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資料３

【基調講演】

本日お話しする内容

1. なぜ「ナッジ」︖

2．医療現場のナッジ活用例

3．ナッジの弱点と批判を知っておこう

4．現場のナッジを設計してみよう
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1.なぜ、ナッジ︖

身の回りには、頭では分っているけど
「できない」ことがたくさん溢れている
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運動し続ければ、半年後にはBMI
が正常範囲内になって健康に

レポートは早めに取りかかり
余裕をもって提出

複数でチェックすれば
もれがなく事故が減る

手洗い・手指消毒は
必須の感染予防⾏動である

３日で
挫折…

締切前日
に徹夜で
執筆…

チェック
しても事
故が減ら
ない…

手洗い遵
守率100%

にはなら
ない…

チェッ
ク回数
を増や
す︖

監視を
強化し
罰則︖

監視を
強化し
罰則︖

疾病リ
スクを
強調︖



「意図・意思」は、⾏動を変えるか︖

• 「意図の変化」が「⾏動の変化」と関係するか
について、47の実験をまとめたメタアナリシ
スの結果、意図の変化が中程度以上
（d=0.66)であっても、⾏動の変化はそれほ
どもたらされなかった（d=0.36） （Webb.T,2008) 

• 多くの場合、意図を意識することなく⾏動に
至ってしまう。

• 意図してから実際に⾏動選択をするまでに、
時間がたてばたつほど、⾏動に移しにくくなる
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分かっているけれども…

ギャップ

適切な⾏動を取れない原因となる
バイアス(＝判断のくせや傾向)が存在している
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分っているけど…できない︕
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モチベー
ション現状維持

バイアス

将来より現在を強く重視
 運動は明日やることにする
 先の心配より今の楽しみ

健康教育の効果が
現れない

運動し続ければ半年後は健康に

⼆つの情報処理システム

意思決定・行動

• 熟慮や努力を要する
• 多くの情報や経験に基にする
• 必要な時に動員される

システム2 “SLOW”
• アルゴリズム、論理的
• 左脳的、遅い思考

• 多くの選択や判断はファスト
• 自動的、無意識的に働く
• 常に起動している

システム1 “FAST”
• ヒューリスティクス、直感
• 右脳的、速い思考

Kahneman, D.: Thinking, Fast and Slow. 2012. 7



決断疲れが「活動の質の低下」を招く

• 人は1日に最大35,000回の決断をしている
• （Sahakian, B. J. &amp; Labuzetta, J. N. (2013). Bad moves: how decision making goes wrong, 

and the ethics of smart drugs. London: Oxford University Press.）

• 決断というストレスにさらされる回数と時間が
多ければ、経験が豊かで優秀な人でも、衝動的
な決断が多くなり、決断の先送りが増える
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頑張れば頑張るほどうまくいかない職場／意欲がわかない職場

高い

低い

良い悪い

医
療
勤
務
環
境
改
善
へ
の
意
欲

忙しさなど職場環境調整

医療勤務環境は
悪いが改善への

意欲は高い

医療勤務環境が
良く

意欲も高い

医療勤務環境が
悪いのに

改善への意欲が
低い

医療勤務環境が
良いので

新たな改善意欲
は低い

疲弊で意欲がわかない 良い勤務環境を持続させる良い勤務環境を持続させる

疲弊で意欲が空回り ベストプラクティスを
発信、さらに改善

ベストプラクティスを
発信、さらに改善

小池智子（2019）ナッジの活用-看護現場をよりよくする仕掛け, 看護71(15)p70-76. 9



無理なく⾏動を後押しする

• 「頑張って努⼒すればするほど疲弊し、成果が
上がらない」という悪循環に陥っている忙しい
職場こそ、無理なく⾃然により良い⾏動がとれ
るアプローチが必要

意志⼒・努⼒に頼りすぎるアプローチは
かえって「質の低下」を誘引する可能性がある

↓
負荷の少ない業務設計・環境設計を職場に︕

10

ナッジ Nudge

ナッジ、人々の選択の自由を
保ちつつ、人々が熟考すれば
選ぶであろう選択肢のほうに、
そっと背中を押すような働き
かけ

リチャード・セイラー，キャス・サンスティーン．実践 行動経済学：健康，富，幸福への聡明な選択，
遠藤真美訳．東京：日経BP社；2009．
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オプトイン vs オプトアウト
オプトイン Opt-in

• 初期値＝不参加
• 「参加」の場合に選択

オプトアウト Opt-out

• 初期値＝参加
• 「不参加」場合に選択

Default Option（初期値設定）

国連合同エイズ計画(UNAIDS）とWHOは、
AIDSが蔓延している国ではオプト・アウト方式を推奨

（UNAIDS/WHO Policy Statement on HIV Testing, 2004）

国連合同エイズ計画(UNAIDS）とWHOは、
AIDSが蔓延している国ではオプト・アウト方式を推奨

（UNAIDS/WHO Policy Statement on HIV Testing, 2004）
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妊婦定期検診時のHIV検査（無料の）受診率
opt-in⽅式 opt-out⽅式

ボツワナ
（Creek TL, 2007)

64% 83%
ジンバブエ
(Chandisarewa W,2007)

65% 99%

社会規範(social norms)
• 社会的に望ましいと思われる⾏動を取る
• 多数の人の⾏動に倣う・多数の人と同じである
ことに喜びを感じる

典型的な情報
提供より、
同調性傾向を
ふまえた周囲
比較が有効

典型的な情報
提供より、
同調性傾向を
ふまえた周囲
比較が有効
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出典： 厚生労働省(2019）：受診率向上施策ハンドブック-明日から使えるナッジ理
論（第2版）,p11 （https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000500406.pdf）



出典： 厚生労働省：今すぐできる受診率向上施策ハンドブック ,p4
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/handbook_tanP_180113.pdf

選択過剰負荷と情報過剰負荷
選択肢や情報が多すぎると、上手く意思決定ができなくなる
可能性がある
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デザインの⼒で⾏動をナッジする

飛び散らし
が激減

飛び散らし
が激減

ハエのシール

⼸⽮の的︓
当たると色が変化

清掃費の
削減

清掃費の
削減



⼆つの情報処理システム

意思決定・行動

ナッジ等の
行動デザイン

教育的
アプローチ

働きかけの
方策

• 熟慮や努力を要する
• 多くの情報や経験に基にする
• 必要な時に動員される

システム2 “SLOW”
• アルゴリズム、論理的
• 左脳的、遅い思考

• 多くの選択や判断はファスト
• 自動的、無意識的に働く
• 常に起動している

システム1 “FAST”
• ヒューリスティクス、直感
• 右脳的、速い思考

Kahneman, D.: Thinking, Fast and Slow. 2012. 16

2．医療現場における
ナッジの活用



感染予防×ナッジ

『COVID-19感染予防ナッジ・ライブラリー』『COVID-19感染予防ナッジ・ライブラリー』

【目的】
世界各国のナッジを活用した
COVID-19感染予防対策を探索して、
多くの方が活用できる方法を選択す
るとともに、医療・介護施設にも応
用できる方法を記したナッジ・ライ
ブラリーを作成すること

【⽅法】
学術論⽂、報告、新聞報道、ブログ
などのSNSからナッジによる取り組
み事から探索した
【結果】
手指衛生18件 咳エチケット2件 ソーシャルディスタンシング17件

出典：SAPnmc「ナッジを用いたCOVID-19 感染対策の開発と普及」第2回医療介護勤務環境ナッジ研究会、2020
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手指衛⽣︓利他性に訴えかけるメッセージ手指衛⽣︓利他性に訴えかけるメッセージ

【医療介護施設への応用】
「利他性に訴えかけるメッセージ」は、医
療施設での実験で効果が確認されています。
医療や介護施設で、手洗いなどの行動を呼びかけ
るポスターを作成するときに、このような「利他
性に訴えかけるメッセージ」を応用することは有
用でしょう。

石鹸消費量
35.5%

↓

34.0%

石鹸消費量
37.3%

↓

54.２%

【どうして効くの？】
自分の行動がまわりの人びとの健康を守ると
いう意識が芽生えることで、人は行動に移し
やすくなる

出典：SAPnmc「ナッジを用いたCOVID-19 感染対策の開発と普及」第2回医療介護勤務環境ナッジ研究会、2020

多くの人はある
程度の利他性を
もっている

自分の行動で人の命が助
かるならば、その行動を
喜んで行ないたいと思っ
ている

他者に役立つこと
を

知らせる
気付かせる
意識づける

感染
予防
行動
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【使用⽅法とねらい】
ドアノブにばい菌シールとメッ
セージを貼る

↓
菌を可視化,手洗い想起を誘発

↓
手指衛⽣の動機付け

帰宅時の手指衛生を促すデザイン
（ばい菌シール＆メッセージ）
帰宅時の手指衛生を促すデザイン
（ばい菌シール＆メッセージ）

出典：SAPnmc「ナッジを用いたCOVID-19 感染対策の開発と普及」第2回医療介護勤務環境ナッジ研究会、2020 21



注意や警告ではなく、
ポジティブな戦略を用いて⾏動を誘発

【Resource】Donna Armellino,et.al,Using high-technology to enforce low-technology safety measures: the use of
third-party remote video auditing and real-time feedback in healthcare, Clin Infect Dis.2012 Jan 1;54(1):1-7.
doi: 10.1093/cid/cir773. Epub 2011 Nov 21.

手洗い遵守率が
10%から約90%に改善
手洗い遵守率が
10%から約90%に改善

手洗い場の
モニター監視

電光掲示板の設置して
10分ごとにメッセージと

手洗い率を表示
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入室するには、必ず手指消毒

英国イプスイッチのBaylham Nursing Home

(2019年9月小池撮影)
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医療安全×ナッジ

注意⼒を高めれば伝達や連絡されたことや
確認を間違えずに⾏動できるのか︖

内服事故対策の分析
事故予防対策︓全140件

システム1に働きかける対策
（ナッジ・環境/仕組みを変える）

20件
（14.3％）

システム2に働きかける対策
（教育・マニュアル・チェック）

120件
（85.7％）

コミュニケーションエラー対策
1件

コミュニケーションエラー対策
33件

渡辺穂香、小池智子（2021）内服投与事故のプロセス分析および解決策の分析、湘南藤沢学会学術交流集会．
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集中⼒を高めれば間違えない︖

Trafton Drew et.al. The invisible gorilla strikes again: sustained inattentional blindness in expert observers. Psychol Sci. 2013 Sep;24(9):1848-53. 

平均的な結節の48倍
の大きさのゴリラを

挿入

平均的な結節の48倍
の大きさのゴリラを

挿入

24人の放射線科医に、
肺がんスクリーニン
グとして、肺結節の
検出作業を依頼
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熟練の専門家でも
⾒えないゴリラ
•放射線科医の83％（24人

中20人）が、ゴリラを「見
なかった」

• アイトラッキングで、ゴリ
ラを見逃した人の多く（20

人中12人）がゴリラの場所
を直接見ていたにもかかわ
らず、ゴリラを認識できな
かった

Trafton Drew et.al. The invisible gorilla strikes again: sustained inattentional blindness in expert observers. Psychol Sci. 2013 Sep;24(9):1848-53. 27



注意⼒を高めるだけでは解決できない
医療現場の非注意性盲目

• 非注意性盲目（Inattentional blindness）
• 視野の中に入っているものの、注意が向けられ
ていないために物事を⾒落としてしまう事象の
こと。

• ひとつの物事に集中するなど、特定の事象・タ
スクへの注意を向ける度合いが⾼すぎる時は予
測をしていない変化や情報を⾒落としやすい。

C.クリストファー＆D.シモンズ『錯覚の科学』文藝春秋社,2011
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複数の目で注意深く確認すれば、
事故は減る︖

■社会的手抜き（リンゲルマン効果）
• 「チェック人数が増加するに従い、エ
ラー検出率が低下」するという現象

• このような人間の⼼理的特性を考慮し、
ダブルチェック体制の効果について、
現場で再検証をする必要がある
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医療安全対策をナッジで検討（1）
簡潔にしよう／「やめる・なくす」をふ
やそう
• エラーや危険を伴う作業への遭遇数を減らす︓転記を止める、
薬剤作業では調合作業を止める（ダブルパックの使用）、病棟に
危険な薬剤を常備しない。
• 作業の中断をしない（薬剤準備中は「作業中︓声かけ禁止」の
たすきをかける）

魅⼒的に、楽しく
• 注意事項などのメッセージを簡素化
• 目⽴たせる︓⽂字の大きさ、色、イラストなどで注意を引く
• アフォーダンスの活用︓ ⾒ただけで使い方が分かるようにする、
音色を変える（警報の音色を変える）
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医療安全対策をナッジで検討（2）
周りを巻き込み実効性を高める

• コミットの奨励︓チェックリストに、実施者の氏名欄と実施日の記
載欄を設置
• 周りから⾒られているということを利用︓処置用のワゴンの四隅に
「注射や点滴の前に指さし確認」と書いたカラーテープを貼っておく
と、患者や家族が医療者の⾏為に注目するため、忘れにくくなる。

タイムリーに・エラーを検出しやすくする
• 視覚的な照合を容易にする仕組み
• 間違いに気づきやすいデザイン︓正しい組み⽴てが出来ていない場
合は幾何学模様が不⾃然になる表⽰にする
• 機械で危険検出する仕組み︓バーコードによる認証、総投与量の上
限を超えると知らせる「アラート機能」や、タイムアウト機能を用い
る
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医療介護勤務環境改善
×

ナッジ

自然と「残業したくなくなる」
アプローチ

意志決定の特徴 例

①インセンティブ 残業しないとオトク
ノー残業手当
ポイント制

②現在バイアス 冷静なうちに決めてしまう
初出勤日に決める年間有給取得計画

③社会規範 みんながやっているとやりたくなる
みんなのリアルタイム退社モニター

④フィードバック お知らせしましょう
残業時に鳴り響くアラーム

⑤デフォルトセッ
ティング

だらだら会議はおしまい
時間制限のある会議設定システム
会議は⽴って⾏う

引用（⼀部改編）：近藤尚⼰ブログ「経営者必見！ニッポンの⻑時間労働をなくす「５つのおもしろアイデア」
http://plaza.umin.ac.jp/~naoki_kondo/blogs/376（2022/02/09閲覧）

事例１
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ユニフォーム２色制で残業を削減
事例２

出典︓大平久美 他．残業削減の取り組み : ユニフォーム2色制の効果．看護実践の科学︔2017︓42（3）， 24-32． 34

日勤看護師の
ユニフォーム

を赤
夜勤看護師の
ユニフォーム

を緑

残業時間
72.1時間 → 51.0時間

手術室数が足りない？
セント･ジョーンズ地域医療センターの手術室の「欠乏」

• 32の手術室で年間3万件の外科手術を実施
• 手術室のすべてが計画的な手術で埋まっていた
• 予定外の緊急手術（全手術の20%）が生じる
と手術スケジュールの組み替えが必要

急患の手術のために計画的手術を動かすことによる代償
• 経済的代償︓残業代など
• 医療の質の代償︓ミスが増える
• 効率の代償︓予定外に遅い時間に働かせることで、

仕事の技量が下がり、手術にかかる時間が延びる

センディル・ムッライナタン他(2015)︓いつも「時間がない」あなたに-⽋乏の⾏動経済学.早川書房,
（第9章︓組織におけう⽋乏への対処より）

事例３
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手術室をひとつ空けておこう︕

• 問題の本質は「手術室の不⾜」ではなく、緊急手
術に対応できないという「処理能⼒の低下」だっ
た（ゆとりの不⾜）

• 手術件数が5.1%増加
• 午後3時以降に⾏なわれる手術の件数は45%減少
• 病院収入の増加

試⾏︓⼀つの手術室を緊急手術専用にする試⾏︓⼀つの手術室を緊急手術専用にする

変更を正式採用後、手術件数が7〜11%増加変更を正式採用後、手術件数が7〜11%増加

センディル・ムッライナタン他(2015)：いつも「時間がない」あなたに-欠乏の行動経済学.早川書房,（第9章：組織におけう欠乏への対処より）

事例３
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スラックを確保する

「余裕・ゆとり」のある⽅法の⽅が、
中⻑期的な⽣産性が高い

●計画のグレシャムの法則
• 日常における緊急度の⾼い問題や、日常のルー
チンワークに追われ、本来考えるべき戦略的な
計画が置き去りにされてしまうこと

スラック︓ロープの「たるみ」。余裕・ゆとり
組織スラック︓組織が内部に持つ「余裕資源」
（人、時間、資⾦など）

沼上幹『組織戦略の考え方――企業経営の健全性のために』 ちくま書房2､003年発行 P28、P29

事例３
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3.ナッジの弱点と批判

全ての人・職場に「効く」ナッジはありません

手指消毒がほとんどできない理由手指消毒がほとんどできない理由

 面倒くさいから

 うっかり忘れてしまうから

 頻繁に手指消毒をする必要性を感じないから

 新型コロナウイルスの脅威をあまり実感して
いないから

 手指消毒の必要なタイミングで身近に手洗い
場や消毒液が無いから

 石鹸や消毒液が手に入らないから

 消毒で手が荒れる・かぶれるから

ボトルネックを見つけて、
効果のあるナッジを設計する必要があります

行動できない理由は
さまざま

39



「慣れ」によって効果が減少

効果効果

40

ナッジへの接触頻度が高まると、慣れが⽣じ、
ナッジの効果は小さくなる

ナッジで⾏動が後押しされたら、
次に、習慣として日常に定着するよう
働きかける⽅法を用いる

ナッジとは、人々の選択の自由
を保ちつつ、人々が熟考すれば
選ぶであろう選択肢のほうに、
そっと背中を押すようなもの

41



ナッジの倫理的問題

人びとに強制する
ことなく、より良
い方向にその⾏動

を導く

私利私欲のために
人々の⾏動を促したり、
よりよい⾏動をさせない

ようにしたりする

人々の選択を特定の⽅向に誘導するために
悪用される危険もあります

スラッジ
Sludge

ナッジ
Nudge
悪用の誘惑に打ち勝つためには

⾼い倫理観が不可⽋です
42

ナッジの権利章典︓
A Bill of Rights for Nudging
• １ナッジは正当な目的を促進しなければならない。
• ２ナッジは個人の権利を尊重しなければならない。
• ３ナッジは人々の価値観や利益と⼀致しなければ

ならない。
• ４ナッジは人を操作してはならない。
• ５原則として、ナッジは明確な同意がないまま人

からものを取り上げて、それを他人に与えるよう
なものであってはならない。

• ６ナッジは隠さず、透明性をもって扱わなければ
いけない。

Source）Cass R. Sunstein Lucia A. Reisch (2019).Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging，Routledge.
（邦訳 キャス・サンスティーン、ルチア・ライシュ、大竹⽂雄（監修・解説）「データで⾒る⾏動経済学」日経BP 2020.）
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4. 職場の「ナッジ」
を設計しよう

⾏動のロケットモデル

①摩擦を
減らす

②多くの
燃料を用意

宇宙ロケット
の発射

人びとの
⾏動を変える

⾏動変容まで
に⽣じる
摩擦・抵抗を
減らす

タスクを⾏な
うモチベー
ション、エネ
ルギーを大き
くする

Dan Ariely ：How to change your behavior for the better（TED Talk,2019年6月） 45



⾏動のロケットモデル
⾏動を変えるまでに⽣じる摩擦・抵抗を極⼒減らし、

その上で必要な燃料を用意する
①摩擦を

減らす

②多くの
燃料を用意

⾏動変容まで
に⽣じる
摩擦・抵抗を
減らす

タスクを⾏な
うモチベー
ション、エネ
ルギーを大き
くする

How to change your behavior for the better（TED Talk,2019年6月）

魅⼒的な
インセンティブ

みんなの役に⽴つ
みんなしている

簡単にする

すぐ出来る

自然にできる

46

ナッジ設計のプロセスフロー

人
々
の
行
動
を
見
る

Behaviour

行
動
経
済
学
的
に
分
析
す
る

Analysis

ナ

ジ
の
戦
略
を
考
え
る

Strategy

ナ

ジ
に
よ
る
介
入
を
す
る

Intervention

変
化
を
計
測
す
る

Change

B A S I C

OECD. Behavioural Insights Toolkit and Ethical Guidelines for Policy Makers. OECD; 2018. 47



Behavior︓事実の洗い出し
①問題に関連した⾏動のプロセスを「時系列」や
「場」ごとに、洗い出す。

②着目した事実を書き出す。

B

ポイント︓
⾏動の起点から終結までの⾏動プロセスを

フロー図で書いてみると、どこが問題なの
か把握しやすい

推測ではなく事実を書き出す
48

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

①病院に入館 ③手指消毒をする

②手指消毒ボトルの
前に⽴つ

④受付で受診手続をす
る

⑤当該外来ブースに⾏く

⑥診察を受け
る

⑧病院を出る

⑦会計・処⽅薬を受け取る

行
動
の
流
れ

事
実

①視力が悪く手指
消毒の場所が分か
らない患者もいる

②③荷物を持って
いてきちんと手指
消毒ができない

⑤⑥医師や看護師と
触れているが手指消

毒はしていない

⑦⑧院内の設備や来院
者同士で触れているが、
手指消毒はしていない

B

玄関 外来受付 外来診察ブース 外来会計・院内薬局

例︓外来患者の手指消毒実施率が改善しない
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Analysis ：
洗い出した事実から、気づいたこと、その行動を
引き起こしているボトルネックを見つけ書き出す

ポイント
うまく行動できない「心理」や「環境」や「システ

ム」に着目する
行動できないのには、どのような背景や要因が

あるのか？
（摩擦/抵抗要因）

その行動できているのには、どのような背景や
要因があるのか？
（モチベーション要因/後押し要因）

A

50

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

①病院に入館 ③手指消毒をする

②手指消毒ボトルの
前に⽴つ

④受付で受診手続をす
る

⑤当該外来ブースに⾏く

⑥診察を受け
る

⑧病院を出る

⑦会計・処⽅薬を受け取る

視⼒の悪い人には、ボト
ルの位置が分かりにく

い・目⽴たない

・③〜⑧入館以降は手指消毒は不
要と考えている

・分かりにくいポスター
⑤〜⑦身近に消毒液がない

うっかり忘れてしまう

 手指消毒が必要ということは知っているが、場所が分かりにくい、荷物を持っているとしっかり消毒できないと
いった障害がある

 消毒のタイミングで消毒液がないと忘れてしまう、また。適切なタイミングで手指消毒思い出させてくれるメッ
セージが少ないため「⾯倒くさい」や「うっかり忘れ」を助⻑

行
動
の
流
れ

気づ
き・
仮説

事
実

①視力が悪く手指
消毒の場所が分か
らない患者もいる

②③荷物を持って
いてきちんと手指
消毒ができない

⑤⑥医師や看護師と
触れているが手指消

毒はしていない

⑦⑧院内の設備や来院
者同士で触れているが、
手指消毒はしていない

A

玄関 外来受付 外来診察ブース 外来会計・院内薬局

例︓外来患者の手指消毒実施率が改善しない
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ポイント
介⼊する具体的な⾏動に対し、取り⼊れられ
そうな方法や先⾏事例を組み合わせ、具体的な
ナッジ案する

EAST�を活用してみよう
（４要素のすべてを⼊れる必要はない）

取り⼊れるナッジは複数でも構わない。
欲張りすぎると情報量が増え、EASYではなく
なる可能性があるので注意。

ナッジを設計のポイントS
Strategy ：
ナッジを設計しましょう

52

The Behavioural Insights Team(2012):EAST Four simple ways to apply behavioural insights (https://www.bi.team/publications/east-four-

simple-ways-to-apply-behavioural-insights/)を基にYBiTが作成

ナッジの活用
ナッジを検討する際の4つの視点 EAST®

EASY︓簡潔にすること
• 複雑さや面倒くささを取り除くこと
ATTRACTIVE
• 魅⼒的であること
• 人の目を引くこと
SOCIAL︓多数派や互恵性／モラルなど社会的
な要素を意識させる
TIMELY︓効果的なタイミングで介入すること

53



EASY︓簡潔にすること／複雑さ
や面倒くささを取り除くこと

①デフォルト機能の活用
人には、デフォルト（初期設定）をそのまま変
更しない傾向があります

②面倒な要因を減少
③メッセージの単純化

重要な内容は件名か最初の⽂で
⾔葉をシンプルに
動作指⽰を具体的に
問合せ先を一元化
真に必要な情報に限定

54

ATTRACTIVE︓魅⼒的であるこ
と／人の目を引くこと

①関心を引く
魅⼒的なデザインであったり目⽴つも
のであったりすれば、目に留まる可能性

②インセンティブ設計
やる気を⾼めるさまざまな誘引を活用

55



SOCIAL︓多数派や互恵性／モラル
など社会的な要素を意識させる

①社会規範の提示
人は多くがある⾏動をしていることを知ると、

同じ⾏動をする傾向がある（同調効果）
②ネットワークの⼒の活用

⾏動変容を考えるときは、個人だけに焦点を当てる
のではなく、ネットワークも考慮に⼊れる。
ネットワークは人の相互作用や互恵関係などに訴え、
人々の⾏動に影響する

③周囲に公言させる（コミットメント）
公の場にいたり、他人に公⾔したことをせずにいた

りすると、⼼理的な抵抗を感じる
56

TIMELY︓効果的なタイミング
で介入すること
①介入のタイミング

情報を与えるタイミングのコントロール
②現在バイアスを考慮

人は⻑期的な利益・コストより短期的な利益・コス
トを大きく評価する傾向がある。

⻑期的な利益・コストに目を向けてほしいときは、
強調したり分かりやすく表⽰したりすると効果的

③対処⽅針を事前に計画
具体的な計画を⽴てると、実⾏する確率が上がりま

す。先送りしそうな予定がある場合、いつやるかを
決めて予定表に書き込めば効果的
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

①病院に入館 ③手指消毒をする

②手指消毒ボトルの
前に⽴つ

④受付で受診手続をす
る

⑤当該外来ブースに⾏く

⑥診察を受け
る

⑧病院を出る

⑦会計・処⽅薬を受け取る

視⼒の悪い人には、ボト
ルの位置が分かりにく

い・目⽴たない

・③〜⑧入館以降は手指消毒は不
要と考えている

・分かりにくいポスター
⑤〜⑦身近に消毒液がない

うっかり忘れてしまう

 手指消毒が必要ということは知っているが、場所が分かりにくい、荷物を持っているとしっかり消毒できないと
いった障害がある

 消毒のタイミングで消毒液がないと忘れてしまう、また。適切なタイミングで手指消毒思い出させてくれるメッ
セージが少ないため「⾯倒くさい」や「うっかり忘れ」を助⻑

行
動
の
流
れ

気づ
き・
仮説

事
実

①視力が悪く手指
消毒の場所が分か
らない患者もいる

②③荷物を持って
いてきちんと手指
消毒ができない

⑤⑥医師や看護師と
触れているが手指消

毒はしていない

⑦⑧院内の設備や来院
者同士で触れているが、
手指消毒はしていない

・明確な色とデザインで消
毒ボトルまで誘導
・⾃動でプッシュ
・荷物台を設置

(Attractive・Timely)

・エレベーター内にも消毒液
を設置。

・⼊館時だけでなくいつでも
どこでも消毒

手指消毒の設置
(Easy・ Timely)

・帰りの玄関にお礼メッセージ
「マスク・手指消毒にご協⼒い
ただきありがとうございまし

た」 (Attractive)

• 診察室のドアを引くと同時
に消毒液が出てくる仕掛け

・⼊室したら医師と一緒に手指
消毒を⾏う

(Easy・ Timely)

ナッ
ジ

玄関 外来受付 外来診察ブース 外来会計・院内薬局

S 58

忙しい職場だからこそ
無理なくより良い⽅向へ後押しする

⽅法が必要です

あなたの職場の働き⽅改⾰に
ナッジを活用してみてください
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