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自己紹介
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藤原 聡子
■略歴
慶應義塾大学 看護医療学部 卒業

東京大学医学部付属病院に就職、病棟にて看護師として勤務

「⻑時間労働で疲弊している現場をどうにかしたい︕」
→慶應義塾大学院 健康マネジメント研究科

看護学専攻 看護管理・政策分野 へ⼊学
「ナッジ」に出会い、「⻑時間労働×ナッジ」をテーマとして研究

大学院在学中に「病院経営イノベーションコース」を受講し、医療経営コ
ンサルタントの存在を知る。
「現場での経験と⼤学院で学んだことを活かして少しでも医療現場の⼈が
働きやすい環境にしたい︕」
→大学院修了後、医療経営コンサルタントとして病院経営改善に関わる

主に現場改善業務に従事
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近年の医療勤務環境の
取り組みの動向
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■近年の看護職の労働に関連した課題
・交代制勤務を⾏う看護師23人に1人が「過労死危険レベル」

（全国の病院勤務看護職員のうち約2万人に相当する）
・看護師の過労死認定事例も発⽣ （⽇本看護協会、2008）
■医療勤務環境改善に関する制度・政策の推移
・2013.6 看護師等の「雇⽤の質」向上PT報告＋5局⻑通知
・2015.6 医療介護総合確保推進による改正医療法成⽴により都
道府県に「医療勤務環境改善センター」を設置
・2019.4 「働き⽅改⾰関連法」施⾏

医療勤務環境改善をする法整備が進み、
医療機関等での対策も推進されてはいるが、
現状では、
依然、⻑時間労働が⼤きな問題となっている。

今までも様々な取り組みが⾏
われていたが、
従来の⽅法だけでは不⼗分な
ことも多い
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⻑時間労働対策に向けた
「ナッジ」の活⽤と現状の課題

6

組織的要因 文化的要因

• タスクシフトができていない
• 多職種との連携が難しい
• 看護師が不⾜している
• 院内での患者移動が多い
• 病床編成を繰り返している

• 上司が帰るまで待つ
• みんなで一緒に帰る
• 忙しいから終わらないのは当たり

前
• 残業しないと評価されない

⻑時間労働には
組織的要因・文化的要因の⼆つの要因がある︕

⻑時間労働の要因
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• 残業しているから評価して
ほしい

• 残業代目当て
• 仕事が楽しい
• 成⻑したい・向上心

⾃発的⻑時間労働 非⾃発的⻑時間労働

• 同調圧⼒
例︓
みんないるから帰れない
• 業務量が多い

⻑時間労働には
⾃発的・非⾃発的⻑時間労働の

⼆つの種類がある︕

（労働時間の質的側⾯の研究︓渡辺、2017）

⻑時間労働の種類
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職場要因及び職員の特性などの
⻑時間労働のボトルネックを

明かにして要因に応じた
対応策が必要となる

⻑時間労働の要因

・個人的要因
・組織的要因

⻑時間労働の種類

・自発的⻑時間労働
・非自発的⻑時間労働

⻑時間労働のボトルネック

⻑時間労働のボトルネックを明らかに︕︕︕
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看護体制の変更
電子カルテの変更・導⼊
クリニカルパスの作成
看護補助者の導⼊など

今まではシステムを変更した取り組みが多かった。
しかし、

システムを変更するだけでは変えられない
⼈の⾏動や組織文化がある︕

今までの⻑時間労働対策の取り組み
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システム1︓直感的思考

直感的で無意識的に決断

システム2︓論理的思考

論理的に考えて決断する

（ファスト＆スロー:Dカーネマン.2012）

⼈間の思考システムと「ナッジ」

従来の取り組みでは改善されないとき、
システム1に働きかける「ナッジ」を活⽤を検討する

→「ナッジ」はすべての時間外労働の要因に働きかける方法ではない
→非⾃発的⻑時間労働のような職場文化などがボトルネックになっている場
合には、「ナッジ」は有効である
職場の⻑時間労働の「ボトルネック」を明らかにすることが重要

今までの取り組み
看護体制の変更

電子カルテの変更・導⼊
クリニカルパスの作成
看護補助者の導⼊など
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⻑時間労働対策に使われやすい
「ナッジ」的介⼊を探る
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研究目的とスコーピングレビューの結果

• 医療施設に勤務する医療従事者の「ナッジ」を⽤いた⻑時間
労働対策 において、「ナッジ」がどのように⽤いられている
のか、それにより⻑時間労働削減や労働に関わる効果がうま
れているのかについて、網羅的かつ探索的にスコーピングレ
ビュー を⾏い、系統的にマッピングするともにこの領域の研
究ギャップを特定することである。

• スコーピングレビューの結果、7件の文献をナッジ的介⼊と判
断した。
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フィードバック

適切な援助を⾏うことで

意思決定を援助する

（実践⾏動経済学:Rセイラ―ら.2009）

⾏動文脈の変化

⾏動の経路や文脈を変化す
る環境デザインと今回は定

義する。

プロジェクションバイ
アス

いま現在の状況を将来に過度に投影
してしまい、未来を正しく予測でき

ないというバイアス

（⾏動経済学の使い方:大竹.2019)

現在バイアス

計画はできるのに、それを実⾏する
時となると、現在の楽しみを優先し、
計画を先延ばしにしてしまうという

対応（⾏動経済学の使い方:大竹.2019)

社会規範

同僚や隣人の⾏動を⾒て、
自分の意思を決定する傾向

（⾏動経済学の使い方:大竹.2019)

コミットメント

先延ばししないように自分
の⾏動にあらかじめ制約を
つける（⾏動経済学の使い方:大竹.2019)

⻑時間労働対策に使われやすい「ナッジ」の種類
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フィードバック:「信号かんばん」の導入（袴田ら.2020)

物品が

少なくなっていく
「信号かんばん」登場

物品を補充する合図が
わかり、クラークさん
が物品補充してくれる

物品が少なくなり、
請求時期が

近くなっていることを知らせ、
情報をフィードバックする

複数の
改善項目の

一つ
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フィードバック:時間外指示の多さのグラフ化（吉崎ら.2010)

医師の

時間外指示が多い

医師の

時間外指示数を

グラフ化

医師の

時間外指示数の減少

グラフ化することで
医師に時間外指示数の傾向を

フィードバックする

複数の
改善項目の

一つ
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フィードバック:
患者のベッドサイドにホワイトボードを設置
（Hastings SEら.2016)

ナースコールが多い

患者のベッドサイド
にホワイトボードを
置いてスケジュール

を記載

ナースコールの減少

医療者と患者が同じ情報を共有
し⾒える化することで
フィードバックになる

複数の
改善項目の

一つ
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フィードバックとコミットメント:
「FRIDAYS」（Gardezi SA.2014)

⾦曜⽇に研修医がや
り忘れたことで当直
医が土⽇に呼び出さ

れる

⾦曜⽇に「FRIDAYS」の
頭文字でやることを

チェックリスト化、ポス
ター、電子メールで周知

を段階的に⾏った

当直医が土⽇に

呼び出されることが
減少

研修医にやり忘れ防止のコミットメント
チェックリストをポスターにして⾒える化、

視覚的にフィードバック

一つの
改善項目
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⾏動文脈の変化:専門的口腔ケアの標準化
（袴田ら.2020)

⼝腔ケアの⾏い方が

個人で違う

在庫管理が不明瞭

物品を定数化し、標
準⼝腔ケアセットを
作成。⼝腔ケアの方
法や手順の標準化。

在庫管理が⾏いやす
くなった

⼝腔ケアが標準化さ
れた

⾏動文脈が単純化された

複数の
改善項目の

一つ
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⾏動文脈の変化:ポッド看護（Friese CRら.2014)

病棟の中の

移動距離が⻑い

病棟を物理的に4つに
分け、1つのチーム内
で担当が完結する仕組
み。物品も各チームご

とに配置する。

移動距離が

短くなる

⾏動文脈が単純化された
複数の

改善項目の
一つ
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プロジェクションバイアス:スケジュールの⾒える化（袴田ら.2020)

それぞれの

スケジュールが

分からない

1⽇のスケジュールを
ホワイトボードに記載、
15分刻みで更新し、

⼝腔ケアにかかる時間
をマグネットで表示。

タイムスケジュールが

組み⽴てやすくなる

未来を正しく予測
できるようになる

複数の
改善項目の

一つ
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現在バイアス:時間外労働の事前申請（井⼾ら.2018)

時間外労働が

問題だった

時間外労働を

事前に申請すること
にした

時間外労働が減った

決められた時間に
仕事を終わらせようという
意識が働く現在バイアス

複数の
改善項目の

一つ
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社会規範:ユニフォームの二色化（⼤平ら.2017)

どのスタッフが

勤務時間内なのか

わからなかった

勤務帯によってユニ
フォームの⾊（⽇勤︓
⾚、夜勤︓緑）を変更

勤務時間外のスタッフ
に話しかけなくなる。

残りづらくなる。

社会規範
一つの

改善項目
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⻑時間労働対策の
「ナッジ」研究の限界と

今後の展開
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「ナッジ」を単独で用いた⻑時間労働対策の研究は少ない
→複数の業務改善と組み合わせて「ナッジ」を用いた対策が⾏
われていた
→「ナッジ」の対策の効果の程度を判定するのが困難

今後は「ナッジ」の効果を測定できる実験デザインを用いて研
究を⾏い、「ナッジ」の効果を測定していく必要がある
→「ナッジ」を用いた対策の効果を実証することで、医療機関
での「ナッジ」の活用の広がりを期待したい
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業務改善で「ナッジ」を
取り⼊れるときの注意点
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職場のボトルネックを⾒つける

・なぜ⻑時間労働につながっているのか

・組織的要因︖個人的要因︖

ボトルネックに対応する最適な⽅法を選択する

・ナッジ︖

・システム変更︖タスクシフト︖
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ご清聴、ありがとうございました。
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