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1. はじめに

クリニカルパスが看護知識流通インタフェース
として果たす効果に関する基礎的検討
杉原 太郎

†

村岡 拓也

††

患者，医師，看護師，コメディカルといった様々な関与者が複雑に関係する医療現場で
は，知の偏在化が問題視されている．原田らは，医療現場の作業システムを縦の糸・横の
糸というモデルで説明した 1)．複数の職種とスタッフが時間的に引き伸ばされたプロセス

††

荒木 賢二

の中で関わり合う状態を縦の糸と表現し，看護師が同時並行で様々なタスクをこなしてい
る様を横の糸と名付けた．このような環境下では，関係者間に潜むコミュニケーション不
全を気づきにくいのである 2)．

概要：本研究では，医療工程管理ツールであるクリニカルパスに注目し，パス作成
に関する知識と医療行為に関する知識がどのように流通しているかを調査した．従
来の研究では，クリニカルパスが現場にもたらした知識循環の効果について調査は
行っていないためである．インタビューと使用履歴により調査を行った．調査の結
果，パスがコミュニケーション促進に有用であること，パスを多用している診療科
では知識流通が働いている可能性が示唆された．一方で，パス作成担当者にノウハ
ウ的に知識が蓄積されやすくなるリスクがあることも明らかとなった．

現在，見えなくなりがちな医療工程をマネージする方法として，クリニカルパス 3), 4), 5), 6)
が注目を集めている．クリニカルパスは医療工程管理を基軸として，医療の標準化活動，
チーム医療，医療の効率化，リスクマネジメント，インフォームドコンセントなどを実施
し，医療の質の向上を目指すものである．さらに，クリニカルパスを作成する一連の行為
がナレッジマネジメントの手立てとして有効であるとも言われている 7)．

A Preliminary Study of Influences for Knowledge
Flow of Nursing using an Electrical Clinical
Pathways

小川らは，関与者間で医療に必要な知識（患者に関する知識，薬剤に関する知識，処置
に関する知識など）を効果的に循環させることを目的に，医療オントロジーを構築しクリ
ニカルパスシステムに実装している 8), 9)． 山崎は，小川らとオントロジーを用いて細分化
した医療知識を構造化するとともに，クリニカルパスがチーム医療のナレッジマネジメン
トとして継続的な医療の質向上に必要な実践上の運用方策をアクションリサーチにより明
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らかにしている 10)．別の文献では，医療に携わる専門職間でのコミュニケーション改善や
学生・スタッフに対する教育ツールとしても役に立つ可能性が論じられている 11)．
しかし，これらの研究では，クリニカルパスが現場にもたらした知識循環の効果につい

Abstract: Although clinical pathways were mentioned as an effective tool for knowledge
management in medical area, discussions grounded actual activities, especially knowledge
flow, were moderate. We described influences of electrical clinical pathways in an academic
medical center. In order to clarify the influences of electrical clinical pathways, we
interviewed eight nurses who were in charge of making clinical pathways in each
departments and one doctor of department of medical information as a preliminary survey.
As results, knowledge concerning with how to make clinical pathways and medical
treatments were flowed in several departments which took advantage of the system. We
concluded that the system can probably become an effective interface of knowledge flow
among medical staffs. On the other hand, such knowledge often stored as know-how in
nurses in charge of making clinical pathways. It is possible to be at a risk of backwater of
knowledge flow.

て調査は行っていない．クリニカルパスが医療現場における知識の流れにどのような影響
を与えるのかを明らかにすることは，医療情報学上の重要な知見になると考えられる．
そこで本研究では，知識循環の解明に先立ち，クリニカルパス作成に関わる看護師がど
のように知識を獲得し，他の関与者に渡しているのかに焦点を当てて調査を行う．知識循
環を検討するためには，病院組織全体の組織構成や人員の関わり方を抑えなくてはならな
いため予備的にパス作成者を中心とした知識の流通過程にクリニカルパスが果たした役割
を調べることとした．

2. クリニカルパス
†

††

北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科
宮崎大学医学部附属病院 医療情報部

クリニカルパスとは，治療や診断のうち共通化可能な行為について経時的に記述した工
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図 1 クリニカルパス作成の概要 6)
Fig. 1 An outline of how to make clinical pathways
程管理文書である．ノウハウのように個人に暗黙的に属しがちである知識を形式知化させ，
組織的な利用を目指すとともに，医療に携わる多くの，かつ異なる分野の専門家の医療知
識をすり合わせて作成することで，患者に提供する医療のレベルを向上させようとするも
のである．パスが日本の医療に貢献した事柄としては以下の 3 点がある（文献）
．
i.

インフォームドコンセントの充実

ii.

チーム医療の推進

iii.

医療の標準化
Fig. 2

パスを作成するに当たっては，職種間で意見が対立した場合にその調停を行うなど，パ
ス作成のための知識が必要とされる．すなわち，パス作成者には医療知識，パス作成のた

図 2 クリニカルパスシステムの画面
An example of the electrical clinical pathways

3. クリニカルパスシステムが現場に与えた影響に関する調査

めの知識の 2 つが求められる．また，図 1 に示したように，パスは一度作成すればそれで
終りという訳ではなく，実際の医療行為に適用し，評価を行い，必要であれば修正を加え

3.1

なくてはならない．改善のポイントのひとつがバリアンス分析である．バリアンスとは，

調査概要

本調査はケーススタディとして行うものとし，クリニカルパスシステムがほとんどの

事前に用意された工程管理表に当てはまらなかった事項のことを指す．バリアンスが発生

診療科で作成・利用され始めた宮崎大学医学部附属病院を対象にした．情報提供者とし

した際に，なぜ当てはまらなかったのかを考える事で，パスの改善，ひいては医療の質向

て，現在のパス作成担当看護師 7 名，過去にパス作成の中心人物であった経験を有する

上につながる．

看護師 1 名およびクリニカルパスシステム導入に深く携わった医師 1 名を選んだ．今回

今回調査対象とした宮崎大学医学部附属病院では，クリニカルパスを電子的に管理して
おり，パスの作成からデータの入出力までを図 2 のように PC 上で行い，看護師たちは手
持ちの PDA を利用して閲覧できるようになっている．
2

ⓒ 2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-HCI-138 No.2
2010/5/14

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

対象とした診療科は 8 つで，看護師は基本的に診療科につき 1 名選抜した 1．インタビュ
ーは，システム開発・導入に携わった者とは別の研究者が担当し，2009 年 10 月に実施し
た．
インタビュー実施に当たっては，
1.

研究の目的および成果発表の方法（口頭での学会発表，論文，助成金の報告書

2.

同意しない場合でも不利益を受けないこと

3.

同意をいつでも撤回でき，その場合，データは破棄されること

4.

研究を進めていく中で，個人情報が十分に保護されること

5.

研究の詳しい内容について知りたい場合，情報開示を求めることができること

に記載されること，録音すること）

を口頭および文書で説明し，参加者の自由意思に基づいて同意を得た．また，インタ
ビューで録音することについても同様に同意を得て行った．
3.2 インタビュー項目

本研究では半構造化インタビューを採用し，以下の項目を中心に聞き取りを行った．
i.

看護師のプロフィール

ii.

所属診療科におけるパスの作り方・パス作成担当者の役割

iii.

パスの好影響・悪影響

iv.

所属診療科におけるパス普及率の限界

Fig. 3

図 3 クリニカルパスの利用状況
The use of clinical path system at University of Miyazaki Hospital

4. 調査結果および考察

録音した音声データは，全て書き起こした．本稿では，テーマに関連の深い i～iii まで

4.1 インタビュー結果

の回答を扱うこととした．

本院では，パスをどのように作成するかは各診療科に委ねられている．おおよその流

3.3 システム使用履歴の獲得

れは，

インタビューを裏付けるためのデータとして，クリニカルパス使用履歴のデータおよ
び作成に関するデータを集めた．これは，どの疾患にどのパスが適用されたのかを記録
したデータである．使用し始めて間もない診療科も多いことから，統計的な比較ができ
るデータセットではない．そこで今回は疾患別の履歴ではなく診療科の傾向を分析する
ために利用した．

1.

パスの対象となる医療工程を選択

2.

パスの雛形を診療科医師・看護師と医療情報部と協力して作成

3.

雛形を委員会で検討し，修正点があれば修正し，なくなれば承認

4.

パスを患者に適用し，課題を改善

となっている．パスの作成は主に少数の看護師が担うことが多く，委員会では医師，看
護師，医療情報部が一同に介して検討する．
パスが知識を流通させるために果たす役割として大きいと思われたのは，記録や伝達
漏れの低減である．医師も看護師も複数の患者を受け持ち，また割り込みの仕事がしば

1

しば入る環境下で仕事を行っているために，どうしても漏れが発生するリスクがある．

調査対象には，複数の診療科を掛け持ちにして看護を行う診療科が 2 つ存在する．
3
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図 4 クリニカルパスの利用状況（診療科別）
Fig. 4 The system usage of each department

Fig. 5

図 5 クリニカルパスの利用状況（A～D 診療科）
The system usage (summation from A department to D department).

パスには対象患者の医療に必要な項目があらかじめ用意されているため，投薬指示など

看護師に，パス作成に関する知識および医療行為を行う理由（背景知識）がノウハウ的

のミスが少なくなる．また，看護師は入院時に個人ごとに大量の看護記録を作成しなく

に蓄積されやすい状況は，流通の観点からは好ましくないと考えられる．

てはならないが，ここでも項目が事前に準備されていることにより誰が行っても記録漏
4.2 システム利用状況

れや伝達漏れが起きにくくなる．医療工程で必要な知識が余さずチーム内に共有されや

図 3 は本院におけるクリニカルパスの利用状況（2008 年 7 月～2009 年 4 月）を示した

すい環境を構築するために，クリニカルパスが果たしている役割は大きいと考えられる．
また，ベテラン，中堅，新人を組み合わせたり，一定の経験年数を経た看護師に作成

ものである．使用率は，全入院患者に対してどの程度パスが適用されたかを表すもので，

担当リーダを交代したりするなど各診療科でパスを作成するためのチーム作りに工夫が

100 人の患者に 100 個のパスが適用された場合に 100％となる．この図からは，時間が経

見られた．特に，新人にパス作成に関する知識を学ばせるためのチーム構成にする点は，

過すると共にパスの使用数も使用率も増加していることが分かる．
図 4 は，診療科ごとに見た同時期のパス使用率である．この図を見るとパスの利用状

組織的に知識流通を足進させるための仕組みとして効果がある．

況を押し上げているのが一部の診療科によるものであることが分かる．図 5 は，A～D 診

作成者担当者の立場から見ると，パスを作る過程において医師に当該医療行為を実施
する理由を問う機会が増えたために，パス作成者になる前より医療の知識が深まったと

療科の合計パス使用数および全使用パスに対する占有率を示したものである．この 4 診

述べる看護師も存在した．その一方で，医師の繁忙さを考慮して，各チームが作成した

療科で全体の 5～8 割を占めていることが判明した．2008 年 12 月を境に占有率が低下し

パスの確認作業は担当看護師が一括して行う診療科が多いことも明らかとなった．担当

ているのは，他にパスを多用する診療科（H，I，J の各診療科）が出てきたことによるも

4
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のである．

いてパス作成担当者である看護師を対象に調査した．調査の結果，パスをよく利用して

4.3 考察

いる診療科では，両方の知識が流通しやすい状態である可能性および，パス作成担当者
に知識がノウハウ的に蓄積されやすい環境となる可能性が示唆された．

本節では，前節のデータとインタビュー結果をまとめて考察を行う．クリニカルパス
を積極的に利用している診療科（A，B，C，J） 2は，他の診療科の看護師と比較して，

今回の調査だけでは医療知識およびパス作成にまつわる知識がよく流通している原因

チーム医療や知識獲得に対する言及が多くみられた．例えば，J診療科のパス担当看護師

がいったい何であるかの特定までには至らなかったため，今後も継続的に調査を続けて

はA診療科でのパス作成時の医師とのコミュニケーションについて，「今回わたしが作っ

いかなくてはならない．

たの（パス）でも，大体この人はこういう経過をたどるよねって思っていたのが，医師
の口から何でこの間だけドレーン留置してるとか，そういうエビデンスとかを聞くこと
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ある．ここに記し，謝意を表す．また，多忙な時間を割いて実践とインタビューにお付き
合いいただいた，医師と看護師諸氏に深く感謝する．

パス作成および疾患の勉強になると指摘していた．このように，パスを多用している診
療科では，医療行為の背景にある知識を医師から看護師に流すためのインタフェースと
して，クリニカルパスが有効に機能している可能性が示唆された．
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（B 診療科）実行してもらっていたり，
「今年は何月までにして，それ遅れた人はもう強
制的にその人がパス承認まで全部やるっていう強制文を書いたりして，やってもらうよ
うにちょっと可視化したり」
（C 診療科）するなど知識が受け継がれるように意識的にチ
ーム編成をしていた．全員で取り組む理由について「みんなで協力してできた方がわた
し的にはその方がみんなありがたみが分かるのかなって思った」というように，作成す
る目的や意義を共有し，流通を促進させようとする姿勢が見られた．このような姿勢も，
使用率が高い診療科に良く見られた発言であった．
パスの利用率が高い理由について，パス導入に長く関わってきた医師は積極的に推進
する看護師の存在が重要であると指摘した．事実，A，B，J 診療科にはマネジメント層
にパスの重要性を訴え，リーダシップを持って推進する看護師の存在があった．

5. まとめと今後の課題
本研究では，医療工程管理を行うクリニカルパスを導入している大学病院を対象に，
パス作成および医療に関する知識が医療従事者の間でどのように流通しているのかにつ
2

A 診療科と J 診療科に所属する看護師は，いずれの診療科の患者も受け持たなくてはな
らない複合的な診療科である．パスも共同で作成・使用する．J 診療科でパスを作成・利
用し始めたのは 2009 年 1 月からであるが，そこから徐々に使用数は増えている．
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