕事 C：3
＝6 と、7－仕事 B：4 日＝3 日の小さい方、3 日となり、①は 3－仕事 A：3＝0
日で出発日に戻ります。
以上が最遅開始時刻の計算結果ですが、最早開始時刻＝最遅開始時刻が一致
する時点を示す仕事（パス）が日程上、全く余裕が無い仕事の流れとなり、こ
れを PERT 手法ではクリティカル・パスと言います。要は、重点管理を徹底し
て遅れを発生させない管理が必要な仕事の流れを意味します。
次に、余裕をうまく使う例を紹介することにします。次ページがそのモデル
ですが、ある仕事が終わったら、すぐ後に続く仕事をする、という状況を描い
たのが、左側の図です。この図は各々の仕事を進める際に必要な人数を付加し
たものです。また、各時点で何名必要になるか？という状況を棒グラフの足し
算という形で示しました。ご覧いただくと判りますが、左側ではピークが発生
します。そこで、右図は③→④の仕事を遅らせ、最遅開始時刻で行うことにし
ました。すると、どの時点でも 60 名で仕事が進み、ピークが発生しない状況に
なります。これは、一例ですが、余裕を利用して人数の増加を防止するという
工夫を示した例です（他に PERT 手法には、日程を策定する時、事前検討段階
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でムダを発生させないために多くの検討方式がありますが、ここでは、専門的
になるので省略することにします）。

（３）PERT 手法活用事例を参考に、利用法を研究しよう！
では、一例として筆者が関与した事例を紹介することにします。この例はあ
る事務所の引っ越しです。対象者は約 30 名、製造業の本社の技術部門ですが、
有史以来、全く移動した歴史がないままで数十年の間、大きな一室で仕事を続
けてきました。部屋の引っ越しは、1 ヶ月前に、統括部門から言い渡され、技術
部門では庶務関係者担当 1 名に対して担当を決め、この方なりに検討を進めて
きました。担当者は、皆と話し合いながら進めようと思っていたわけですが、
具体策は未完成のままで、右往左往するだけで、日が過ぎ、引っ越しを迎えま
した。このため、全員が引っ越しを週末に迎えた月曜日に集まり、緊急会議と
なりました。だが、もはや皆で集まり、再度検討する時間がありません。この
ようなタイムリミット状態で筆者に支援の要請が舞い込んできたわけです。
この部署には、庶務関係を取り持つ女性が 3 名と 6 名の若手社員がいました。
その他は部課長です。しかも、日常業務は多忙、月曜日の会合以外に、とても、
検討時間はありません。もし、金曜の 17:00 までに決められたアルミの梱包ケ
ースに全書類が入っていなければ、土曜、日曜に引っ越し先へ荷物運搬願う物
流専門業者の方に引っ越しのお願いができないばかりか、新たに入出する部門
の方にも大きな影響が出ます。ちなみに、部屋と書類は次ページの図のような
状況です。特に、この部門は書類と技術資料、全社の図書館を部屋に持つ形で
73

小会議室

活動してきたので、
「これから、不要なものと、必要なものを分けてアルミの梱
包箱にいれます」ということはできない状況でした。そこで、書類の分別梱包
を初めていた部門を訪問すると、個人が受け持つ資料の 1 梱包に 1 時間以上も
費やす状況であり、今や、分別仕訳を各人に願う。若手と女性の皆様に頑張っ
ていただき、アルミのケースに書類を梱包してゆくということは、期限と負担
面から全く不可能な状況でした。引っ越しに当たって重要な点は、書類仕分け
という予想時間がつかない判断の時間をカットすることが、まず、重要です。
また、書類の位置
引っ越し前の部屋内：書類の配置状況
と種類、量（この
ロ
ロ
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ッ
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カ
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金属製書庫
３
29
28
班
５
途中より
６班 ６
のレイアウトに示
～
重役室
班
２版応援
1
１０
32
31
30
した、各班で担当
すべき領域と書類
の量を測定、左側
に示した表のよう
表A 引っ越し作業位置と書類の長さ（実態調査）
～梱包に必要な時間（見積もり結果）
に引っ越し対象に
なる書類をデータ
化しました。これ
以外に机や機材が
あります。以上、
このような調査結
果をもとに、水曜
日の午後に開催と
なった緊急引っ越
し会議に全員が集
められ、全員への
説明となりました。
見積もりの結果を次ページに示した PERT 図にしたわけですが、この時、技術
雑 誌 キャビネット

設定

内

容

No.

①

長さ

ｃｍ

（生産）四段キ ャビネット

②

同上

コンテ
ナ数

80
80

２

60

③-1

カタログ

③-２

マイクロフィルム

④

(特 許）四段キャビネット

120

梱包必
要時間

設定

作業

(20)

１

(21)

同上

(22)

同上

21分

内

長さ

ｃｍ

作業

４－２

1590

14

84分

600

9

54分

－

１

（生 産）両開ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

(25)

⑤

同上

80

⑥

同上

80

⑦

同上

80

⑧

同上

80

⑨

同上

80

(29)

（環 境）ガラス戸 棚

260

⑩

同上

80

(30)

(特許） 同上

170

⑪

同上

80

(31)

⑫

同上

80

(32)

⑬
⑭

(生 産）木製棚
同上

⑮

四段キャビネット

⑯

金属製ファイル棚

⑰
⑱
⑲

同上

両開キャビネット
同上

２

650
650

同上

(26)

１１

30分

同上

(28)

書

類

小会議室（研）棚

３

(33)

同上

66分

(34)

机上 品

４－１

１４

84分

(36)22-42
(37)1-21

(37)22-42
合

雑誌棚

（技 ）図書
同上

同上
同上

５

5

６

540

5

作業

2160

20

80

80

3549

15

8 90分

15

9 90分

16

10 96分

16

11 96分

150

879分

入口側

3759

窓側

17,108

計
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なし

作業

30分

170

同上

(36)1-21

1590

450

雑 誌ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

(27)

５

梱包必
要時間

同上

(24)

作業

コンテナ
の数

(開）四 段キャビネット

(23)

１

80

容

Ｎｏ．

７

156分

部門長（この職場のトップ）から、「ありがとう」の言と共に、「金曜日の午後
に引っ越し大作戦を展開する。全員出張禁止！」の命令がなされ、当日の引っ
越しになりました。なお、この時、各引っ越し分担領域のリーダーは各部門長
ではなく、実務担当
表B 引っ越しに使ったPERT手法
班 名
ﾘｰ
班員
スケジュール
者としました。開
ﾀﾞｰ
1時
2時
3時
4時
4:40
個人の机上整理~机の全移動
全 員
SN
全員
梱を行い、書類が
① ② ③⑤
⑪
応接セット３Fへ移動
手順の説明
台車班
SO
⑥地下室へ ⑭ ⑱
どこにあり、新し
IM
段ボール第１へ移動
台車を
取りに行く
第3会議室 FJ
TK
運搬積込作業
④⑦
⑫
⑮ ⑲
い部屋で仕事を開
積込班
（2分/個） → 1分/個へ改善
作業１
作業７
作業６または９へ応援
SA
OG
1班
⑬ ⑯
⑩
（29）
（生）ﾌｧｲﾙ
YM
始するとき、書類
作業３
作業７
作業１または１１へ応援
FJ
2班
同
（24）
（30）
上
SK
（生）ﾌｧｲﾙ
の保管場所に最も
3班
YN
OT
作業２
作業５
作業９
（21）
（25）
AK
（技）ﾌｧｲﾙ
（4分/個）→ TN応援で（２分/個）へ改善 → （1分/個）
関与する方が実務
作業４－１
作業１
4班
NZ
ON
（26）
（3分/個） → （4分/個）
（開）ﾌｧｲﾙ
TG
担当者だったため
5班 （開）
NI
同
作業４－２
作業１０
（27）
（生）ﾌｧｲﾙ
上
MM
80分
96分
です。要は、部下
KR
KT
6班
作業１１
⑧ ＃F（移動先）寸法引き
（31）作業６
（32）
計測・補助
SI
30分
96分
お茶準備
ST測定
進捗フォロー
進行・電話 SN
女性
⑨
が上司を使う（協
１
机上品
TY
女性
⑰
（22）
⑩
力を願い）引っ越
小物移動
空箱つめ
ST測定
社内便を取りに行く
２
しを行うという変
則ルールの適用です（この対策も緊急会議で了承されました）。いよいよ、上図
に描いた PERT 図で計画通りの引っ越し大作戦の展開です。
引っ越しに当たって重要な点は PERT による引っ越し計画と、梱包時間の見
積もり値が実情とどのような関係になって行くかを P（計画）－D（実行）－C
（確認）の形でフォローした点です。同時に、先に解説したように、上司であ
る部課長が、部下の指示で梱包作業を行うが、何せ、有史以来、全くの引っ越
し経験が無い上に、慣れない作業でケガや腰痛などの問題の発生を防ぐ必要が
高い状況でした。そこで、上の表の最後の欄に記載した TY：女性集団の皆様に
は、花瓶や文房具など、壊れやすい機材を定めた部屋に運んでいただいた後、
時計を持ちアルミケースへの書類の梱包実績を測定願う。また、各グループを
見て汗が出る状態になり始めたら筆者（引っ越し大作戦の全体を管理する管理
者）に連絡願う運用を進めました。詳細は省きますが、上の PERT 図に記載し
た時間はアルミケースの梱包時間の実績と推移です。なお、この仕事はグルー
プで見直しながら楽で早く進む方法の研究を願う。40 分ほど、全体の活動を進
め、休憩願い、梱包作業の状況報告や改善を願う、・・・という内容を入れて進
めました。その結果、見積もりでは、午後 4:30 には終了だったのですが、皆様
の頑張りで、午後 3:30 にはすべての梱包が完了しました。このため、各人に対
して、缶ビールと簡単なおつまみを用意した午後 5:15 から打ち上げを用意した
場では、
「皆様の大感謝！」という内容に終わりましたが。また、ここでは、PERT
手法による事前検討の成果の大きさを示す例となりました。
１，メンバーの発表
２，仕事の内容
３，リーダーより
各担当へ指示

３階へ移動
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話は変わりますが、時を同じくして、同じような指導をする方から、
「会社の
運動会の天気が心配、そこで、午前中に皆が満足して終了するために PERT 手
法を活用した」というお話を得ました。この例では、競技の間に存在する待ち
時間や準備のムダ時間を排除した結果、皆が満足して昼食を済ませた直後に雨
が降り始め、皆が帰宅した午後 2:30 には土砂降りになり、「“運動会の PERT”
ということで、感謝された」そうです。
書店では『仕事上手は頭脳の差では無い、段取り上手は仕事上手』という書
が多く見受けられます。PERT 手法はその代表例です。病院関連の皆様には、
緊急時対応や日常業務以外にも、多くの方々が関与してムダの無い計画を策定
～適用する仕事がある場合、「是非、PERT 手法の活用を！」と願う次第です。

【多人数が関与する仕事と計画のチェックポイント】
□ 数名で計画して行った仕事を行う場合、行われた結果を反省会ということで
フォローアップして、問題と対策を整理して、次に、生かす工夫をしてきま
したか？
□ 手術や緊急時の医療に対して、過去の経験を生かし、標準化された役割担当
とスケジュール化がなされていますか？
□ 共同作業に当たり、PERT 手法など、目で見てわかり、関係者が効果的に参
画して仕事を進める対策の見える化対策を行っていますか？
□ 連携が必要な仕事に対して、十分な事前検討と共に、個々に実施した時間値
をとらえると同時に、さらに短時間に進める方式の探求を進めていますか？
□ 数名で仕事を進める業務を開始する前に、遅れやトラブルなどが発生するリ
スクを想定すると同時に、緊急時の対策を準備して、対処してきましたか？
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3-3 時間短縮(改善)が必要な医療現場では、更にビデオで「見える化」改善へ！
オリンピック出場者やプロ・スポーツに見ると、今や「選手は自分の仕事を
ビデオ撮りして改善！」という対処が常識です。病院でも、自分で自分が見え
ないため、応用可能な技です。一生懸命仕事をしていても自分の仕事ぶりが世
界一流と比べて改善の余地はないか？さらなる改善点が発掘できなか？また、
自分や仲間が狙う連携や技を出す目標と現実がどのような関係になっている
か？を客観、冷静につかみ、さらなる進化へ結びつけるためです。今回、岩手
県立中部病院でもビデオ改善に多くの方が取り組まれ、先に紹介した工程分析
による大きな改善と小さな改善を利用した改善が進みました。加えて、以下、
“問
題の清掃”という視点でビデオ改善をさらにブラシアップする方法と事例を紹
介することにします。
（１） レイティングという仕事のペース
工程分析(ホップの章 P.12)では、仕事の手順と改善を 4 つの記号（○：正味、
→：移動、▽：手待ち、□：検査）と ECRS（E：省略、C：結合、R：置き換
え、S：単純化）を問いながら改善を進める手法を、改善例と共に紹介しました。
だが、下に示したように、同じ仕事の手順だが仕事を達成(完成)する時間という
実情があります。このような内容をレイティングと言いますが、作業のペース
によって、達成時間が変わる現象です。また、問題が発生することがあります。
【手順は同じだが、仕事のペース(レイティング)で達成時間が変わるケース】
A さん：[○○の手順本来は 1 分] × [80％のスピード]
＝ 1÷0.8＝1.25 分で終わる
このような状態で各人が勝手なペースで仕事をしている状況では頼んだ
仕事が予定より遅れる危険が生じます。
B さん：[
同
上
] × [120％のスピード]
＝ 1÷1.2＝0.833 分で終わる。
このような状態では、B さんの仕事は早く終わるのですが、この繰り返
し(ペースを維持しての仕事)では、やがて疲れてしまい、次の仕事に支障が
出る危険があります。
そこで、産業界では、長い歴史を経て、リズムカルに仕事を進め、ある程度
のゆとり（余裕率）を設ければ、仕事がスムーズになり、疲れず、ミス発生も
防げる可能性の高いペースが研究されてきました。それが、次に紹介するレイ
ティングです。
次ページに国際ペースを例示しましたが、体を動かしながら行うと、簡単に
習得できるので、是非、お試しください。これはトランプ 52 枚をメトロノーム
の音に合わせて配るのですが、世界には 2 つのレイティングのペースがありま
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す。MTM（Motion Time Standard Method）と WF（Work Factor）です。ど
ちらを使うかは組織や仕事の性格によって異なります。したがって、決定は病
院単位にお願いすることになりますが、ゆったりしたペースを選定する場合は
MTM(参考：鉄鋼や建設業などは MTM)を使い、ある程度スピードを要する病
院の仕事では WF(参考：コンベアなどで仕事する組立産業は WF)を用います。
では、左図を用い
トランプ配り演習 メトロノーム利用
て、国際的な標準
１，メトロノームの音に合わせて
となっているレイ
投げ出すように配る。
ティング演習(訓
２，①→②→③→④の順で配る。
15cm角の枠
②
練法)を紹介する
３，左手でトランプを繰り出すが
左手は固定
ことにします。ト
４，右手は手首の動作だけで
③
①
ランプは一般のも
投げ出すように配る。
５，正確に□の中に入らなくても
のですが、ババや
良い。
④
ジョーカーなどを
６，失敗した分は含めず、同じ
リズムで配る。
除き、ハート、ス
例：２種類ある
① ＭＴＭペース１００：
ペード、ダイヤ、
５２枚のトランプを３０秒で配る
② ＷＦペース１００：
ク ロ ー バ ー の 13
５２枚のトランプを２４秒で配る
（やる気のペース）
枚×4 種 52 枚を左
図に示した 15 ㎝
角で示された、①～④の枠に配ります。配り方は、左手でトランプを持ち 1 枚
づつ親指で繰り出し、右手は親指と人差し指でトランプをつかみ、手の甲を振
るような形でトランプを①～④の枠に投げ出すように配ります。両手とも同じ
場所を維持して配る方式が標準です。なお、投げ出されたトランプは、正確に
①～④の枠に入らなくても良いことになっています（左利きの方はトランプを
持つ手と、配る手は逆になります）。なお、レイティングの標準 100 は
MTM ペース：30 秒で 52 枚を配り終える。
WF ペース： 24 秒で 52 枚を配り終える、となります。
先に説明したように、どちらのペースを選択するか？は、各病院で決定願う
ことになりますが（MTM と WF の中間でペースを定める病院もあるが）、この
ような評価で、ペース 100 が基準、また、守るべきペースが設定させると、先
の 2 人の作業時間は次のようになります。要は、標準的に仕事をすれば時間は
一致し、不公平さの解消だけでなく、ペース 100 を守れば、疲れ(ムリ)を強いな
い達成時間になります。
【レイティング修正を受けた 2 人の仕事達成時間の状況】
A さん 1.25 分×スローペース：レイティングは 80％→100 に修正願い＝1.0 分
B さん 0.833 分×ハイペース長続きに難がある 120％→100 に修正願い＝1.0 分
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偶 発 的 に発 生す る 遅れ

このように、
「仕事のペースは国際ペースで」というわけですが、下の図のよう
に、「ベテランが仕事の改善を行い、1 単位の仕事を、安全、確実(ヒューマン
エラーなく)、楽に、
時計分析による標準時間設定手順の詳細
早く、経済的にも
認められる形で仕
基本時間
上げる仕事で得ら
時計（ＳＷ）観測
× レイティング × （１＋余裕率）＝ ＳＴ
れる達成時間」を
標準時間
要素作業分析
『標準時間』と言
国際ペースに
余裕率：
調整する
① 作業余裕
います。同時に、
設備トラブル、段取り
時計（ＳＷ）観測
応援、図面チェック、・・
この内容は左図に
② 職場余裕
時間がのびた朝礼、
示したように、仕
簡単な宇打ち合わせ、
観測回数の評価
問い合わせなど
（バラツキが大きいと、観測
事には、必ず、前
回数は多く必要になる。）
③ 個人余裕
用足し、手洗いなど
準備(含む確認)＋
④ 疲労余裕
異常値検定～
高温作業の回復
正味の仕事＋後始
単純作業の疲労回復
異常値除去
など
末（含む確認と次
の準備など）で構
成して行くことが
例：２種類ある
観測データーを国際ペース
① ＭＴＭペース１００：
と比較修正
必要です。同時に、
５２枚のトランプを３０秒で配る
観測時間×レイティング ② ＷＦペース１００：
５２枚のトランプを２４秒で配る
仕事＋ゆとりが必
＝基本時間
（やる気のペース）
ず必要という内容
余裕率は後で加算、誰でもできる国際ペースに修正
物理的条件
人間的側面
の盛り込みが必要
社内管理制度
能力発揮の環境
３Ｋ対策や
です。以上、レイ
やポリシー
（適正・熟練）
自動化推進
ティングという目
に見にくい仕事の
年齢と
いきごみ
高い作業
労働時間
（精神集中、努力）
ペース発揮
ペースの存在と習
得方法を解説しま
給与アップや
改善への参画
個人の目標
提案・表彰報酬
（含む小集団）
（評価・競争心）
した。なお、この
レイティングの決
レイティングと、その決定要因
定要素には、背景
となる多くの要件があります。このため、レイティングが低下する場合、図に
描いたレイティングを支える背景の改善を進める対策が必要です（ちなみに、
病院の場合、この面の改善はお得意の分野と考えます。したがって、レイティ
ング面の改善は、ご専門である皆様にお任せすることにします）。なお、5S 改
善においては、働きやすい職場づくりがレイティングを向上させる活動そのも
のを攻める対策の一例という位置づけをしますが、当然、ここには「良いペー
スで仕事するために 5S 改善を大きく進めよう！」の考えが重要です。
やる気 が起き る環境
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集中
部品棚

（２）大きな改善から小さい改善へ
先に紹介したように、工程分析による『大きな改善』が進むと、改善後の仕
事をさらに詳細に分けた対策が必要になります。道路づくりに例えると、道路
づくりが終わったら、今度は、車道と舗装を分ける。ガードレールや信号をつ
ける。・・道端に花を植える。・・と、各種の表示を配備して使いやすい道路に
する取り組みです。この種の対策を 5S 改善では『小さな改善』と言います。5S
改善の例では、整理・整頓対策で、棚や机、医療機器などの配置を済ませた後、
今度は、「個々に、
大きな改善から小さな改善(時間分析と動作経済原則）
この種、改善され
への移行イメージ
「工程分析」：大きな改善
た機器や机、棚や
○：正味、□：検査（探すなど）、 →：移動、▽：手待ち、
医療機器を使い仕
Before
ムダ排除
事をする手順を、
After
より細かく見て、
改善を進める対策
に入ります。大き
★ここに紹介する「動作分析」：小さいが有効な改善
な改善と小さな改
善の区分の仕方は
Before
After
仕事により様々で
大汗かいて
ゆとりを持って
必死に対応！
スムーズに！
す。仕事毎に特に
決まった区分は無
いわけですが、左
上の図に示したような概念で病院における仕事を見直し、改善を進めていただ
くことをお願いすることにしたいと考えます。では、下図に小さな改善で用
いる『動作経済の
病院における小さな改善手法の使い方 動作
原則』の一部を例
経済の原則を用いた例
示することにしま
す。これは次のペ
ージに示した動作
経済の原則の一例
ですが、ご覧いた
だくと、図の一番
上は手が届く範囲
は手を伸ばした半
円内にする対策が
有効であること、
また、両手同時動
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作で仕事を行えば、
片方の手が待つ時
原
則
原則の意味する改善の検討方法
間のムダが無くな
１，両手同時動作の原則 両手は対照的に動かし、同時に始め、同時に終了すべきである。
２，手待ち防止の原則
休憩時間以外は、片手を遊ばせたり、手待ちの無い作業にすべきである。
ることを示した例
３，動作数最小化の原則 手の動く範囲は体を中心に扇形の範囲、距離や動作は出来るだけ減らす。
４，自然力利用の原則
モノの移動や作業には、出来るだけ重力や慣性を利用するとよい。
で す 。 左 側 には 、
５，阻害無い動きの原則
手の動きは、急変、ジグザグ、制限の発生しない自由な動きにするとよい。
『動作経済の法
６，楽な姿勢維持の原則 不自然な姿勢や、身体の上下は出来るだけ減らすこと。
７，動作リズム化の原則
動作の順序は自然のリズムと自動性を持たせること
則』の一部を例示
作業場所の配置に関する原則
しましたが、
『小さ
原
則
原則の意味する改善の検討方法
な改善』は、この
１，部材定位置化の原則 工具及び材料、操作レバーなどは位置を定め、取り置きなどを容易にする。
２，近接の原則
頻度の多い使用材料や測定具などは、近接し、移動のムダを減らす。
ように、レイアウ
３，重力利用の原則
部材の移動には、重力やバネ、足踏み操作などの利用で容易化を図る。
４，正面配置の原則
体の回転や上下動作を防ぐため、よく使うものは目前へ配置する。
ト改善などを工程
５，作業高さの原則
長時間作業には椅子を与え、同じ位置で作業の容易化を図る。
分析で済ませた後、
６，採光、照明の原則
作業に適した疲れない採光や照明を与えること。
７，作業環境快適の原則 作業場に対し、温度、湿度､通風を考慮して快適な作業を保つ対策を図る。
更なる改善を進め
るために、用いる
対策法であることが解ります。名は小さな改善です。しかし、
「ちりも積もれば
山となる」という教えが示すように、大きな改善の後、この小さい対策を進め
ると、改善結果がさらに大きくなるはずです。
身体の利用の原則

動作経済の原則と利用法

【ちょっと一息、役に立つ話】

ｽﾎﾟｰﾂ訓練に見る科学的な要素分割
（100Mランナーの育成を例として）
ダメな
コーチ？

頑張らねば、気力、気力
だが、なぜ一流選手との
差が縮まらない
のだろうか？

それではだめだ！
やり直し！オリンピック
など、程遠いいいぞ！

１００M
毎回測定方式

科学的
解析を
進める
コーチ

世界ﾚﾍﾞﾙをﾍﾞｰｽに
改善点は？要素
(各ゾーン）にわけて
対策・指導を！

１００M
【第四ｿﾞｰﾝ】
精神力強化

【第二ｿﾞｰﾝ】
【第三ｿﾞｰﾝ】
牽引力の
継続力の
増強！
強化
例：ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
走法に
よる
強化
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【第一ｿﾞｰﾝ】
ジャンプ力
強化！

オリンピックを
始め、100m 競争は
記録の更新競争が
盛んです。しかも、
近年の技術の進化
は目覚ましい状況
です。このような
進化の背景には、
右図に示したよう
な、100m 要素に分
けた取り組みが報
告されてきました。
図に示したように、
100m をゾーンに

分けた上で、世界最高の記録保持者と各要素の時間値を比較する。もし、ここ
に差があれば、選手の動作をスローモーション解析しながら比較する。同時に、
なぜ差が出るか？について、スポーツ工学の面から詳細な解析を進める。その
結果、解った内容を練習メニューに入れて選手の強化を図る、
・・という取り組
みです。このような取り組みは、2012 年 100m と 200m で金メダルを出したボ
ルト選手だけではなく、水泳・平泳ぎの北島選手の練習など、幅広く用いられ
てきました。また、ゴルフや野球、サッカーなどでも盛んに用いられてきた手
法です。要は、小さな改善という名がついてはいるのですが、ビデオを用いた
動作解析はプロ育成の技術であることを、病院で働く皆様にもご理解願い、あ
らゆる仕事ので、一流を求める技の練磨にご利用願えると幸いです。では、動
作分析を実務的に活用展開して行く方法を紹介することにします。
先に（P.10 ）、「時間は仕事の影である。①技術の高さを太陽に例え、その技
術を駆使して行う②仕事の手順を樹木に例えるなら、木の影が、結果として生
じる時間である」という内容を紹介しました。このことは、時間短縮の対象が
①と②であることを意味します。それなら、
「もし、仕事毎に、この関係が事前
に判っているのであれば、人が行う仕事の時刻表ができないのだろうか？」と
いう発想になるはずです。下図は、そのような考えを実践した内容です。事実、
1935 年に米国のク
PTS法（Predetermined Time Standard：既知時間分析法 ）が生まれた経緯
イックが WF を、1948
年・米国のメイナード
列車の
仕事に関する
時刻表
時計観測データ
時刻表の作成
が MTM 手法の開発し、
既に産業界で広く使わ
メナード氏
到着時刻を見積もる
れてきました。この詳
の努力
しい開発経緯は専門書
過去の蓄積データ
仕事に対する
正確な
（IE 手法）をご覧願う
事前見積もり
作業の
時刻表
事前見積り
ことにして、早速、
「動
が可能に
作研修から生まれた時
刻表はどのような内容
なのか？」という説明
に入ることにします。
動作に対する時刻表は、動作の研究(分析)が終了していれば、既に測定が終わ
った時刻表から時間を選べばよい、ということから、上の図に示した PTS 法の
名が付けられました。では、多少、精度は粗い時刻表ですが、一番簡単、また、
覚えやすく病院でも活用可能な KYS（簡易作業分析）法を紹介することにしま
す。次ページに示した KYS 法では、判断業務や機械で仕事をする時に発生する
待ち時間などを除き、人が行う動作(仕事)を 5 つに設定します。左の図がその状
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況ですが、①～⑤で示した内容が KYS 法における要素作業であり、ここに記載
した内容で定義されています。では、時刻表は？となりますが、右下の表を
ご覧ください。これは
KYS（簡易要素作業分析）法の動作分析の要素
出展 ：産 業 能 率大 学 経営 管 理 研究 所
KYS 法の一部、手を伸
作業単位は1/100分＝１DM
ばすという仕事を示し
① 移動：手を伸ばして物を運ぶ、つかむ、・・
た時刻表です。時間の
② つかむ作業：0.7Kg以上の力でにぎる。
指を2動作以上動かしてものをつかむ。
単位は 1/100 分を 1 単
③ 前置動作：ネジ回しを回転してねじ穴に合わせる前に
位として DM(デシマ
回転させる動作。なお、回転させる比率
が時間見積もり（算定）の割合となる。
ル・ミニッツ)と定めて
います。また、時間値
④ 組立動作： 穴（ターゲット）に、ピン（プラグ）を入れる
ような場合を組立という、プラグとターゲット
の大きさ差や両者の比率は時間算定の要因
は左下の表に○の中に
（難易度が高くなると時間は増加）になる。
記載されています。
⑤ 歩行：1歩を７６ｃｍとして、最初の踏みだしは
大きな時間を要するので１．５DM
では、この表の活用
2歩の歩行は２．５DM、３歩以上は
歩数×１．０DMで時間を計算する
法を紹介することにし
ます。KYS 法では、ま
ず、仕事を簡単にでき
ＫＹＳ法、移動（Ｔｒ）の計算（規則と時間見積もり）
出 展：産業 能 率大 学 経 営 管理 研 究所
る動作：A クラスと、
分析のルール定義
【記号の意味】
Aクラス（容易な）動作
Bクラス（難度が高い）動作
多少困難、注意を要す
～：迄
①軽い物を漠然としたところへ投
①手をのばすと同時に胴体が動か
< ：未満
げる動作、②別に注意せず、迅速 す必要が生じる動作、②直径50mm
る動作：B クラスの 2
> ：超
に手を動かす動作、③物をつかむ の円や球より小さい空間を狙って動
ため、または、手を物の上に置くた 作を終わらせなければならないよう
め手を伸ばす動作、④物を漠然と な「運ぶ」「手を伸ばす」動作、③刃
区分に分けます。次に
の中は時間値
した位置に置くために運ぶ動作
物や火などがあり、用心を必要とす
１ＤＭ＝1/100分
る移動、④障害物をよけるため経路
手を伸ばす長さ：移動
を示す。
が円より鋭く曲がる動作
< ８
反復するときは2動作につき ０．５
０．５
移
距離を見ます。＜8 は 8
動
８～５０
０．５
１．０
距
>５０～１００
１．０
１．５
離
㎝以下を示し、8 ㎝～
cm
>１００
１．５
２．０
50 ㎝、・・・と、距離
重量または抵抗の追加
> ０．９
＋ ０．５
＋ ０．５
によって仕事の時間が
（１）表の見方 ：距離の増加に従って、同じ作業でも時間が増す。クラスがA→Bになると時間増になる
（２）分析の仕方：移動距離を見る→AかBを判別する。マトリックスの中に記された時間を選ぶ。
長くなるので、それに
例１：５００ｇの部品をとるため４５cm手をのばす。部品は10cm角 ４５－Aと書き０．５DMを選ぶ。
例２：直径２０ｍｍの小さな部品を取るため手を７０ｃｍ伸ばす ７０－Ｂ＝１．５ＤＭ
応じた時間設定が記載
されています。さらに、重たい物を運搬する場合、人に困難が加算されるので
さらに時間が加算されます。この境界を KYS 法では「＞0.9：0.9kg 以上の場合
は 0.5DM を加算しなさい」と定義しています。以上が仕事の時刻表の構成です。
表の下に演習問題があるのでご覧ください。これは解析例ですが、例えば 500g
の部品を取るために手を 45 ㎝伸ばす。対象物は 10 ㎝角という例があります。
この例 1 では、50 ㎜以上の対象物なので、仕事は A クラス、距離が 8～45 ㎝な
ので、A クラスの表と、この移動距離範囲から○印内に示された 0.5DM を選択
します。
例 2 は 50 ㎜以下なので B クラスです。このため、1.5DM という値が選択さ
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れます。この表は手を伸ばす仕事(移動)時間を示したものです。また、表を見る
と、仕事には難易度があり、難度が増すと時間がかかることや、距離が長いほ
ど時間がかかるといった状況が、読者の皆様には、ご理解願えると思います。
同時に、先に示した動作経済の原則が示した『小さい改善』には、(1)仕事の難
易度を減らす工夫をする。(2)移動という手を伸ばす距離を短くする工夫や、(3)
重量があるものは、できるだけ軽くする、といった対策が改善につながること
も、ご理解願えるのではないか？と思います。KYS 法には、これに追加する形
で、この表以外にも、つかむ動作、物を目的の向きに回転する動作、組み立て
を行う動作、歩行の 4 つの表があります。しかし、これは専門的になるので、
記載を省略します（詳しく勉強したい方は URL：qcd.jp に紹介中の IE 手法の
書をご覧ください。ここで、お気づきと思いますが「8～50 ㎝と、＞50～100
㎝では、時間値が 0.5→1.0 と 2 倍も違う？」という疑問を持たれる方があると
思います。KYS は時間値が最も粗い時刻表です。このように、もっと、こまか
く、正確な分析が必要な場合、AWF～DWF という細かい時刻表が用意されて
います。その他、モダプツという専門家が使う時刻表があります。だが、この
種の表は、ここで紹介した KYS 法と構成は全く同じです）。
（３）目に見にくい動作の改善にビデオを使おう！
これまで、何度も解説してきたように、5S 改善の狙いは、改善を通して、よ
り、安全・確実(ヒューマン・エラーを発生させない)で、楽な早い仕事の追及で
す。同時に、すっきりした仕事と職場環境づくりが目的です。この対策に対し、
先の整理・整頓は棚や掲示物、机の配置や書類など、目に見える対象を写真で
改善を図る対策でした。
現場改善・技術伝承ツール 『ＯＴＲＳ』による分析（例）
また、工程分析と動線
(株)ブロードリーフ社のソフトを使用すると、時間分析と、ムダ取り後のシミュレーション結果も判る
図などを使って問題を
「見える化」する対策
を進めてきました。ま
た、これに追加する形
で行う清掃と清潔対策
は目に見にくい問題の
対策です。動作は写真
に撮っても、問題が見
ムダ発掘の例：現状はここまで移動してカーテン閉め
改善案として、リモート操作など工夫
にくいわけですが、テ
が考えられる。もし、この案を採用の
場合、右上の無効に削減時間と回数
レビで動作を撮り、ベ
が登録され、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ可能となる。
テランと素人の方を
比較しながらスローモーションで撮影すると、改善すべき点が多く見つかりま
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ベッド

机 とＰＣ

検 査装 置 物置き 台

デ ィスプレイ

す。前ページの図はその種の解析を容易化した市販のソフトの利用例です。以
上、ムダな動作を清掃する対策の要点をまとめました。
では、5S 改善法のおさらいはこの程度にして、ビデオ活用による動作面の分
析と改善法の解説に入ることにします。なお、残念ながら、書籍では動作を示
してゆく方式がありません。そこで、病院における仕事を例に示し、写真を細
切れに示し、時間分析結果を示しながら問題解析を紹介することにします。ビ
デオ解析に当たっては、PC に用意されたメディア・プレイヤーでは、映像を再
現する際、下に示されたカウンターを使って分析します（前ページに示した、
㈱ブロードリーフ社が販売している OTRS という動画分析ソフトでは、多くの
機能と共に分析法ができます）。では、ビデオ解析を活用した病院における動作
分析と、改善を検討しつつある内容を紹介することにします。この例は超音
波検査の状況をモ
診察準備
デル的（通常に行
った例です。右上
がレイアウト、左
側の写真が検査を
進める状況です。
記号 ｶｳﾝﾀｰ：時間
No.
工
程
要素時間
改善内容と低減時間
ここでは、ビデオ
1 患者さん呼び込み移動
→
0:00→0.15
移動：3秒 看護師の移動距離減は？
－2秒
の画像の一部を写
2 患者さんの所在確認
◇
0.15→0.23
8
ミラー利用により、即座確認へ
－7秒
3 カーテン空け
→
0.23→0.26
3
空ける距離減
－1秒
真化しました。写
4 椅子へ着座
▽
0.26→0.33
7
診断打ち合わせ待ち
5 医師と診断打ち合わせ
○
0.33→0.43
10
診断内容を告げる
真の下に記載した
6 患者さんベ ッドへ移動
→
0.43→0.45
3
物置台・台車移動、カーテン準備
7 両カーテンしめ る
→
0.45→0.51
6
奥側からカーテンしめ 出来れば移動 減 －2
表は関係者が仕事
8 測定機器移動(引き出し）
→
0.51→0.54
3
重量減対策で時間減(移動無し 方式）
－3
を進めた結果生じ
9 患者さんの着替えなど確認
◇
0.54→1:03
9
鏡利用で低減は？
－2
10 診断機調整→医師へ連絡
◇
1:03→1:14
11
キーボード操作と画面確認なら移動不要？
た現状分析の時間
合計
77
低減予想（見積もり）
16秒
(秒)と、改善案を
記載したものです（この表には工程分析記号を記載し、個々の改善は、先の動
作分析と共に検討を進めた結果だけを記載しました）。小さな移動も移動は移動
なので、同じ記号の活用で、問題点や改善を得やすくするためです。ビデオに
よる距離減が時間の減少に直結していることは、先の KYS 法で示した時刻表と
同じです。そこで、右端の改善見積もりを行う改善内容と低減時間は、そのよ
うな考えで低減時間を見積もり、図中の表に記載しました。
では、改善検討内容を検討した途中で行った例を紹介することにします。実
際に適用する対策は、有効な策を現場で試しながら実施に移すことになります。
ご覧願いたい点は、移動距離が多いこと、患者さんが診断を受ける前に着替え
る衣類を入れる台車つきの籠をいちいち動かさなければならないことや、患者
さんが入室される入口のカーテン、着替え中にカーテンの開け閉めのため、看
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定位 置変更

護師さんが毎回移動しなければならない点が改善点として挙げられます。ビデ
オ分析ではカウンターで個々の行動に必要な時間と動作の関連が表示されます。
また、スロー解析を
診断準備までの改善（案）
① 横にあるディスプレイを上部、目前に移動
行うと、細かなムダ
してスペース確保は出来ないか？
例として
がつかめます。さら
② ①の改善で看護師
さんが控える場所の
に、改善案の検討時
確保と、1個余って
いる椅子を利用でき
には、改善案をパン
ないか？
もし、付き添いの方が
来て、椅子が必要なら
トマイム方式で行え
折りたたみ式補助椅子
をﾍﾞｯﾄの下から持ち出し
ば、改善前/後という
て活用へ
③ ミラー
設置で
形でビデオを通し、
患者の来訪
看護師さん
改善（案）
を把握
の作動域
改善後の効果がつか
④ 通行の妨げ
になっている
・通行の
めます。以上、小さ
ため移動
邪魔、
・使用頻度
な改善という改善を
⑤ ベッドの
は少ない
カーテンは
のでは？
この位置で
病院内で進める例を
・壁を利用した
開閉可能な
衣類・小物
ひも式に
置き場の工夫は？
紹介しました。さら
に、スローモーショ
ン解析を用いた手術
他の病院に見る「動作分析的」な改善視点
室の状況を左下に例
ビデオ事例紹介
示することにします。
これは、ある病院の
手術の状況です。右
側の写真を見ると、
手前にいる看護師の
方が体を倒し、手一
杯の状況で手術に使
【ビデオ改善の要点】
スロー解析
う機材を手術台の向
１，最初は普通のスピードで見る。
２，問題点はスロー解析で行う。
こうにいる看護師の
３，さらに細かい改善の視点はコマ落としで確認する。
方に渡すシーンが
映写されています。この状況から、1 秒を争う手術の場で、この種の小さい動作
も、改善すべき対象であることが判ります。当然、各病院とも、実際に手術を
行う現場では、この種のムダの排除（改善）は行われていると思うわけですが、
改善したい一コマを例示しました（このように、この種の問題発掘～改善は、
人が直接作業手順を見る解析より、IT を用いたスローモーション解析の方が有
利です）。
では、この種の改善を岩手県立中部病院で採血の仕事で実施した例を紹介す
ることにします。動画でお見せ出来ない点は残念ですが、この例では、次ペー
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ジ示した図のような結果を得ました。ちなみに、この効果を年間で算定すると、
採血に新しい
採血における現状と改善
一 体 化セ ッ ト
改善前１
改善前 ２
を 用 いる こ と
に よ っ て 2.5
秒、針の捨てる
動作がたった
1 秒で済む改
採血後、針捨てボックスに針セットを捨てる際、
採血セットの組み立てに２３．５秒かかった。
針捨てボックスの開口部が見えにくく、６秒かかった
善です。このた
改善前 ３
め、1 回当たり
の 時 間低 減 値
は 26 秒の短縮
になり、これを
・採血セットが２．５秒で使用できる状態になった
1 日 30 名の患
採決後の試験管処理時、
・針捨てが１秒でできた
バラバラに入れていた
・採血後の試験管を立てて保管できた
者 さ ん適 用 す
ると、1 月 20
日×12 ヵ月＝52 時間の減という大きな値に（成果）なりました。「この改善に
は、3 円/人の費用増（年間 7,200 人では 21,600 円の費用増）をかけました。し
かし、その分だけ患者様の待ち時間の減、さらには、採血をする看護師の皆様
の時間・残業減や、ゆとり～各種確認作業の適格化、サービス向上など多くの
利得が得られた」という例です。

【小さな改善を進めるチェックポイント】
□ ご自身が行う仕事をビデオで見たことがありますか？
□ 「プロ（仕事でお金をもらう方）は自分の仕事ぶりをビデオで撮り、一流比
較で改善！」とされていますが、自分の仕事を分析～改善していますか？
□ 棚や医療機器の置き場など、整理・整頓が終わった後、ビデオ撮りして、小
さな改善と共に、更なる改善を求める余地が残っていませんか？
□ 緊急を要する。多くの患者様を待たせずに仕事をする医療現場に『小さな
改善』手法を適用する仕事はありませんか？
□ 大きな 5S 改善を進めた後、医療機器が置かれている棚、書類棚、PC などを
扱う机や医療機器などを準備する職場で小さな改善を適用して改善していま
すか？
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急ぐ決定

3-4 会議・打ち合わせの効率化対策は「話の見える化」で！
多数の方が働く病院では、どこでも、日常業務に支障が出ないようにするた
め、多くの打ち合わせや会議があります。ここには、当然、抜けやムダがあっ
てはならないわけですが、もし、あれば、これも、目に見にくい問題の対象で
す。そこで、会議と打ち合わせをテーマに、5S 改善としては、”清潔”＝事後
に問題を発生させない対策という視点で効率化対策を例示することにします。
（１）事後処理が招く悪魔のサイクルを理解しよう！
『安全神話』という人が勝手につくったリスク無視は、危険を察知する目さ
えも失わせます。豪華客船タイタニック号の悲劇（氷山衝突の参事）や、近く
は、3･11 で露呈してしまった人災とされた原発事故は、下に示した悪魔のサイ
クルを示す代表例です。特に、福島・第一原発事故の影響は大きく、この書を
記載する時点で、
事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル
26 万人もの方々が
住居していた地に
後手の対策
追われる
戻れないばかりか、
仕事
漁業や農業を中心
相次ぐ
出来ぬ、充分な事前検討・対策
トラブル
に放射能被害の対
策と、風評を含め
報告・対策
た値下げに苦しむ
繰り返し
状況です。既に、
放射能で被災され
潜むリスク
を対策しない
た方々や、原子炉
無駄な会議
の廃炉に関与する
と徹夜の作業
方々には、今後、
癌などの発生が
無いことを祈る次第です。これほどの内容では無いかも知れませんが、リスク
対策や管理が悪い病院において、院内感染、事前検討不足に伴う医療ミス、
・・・
各種対策の遅れ、情報伝達のまずさに伴う各種トラブルの多くに、リスク対策
や関係者相互の事前検討、事前連絡の不備が関与する例が、時々ではあります
が、報道を騒がせてきました。この種の例は正に「リスクは、その問題が顕在
化して初めて影響が及ぶ重大性に気付く」という内容であり、これも、目に見
にくい問題が顕在化した例です。そこで、次ページから『他山の石』対策の取
り組みを紹介することにします。
病院では、重要な対象は、事前検討段階で最良の知見と対策手段を総知結集
の形でまとめ、リスク対策を充足させておく必要があります。では、リスク対
策を具体的に進める手法（問題の発生を防ぐ手段）を紹介することにします。
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（２） 会議や打ち合わせ時に、リスク対策をどのように進めるか？を
目で見てわかる方式で示し、情報共有する仕組みを使おう！
リスク対策を中心とした会議の効率化の問題が系統的に検討されたのは、
1961 年に開始されたあの有名なアポロ計画の時とされます。当時、故・ケネデ
ィ大統領の命令で検討が進められたわけですが、先に紹介した PERT 手法と共
に、旧・ソ連が打ち上げた有人衛星に対応して月面探査の有人飛行計画が打ち
出されたことがきっかけです。当時、有識者が多いペンタゴンでは、対話は盛
んだが一向に実務が進まない状況が続きました。そこで、KT 法という手法の
開発を進めた
ミーティングなど、効率化のための６つの区分
結果、4 つの
No.
区分の観点
問題解決の手順（区分欄の英字がKT法の手順を示す）
意思決定法
①問題は何か？→②原因は何か（なぜ？で探る）→③5W1Hで原
１ トラブルの原因究明
因を現場で探す→④起こっている事例とそうでないものを比較し､
が必要である
がシステム
違いを見つける→⑤発生メカニズムを簡単な図で示す→⑥１問題
★ PA
→ １原因→１対策方式で対策を作成し、実験~適用を図る。
化されまし
①目的は何か？聞く→②名詞＋動詞で示す→③インプット/処理・
２ 要求、話す意味が抽
機能/アウトプットを区分して行く→④要は何か？要求と③の内容を
象的、具体化を要す
た（この手法
図化する→⑤インプットをアウトプットへつなげる処理過程を図化す
る→どこがポイントか？ウエイトを明確にする→とるべき案をつくる
は左の表に
３ 問題がごちゃごちゃし ①誰の立場で何をしたいか文章化する→②問題点・関心事を１５件
ほど列挙する→③理由を示す→④ウエイトづけする→⑤重要分野
示した会議
て整理が必要
に対し調査/原因究明/案の策定~評価選定/案があるがリスクを想
★ SA
定など、着手内容を整理する→⑥担当・期限を設定し、行動をとる
形式の★印
４ 案を一つにしぼりたい ①案を３案作成する→②評価基準をつくる→①と②をマトリックス
をつけたも
化した表を用いて３案の相互比較、評価~抽出を行う
★ DA
①プロジェクト計画をつくる(PERTなど） →②不安な事項を列挙す
のです）。KT
５ 事を進める上で心配
る→③不安な理由を記載する→④①の影響度を評価する→⑤予
事を明示~対策する
防策を創出する（同時に実施容易性・効果を評価する） →⑥緊急
法の特徴は
★ PPA
時対策を考える（同上） →リスクの低減状況を評価する
目で見て多
①テーマを明確に→②調査を含め草案する→No.４を用いて抽出
６ 良い案をつかみたい
自然体で各問題解決要求区分に従って一覧表化して対策する
－
コメント
くの検討が
ワンペーパ
ー化と共に
重要業務に対する事前検討内容の「見える化」
テーマ：○○迄に◇◇製品生産量○○を達成ずる
進む点にあ
テーマ：
○○を□□時間、△時までに終了する
リスク
考え得る P S 予防策と評価
緊急時策と評価 Act.
新製品立ち上げ計画
PERTスケジュール
ります。では、
の項目 原因
PPA という
③目で見る管理
目標
この管理版を利用し、
リスク対策
①生産の立ち上げ
計画
②重要な問題の対策
実績
③計画の進行を記載する。
日程→
の様式を例
示すること
①PERT：
にします。こ
②リスクの把握→事前問題対策
○：期日を示す
→：仕事と日程を示す
この図で：
の手法の目
(1)日程の総合的管理
(2)ｸﾘﾃｨｶﾙ・ﾊﾟｽ重点管理
的は、「物事
(3)仕事の相互関連把握
リスク撲滅！
を進める上
で心配事が
ある場合、
【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり
３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない
１：ない
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その種の心配事をリスクして、有効な方策を考える方式です。具体的な対処は、
予防策は想定～評価して重要な予防策を実施する。予防策を実施した。だが、
予想を超えた問題が発生した場合、緊急時対策として用意しておいた策を投入
し、被害や影響を最小限に抑える」という対策法です。具体的な検討手順は前
ページの表、No.5 の①～⑥の順で進めます。前ページの下に示した黄色い枠で
記載された表は、このような検討で進めた結果を記載するための枠です。この
手法の実施に当たっては、大きなワンペーパーを目前に置き、関係者の総知を
集めて行う手順と、解析法を紹介することにします。
① 手順 1：プロジェクト計画をつくる(PERT など）
前ページの表の左側に示したように、例えば、これから行う手術や重要な
患者受け入れなどの緊急対策などのスケジュールと担当を示します。同時に
表の上に、選んだプロジェクトの表題という形で、何時までに、このプロジ
ェクト(計画)を終了させるべきか？を記載します。
② 手順 2：不安な事項を列挙する。
次にスケジュールに続く形で、プロジェクトを進めて行く上で心配される
事項を書いて行きます(リスクとして想定される事項を列挙します)。
③ 手順 3：理由を記載する。
同時に、その左側の欄に「なぜ、心配なのか？」理由を記載して、心配され
る事項の内容を明確化します。
④ 手順 4：ウエイトづけする。
記載した心配事が発生した場合のリスクを次のような評価基準をもとに
数値で表現して心配事のウエイト評価結果を設定します。
発生確率(可能性)
×
事が起きた時の重大性
5：必ず起きる
5：致命的
4：起きる可能性が極めて高い
4：かなり影響大
3：発生は五分五分とみなされる
3：多少の影響はある
2：ほとんど起きないだろう
2：影響は少ない
1：全く起きないと判断される
1：全く影響がない
⑤ 予防策を策定する。
重要分野(リスクが高い項目)に対し、対策案を創出する(考える)。また、
考えたリスク対策を基に、調査/原因究明/案の策定~評価選定が必要な場合、
その種の行動計画を決め、リスクの低減を図り、リスクの低減内容を想定し
ます。さらに、予防策を適用するが、その着手内容を整理しながら記載しま
す。この欄は、「事前検討でいかにリスク軽減を図るか！」と考えで対策案
を練ることが重要です（また、対策案の多くは適用を考えます）。
⑥ 緊急時対策を策定する。
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このように予防策を作り、大半はリスク軽減策の適用を図るが、さらに、
「も
し、予防策を適用したが、心配するリスクが発生した場合、緊急時策を策定し
～適用して被害の軽減化（減災）を図る」という考えで緊急時用の対策を準備
し、最終的には、
「このような対策を済ませた場合、リスクがどのように低下す
るか？」を評価します。なお、ここで解説した手続きは、火事の予防を図った。
だが、火事が起きた。それなら、小火の段階で濡れた布をかけて消火する策を
用意するという内容そのものを意味します。
以上、会議を利用して、発生させてはならない、問題の発生防止対策手法を
例示しました。PPA（ Potential Problem Analysis ）という手法は、目に見に
くいリスクの列挙を会議により、関係者の知恵を集め、リスク回避や軽減化を
図る方式です（P.89 に示された、これ以外の方式も、同じように、表に記載さ
れた No.と記載内容を基に、1 枚の表にしてゆけば、同じ扱いで対策が進みます）。
（３） 会議・会合の種類と内容、進め方に工夫を加えよう！
病院で開催される会議には多くの対象があります。その形態と狙いを整理す
ると以下のような項目になりますが、会議によって得る効果(アウトプット)を見
て、参加者や情報(投入するインプット)を精査しないと、ムダな時間がかかって
しまいます。そこで、以下、見直しを願う内容を例示することにします。
(ｲ) 方針や重要事項の徹底（説明会的な性格）や発表会などのよる、活動の盛
り上げを目的に運用される集まり。
(ﾛ) 定例会議：医療上の準備や対策、予算・原価低減などテーマと実施日程な
どを決め、提案や調査事項、実情把握や改善の状況説明や技術波及など、
多くの与件を検討、審議する会議（時には、
『御前会議』という、アウトプ
ットは少ないが、トップ方針やしきたりなどから、決まっているから定例
的に繰り返す方式もあるので、ご注意！）。
(ﾊ) 朝礼などを中心とした、簡単な連絡会。
(ﾆ) 課題を持っている方が、集まって簡単な相談を持つ。その道のベテランや、
すでに経験を持つ方を訪問してポイントを学ぶ勉強会的な会合と打ち合わ
せをする会合。
(ﾎ) 突発的に発生した問題に対して、緊急で人を集め、実情調査や対策を進め
るための相談を行う会合。
(ﾍ) 企業で重要な案件の勉強会：改善運動に関する刺激策や方法論などの講演
形式で行うものや、自主的な勉強会など知識習得のためのもの。
(ﾄ) 簡単な相談会：クレームや企画策定にヒントを得る内容に対する情報収集
や指摘点などに意見を貰うための会合。
(ﾁ) ひとつのテーマを定め、結論を得るために行う会合：議事次第を作成して、
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事前に会議案内を出し、タタキ案などを基に、具体策を練るための集まり。
(ﾘ) 問題解決のための委員会的な会合：特定、または、重要テーマを定め、現
状把握、原因の究明、対策案の立案～報告書の作成・提示を行う活動で行
われる集まり。
(ﾇ) プロジェクト活動：特定の課題を定めて、専従組織をつくり、タスクフォ
ースの形で具体的なアウトプットを出すまで活動する会合。
(ﾙ) 会社と組合争議のような内容で、対立する立場で意見を述べながら、何ら
かの合意や納得に持ち込むための調整対策を図る会合。
その他、インフォーマルな会合（例：イベントの企画や小集団活動にある発
表会の練習など）。タウンミーティングや昼食会などの形でトップが現場へ出向
き、隠れた問題や悩みの実態を把握して、意見交換の中から方針の徹底（賛同
者と合意形成）を行いつつ、解決策を見出すもの。ゴルフや飲み会を開催して
個人的な融和と理解、本音の討論から、各種対策に人的な支援と活動への理解
を求めて行く方式などがあります。

会議はアウトプット(目的と出すべき結論)を明確にして
インプットを精査（有効な情報投入）～意思決定を！
という運営が重要です！
【会議・打ち合わせの効率化のチェックポイント】
□ 会議出席前に目的と想定される結論～筆記用具や資料などを、十分に準備し
て出席に臨んでいますか？
□ 会議の招集、出席者に案内や事前検討資料などを事前に渡していますか(会議
招集案内と議事次第などと求める結論などの事前連絡は十分ですか)？
□ 会議や打ち合わせ 3 分前に関係者全員が必ず着席していますか？
□ 会議や打ち合わせはスケジュール管理を確実に行っていますか？
□ 発言の無い方や無関係な方の除外などの対処をしていますか？
□ 目で見てわかる形態で会議を進行させ、結論の確認と議事録などは、（電子
黒板などの利用を含め）会議直後に配布していますか？
□ 結論が出ない状況になった会議や打ち合わせは一旦中断して、準備を十分し
た後に再開するなどの運用をしていますか？
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3-5 コミュニケーションの効率・有効化をさらに高めよう！
（１）あってはならないミス防止にコミュニケーションの技を使おう！
多くの仕事を共同でスムーズな展開を図るため、病院では多くのコミュニケ
ーションがなされます。そこで、コミュニケーションの有効性と効率化を高め
るために、情報の科学という研究を使い、
「目に見にくい問題を回避する」とい
う視点と、5S における“清潔＝問題発生の未然防止”の観点から整理して行く
ことにします。下図はコミュニケーションに対する国際的な規定を例示した
ものですが、この内
コミュニケーションに対する国際規定 （ISO9001より）
容を病院の各種の活
動に照らし合わせる
１，ISO9001の規程を参考にすると？
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
と、まず、病院長が
トップマネジメントは、責任及び権限が定められ、組織全体に周知されている
ことを確実にすること。
定めた方針の徹底の
5.5.3 内部コミュニケーション
トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションのための適切なプロセス
重要性がコミュニケ
が確立されることを確実にすること。また、品質マネジメントシステムの有効
性に関しての情報交換が行われることを確実にすること。
ーションの起点とな
規定を運用目的は
5.6 マネジメントレビュー
仕事の成果と
ることが判ります。
２，ホウレンソウ：報告・連絡・相談の目的は？
チーム一丸の情報
◆ これから起きる心配がある事項を早く伝えて
共有が目的！
要は、病院は地域社
問題発生の防止や緊急時に問題対処を確実に
する対策です！
３，人には感情がある。
会で活動するわけで
好き／嫌い
認められている？
すが、医療品質(含む
★ 時には感情が前に出て
貴重な情報や伝達内容を
サービス ) の 価値を
無視したり勘違いする例が
出ることがある。
あげ、相互に協力し
あって活動する、と
いう内部コミュニケーションの活用法です。ここに、マネジメントレビューと
いう項目がありますが、その内容を第三者が見て（ISO では監査という形で、
コミュニケーションの進め方を）評価できる内容になっているか？評価する対
処です。では、病院におけるコミュニケーションという目に見にくい情報をど
のように扱うべなのでしょうか？この問いかけに対する対策として重要なこと
は、項目の 2 番に書いた『ホウ・レン・ソウ』：報告・連絡・相談という手段を
使って、問題になりそうな内容を皆で察知し、情報共有～適格な対処を進め、
問題の未然防止を進める対策(予防)です。なお、ここに、多少の問題が内在する
ことがあります。その例を項目 3 に例示しましたが、善意で一生懸命、連携し
ながら仕事をする中でも、正しく伝えた情報が、時には誤解されたり、それほ
ど重要というように受け取られないため、抜け落ちや誤解を招く例が発生する
例などがあります。では、次ページに、極めて初歩的、また、病院ではあって
はならないコミュニケーション・トラブルの例を次ページに演習題の形で紹介
することにします。
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つまらないミス防止（続き）
設問５

Ｅさんは、ある患者さんから、「お宅のこの診療内容は問題だ！」といわれた。医局に伝えようと思っていたが、
つい、うっかり忘れてしまった。ある日そのことが新聞種となり大騒ぎ、患者さんの数が減った。

記入欄

この事件の発端は、ある冬の土曜日の夜のことであった。ナース室はすでにガランとしていた。 土曜は
半日なので、ほとんどの看護師は帰宅していたPM８時ころ、突然、電話が鳴った。このため、部屋の片隅
で残業をしていた新人のFさんが電話をとった。電話は、この病院が提供する重要な検査内容を各種試験をお願いして
いるY社へ伝える必要がある内容であり、「おたくの病院から頼まれた検査について、○○の指示が欠けている。早急に

設問６

◆◆の検査内容を月曜の昼までに連絡して欲しい。そうしないと、いま、冷却している試験片が変質してしまい。検査が
できなくなってしまうので、・・」というものだった。Fさんはこの仕事に全く知識がなかった。そこで、どうしようかと迷ったが、
「それは、来週月曜日の朝の連絡で間に合う性格のものでしょうか。」と聞くと、先方はしばらく考えた後、「午前中なら
何とか間に合います。それでいいから伝えてください！」ということで電話は切れた。早速、Fさんは要件を、メモに書き、
自分の机の引出しにしまった。明けて月曜日の朝、出勤してきたFさんは、自分の席につく前に上司につかまり、「この
書類をすぐ県庁へ届けてほしい」と頼まれた。そこで、Fさんはすぐ県庁へ行った。だが、先方で待たされただけでなく、
不親切な係官にイライラし、不機嫌な顔をして帰社、おそい昼食をとり･･････で、その日は暮れた。
翌朝になって、先方からの電話があり、彼女はハッと思い出した。だが、あとの祭りだった。連絡不備は大事件となり、
もはや、試験片は使えなくなったためだった。このため、病院としては、患者さまにお詫びして、再度の手術が必要に
なった。さらに、試験を頼んだ企業から大クレームとなった。その理由は、この事件の評判で他の病院からの検査を
しぶる状況になっていたためだった。
記入欄
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この設問は新人教育に使われてきたものです。コミュニケーション上の手続き
(プロセス)でトラブルを起こした方に対しては、単に、「馬鹿だな！」と言われ
る程度であり、ご本人も「しまった。○○をしておきさいすれば、・・・」とい
う反省だけが残ります。したがって、この種の問題を起こさないためには、病
院の勤務開始時に、対処法を学び、問題を回避することが重要です（この演習
題は新人用、コミュニケーション上のトラブルの未然防止のために用意された
ものです）。では、対策の要点を紹介することにします。
【設問 1 のガイド】忙しい上司にから受けた報告のあり方
このような事態を防いだり、問題なく報告する方法にはいくつかの方法があ
りますので、ここに紹介する内容を含めた対策がガイドされてきました。
① 多忙な上司には報告する時刻と報告に要する時間などには、何分で報告
と質問などを済ませるべきか？事前の了承を得る。
② メモを付け、報告内容を事前に机の上に置き、都合の良い時間に呼び出
してもらい報告する。
③ ①と②ができず、報告する場合は、5W1H を用いて、結論から報告する。
【設問 2 のガイド】上司依頼事項をぎりぎりになり延長を願う例
① 時間延長は相手の信頼を裏切る行為になります。そこで、まず、受けた
時に依頼事項が完了するまでの時間見積もりをして、指定時刻に十分
間に合うか否か？を考えた後、受けるか否か？や、間違えなく渡せる
時刻を報告する。
② また、依頼された内容に関しては、変更や追加、修正が考えられるので、
中間で報告することが重要です。
③ もし、依頼(約束)した時刻までに、依頼された事項が間に合わない場合、
相手が対策をとれる時間（例えば、上司が他の方に依頼することで期
限に間に合う時間を予測して）、遅れる可能性を伝える。
このように、「期限の間近になって、上司に延長を申し出る対処は一番ま
ずい対処である」ということで、この種の設問を扱うことをお勧めします。
【設問 3 のガイド】C さんに会議室の確保が頼まれたが、他人に頼み、その方
が忘れ、部屋を確保していなかった問題
C さんが部屋を頼まれた時点で、他人に部屋の確保をお願いしても、依頼さ
れた責任は C さんになります。したがって、問題発生後に発生する、頼んだ
方との口論や責任のなすり合いは無意味とお考えください。事前に、C さん自
身で再確認すれば、この種の問題は回避されていたからです。
【設問 4 のガイド】他所からの電話伝言と、上司が連絡していなかった問題
この問題も、電話を受け、他所の方に「2 時間以内に電話するように伝えま
す」と伝えた時点から、電話連絡の責任は D さんとなります。相手の方には
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こちらの環境や事情が判りません。また、約束時間まで待っておられると考え
るべきです。そうなると、「メモで伝えた」という程度で「自分は責任を果た
した、と考えないで下さい」ということになります。企業内の職位は外部とは
関係ありません。そのため、2 時間になる前に電話したか否か？を確認する。
上司がまだ電話をしていない場合は、相手先に電話して上司に代わって電話に
出ていただくという行動(電話連絡の強制執行)を取るべきです。人の言葉を信
用することより、コミュニケーションというプロセスが確実に行われたかいな
か？を確実にすべきです（ISO9001 の規定の運用、プロセスの確実化）。
【設問 5 のガイド】ある患者さんが「診療内容にクレーム」、しかし、放置
この問題の扱いは内容と程度が問題となりますが、内容によっては、早急な
対処が必要な例もあります。このため、
「聞き放しにしない」という注意と共に、
次のようなガイドがなされてきました。
① ホウ・レン・ソウ対策を活用する要点は、「問題の兆しがあった段階で、
即座に関係者に報せて問題発生を防ぐ」という点にあります。そうなると、
診断に対するクレームを聞いて放置したことが問題となります。逆に、関
係部門に早期連絡～対処が対策となります。
② 同時に、抽象的な内容では、対処ができないものや、患者さんが単なる誤
解だったりするものが混在する恐れがあります。そこで、「おたくのこの
診療内容は問題だ！」というクレームを受けた時、「具体的に何を問題と
お感じですか？」と問いかけ、5W1H で正しく、事実関係をつかむこと
が大切です。この種の内容は記録が必要です。また、患者さんが診療時に
医師からの説明を受け、確認したか？サインをして行ったものか？など、
診療内容の妥当性が確認できる内容となっていることが重要です。
病院によっては、時々、誤解やクレームの受け方が悪いという患者さん
のご不満が風評の形になり、根拠のない情報が問題になる例がサービス業
や飲食業では起きる例がありますが、皆様が働く病院でも、この種の状況
を対岸の火事として傍観しない対策を促した設問です。
③ 本来、この種の問題は直接関係者が対処すべき問題です。そうなると、ク
レームを受けた時点で関係部署と連絡を取り、その部門の関係者が対処す
べきです。この例では、この患者さんは、「クレーム内容を正す仲介をし
てほしいという要求を発信した」と考えて行動することが必要です。
【設問 6 のガイド】重要な連絡要請を F さんが電話連絡を受けたが、メモをと
った。しかし、忘れたため、大問題となった問題
この設問は、設問 1～5 の問題の連鎖のような事態で大事になった連絡不備
の事件です。連絡があった時点から翌日の午前中まで、多くの手が打てる機会
があったのですが、コミュニケーションのプロセス面では何も手が打たれてい
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ないという連鎖が、最終的に「起きるべくして起きた大問題！」となった、と
いう例です。では、順を追って、打つべき手を紹介することにします。
① まず、電話を受けた時点でメモを取ると同時に、
「こちらから担当者に連
絡させていただきます。しかし、何かあるといけないので、そちらから
も、FAX、または、メール、または、月曜の朝に、再度、詳しい内容を
担当者にご連絡をお願いします」とします。
② つぎに、メモは自分の机の上と、担当者の机の上に置く。できれば、赤
い紙、または、仕事に支障が出るくらい大きい回覧板（机の大きさのジ
ャンボ回覧板を使うところがありますが、とにかく、必ず目に触れて、
アクションが取れる方式）で、緊急伝達事項を伝える工夫をします。
③ 一般に、この種の緊急検査の担当者は緊急事項の連絡を責務にしていて、
休日でも携帯電話を受ける体制をとっています。そのような場合、休日
でも連絡を取り電話する(緊急連絡網の利用)と共に、相手側に緊急連絡が
あったか否かを聞く処置が必要です。
④ ③の手が打てない場合、F さんは通常より早く出勤すべきです。この種、
ゆとりを持った仕事の準備を、シミュレーション対策という言い方をし
ますが、
「出勤前に今日は何をすべきか？」手帳や当日対処すべき事項を
書いたメモなどを見て確認すべきです。こうすれば、忘れることもなく、
上司に「県庁へすぐ行って欲しい」と言われても、問題を発生させる危
険性が極めて低くなるからです。
⑤ F さんは、県庁で長時間待たされたようですが、④の対処が出来なくて
も、県庁で待つ時間に十分、関係者と連絡は取れたはずです。
以上、この設問は、対処すべき 5 点ほどが抜けた問題でした。この種のミス
は自分を卑屈にします。その意味で、正しいコミュニケーション技術という考
えで新人の時に教育してマナーや習慣づけすることが大切です。
（２）病院内のコミュニケーションの種類と対処法を整理しよう！
では、病院ではどのようなコミュニケーションの形態や種類があるのでしょ
うか？全体を図にしてみることにします。
「目は口ほどのものを言う」とか「阿
吽の呼吸」という言葉があります。この両者の意味は異なりますが、共通する
点は、言葉や文字という伝達でなく、相互に正しい情報の電波が行われる場合
と、勝手な解釈から違った行動や誤解が生じる点です。このため、次ページの
上に示したように、書いたものを渡しながら伝える。掲示板や IT 機器を利用
して情報の見える化を図るといった手段が取られてきました。また、伝言した
内容は復唱ということで、相手に伝わった内容（メモ書き願った要件）を紹介
していただき、その確実性を確かめることが日常的に行われてきました。
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では、右上図の
解 説 を さ せて い
●特に異常時の情報伝達と活用が
相手：見える化→わかる化→出来る化
た だ く こ とに し
大切です。
紙、掲示物…
（目で見て話す道具の利用はコミュニ
ます。コミュニケ
ケーションを助ける）
● どの情報伝達手段を使うのが、
ー シ ョ ン の目 的
仕事をしていく うえで最も確実、
楽で、早く、コスト、 時間が省略で
は 情 報 を 得て 何
きるかを考えていくこと が大切
ら か の 活 動を 進
伝える化の
め る 点 に あり ま
各種手段
す。そうなると、
電話、ファックス
伝えて、解って、
出 来 て 初 めて 情
表示ランプまで
自 分
報 を 伝 え た価 値
口頭で済むものは文書化しないこと（1/10の時間で済む）
が 具 体 化 され る
ことになり、この
中 間 に 「 見え る
病院で重要なコミュニケーションの形態
トップ方針と
化」などの情報伝
病院の方針・活動状況伝達（ トップ・コミ）
理念
病院活動と
タウン
ニュース
重要課題
公開説明～トップ
各人の役割
達 ツ ー ル が役 割
ミーティング
広報活動 講演・・教育指導
への対処
貢献度・
内容
活動の評価
を 演 じ る こと に
なります。
要求事項
関連企業や他部門との
「では、病院に
コミュニケーション
職場内コミュニケーション
朝礼・会議
おける対象は？」
顧客情報
打ち合わせ
連絡・・・・
と な る わ けで す
広報活動～
メール連絡
連絡・調整
クレームなど
が、右下に示した
PR・・・
図のように、病院
仕事の進行と強力・融和に必要なコミュニケーション
改善検討
指示徹底
親睦（互いを知る）
誤解や無理解
理解と強調
が 地 域 で 円滑 な
・・・
活動するために、
感情の対立
病 院 で 定 めた 方
針や規定、実施事
項や指示や伝達内容と、職場内が各種役割を果たし、他の職場と円滑な連携を
取ってゆくために必要なコミュニケーション、そして、個々人が、人間関係を
含めて円滑な仕事や協力や融和を図りながら気持ちよく役割を演じて行く活
動が、病院で行われるコミュニケーションの全体です。
では、
「病院では、何もかも、関与する情報をすべて流し、伝えれば良いか？」
というとそうでは、ありません。「仕事を行うための情報（やるべきこととチ
ェックポイント）は、必要な時に、必要なところへ、必要なだけ提供する」と
いうことが重要です。情報の科学では、このような注意を「冗長度が多い」と

病院に見るコミュニケーション・ツール

…
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レベルの高さ

行動

計画

いう言い方をしますが、無用な情報は不要とすべき処置がここに必要になりま
す。そこで、その要点を『情報の科学』の中から病院でも重要な内容を紹介す
ることにします。下の図の左側は最も単純な動物の行動と情報の関係をモデル
化した例です。図
情報理論（その１）情報入手目的と価値理論
にはアメーバが
描かれています。
最も単純な情報系
猫に小判現象
動物は意思を持
かなり
つと同時に計画
高いレベル
歓迎
を立て動きます。
少し高いレベル
動いた結果、自分
Ｐ
Ｄ
Ｃ
知っている
確認程度
判
ﾚﾍﾞﾙ
の意図や考えに
断
既に知って
余計・
いるレベル
合うと、次の計画
不要
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
を立てて動きま
す。しかし、図に
目的、目標と取っている
レベルに応じた情報提供を！
描いた餌ではな
行動が正しいか？を判断
内容・質・タイミング・理解のしやすさ
く、危険物に出会
うと、「計画と違
う、まずい」
という意思決定をして計画した行動に方向修正を加えます。以上、極めて単純
ですが、人もこれに似た行動が習慣づけられた行動の場合、無意識の内に行う
ことがあります。だが、そこで、「もし間違っていたらその時に修正しよう」
という行動をとります。しかし、これが、時には、ヒューマンエラーになった
り、十分な検討をしないで大きなミスをする。さらには、「知らないが、とに
かくやってみよう」という行動になることがあります。このため、危険性の高
い仕事には、チェックリストを用意する。大丈夫と思っても、再度、指差し確
認＋ダブルチェックで確実にすべきです。「人間は万物の霊長である！」と思
っても、その一部にはアメーバに似た原始的な行動が残っています。したがっ
て、「過信は禁物！」と考えた行動が必要です。
次の右側は『情報のレベル』という内容を絵にしたものです。「猫に小判」
という言がありますが、どのような重要、かつ、貴重な情報であっても、受け
取る側が理解できない、使えない内容であれば、相手に提供しても無意味にな
るという状況を示した図が一番上です。逆に、一番下の内容は「すでに知って
いるのにくどくどと伝える例です」これも相手には価値が無い対象です。一番
良い情報は相手が知らない、または、これから行動する上で知っておいて役に
立つ内容です。

99

次の右図の左側
の図は、ジョハリ博
ジュハリの窓
士が提唱したジョ
階層と情報の興味
ハリの窓理論を改
提供する側の行動
経営トップ： 方針との適合
あり
なし
の興味
決裁・収益性
良した図です。この
↓
↓
戦略・・・・・
▲ 期待
図は情報を提供す
適合
望む→
外れ
る側と受け取る側
中間管理者：
？ 何も
重点・緊急課題の
素晴
未知→
の関連を知る：知ら
起きない
対策～目標達成
らしい
ないと、望む：望ま
▲ 無駄
適合
希望→
しない 余計
ないという 4 象限
実務担当者：
のマトリックスで
詳細・具体論への
満足？
対処（調査・研究
示したものに、未知
・創案～各種対策）
（潜在的に知りた
い内容）を付加した
例です。この図を使ういと、相手が望む状態に対し、的確な情報を提供すると
「満足！」となります。さらに、潜在しているが表現されない(本当は欲しい
が要求になっていない)。だが、提供した、という場合は「感激！」となりま
す。逆に、希望しない情報は提供しない方が良いという内容が、ジョハリの窓
による情報交流の理論です。
図の右側の三角形は組織の形態を表し、そこに必要な(期待する)情報の種類
を記載したものです。この図からわかることは、組織のトップが求める情報と、
実務者が求める情報は情報の質が異なるという点です。実務者に経営の大きな
方向を話す場合、例えば、病院の拡張や新医療の導入などという話は、内容を
理解しても、具体的に、自分が何をすべきか？という行動にはなりません。立
場が違うし、権限も無いことが多いためです。これに対し、○○病棟に、患者
さんが来られるので、点滴や、診断・医療機器、・・・部屋のレイアウトや配
備や担当をどうするか？という、実務的な内容に対し、担当する皆様は、情報
を得ると、即座に行動します。このように、「役割担当に応じて有効な情報と
いうものは質が違うので、仕事の内容（期待するアウトプット）を見て、必要
な地位や立場の方に必要な情報(インプット)を提供しなさい」という注意です。
以上、『情報の理論』は病院で働く皆様が誰にいつ、どのような情報を提供す
べきか？というチェックポイントを与えてくれるガイドなので、ここに紹介し
ました。
情報理論（その２） ジュハリの窓と階層の変化

受け手側
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（３）コミュニケーションを阻む 5 つの心を知っておこう！
歴史を経た病院が持つ良い面は、人的に、お互いに考えていることがほとん
どわかる点です。だが反面、逆に、本来は説明や確認、チェックが必要な項目
に対し、手を抜く傾向が出る、ということが起きます。これもコミュニケーシ
ョンの問題のひとつです。特に、仕事が慣れ、人が特権を持つ形で仕事を続け
ていると、下に示した『主(ﾇｼ)化』現象が発生することがあります。
「慣れが見
る目を曇らせる」と
ある企業で重視してきたヌシ化
いう言葉がありま
言わなくてもわかるはず、ベテランだから、言うと
「余計なこと！」と思われるのでは、・・・・と気遣い
すが、この言は、人
１，組織にとって大切な行動
が集まり集団を作
問題を発見したら自分だけで抱えずに、必ず
俺流で問題
大騒ぎして組織全体の問題にする。誰かが発見
って活動を進める
なし！
した問題は全員で共有し。知恵を絞って解決する
という当たり前な行動を取る企業は良い企業
組織としては、常に
２，コミュニケーションの扱い
細胞同士の良好な情報伝達が人の健康を保つように、良い組織とは、社員同士の
注意すべき事項の
コミュニケーションが活発であることです。そして組織の問題に対して。社員同士で
取り組む。その結果がどれだけ強いかが、組織の力を決めるといえます。
一つとされてきま
好ましく無いが、人が陥りがちな傾向
した。そこで、病院
３，問題となるヌシ化
組織のルールづくりを邪魔し（新たな活動や融和、問題の放置や人任せ、人が困る
でも、一応はチェッ
問題に気づいても手を出さない。相談や手助けをしない行動は）、改善の芽をつんで
しまうヌシですが、気がつくと自分もヌシになっていた・・・ということも少なくありません。
ク願いたい事項と
なぜなら、能力の高い人、ベテランや一見仕事ができる人ほど「ヌシ化」しやすい。
して「コミュニケー
ヌシ化は組織をシヌ（死ぬ）化へ近づける。
ヌシ化は組織をシヌ化（死ぬ化）へ近づける
ションを阻む 5 つ
の心」を下に記載
することにします。もし、この種の例が蔓延すると、やがて、本来、伝えなけ
ればならないこと、皆に嫌がられるかも知れないが言うべきことなどが、情報
として伝わらなくなり、やがて、何らかの問題を起こす要因になるためです。
(ｲ) 誰が伝えてくれるだろう
依頼心
(ﾛ) ある程度、まとめてから伝えればよいだろう
横着心
(ﾊ) 下（または）上はこの程度は知らなくてよいだろう
かばいあい
(ﾆ) 悪い情報を上に伝えると関係者に気の毒だ
老婆心
(ﾎ) 自分だけが知っているとして情報を個人持ちする
優越感
【コミュニケーション円滑化のチェックポイント】
□ 知っているはず、ということで情報を伝えない、ちょっとした注意をしなか
ったことが、後で心配になることはないですか？
□ 目で見る管理など、必要な時、必要な場所で必要な注意やチェックポイント
が確認できる環境を整えていますか？
□ アウトプット（期待する行動）に必要を簡明に伝える工夫をしていますか？
□ 重要な伝達事項は復唱と中間で進行をフォローしていますか？
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3-6 時間活用術で、更なる効率向上と“ゆとり”づくりを進めよう！
再度の整理となりますが、5S 改善の目的は、①改善を進めた結果、安全・
確実・経済的で、楽で早い仕事の追及の結果、職場の美化も得る（すっきりし
た働きやすい職場環境づくり）。②物や情報、医療機材や薬品などを間違え無
く取り置きする環境づくりで、ヒューマンエラーの発生危険性がある箇所を無
くす。③改善で得たゆとりと共に、相互に高い融和でムダの無い連携した仕事
を進める対策です。このため、ここまで①と②は整理・整頓対策で、また、③
を清掃・清潔対策で進めてきました。では、つぎに「効果的・病院で働く皆様
がゆとりをどのように生み出すか？」という対策を紹介することにします。
（１）筆者談で恐縮ですが、価値ある仕事と時間活用の実態は？
お恥ずかしい筆者体験談ですが、下の図は「時間活用への気づき」超・時間
活用術との出会いをした内容です。筆者が日立金属㈱在勤時代、アキレス腱を
切断して東京・目黒のある外科病棟へ緊急搬送～入院という事故です。以下、
恥を忍んで体
筆者談
験談を記載す
「若手のホープ」と言われ
ることにしま
名医の宣告
朝7：30～11：00まで毎日仕事
「血圧、心臓負担で
す。目的は「目
10年持ちません！」
運動不足と、欲求不満で
食べ過ぎて、８５Kgのデブ
に見え難い時
間と仕事の関
ショック！
連」です。
運動を開始
① いつもやるべき
筆者が 30 代
と思っていた仕事が
机上で涙していた
アキレス腱切断
の頃、筆者のよ
② 誰もやらなくて良い
仕事は誰もやって
初めての救急車
うな若手は皆、
いなかった。
で外科手術
③ 誰かがやるべき仕事は
多忙な状態で
戻ってきた。
仕事をしてい
一体、私は何なのか？
ました。当時、
筆者は本社の
技術本部という間接部門で仕事をしていたわけですが、朝 7 時過ぎから夜は 22
時過ぎまで、という状況でした。当時、このような仕事をする方々を『企業戦
士』と呼んでいましたが、筆者も皆に頼られ何でもこなすことに誇りを感じな
がらの毎日だったわけです（懇親会の幹事から、労働組合活動も含め、ほとん
どの仕事をこなす状況でした）。しかし、いくら若くても疲れます。このため、
土曜～日曜は死んだようになって布団人間の生活を続ける状況でした。ちなみ
に、ようやく日曜の昼ごろ起きて子供を遊ばせるという程度の休日の繰り返し
でした。このような毎日だったため、学生時代 55Kg だった体重はやがて 85Kg
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になり、動くのもつらい状況でした。しかし、
「周りからは頼られる人」であり、
自分もこのことを自負していましたが、やがて、定期健診で高血圧と糖尿病の
危険が言い渡されました。そこで、ダイエット対策を兼ね、運動を始めました。
中学の頃、すこしかじった剣道の開始です。ところが、十分な準備運動にもか
かわらず、道場での練習が終わり、友人から「残業を！」ということで、もう 1
本稽古という時にアキレス腱を切断、救急車で病院へ移動となりました。この
時、筆者は「明日からの仕事に支障が出る！」ということで、無理を頼み、救
急車の電話をお借りして上司と連絡を取りましたが、幸い、上司と連絡が取れ、
上司もあわてて病院に駆け付けてくれました。この状況で、医者の手術を待っ
ていただき、仕事の引き渡しです。3 時間程度だったと思いますが、お医者様は
かんかん、その後、手術となりました。その時点で、筆者は死んだように寝て
しまいました（手術後、3 日間はほとんど意識が無い状況でした）。周りの患者
さんから後でお聞きした話では、
「食事はしていたよ。だが、終わるとすぐ寝て
しまった」ということであり、お医者様からは「たまった疲れは、アキレス腱
を切断に最も関係した内容である！」と、ご注意を受けました。
21 日間の入院後、ギブスも取れ、松葉つえをついて出社しました。この時
「仕事はどうなっているのだろうか？」と思ったわけですが、下に図化したよ
うに、①やらなくても良い仕事は、誰もやっていない。②どうしてもやらねば
ならない仕事は
仕事の区分は？
① 自分時間？
分担して、誰かが
② 他人時間？
やっていただい
③ ムダ時間？
病院業務の中身を分析すると？
ていた。そして、
③私が理想と考
どうしても
やらねばならいが、
やらなくてよい仕事
え、「いつかやら
自分が行う
誰でもできる仕事
仕事（Must）
ねば！」と思って
人に頼める
いた仕事は誰も
投入工数に
仕事（費用がネック？
比べて、価値が
やっていない、と
今、着手
薄い仕事
いう状態が判り
すべき仕事
人に頼むべき
仕事（その方が
全くやらなくて
ました。また、③
効率良い仕事）
よい仕事
後で、着手
が私に訴えかけ
（ムダ）
すべき仕事
てきたため、
涙が止まらない状況でした。この時、筆者は、
「いったい、私は今まで何をし
てきたのだろうか？これでは、自分の人生も存在価値もない！」と思ったわけ
でした。特に、「仕事はしてきた。だが、ムダばかりではないか？しかも、私
などいなくても会社は円滑に活動してきたわけで、私の存在価値は全くない」
ということを気付いたからです。だが、
『ケガの巧妙』です。この時の仕事は、
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IE という仕事の改善法を工場の皆様に使っていただく指導が主な仕事だった
わけですが、
IE を自分に使っていなかったという反省が生まれたからでした。
やがて回復とともに、①の、余り価値の無い仕事は超・短時間で済ませる工夫
を進めました。また、②は、仕事の流れを分析して改善し、1/10 程度で期待さ
れるアウトプットが出る方式に改善しました。その結果、③を進めることがで
き、その後の企業人生に多少とも価値ある仕事ができたように思います。
では、その時に目に見難い対象ではありますが、仕事の実態を把握～改善し
た手法を紹介することにします。下に記載した表が仕事時間の実態把握法です。
実態分析は、小さ
① 本日目標とする内
なメモと自分の腕
容や経過を書き今日
個人別時間分析表の記載例
の活動意義を示す。
時計で行います。時
間は 10 分単位とい
本日のアウトプットと時間値の目標
う粗い区切りで結
② 今日行う仕事の内容
とアウトプットを主要
構ですが、実施した
項目として記載する
終了後に記載しま
③ 自分の時計を用い
本日の苦心と反省点
て掛かった実績
時間を記録する
す。また、単なる時
④ 仕事を見直して、
同時に、改善点も
改善すべき項目と
メモする。
間分析では自己管
要点を書く
改善点：
理や改善が的確に
行えません。そこで、
① 上司コメントと目標達成状況
⑤ 月間実績時間に日々の時間集計値
の支援とフォローを願う。
と改善内容を記載して改善効果を
把握しながら、更なる改善を進める。
P-D-C 方式で、そ
の日に行うことを
(期待するアウトプット)を、目標管理として記載し、大まかな計画とします。
後は、仕事を実施した都度、反省点や改善を記載しました。同時に、改善によ
る低減時間の見積もり値なども記載しました。記載の要点は表に記載の通りで
すが、後は、項目毎に毎日経過を記載し、現状分析と同時に改善点の列挙～見
積もりを進める方式です。この分析を 1 ヶ月ほど行うと、①何に時間を費やし
ているか？②仕事の構成から見て改善できる内容がないか？③大幅な時間低
減を段階的に図るには、何をすればよいか？といった検討が進みました。『自
分の仕事の実態の見える化』が実現し、改善が進みました。
以上、個人時間分析手法を紹介しました。病院でお働きの皆様には、多忙な
毎日とは？という時に、その実態がどうなっているか？をつかみ、改善し、ゆ
とりを生む対策に、ここまで紹介した対策がお役に立てば幸いです。
図表５－９

個人別時間分析用紙

氏名：

月日：

8:0
9:00 0 （例）朝礼
10:00
11:00
12:00

14:00

18:00

15:00

19:00

16:00

20:00

電話対応

本日の方針：

メール整理

17:00

上司コメント
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（２）間接業務のムダを見る視点を身に着けよう！
「日本人は勤勉である」とされています。しかし、仕事の仕方は？と問うと、
多くの改善点があります。古い話で恐縮ですが紹介させていただくことにしま
す。1990 年の半ば、日本企業の生産性向上を飛躍的に高める指導したきっか
けになるマンデル博士が日本を訪問された時、筆者は、講演会で、「日本の製
造業は世界一流の生産性を達成したという評価を受ける時代になりましたが、
事務を中心とした間接やサービス業の生産性を世界一流のところと比較する
と、どのような状況とお考えですか？また、今後、何をすべきでしょうか？ご
教授をお願いします」と質問したことがあります。すると、博士は、名古屋大
学の熊谷先生と共に、下に示した内容と、次のような説明をされました。
なお、その内容は、
超・時間活用術の視点
次のような説明
マンデル博士と熊谷教授の解説
でした。「間接業
良い課題
課題に
仕事の
時間利用法と
務は 4 つの見方で
間接業務 ＝
の
× 取り組む × 早さ
× 道具の活用法
の生産性
選び方
手順
準備~会議
ＩＴ化を含めて
解析します。①課
１
１
１
１
１
＝
×
×
×
題の選び方：ムダ
５
１．５
１．５
１．５
１．５
なテーマを選ん
で活動する対策
意識しないと見過ごすムダの例
まずい仕事
を意味しますが、
① 探しまわるムダ
③ムダに歩くことが多い
⑥時間意識が低いムダ
1/1.5 です。②課
②待つムダ
⑦手間の掛けすぎ
待たせるムダ
題に取り組む手
課題
⑤判断に
迷うムダ
⑧能力不足
順は、工程分析的
に仕事の進め方
を分析します。
その結果を世界一流の進め方と比べると、インプット(努力や情報収集など)を
盛んに行えば、やがて良いアウトプット(結果)が出るはずである。と思って活
動する日本のやり方は、アウトプットを決め、必要なインプットだけを行うと
いう海外一流企業に比較して 1/1.5 となる」というご指摘でした。そして、③
は「段取り上手は仕事上手」「仕事は段取りの差で決まる」という内容です。
本書でも、ここまで紹介したように、「目に見える整理・整頓、目に見にくい
改善対象をはやく改善しなさい。そうすれば、1/1.5 の差は無くなります」と
いう説明がなされました。最後の④は「IT 活用を始め、英語圏では 26 文字で
すべてのコミュニケーションが済むわけですが、日本では、漢字、ひらがな、
かたかな、ローマ字利用のすべてが必要なので書類作成などに 1/1.5 の比率で
差が出ます」という解説です。先に恥を忍んで紹介させていただいた筆者談、
また、その後、筆者は米国赴任 3 年の経験、さらに、2006 年に社会経済生産
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性本部が OECD の調査レポートを紹介しましたが、国際比較でこの分野の生
産性がまだ 19 位であることを見ると、前ページの下に記載したようなムダを
仕事として考えて扱うことに大きな問題が、まだ、日本人の仕事の進め方には、
多く残っているように思います。
では、ここで、もうひとつムダの解析法を紹介することにします。これは、
ある病院の医局への電話や問い合わせの状態(頻度：回数)を分析した例です。
病院という仕事は
電話など、頻度の多い業務の改善
患者の皆様の健康
頻度が少ないが、回数の多い仕事の分析法
実績収集
回復と維持を受け
持つ仕事です。また、
「医は人術」という
言葉が意味するよ
うに、患者さんに信
改善はＥ，Ｃ，Ｒ， D，Ｐ，Ｓで
Ｅ（省略）
頼と安心を与える
Ｃ（結合） Ｄ（分割） Ｐ（平行） Ｒ（置き換え）
ためには、一種のサ
Ｓ（単純化→自動化）
ービス業的な局面
を持ちます。この種
ムダのカット
の業種では、電話や
相談ごとは、当然で
すが、ゆとりの有無
が、患者さんと接する時の安心感や信頼感に大きく関与するのではないでしょ
うか？このような観点で、このような顧客対応を見ると、電話の問い合わせへ
の対応などは大切な仕事となります。しかし、お客様にとっては、「知りたい
ことが判ればよい」とか、「確かめたいことがあり、その情報が入手できれば
安心！」という例があります。このような視点で、上の図は同じ問い合わせの
繰り返しをグラフ化したものです。だが、このような分析をご覧になると、読
者の皆様は、「1 件づつの対応は重要だが、IT や携帯電話＋メールなどが進化
する時代にあって、同じ問い合わせへの対応に別の手段が使えないだろう
か？」という疑問がわいてくるはずです。また、この視点で見ると、この種の
サービスを改善する方法は多数あります。例えば、ある病院では、筆者が静脈
瘤の診断に行くと、待合室に病気の解説や治療内容を詳しく解説したビデオが
あり、待ち時間に内容を見ているので、お医者様との相談は必要事項だけで済
む。また、多くの心配ごとに答える内容だったため、相談内容は適格なだけ、
短時間の対応に終わった。また、別の病院、皮膚科では、疾患に関するパンフ
レットと解説書があり、それを読むだけで質問や問い合わせ事項が短時間で的
確になった例もあります。要は、心配する内容を患者さんが問い合わせする場
項目

発生頻度

医療の問い合わせ
医療費の相談
技術的な相談
日程確認
・・・・・・

18
16
14
12
10
8
6
4
2

・・・・・
・

・・・・・・
・

日 程 確認

技 術 的な 相 談

医 療 費の相 談

医 療の問 い合 わ せ

0
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合、1 件づつ問い合わせとなるわけですが、病院側は同じような質問を繰り返
す例が不要になったり、短時間で済む仕事に改善されるはずです。
以上、目で見にくい仕事の時間に対する対策法を例示しました。だが、この
種の改善の継続は大きな改善へ道を広げるきっかけとなります。5S 改善では、
日々、問題意識を持って行う改善を『日々改善』いいます。0.1％程度の改善
を意味するわけですが、継続すると、先にホップの章 P.15 で紹介したように、
3 年で 2 倍という内容になります。問い合わせの対応やサービスなどの小さい
ムダ時間は「塵も積もれば山！」となります。この意味で、是非、下に記載し
た病院サービス向上を高める対策と共に、ここまで紹介してきた内容の活用を
お願いする次第です。

【時間活用術から見た仕事を改善するチェックポイント】
□ 多忙な病院の業務に対し、自分の仕事と時間の関係がどうなっているか実態
を自己時間分析で解析していますか？
□ 病院におけるサービスの繰り返しが多い仕事はありませんか？あれば、何か
他の手段で行う工夫が考えられませんか？
□ 日々の小さな改善の継続が、ご自身の力量向上や効率化＋ゆとりづくりなど
の関与するわけですが、ご自身でこの扱いをどのように進めてきましたか？
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3-7 目に見にくい問題の全てをピックアップ、見える化対策へ！
病院では、
「残業が多くて大変、人の補充を・・・」
「部屋が狭く緊急時の活
動に支障が出る」
・・・
「毎週行うミーティング時間が長く、立って聞くのがつ
らくなる」
・・
「皆で決めたことを守らない人がいて、そのカバーが不満」
・・
「不
慣れな方の教育に時間がとられる」
・・
「困っている実情が理解されない」とい
った、目に見にくい問題が残存していることがあります。その種の問題は、職
場にいれば、その職場で必ず遭遇する問題です。また、個人で抱えて悩むべき
か？抱えて苦労すべきか？という例が時々あります。だが、これは、個人の問
題のままで放置すべきではありません。その職場に配属された方が必ず同じ問
題に遭遇することになるからです。そこで、以下、このような問題を「要求」
という形でカードに表現して、ウエイトづけ、知恵を集めて問題解消にチャレ
ンジして行く対策法を、手順と共に、紹介することにします（なお、例えば、
ご夫婦や家庭などの問題は、病院外のテーマなので除外します）。
【手順 1】困っている問題の列記
下に示した表は、ここまで解説してきた 5S 改善対策を病院内で見直すため
に例示したチェックリストです。だが、理想（あるべき職場）－現実＝改善ギ
ャップで見ると、困った問題とは、単に下のような表を参考に列挙する問題だ
けではないようです。先に紹介した、例えば、「残業で大変、人の補充を！」
と いった例のよう
忙しさからの脱皮に必要な５Ｓ的な問題対策項目の例
に、問題を感じ
Ｎｏ．
チェック項目
チェック欄
ているが、これ
１ 職場は書類や機材、ＰＣなどが整理・整頓されているか？
２ 必要な書類、情報、機材、薬品などが、必要な時、必要なだけ、ワンタッチ取り出しが
は氷山の一角で
可能か（逆に、院内に不要なものが置かれたままになっていないか）？
あり、その下に
３ 必要なものの入手時、間違えないおき方、色別、チェックが容易で確実にできるか？
４ 伝言はメモ、確認、復唱など、間違えが置きにくい工夫や表示がなされているか？
は、仕事そのも
５ ナースステーションなどの表示は今必要な情報だけが掲示されているか？
６ 受付の表示やアナウンスは患者さまが混乱や誤解しない表示やアナウンスか？
のの改善、他部
７ 汚れた制服、乱れた制服～院内感染を招くような汚染物質の残存はないか？
署から応援が欲
８ 廃棄物の区分、場所、管理は規定どおり運用されているか？
９ 作業性、歩く距離が多い棚や保管場所は無いか？
しいといった内
10 ヒューマン・エラーを起こしやすい手順や聞き間違えが置きやすい環境は無いか？
容（職場により
11 忙しい、ルールが無い、わかりにくい、違反が起きやすい仕事や箇所は無いか？
異なる仕事のき
仕事の要点
① 「後工程はお客様」の考えで、取り置きのムダが無いように格納
つさなどのム
② 今必要なものを必要な時、必要なだけ、は手術台の道具準備の考えで
③ 仕事は前準備＋仕事＋後始末から成り立つ、後始末が次への準備に
ラ）、さらには、
なれば、５Ｓ効果は抜群です。
各人の力量向上
に対する要求、
・・・・会議や打ち合わせ時間のムダを減らして欲しい、
・・と
いった多くの問題が隠れていることがあり、このため、この種の問題は中身が
判りにくく、職場では誰も手が付けられてこない例が発生することがあります。
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そこで、下図のように、ポストイット 7.5 ㎝角の用紙(カード)を用意して、1
問題 1 葉で 1 問題－1 事例－1 要求の記載を進めます（先に紹介した「仕事が
多忙で・・・」というものは、数枚になるはずです）。このように、カードに
は、まず、問題と感じている
目に見にくい問題をカードに記載する方法
事項、例えば No.1：
「残業が
目に見にくい問題－事例－改善対象×要求明確化の考えで書く
多い。人手不足」のように問
題を書きます。次に、その下
１，問題を書く
に、No.2：「例えば？」と問
２，問題に対する１事例を
具体的に書く
い、何が問題となって残業が
多いのか？を事例紹介の形
３，要は？と要求事項を
示す。
で問い、内容が判ったら記載
します。例えば、「新人が配
属されたが、まだ、仕事に慣
れていない。このため、手伝
いや、カバーするのが大変である」と書きます。このように事例を書くと、多
くの問題を示す実情が明確になります。まず、このように、1 問題→1 事例で
記載をお願いします。また、カードの記載には、下に示したガイドをご参考く
ださい。ここまで、記載すると、「このカードに記載した問題と事例がどの
ような改善を要求し
ているのか？」が明
困っている問題を列挙する視点
確になります。この
困っている問題の列挙
場合、新人の不慣れ
経営者の
病院での待ち時間クレームがあり。何とか
悩み
したい。残業が多く、人でも足りない・・・
が 問 題 な の で 、
No.3：要求は「早く、
職場の
疲れる、危険である。服が汚れる。
問題
新人とベテランの差が大きい。・・・
新人に仕事の教育を
医療費支払いの対応が遅い、患者の要求
顧客の
図って欲しい！」と
を聞いてくれない。・・・・・・・など
クレーム
なるでしょう。以下、
経営者
医者
実務者
カードの例
ここに記載した要領
ﾃｰﾏの創出に当たっては、まず、困っている問題を書くことが一番近道と考えます。具体的には
で、1 件 1 葉で問題を
マネジャーの方々、現場の方々、スタッフの方々、全ての方々から、１人１０件～３０件、仕事を
見直しながらカードに問題を書いてゆきます。問題列挙に当たっては、理想－現実＝改善点の
書き、1 事例、1 要求
考え方を使うと有効です。
方式でカードを作成
します。なお、この問題の場合、他にも事例があるかも知れません。そのよう
な場合、1 枚に「こういう例もある。これもある」と書かず、1 づつ分けて記
載をお願いします。また、カードを記載した時点で「とんでもないことを言う
人だ！」という評価や批判や、「即、対策を考えよう」という行動に入らない
ようにお願いします。
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５Ｍ＋ Ｉ

【手順 2】アイデアバンクへの登録
作成したカードは「改善要求の位置づけ」とうことで、一旦、下図の上に示
したアイデアバンクへ入れます。このマトリックスは縦軸に改善要素(要因)
横軸は病院で
成果と考える
アイデアバンクの様式
要件を記載し
アイデア・バンクへの登録
たものです（経
経営効果
品質
ｺｽﾄ
納期
安全
志気
集めたカード
要因
営効果と名付
物＝設計
けられる項目）。
設備
しかし、カード
計測
を見て分類は
方法
しないようお
要求をつかみ縦軸の
要因（改善対象）と、
人
願いします。各
改善後の効果の欄へ
位置づけする
情報・管理
カードが要求
する内容の設
要求ｶｰﾄﾞはﾃｰﾏ・ポケット・マトリックスへ登録します。この表は対策要因を縦軸（5M+I）。そして、
定を間違える
横軸には、対策が完成したとしたら得られると目される効果が記載されています。ｶｰﾄﾞは項目を選び
位置づけを行います。
と、以降の改善
に適格性を欠
く恐れがあるためです。では、その種の例を紹介することにします。左下の図
をご覧ください。この例では、「うちの上司はやる気がない！」というカード
ですが、「上司
アイデアバンクへの登録前のチェック
は人である。や
る気が無いと
要求の把握
収集したカード
なると、右上の
経営効果 →
志気である」と
経営者
いう解釈を行
アイデアバンク
スタッフ
職場
＝ﾃｰﾏ・ポケット
ってマトリッ
例：うちの上司はやる気がない！
・マトリックス
クス上に置く
事例を聞くと、仕事の伝え
方がまずく、やる気のない
要求
分類
方式を分類と
上司と思った、ということ
位置づけ
人の問題
だった。対象：人→方法、
言います。この
やる気と分類
対策後の成果：時間節約
処理の欠点は。
次に、集めたカードの分類方法を示すことにします。カードは、そのまま分類してはいけません。
内容を間違えてとらえるからです。例として、「うちの課長はやる気がない！」という問題が現場か
「要求を聞か
らあがってきたとします。その内容をよく聞くと、上図のようになりました。このように、提出された
問題は要求、と捉えることが大切です。
ない行為」とな
るからです。
事実、この例では、「上司として不適任である！」となり、本質をついた要求
の解釈から離れる行動になる恐れが発生します。そこで、この 1 問題に次ぐ 1
→
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事例を詳細に記載してもらいます。すると、この例では、
「情報の伝え方(方法)
が未熟で、ムダな仕事となった」となり、問題の要因は“方法”、横軸の経営
効果は“努力した時間が無駄になった＝納期・時間”の欄に位置づけられ、的
確な対策と共に、問題の発生を防止する策が選択される可能性を高めます。
以下、集めたカードをこの説明を参考にマトリックスへの位置づけを願うわ
けですが、実際にこのカードを置くときに次のような議論が出ることがありま
す。「上司の教育がなされていないということは、病院の管理体制や情報伝達
という問題もある」・・という解釈です。しかし、“・・・も”という発言は、
付帯的、付加的な内容です。したがって、この種の解釈は無視してください。
「・・が問題」ということで縦軸は 1 カードに 1 枠の割り付けをお願いします。
横軸も同じです。「上司の指示がまずく、時間がかかると残業代も嵩む。あわ
てて仕事するとヒューマンエラーの誘発になる恐れもある。・・・」という解
釈も、すべて「・・も」です。直接的な影響、
「・・が」は、
「上司の指示方法
が不備で時間“が”かかった」わけですから、横軸は時間の欄だけを選定して
ください。
以上、カードをアイデアバンクというマトリックス上に置く方法の解説をし
ました。この内容は実践すると体験となりますが、マトリックスにカードを置
く際、再度、要求を正しく確認して、要求をより明確にして行く処置は、以降
の対策案の創出の適格化へつなげる効果的な準備となります。
【手順 3】カードのウエイトづけ～抽出と改善案づくり
手順 2 までの手続きは、個々のカードに訴える問題の改善要求を正しく把握
する手続きであり、まだ、病院として、職場として、その問題を取り上げるか
否か？は決めていない状態です。そこで、次の手続きはウエイトづけという評
価に移ります。で
“ウエイトづけ”から、１問題・１対策スピード改善法へ展開
は、評価法を解説
す る こ と にし ま
５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ
す。評価は感性で
記載例
重要性
効 果
容易性
関係者が集まり、
５×４×４
５：極めて重要
５：極めて高い ５：極めて容易
討論しなが ら 3
４：かなり重要
４：かなり高い ４：かなり容易
つ の 基 準 で行 い
３：まあ重要
３：あるだろう ３：まあ出来るだろう
２：あまり重要
２：余り期待
ます。各項目とも
２：少し困難
ではない
出来ない
と思われる
5 点法で行います。
１：全く重要性
１：効果無し
１：不可能である
はない
点数は、個々のカ
ー ド の 上 に記 載
ﾃｰﾏ・ポケット・マトリックスの各枠の大きさは限られ、一カ所にたくさんのﾃｰﾏは置けません。また、
しますが、掛け算
経営的には、重要性が高く、効果も大きく、早く出来るものを上にした方が、実施面でも有効です。
このため、次のようなウエイトづけを行い、ランクの高いｶｰﾄﾞを上部に置いて行きます。
は不要です。
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アイデアバンク（テーマ・ポケット・マトリックス）の枠は限られています。
そこで、各枠内の全てのカードに評点を付けた後、重要性が高く×効果が大き
く×容易性の高いカードを上に、その下に、次のウエイトのカードを置くとい
う置き方をします。そうすると、「早くできる。早くやれ！」という性格のカ
ードが上に浮き上がってきます。また、この整理で目に見えない問題の対策が
進む環境を提示することになります。ここから先は、既に写真やビデオを使っ
て行ってきた改善前後の表示と同じ下の図の改善前後と効果の内容が文字に
なるだけです（文字以外にも、フローチャートや何らかの挿絵などを使うこと
がある）。
以上、目に見にくい問題を清掃する、また、今後起きそうな問題を清潔思想
で予防・リスク対策する方法を紹介しました。
「5S 改善では“躾”が最も重要」
というわけですが、ここまでに記載した問題発見意識～改善を基に、身＝自ら
が先頭に立ち、美＝一流の仕事を追及するという身＋美＝躾については、全面
的に解説したので、ここで、再度の解説をすることはしないことにします。読
者の皆様には、更なる価値ある病院でのお仕事の追及と、地域の患者さまに、
より信頼され、頼られ、感謝されるお取り組みを願う次第です。
【ご参考】改善前後（Before After）のまとめ方
整理・整頓に対する改善前後は下に示したような表現ですが、ここで扱う目
に見にくい問題に対するまとめは、提案書の形で次ページの図のようになりま
す。違いは、
「写真が文章に変化した」とお考え下さい。

112

【事例紹介１】 注射室のミキシング・スペースが狭い！
目に見にくい問題のピックアップ→改善案発掘まで
では、手順 1～手順 3 を追う形で事例をいくつか挙げ、対策法を研究した例
を紹介することにします。以下に紹介するテーマは写真やビデオを使って行う
べきテーマと、その背景にある、「テーマをなかなか取り上げてくれない」と
いう要求を明確化した後に、写真やビデオ解析を必要とするテーマと言う例で
す。このため、目に見にくい問題として挙がってきた問題です。では、早速、
この事例の解析に入ることにします。
【手順 1】困っている問題の列記
問題を「困っていることとは何か？」と問うても、いつも当たり前に行い、
習慣づいてしまうと、人は不便さというものを意外に感じなくなります。先に
紹介した「慣れが改善の目を曇らせる」現象です。だが、理想－現実＝改善ギ
ャップの見方で、
「確実な仕事は当たり前、もっと、早く、楽に、できないか？」
と問いながら、看護師の方々が行っている仕事を見直す。他の職場の方に試し
ていただく、見ていただく・・・と、というようにすると、意外に今までやっ
てきた仕事の問題が明確化する例は多いものです。
「注射室のミキシング・スペースが狭い！」という問題は、このような取り
組みで挙げられた例です。では、1 問題→1 事例→1 要求の書き方を例示するこ
とにします。この例では次のような記載がなされました。
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① 問題：注射室のミキシング・スペースが狭い
次は事例の列挙です。そこで、「例えば一例ですが、何をする時に狭いと
感じるのですか？」と聞くと
② 事例：「注射液を準備した後、次の点滴を用意しようとすると、場所が無
い！困ってしまいます」という答えが返ってきました。これで、1 事例の
内容が明らかになったわけですが、「それなら、早急に○○のようにレイ
アウトにすればよいではないか？」と言い、もし、有効な具体策が出たら、
この段階で、改善案に移っても結構です。しかし、この例はそのような単
純な内容では無いようです。さらに、要求を名詞＋動詞の形で示して、そ
の内容を、更に、探ることにしました。「では、再度、確認しますが、こ
の例では、何を、どのようにして欲しいのでしょうか？」と問うと、
③ 要求：「検査時の持ち出す注射液を置く場所を確保して欲しい」と、カー
ドを記載した方が、お答えになりました。
「なるほど、・・」ということで
したが、これで、「問題の背景にある要求を確かめる」という手続きは終
わります。
この例の場合、カードをお書きになった方が、質問に的確に答えたので、要
求する内容が明確になったわけですが、「無記名の方が問題カードを挙げやす
い」という職場もあります。そのような時、この種の要求を正しく聞くことが
できません。そこで、そのような場合、ここに記載した例を事前に示して記載
願うという手を使います。しかし、それでも「記載されたカードの意味が解ら
ない。記載者も判別つかない」とケースが発生することがあります。そのよう
な時には、意味を取り違えて扱うことを避けるため、
「このカードは○○の意味
ですか？内容が判らないので再度○○日までに再提出をお願いします。そうし
ないと、改善検討ができないため、ご協力を！」として掲示板などに貼り、再
提出を求めます。特に、事例が抽象的な対象、要求が判らないものや数件の要
求が 1 つのカードに記載されたものは、1 問題→1 事例→1 要求の形で修正を願
います。また、この手続きで、（1）事例や具体性の無い問題は扱えない。今ま
で、
（2）職場で取り上げられなかった理由は意味が解らないためである。
（3）
「何
でもかんでも不満を挙げればだれかが、何とかしてくれるのでないか？」とい
う考えから、関係者に「難しくても、皆で知恵を集めた改善を願うためには、
真の問題を知っていただこう！」という考えになっていただく指導がなされる
はずです。ISO（国際標準化）の規定に「事実に基づく意思決定」という条項が
あります。
「実態の無い対象に取り組むべきではない！」という示唆です。この
種の内容は目に見にくい問題の対策に重要な注意ですが、このような条項を知
らなくても、ここまでに記載した手続きを進めれば、自然に、提出されるカー
ドに記載した要件は、事実に基づく内容になるはずです。
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【手順 2】アイデアバンクへの登録
つぎは、5M＋I（英語の頭文字をとった、人、方法、計測、設備、物＝設計と
いう 5M と管理・情報：I）という問題発生対象を縦軸にして、横軸に Q～M（Q：
品質改善、C：コスト低減、D/T：納期と時間の改善、S/E：ケガ防止など安全
とエコ対策、M：モラルと自己育成、改善力向上）という経営効果をマトリッ
クス化した枠にカードを割り付ける手続きに入ります。その状況は下に示した
写真と、その右に記載した手順で行いますが、以下、今回の事例を基に、アイ
デアバンクというマトリックスへの割り付けを解説するとにします。

アイデアバンクへの割り付けの際、よく起きる間違えは、
“分類”という処理
です。例えば、先ほどの「注射室のミキシング・スペースが狭い！」という問
題を、
「スペースが狭いというなら、場所の確保が必要だ！そうなると、スペー
ス改善が対象になるので、縦軸はスペース：広さなので“計測”、スペースが狭
くて困るのは人、ヤル気をなくす仕事だ！そうなると M の“モラル低下”であ
る。・・・」とする方式です。この処理の問題点は、真の要求を正しく聞いてい
ないばかりか、目に見にくい対象を単に「困っているから、・・・」という、実
態の無い対象で問題を扱う点にあります。このような扱いは多いわけですが、
ある意味、この問題が放置されてきた理由は、
「部屋の関係でスペースの拡大は
無理！やる気がないのは個人的内容」とされ、他の方も問題と感じてきたが、
あきらめている。いう状態になります。
しかし、アイデアバンクへの割り付けは違います。その理由は、
「真の問題の
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要因を探りながら、実現不可能と思われる問題を取り上げ、実施可能な対策を
皆で知恵を絞って探る努力」ためです。では、そのような実情をご理解願うた
め、先の図に示した手続きで、
「注射室のミキシング・スペースが狭い！」とい
う問題に対し、本手法による質問を開始することにします。この問題に対する
要求は「検査時の持ち出す注射液を置く場所を確保して欲しい」なので、質問
は次のように行います。
① 情報・管理：「検査時の持ち出す注射液を置く場所を確保して欲しい」と
いう要求に対して、早く、楽に仕事を済ませるための手順が病院で定めら
れていますか？→それとも、定められているが、やりにくい規定やルール
なので、改訂して欲しいということですか？
② 人：あの方が来ると場所をとる。ルールを守らないなど、違反行為や仕事
に不敵な行為を行うので、この際、あの方はこの仕事から外して欲しいと
いう要求ですか？なお、特別な例が無い限り、アイデアバンクへの割り付
けの検討では、“人”の欄に入れる処理は避けて下さい。
③ 方法：場所が狭いことは承知している。しかし、苦労しながらの仕事なの
で、何らかの方法を研究して、狭さを感じないスペースの確保や仕事の手
順を研究して欲しいという要求ですか？
④ 計測：注射薬、ミキシングのスペースが仕事を進める上でどの程度必要に
なるか？という計測値が定量的に測定、設定されていないため、スペース
をどのように使うか？という研究が進まない、早急に調査→研究→改善が
進められるよう、基準を明確にして欲しいという要求ですか？
⑤ 設備：スペースそのものが足りない。部屋全体（設備という対象）を根本
から見直し、レイアウト改善や使用機器などの改善を進めて欲しいという
要求ですか？
⑥ 物＝設計：ミキシングを必要とする患者さんが多いため、ミキシング準備
者が部屋一杯となり、一人ひとりが使用する場所が狭くなる。この際、医
療技術（病院の医療では、この種の項目が設計）を開発～変更して欲しい
という要求ですか？
以上、今回の手法では、ここに記載したように、質問します。その後「では、
この「注射室のミキシング・スペースが狭い」→「検査時の持ち出す注射液を
置く場所を確保して欲しい」という改善要求は、①～⑥のどの対象ですか？」
と問います。また、この際、これが、という対象 1 つを選んだ後、つぎに、
「そ
の効果は？」と問います。この例では、
「やはり、部屋のレイアウトそのものを
見直すべき」となり、
「得られる効果は？」という問に足し「スムーズ、短時間
に仕事が進みます」となったので、横軸は「納期、時間の減」としました。な
お、このような解析を進める途中で、関係者から「付帯的にゆとりが生まれる
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のでミス防止効果もある・・」という話が出ました。しかし、このような効果
は「・・・も」という文字がつくように、二次的な内容です。したがって、ア
イデアバンクには、縦軸は設備：横軸は納期・時間としました。以上、問題～
要求を記載したカードは、縦軸、横軸とも、それぞれ１つの枠に置き、問題発
生要因の主体がどこにあるか？また、どのような効果を直接的に狙うのか？を
明確化することの大切を例示しました。このように解析すると、皆様は、
「ある
意味で、2 枠にまたがるような、どっちつかずの対象や効果としておくことが、
今まで、この問題の取り扱いをあいまいにしてきた」となります。
【手順 3】カードのウエイトづけ～抽出と改善案づくり
手順 2 までの解析の結果、この職場の皆様は、[重要度：4]×[効果：4]×[容易
性：3.5 程度]としました。他の問題～要求カードとの関連がありますが、恐ら
く、この評価であれば、テーマ・ポケット・マトリックスというアイデアカー
ドにこのような評点の場合は採用になると考えます。ちなみに、アイデアバン
クのマトリックスに示された枠は、1 枠 1 枚のカードが貼れる程度です。そうな
ると、大きさが限られた枠には、重ねて貼る処置が必要になります。逆に、こ
の処理がアイデアバンク活用を活用した改善スピード化を促進させるという意
義があります。評点が高いカードを上に貼ることで自然にその環境が作られる
からです。要は、この方式でカードを貼ると、「重要性が高く、効果も大きい、
しかも、早くで出来るなら、即改善」ということで選ばれる可能性が高くなり
ます。今回も「検査時の持ち出す注射液を置く場所を確保して欲しい、という
対策は早急に取り上げよう」ということになりました。なお、このカードの、
その後扱いは、先に解説したように、レイアウト図を広げた対策となり、大き
な改善＋小さな改善で改善がつめられる運びとなりました。
今回、ここに示したテーマは、最初からレイアウト図面、仕事を進めるビデ
オや写真、パントマイムによる改善づくりなどの適用が図れるテーマだったと
いう見方ができるカードでした。だが、それを、今回のように目にみにくいテ
ーマとして取り上げた意義は、①テーマとして取り上げる価値を目に見にくい
問題として挙げることで、
「やはり皆が困っていた問題だった」ということを明
らかにした点にあります。また、②この解析で改善の意義や効果を明確化させ
て取り組み易い環境にした、という以外に、5M＋I の質問を進める過程で、例
えば、管理面で工夫できるアイデアを拾えないか？計測面では動作の必要なス
ペースを決めることで、アイデアの評価～選択を容易にすることができない
か？さらには、方法面で作業スペースを平面から立体、スライドテーブルなど、
仕事の手順上、状況に応じたスペースの有効活用が図れないか？といった検討
の幅を与えた点です。要は、5M＋I の解析には、この種、
「例えば・・・」とい
う例でアイデア誘発を図る作用が裏にあるわけで、レイアウト改善に数種の検
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討案を与え、改善案作りの有効性を高めるという効果や、時には、評価で、容
易性：2 点、2 点なら問題カードは破棄する、という例に対しても、「○○方法
もあるよ！」というサゼッション的な解析が、思わぬアイデアや問題の切り口
を与える可能性を生み、2 点を 3 点、4 点と押し上げる効果を生むことがありま
す。事実、この事例のテーマは、当初は容易性が 2.5 程度でした。このため、先
のビデオや写真法では改善対象にならず、対策に困っていたわけですが、今回
の解析で容易度：3.5、
「それなら実施に向けよう！」となったことは、今回、こ
のような解析を進めたことに意義が出た例です。
[事例紹介 2]術後患者初回リハビリ実施において、初回時の会計処理が円滑に
いかず、時間が大幅にかかる。
この問題は、写真やビデオで実情を分析することは不向きな問題です。ある
意味、目で見にくい問題の代表例のひとつということができる内容です。では、
事例の解説をして、解析内容を紹介することにします。問題は「年間 20 件ほど
だが、午前 9 時に昨日手術施行した患者の病室に行き、リハビリを施行（評価・
治療）。リハビリ室に戻り、リハビリ室内のパソコンにしか入っていない部門シ
ステム（リハメイト）で実施内容記録・計画書を作成し、会計処理を行う。そ
の後、再度患者病室へ行き、計画書にサインをもらい、リハ室へ戻り、スキャ
ンを行い、患者に計画書を渡しに行く。1 人の患者に対して多くの時間が掛り困
るという問題です。そこで、目に見にくい５S 改善の対象としてとりあげること
にしましたが、以下、簡単に解析結果を紹介することにしたいと思います。
【手順１】困っている問題の列記
問題、事例、要求をお聞きすると、次のような内容になりました。
① 問題：午前 9 時頃にリハビリを施行（評価・治療）し、リハビリ室に戻り、
リハメイトに入力、計画書を作り、算定。計画書にサインをもらい、スキャ
ンして患者に渡すのだが、1 人に対して 40 から 50 分かかる。このため、残
業になる。
② 事例：時間外の処置になる例は、仕事の処理経路が長く、部屋を移動した処
理までの必要な手続きで時間が取られ、結局、時間外になる例が多い。
要求：特殊なリハビリの事務手続きを短時間化する対策をして欲しい
【手順 2】アイデアバンクへの登録のための解析
では、5M+I を用いた解析結果を紹介することにします。
① 情報・管理：病院で何らかの制度化を進めて、リハビリ依頼が事前にわかる
ようにならないかという要求ですか？
② 人：患者さんの特性で処理が異なる（この項目は対処できないので除外する）。
③ 方法：誰かリハ室にいる方に電話で算定内容を送信していただく、といった、
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方法改善ができないか？というような要求ですか?
④ 計測：橈骨遠位端骨折の患者が年間 20 件、1 人当たり 40～50 分掛る状況を
分析して、受付時から処理の手順や処理方法などを分類して、時間短縮につ
ながる、対処やスムーズ化の工夫が図れないか、という要求ですか？
⑤ 設備：病棟のパソコンにリハメイトがあれば、リハ室への移動、またリハ室
に電話して算定を依頼する手間がなくなるというアイデアを中心に、さらに
有効な設備面の対策法はないか、という要求ですか？
⑥ 物＝設計：リハメイトと医事課の会計処理の設計の変更が図れないか、とい
う要求ですか？
以上が、この要求に対する質問です。このように、アイデアバンクにワル
ツケル手続きは、単に割り付けだけでなく、問題点として提出されたカードに
対し、アイデアを例示しながら、次に続く評点をあげる質問を進めることが重
要です。・・・・
A 案：リハ室に患者さんを連れてきてリハビリを施行し、リハ室でリハメイト
を送信する方式が取れないか？
B 案：病棟と交渉して退院時間を遅くしてもらう（午後退院）。午前中は通常の
リハビリ業務が出来て、昼時間を利用して事務処理ができるのではないか？
C 案：当日退院の依頼が出たとき、事務処理に時間が掛るため、他スタッフと
事前に話し合い、スケジュール調整ができないか？
D 案：病棟にリハメイトを導入してもらえないか？ノートパソコンにリハメ
イトを入れてもらえれば、時間や導線の無駄がなくその場で事務処理
ができるのではないか？例えば、リハ室のディスクトップのパソコン
と病棟のノートパソコンを交換し、ノートパソコンにリハメイトを入
れていただくことはできないか？
以上、このように、この例では、アイデアバンク登録と同時に、5M＋I によ
る解析でアイデアが提出されました。なお、アイデアバンクへの位置づけは、
縦軸：方法、横軸：時間の減効果となりました。
【手順 3】カードのウエイトづけ～抽出と改善案づくり
評点については、B 案と D 案が採用され、B 案は[重要度：5 点]×[効果：3(看
護師の皆様が大助かりする)]×[実施容易性：2]となり、なお、現時点では、リハ
室にノートパソコンを購入し、そのノートパソコンにリハメイトを入れていた
だく対策が最も良いという討論結果ですが、容易性に難点があるため、来年度
の設備や機器導入計画を見て、他の対策とのバランスでこの案の実施を申請し
てみようということにしました。
以上、ここまで、2 つの例を紹介しましたが、実は、この解析法を先の研修会
では各部署の 5S 改善リーダーの方々に 1 時間ほど、演習を交えて行いました。
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しかし、ご自身の部署へ戻り、実際に関係者の皆様にカードを出していただき
説明すると「できないで困った」という現象が発生しました。この種の例はい
つも起きることですが、その理由には、次のような要件があるためです。
(1) 「実践で初めて理解する分析法である」という特質を持つ。
プールなどで水泳を教えるのと同じく、理論的な説明をしても『畳の上の
水泳訓練』頭で判ったようでも泳げないという現象が起きます。そこで、今
回、再度、個別指導、しかも、実際にお持ちいただいた問題カードを例に解
析を指導となりました。このことは、水泳の訓練と似ています。水泳訓練は
水着に着かえてプール内で行いますが、習ったことをやってできないため、
プール内で実際に泳いでいただきつつ指導するわけですが、今回の手法も同
じです。個々の事例を目前に置いた解析で行い。数をこなしつつ習う側が身
に着けて行く解析法です。そこで、ここでも、限られた紙面という制約はあ
りますが、どこでも出てくるような事例の中から、特に解析が難しいものを
事例研究の形で事例紹介した次第です。
(2) 「質問の方式に慣れていない」という特質を持つ。
水泳や自動車の免許取得～道路走行まで、体得で身に着ける技は、経験者
でないと判らないという特質を持ちます。特に、失敗や苦労した経験者は成
功へつながるコツを早くつかみます。ご自身で努力や、ご自身の条件にあっ
た解決法に苦心するためです。今回の「目に見にくい問題の解析法」は、正
にそのような性格を持った手法です。このため、今回も研修後のフォローと
いう形で解析に困った問題カードを、研修の形で解析しました。すると、最
初はとまどっておられた方も、数をこなすのをみて解析できるようになりま
した。要は、ご自身で苦労されたご努力が、問題解決の工夫法を理解したこ
とや、数をこなしたことで、質問の作り方を考えるクセがつたためです。加
えて、今回の指導会までは、「私には出来ないのでは？」という恐怖感がぬ
ぐいされないかたも、次のような点を気づかれました。
(3) 「質問とは、結局は有効なアイデアを誘導する方式である、ということを、
自分の問題の解析を実践してわかる」という特質を持つ。
今回の解析法は、
「要求を正しくとらえる対策の段階ではアイデア討論に
入らない」という規制があるわけですが、アイデアバンクに置いた後、アイ
デア検討に入ることを、皆様が察知されました。このことは、手順の行く先
を知れば簡単に察知できる内容ですが、ここまでの質問体験者でないとなか
なか理解されないようです。しかし、要求を正しくとらえよう、という質問
を繰り返していると、必ず、「アイデアを「例えば？」として 5M＋I の解析
の質問に加える方式の利用が必要になります。また、個々の改善事例を示し
ながら質問をつくって聞くことが、本当の要求を引き出し、確かめる上で有
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効である」ということに気づきます。この種の内容は、何度、説明してもわ
からない内容です。要は、
「場数を踏む、ある数をこなした経験をする中で、
初めて研修側の皆様が気づく現象」という特質があるためです。
よく「山の頂に上り、霧を口にしたものがわかる自然の霊気」という言葉は、
経験の無い者が想像してもわからない事象とされますが、目に見にくい問題の
解析法も、ある意味、同じような特質（局面）を持つ対象、とご理解ください。
以上、ここまでは手順 1～3 の順に事例の紹介をしてきました。だが、この手
順で苦労するのは、手順 2 が大半です。そこで、ここから紹介する事例は手順 1
の問題を簡単に整理した後、5M＋I の進め方だけを紹介した後、検討でアイデ
アや評価方法を紹介することにします。
【事例紹介３】厨房で用意する食事時の魚が右左逆に置かれていることがある
問題：
「厨房で料理した皿を覆った蓋をとると、魚の頭が逆になっていた」と
いうものです。では、解析例を紹介することにします。
① 情報・管理：盛り付けや料理のセット時に、方式を定め、ルールを守らせ
る対策をして欲しいという要求ですか？
② 人：○○さんは仕事に不適なのでという要求ですか？（この項目は対象外
とする）
③ 方法：盛り付けの後、魚の姿（置き方）が確実に保証されるという方法を
見つけて欲しい、という要求ですか？
④ 計測：魚が正しい向きに正しくセットされていることを知る簡単な計測装
置や計測化（例えば、皿に、印をつけておく）、という対策の要求ですか？
⑤ 設備：例えば、自動ならべ装置がつくれないか、といった要求ですか？
⑥ 物＝設計：料理自体を魚から他の方式、魚の場合は頭が無い処置（設計変
更）など、間違えが起きない対策を進めて欲しいという要求ですか？
この例では、
「お金をかけて良いのなら、前後が判るような、更に印がついた
皿が欲しい」という案がありましたが、
「皿を置き、料理をセットするテーブル
と皿の間にラミネートではさんだ料理セット状況を置いた挿絵や写真を置く。
そうすれば、必ず、皿を持ち上げた時と、次の盛り付けをする時に、標準化さ
れたセット内容を見る。持ち出し時に比較することができるので間違えがなく
なる」という意見が他部署の方から出され、厨房関係者の方は「なるほど」と
お答えになりました。実際に適用する案の選定は、実務者の方にお任せするこ
とになりますが、計測の利用で皿に印をつける案、これに対し、方法で確認を
容易・確実にする案の創出が他部門の方でも出しやすくなった、という例なの
で、ここに紹介しました。なお、要求を正しくつかみ、重要性×効果×容易性
の評点の後、アイデアを選定する方式は、縦軸に A 案～C 案を書き、横軸に①
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コスト面で安いか？②技術的に容易か？③案を実施に移した場合、その仕事を
担当する方が、楽しく続けられるか？という 3 つの評価を設け、案を選定され
る方式をお勧めします。
【事例紹介４】PC を机上に置く位置を決めたが守らない方がいる
この例は、5S 改善の後、
「PC をこの位置に置くことを決めたが守らない人が
いる徹底をして欲しい」という悩みを提示したものです。この種の例は、多く、
例えば左側に示した病院内の通路指示
などのように、矢線の印を設けただけで
右側通行が守られた結果、誰でもが守り、
歩行が楽になった（岩手県立中部病院で
行った結果）という例です。一般的に、
この種の環境整備は人に注意を与える。
教育する、などの処置をしなくても、全
員が自然に守ってもらえる 5S の技とな
っていて、利用が盛んです。しかし、
今回挙げられた例は、多忙の中で仕事する看護師の皆様が、時に、
「いろいろ
な事情で、皆で決めたことを守らないことがある。何とかして欲しい」という
要求でした。「悪貨が良貨を駆逐する」という例がありますが、この種、一見、
小さく見える乱れが全体で改善・美化した環境の破壊や、活動を後戻りささせ
る例があります。
では、これも、その種の問題の例の一部と考え、手順 2 の 5M＋I で行う改善
要求を試みることにします。
① 情報・管理：5S のルールを確実にするために、厳しいルール化を進めて欲
しいという要求ですか？
② 人：あの方はいくら注意しても守らない。病院業務には不適なので、この仕
事を辞めてほしいという要求ですか？（余程の事情で無い限り、手順 2 の解
析では、この項目は選定しません）
③ 方法：5S 的に定めた置き場管理が確実に誰でも守れる方式を研究して欲し
いという要求ですか？
④ 計測：PC の大きさと置き場の関係から、必ず、その位置にしか置けないと
いう方式を定量・数値化技術を駆使して実施して欲しい、という要求です
か？
⑤ 設備：定位置に置かざるを得ないよう、台と PC、レイアウト面で工夫して
ほしいという要求ですか？
⑥ 物＝設計：PC を使うから問題が起きるので、この際、PC を使わずその処理
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ができる方式、例えば、海外の犯罪捜査の解剖時の記録は音声記録だが、こ
の際、この種の手法の適用を進めて欲しいという要求ですか？
以上、このケースでは上に記載したような解析を進めましたが、5M＋I の質
問の裏には、①の情報・管理→②人→③方法・・→⑤設備面の対策の順に「安
価なアイデアを求めながら要求を聞いてゆく」という仕組みが隠されています。
そのような考えでこの対策を見ると下図のような評価と改善案の抽出になるは
ずです。なお、この例では、「どうしても定位置化を図りたい」という
職場の皆様の要求が
なされたわけでした。
改善要求カードを解析した後に行う改善案抽出
案の
実施の後、担当
なお、A 案では強制
評価項目
費用が
技術的に用意
選択
者が楽しく続け
（早い実現が可能）
掛からない
案
方向
られる
力が薄いという方が
Ａ案で
Ａ：マーク指定方式
◎もっとも安価
◎簡単にできる ▼各人の誠意
いました。もし、こ
徹底が
枠内にPCを置く
テープなどで
即、実行可能
に頼る方式の
出来ない
ガイド的
枠を机上に
ため、問題が
場合
５Ｓ見える化
の状況だと、問題～
つくるだけ
残る。
対策
要求として出された
Ｂ：枠式
○強制力は高い
◎簡単にできる ○比較的容易
Ｂ案で
置く時に枠内にはまる方式
ＰＣの置き方
即、実行可能
やりにく
大工仕事が
カードの内容の吸収
ＰＣ
に多少の工夫
と不満の
必要
場合
が必要
ができません。そこ
Ｃ：強制枠へ投入式
○多少、費用が ○強制力は高い ◎強制力が
で、強制力の高い B
強制徹底 置く時に枠内にはまる方式
かかるが
非常に高い
特別製なので
が必要な
ＰＣ
可能
置けば定位置
外部支援が
場合
案の選定も一案とな
必要
ります。
だが、この案でも置き場管理を守らないというケース（枠の上に PC を置く例
が出てくるケース）発生することが懸念される例があることがあります。そう
なると、さらに強制力が強い C 案の採用に進むかも知れません。C 案は PC を
定位置に置かない限り、PC が斜めになり PC の操作ができない環境を作るから
です。以上、この種の要求に対しては、このように、ガイド的に整理・整頓環
境を守る環境づくりから、強制式、守らないと仕事ができない方式の準備が必
要になる対策法を選択しなければならない例を紹介しました。
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問題解決手法グル プ

3-8 病院全体で目に見にくいテーマの効果をまとめて示そう！
病院の 5S 改善、特に目に見にくい問題をまとめ、個々には小さいが、全体で
まとめると、その効果がどのようになるかを知ることは、活動の意義や貢献度
をつかむ面で大変に重要です。では、その状況を下の図で示すことにします。
図に示したよう
全員参画５Ｓ改善の成果の「見える化」、そのまとめ方
に、横軸に病院の
全部署、縦軸に改
部署３
部署Ｎ
・・・・・・
部署１ 部署２
・
手法A
善手法を示した
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
３０
１５
１７
１４
２２
手法Ｂ
マトリックス上
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
２０
１６
手法c
に、実施が決まっ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
２１
３５
目に見える問題、目に見難い問題
・・・・
２３
１０
１６
を左の図のように、病院全体でまとめ
た、目に見にくい
・・・・
ると、小さな改善の効果が解ります。
手法N
この表現法は、横軸に病院の各部署
１２
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
問題～改善とそ
１８
縦軸は、ここまで紹介した各種の手法
合計 ６０
６２
３５
５３
５９
（例：整理、整頓、清掃、清潔対策に
の効果を記載し
おける、例えば、写真やビデオ、個人
６２
３５
５３
５９
６０
の時間分析やコミュニケーション対策
たカードをすべ
など）を並べて、このマトリックスに
１２２
８８
５９
カードや写真などで改善効果を記載
て貼ります。また、
すると、個々の改善が小さい数値で
あっても、病院の改善に塵がつもり
２６９
病院全体の
山となることと、個々の小さな改善が
一番上に効果金
全体にどのように貢献しているかが
経営改善効果
判る図になります。
額や改善で得た
低減時間などを
書きあげ、部署
毎に縦軸の方向に集計したものを、水を集める漏斗のように病院全体で得られ
る効果、という形で集計します。そうすれば病院全体でどのような大きな効果
になるかが判ります。また、このまとめは、同時に、図の右側に文章で記載し
たように、個々の改善が病院全体の改善効果にどのような貢献をしているかを
示します。
→

【目に見にくいテーマ提出を基に改善するチェックポイント】
□ 各部署の仕事を、[あるべき姿]－[現状]＝[改善ギャップ]で見て理想の職場を
つくる視点で見たとき、何が問題（改善要求）としてカード化されますか？
□ 当たり前と思って行ってきた仕事に、何か改善点が隠れていませんか？
□部門間にまたがる問題、患者さんや医師の皆様から改善して欲しいと言われ
た内容に目に見にくい問題に対するか改善への期待や要求がありませんか？
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終わりに
最初に岩手県立中部病院から 5S 改善のご相談をお受けしたのは、2011 年末
でした。この時、
「5S 改善とは何か？当院は、開院後、病院機能評価機構受審、
地域周産期母子医療センター指定、DPC 導入、地域支援病院指定といわば外的
なスケジュールを懸命にこなしてきましたが、そんな中で、病院の内的な充実
を図る必要がある。
・・・」という北村道彦院長のご意向と共に、上沖修三副院
長を中心とした組織化が図られました。その後、同年、12 月末に 1.5 時間程度
の簡単な 5S 改善に関する簡単な講演会の実施、準備期間を経て、2012 年の 5
月、再度、詳しく 5S 改善の解説～各部署を回り、職場毎に改善相談に乗りなが
ら、5S 改善がスタートしました。ちなみに、岩手県立中部病院における 5S 改
善の目的と方針は次の通りであり、筆者はこの活動の支援です。
１，理念：「心かよう 5S 改善運動を通して、患者、職員、環境の安全を守る」
２，方針
(1) 5S 改善運動を通じて、業務の改善を行い、一流の仕事を追及します。
(2) 5S 改善運動を行うことによって、経営の改善を図ります。
(3) 職員全体で 5S 改善運動に取り組みます。
(4) 5S 改善運動を単なる美化運動に終わらせない。
このような背景で、5S 改善推進委員会と各部署ではリーダーとサブリーダー
の方々が編成され、第一クールは整理・整頓対策、第二クールは清掃・清潔対
策を進めました。本書はその実践活動をレポートとしてまとめたものです。な
お、岩手県立中部病院における 5S 改善活動は、かまどで薪を燃やすように急激
な進展と成果を出したことは、ここまでに記載した内容が示す通りです。
付記事項ですが、右側に岩手県立中部病院が
ある北上（新幹線駅前）に創造宣言都市の案内
があります。病院でも、各種のお仕事を進める
上で、
「ゆとり」が必要です。また、5S 改善の
利用は、正に、このような対策に有効な対策法
であることを岩手県立中部病院の皆様が、今回、
見事にお示しになりました。まず、この点に関
しましては、本文にて、岩手県立中部病院
の皆様と、精力的なご尽力に御礼申し上げます。同時に、同内容が多くの病院
の皆様にも、本書で示した内容がお役立に立つことを願う次第です。
2012 年・冬・吉日
一般社団法人日本能率協会・専任講師 中村 茂弘
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