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複雑適応システムとしての医療

　社会学者のチャールズ・ペローは，さまざまな仕事

をシステムの構成要素の「相互作用（interaction）」の

多寡によって，複雑系（コンプレックスシステム）と

線形系（リニアシステム）の 2 つに大別した 1）。シス

テムの構成要素には，人，テクノロジー，情報，物，

設備，ルールなど様々なものが含まれる。相互作用

は，「やりとり」と言い換えるとわかりやすい。複

雑系の代表格である医療では，あらゆるレベルや単

位において膨大な相互作用が行われており，さらに

人々や組織は経験や環境にもとづいてさまざまな適応

（adaptation）をするため，システムはダイナミック（動

的）に変化し続けている。手術を例にとると，術者は，

患者，医療従事者，医療機器等と膨大な相互作用（手

術手技の実施，臓器の状態やバイタルサインの把握，

医療機器の操作，スタッフ間のコミュニケーション

等）を行いながら，手術を遂行している。また，緊急

手術の決定は，予定手術の優先度，診療科の手術枠，

手術室や ICU の空室状況，外科医，麻酔科医，看護

師らのマンパワーや力量など，多くの関係部門とのや

りとりを通じて行われている。

成功と失敗の等価性，調整，創発

　このような日常臨床の相互作用において，人々は状

況に合わせて調整（adjustment）を行い，求められた機

能を果たしている。夜間に救急で搬入された破裂脳動

脈瘤によるくも膜下出血に対して，麻酔科医や手術室

の確保などの状況によっては，クリッピング手術を夜

中に開始するよりも翌朝に開始するという判断は調整

の 1 例である。高度の麻酔管理を必要とする緊急手術

のために，麻酔科責任者が各手術の麻酔担当医の配置

変更を行うなどのやりくりも調整である。また，「予

定の緊急手術」は，各診療科の限られた手術枠の中で

手術症例数の増加に弾力的に対応するために編み出さ

れた調整といえる。

　調整や適応には，柔軟で臨機応変な対応やとりあえ

ずの場あたり的対応など，さまざまなものが含まれ

るが，いずれも，限られたリソース（知識，情報，時

間，マンパワー，機材や設備等）と（医学的，状況的

な）不確実性の中で，求められた機能（患者を手術・

治療・救命する）を果たすために行われている。この

ような調整や適応は，プログラム通りにしか反応しな

いコンピューターやロボットには不可能であり，調整

や適応こそが日常臨床業務を機能させている源であ

る。しかし，一方で，膨大な種類や数の調整や適応が

相互作用をする結果，時として思いがけないような事

態が生ずることもある。つまり，コンプレックスシス

テムにおいて発生している事象は，成功も失敗も等価

であり，相互作用の複雑な連結の結果として生じた創

発（emergence）として捉えられている（図 1）。これは，

成功と失敗のプロセスは異なり，失敗には原因がある

（因果関係）とする物の見方とは異なっている 2）。相

互作用を通じた創発のわかりやすい例に為替相場の変

動があるが，この現象を特定の原因との因果関係で説

明するのは困難である。

レジリエンス・エンジニアリングとは

　これまで行われてきた医療安全では，「安全とは事

故のないこと」と考え，「失敗事例（有害事象やイン

シデント）」を学習対象とし，「失敗を予防する」ため

の対策を講ずることが中心であった。この伝統的なア

プローチは，失敗には原因があり，原因を特定し対策

を講じれば，事故はなくなるということを前提として

おり，代表的な事故（予防）モデルとして，ドミノモ

デルやスイスチーズモデルが知られている。このよう

なモデルは，人，テクノロジー，物との間の相互作用

が少ないリニアシステム（例えば，ベルトコンベヤー

方式の食品加工や自動車組み立ての現場）においては

効果的であるが，コンプレックスシステムに適応する

場合には限界がある。レジリエンス・エンジニアリン

グと命名された新しいアプローチでは，「想定内や想

定外の状況において，システムが求められた機能を果

たしている状態」をレジリエンス（弾力性）と呼び，

「学習の機会を日常的に行われていることに広げ，う

まくいくことを増やす」という立場をとる。エンジニ

レジリエンス・エンジニアリングの医療安全への応用

－日常業務の複雑性を理解し，うまくいくことを増やす－
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アリングという言葉が使われているが，これは必ずし

も工学的な制御を意味しているわけではない。このよ

うなアプローチは医療の質・安全の領域に限らず，経

営や政策レベルにも応用可能な物の見方である。

システムを広く見る，頻度の高い事象を見る

　レジリエンス・エンジニアリングの基本アプロー

チとして，「深く見る前に広く見る（breadth-before-

depth）」，および「重大性よりも頻度の高いものを扱う

（frequency rather than severity）」がある。前者は，個

別の事例や個人の判断や行動を掘り下げる前に，まず

システム全体を広く見ることを意味する。つまり，シ

ステムの構成要素が機能を果たすために，どのように

相互作用しているのかに着目する。後者は，稀にしか

起こらない重大な事例よりも，頻度の高い事象を対象

とするという意味である。つまり，レジリエンス・エ

ンジニアリングでは，日常臨床業務（everyday clinical 

work）において，人々がどのように仕事をしているの

かありのままに把握すること，すなわち複雑性を理解

することから始める。

Work-As-Imagined と Work-As-Done を近づける

　日常臨床業務の複雑性を理解するための重要な概念

の 1 つとして，「頭の中で考える仕事のやり方（Work-

As-Imagined）」と「実際の仕事のやり方（Work-As-

Done）」がある 2）。日々の手術を行うためには，業務量

の予測に基づいたスタッフ配置や手術室の確保，業務

の流れを踏まえた業務手順の作成，術中リスクを想定

した事前準備など，様々なことを計画し，想像し，想

定しなければならならない。これのような計画や想定

がなければ仕事を行うことは不可能である。一方，現

実の仕事のやり方を見てみると，必ずしも計画や想

像どおりには行われておらず，数々の調整や適応が

見られる。重要な点は，仕事がうまく行われるために

は，Work-As-Imagined（WAI）と Work-As-Done（WAD）

が近いことが必要であり，これが大きく解離している

と問題が生じうるということである 3）。例えば，難し

い手術が何事もなかったかのようにうまくいったケー

スでは，術者や手術チームメンバーの事前の WAI と

実際の手術進行である WAD は限りなく一致していた

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1　成功と失敗のとらえ方

* 点線は因果関係にもとづく成功と失敗の説明，実線はパフォーマンス

の調整による成功と失敗の説明を示す。

 図 2　FRAM 図における機能の表示と相互作用の 6 つの側面



手術医学　2015;36 （3）

― 59 ―

特集：教育セミナー

と言える。これはトラブルがなかったということでは

なく，事前にあらゆることを想定して，手術チームメ

ンバー全員が，テクニカルスキルとノンテクニカルス

キルを身につけそれらを発揮し，想定されるトラブル

に備えた人的・物的バックアップ体制をとり，さらに

予想外の事態も発生するということを想定し，注意深

く状況をモニターしていたということを意味する。一

方，業務手順書はあるものの，人間工学的観点，業務

フロー，業務効率などの理由により，マニュアル通り

には仕事がやりにくい場合には，人々は仕事をしやす

くなるような調整を行い，これがいつしか通常のやり

方となり，WAI と WAD の乖離が常態化すると，時と

して事故につながる。レジリエンス・エンジニアリン

グでは，このような現実を直視したうえで，実際の仕

事がどのように行われているかを観察し，どのような

調整が行われているかを把握し，さらにその理由を明

らかにし，WAD と WAI のギャップを縮めるというア

プローチをとる。

日常臨床業務の複雑性を記述する手法

　日常臨床業務の複雑性を記述する方法として，エ

リック・ホルナゲルは Functional Resonance Analysis 

Method（FRAM，フラムと呼ぶ）を提唱した 3）。医療

従事者が業務の流れを考える時，通常，タスクを時系

列で考えている。あるタスクは，前のタスクが終了し

たことをインプット情報として受け実施され，それが

アウトプット情報となって次のタスクにつながる。一

方，FRAM では，現場で行われている事象を「機能

（function）」と「相互作用」に焦点をあてて捉えてい

る。ある機能（例えば，輸血実施直前の患者同定・血

液製剤情報との照合）は他の機能との相互作用により

実施され，その相互作用は「インプット（入力）」，「ア

ウトプット（出力）」という2つの側面だけでなく，「タ

イム（時間）」，「プレコンディション（前提）」，「コン

トロール（制御）」，「リソース（道具）」も加えた全部

で 6 つの側面で行われると考える（図 2）。FRAM は，

日常診療業務は多くの機能が互いに，かつ複雑に相互

作用することによって成立していることを記述するも

のである。ホルナゲルらは FRAM を用いたリスク解

析やシステム設計への応用など，先行的対応における

応用を目指している。医療現場における活用例として

は，現状では，医療チームや部門スタッフで FRAM

を用いて，診療やケアプロセスにおける判断や行動が

どのような相互作用の中で行われているのかに関する

理解やコミュニケーションを深めるツールとして用い

られている。

おわりに

　ヘルスケアシステムは，医療技術の進歩，医療制度

の変化，人口の高齢化などとともに，ますます複雑化

し，同時にダイナミックに変化し続ける。脆弱でない

弾力性に富んだシステムは，「学習」，「モニター」，「対

応」，「想定」の 4 つの基本能力を有していると言われ

る。すなわち，うまく行われていることにも学習の機

会を広げ，注意深くさまざまな事象をモニターし，現

在必要とされることに速やかに対応するとともに，次

（未来）に起こりうることを想定しそれに対して準備

をできる能力である。従来から行ってきた失敗から学

習することに加え，このような先行的なアプローチを

取り入れることにより，手術医療は今後もレジリエン

トであり続けることが可能であると考えられる。
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