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看護 の質 を保証す るために必 要 とされるマネー ジメン ト
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力が要 る。説明のつ く,納 得を得 られる,筋 の通 った,

質 の 保証 と戦 略
看護 の質 はマネー ジメ ン トの質 に大 きく影響される。
種 々の条件が同 じで もマネー ジメ ン トにより看護の結

合理的な考 え,行 動 がその推進力 になる。戦略 には論

果, したがって,看 護婦 の職務満足感 も変わるとい う

わ らず戦略方針 を知 り,決 定,実 践 に参画する。

多 くの事実がある。看護婦 にとって重要 なのはその人
が必要 としているニーズ,欲 求 を知 り,望 ましい結果

内 と外 とつなが る戦略である。 目指す結果 と戦略 を看

に向けて行動 し成果 を得 ることである。 これが患者 と

護職者 たちが共有す ることである。看護職者 はその評

看護婦 の双方 が 目指す ことである。 つ まり,成 果指向

価 と計画 において密接 に協調 しなければ, 目的 は達成

の仕事 である。

できない。

結果中心 の看護 には,看 護 の質 の基準設定,基 準を
達成す るための職務の分析 ・構造 の設計,そ れを もと

患者 に最 も近 くいる人 とのつなが り,論 理,合 理性,
を もったマネー ジメン トがあって,看 護 の質 の保証 に

に した人材配置,必 要 な能力 を開発す るための教育 プ

とり組 める。 ユニ ッ トでの質 の保証 はこれ らの要素 を

ログラム とその時間,財 政的支援 の確保,患 者 と看護
に関す る方針決定への参画,他 の職種 の責任 と考 え ら

持 っているので有効 に機能す る。

れる業務 の整理,な どのマネー ジメ ン ト能力 が要 る。
一人一人が一生懸命 に働 くことだけでは,成 果責任 は

1.質 の保証 プ ログラム (QAP)

果 たせない。戦略的思考 とその実践 が必 要 とされ る。

門職 としての 目標 であ り,責 務 である。看護 の質 は結

看護婦 の価値ある挑戦 である。

果 によって定義 され結果を質 の指標 とす ることが最善
である。QAPは ,看 護 と質 に影響 を及 ぼす要因す べ

患者 にとって最 も重要 な人 は実際に看護 をす る看護
婦である。その看護婦 とつなが り,彼

00た

ちが見

感 じ,考 え,行 動 して いることを知 ることか ら結果中
心 の効果的なマネー ジメン トが可能 になる。看護婦 に

理が いる。 そ して,看 護婦 は全てそのポジシ ョンに関
これ らのことを可能 にす るのは,未 来 とつなが り,

その人 に必要 な看護 の質 を保証す ることは,看 護専

ての妥当な基準 とクライテ リア (規準)を 含み,ケ ア
の有効性 を評価, コ ン トロールす るものである。
質 の保証 を歴史的に見 ると,構 造 (職員 の資格,教

を感 じとれる重要 な ことである。従 って,質 を犠牲 に

育,職 業集団の会員,認 可 など)を 質 の指標 にす るこ
とか ら始ま った。 その後,過 程へ と発展 した。看護過

した量の対応 ほど患者,看 護婦 にとって致命的 な もの

程,看 護を科学的 に実践す るための看護理論 の取 り組

はない。 また,看 護婦 のそれまでの経験,教 育,能 力
を評価 せず,す べて同 じに扱 うとい うことは,代 替可

みは,質 の保証 に大 きく貢献 した。 しか し,Adams
&Wilsonは

能 な者 としての扱いで,看 護婦 の 自己価値 の感覚を失

プラ ンによ り,ア ウ トカム (結果)中 心 のケアプラン

わせて しまう。患者のために活かされる看護職務があっ

の方 が,ケ アの質 の指標 として も,質 を高める用具 と

て質 が保証 される。看護 に対す る感受性, コ ミットメ
ン トが管理者 とスタッフナースで共有 され ることが看

して もはるかに優れて いると言 う。 たとえば,過 程中
心では,「 患者 に体重測定す ることを教える」であ り,

護 に関す る意志決定 の条件 である。

患者 は理想的な体重を維持す る」 で,
結果中心で は 「

とって仕事 の結果 は自分が生 きてい ること, 自己実現

質 の保証 のための変革 を起 こすには,知 的な判断能

伝統的なプ ロセス (過程)中 心 のケア

患者が 日常生活のなかで実行す る事 に焦点 をあて る。
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看護婦 は患者をパ ー トナー として扱 い,構 造 も結果 の
ために有効 に機能す るよ うに,実 践 される1ヽ
結果 は看護の 目指す こと,責 務を明 らかにす ること
なので,結 果 の評価が看護実践 の指標 になる。結果 の
測定 は経済 の用語 にも翻訳 で き,ヘ ルスケアシステム,

2.ユ ニ ッ トを基 に した質 の保証 (QA)4.6.6)
QAは 患者 のためにある。患者 に最 も近 くいて,実
際 にケアを して いる看護婦 に実行 されて初めてその目
的が達 せ られ る。管理者 は QAを 患者 とスタッフナー
スにとって生 きているものにする責任がある。

な く,小 集団や人口全体 が求 める質,死 亡,感 染,再

QAPは 組織全体 で行 う計画,統 制,評 価 の プ ロ グ
ラムである。 ユニ ッ トを基 に した QAは この 目的 を

入院,合 併症,薬 物反応,計 画外 の手術を測定 しケア

効率 よ く達成するための もので ある。多 くの QAPは

に影響を与える供給 システ ムの変化 の測定可能 な事実
として早急 に提示で きる2)。

院内の委員会 が基準をつ くり,評 価をす る, とい う形
をとる。 ス タッフナ ー スは QAを 管理者 か ら課 せ ら
れた もの, と感 じる。 また,内 部 の事情を自分達 ほど

看護教育 の革新 の指針にな る。個 々のケアの質だけで

QAPモ デルは (米国看護協会,1975)は 研究 によ
る合理性,根 拠を追求 しなが ら,広 く使 われて い る。
これは次 の Langの 研究 を ベ ー スに して い る。 「モ

知 らな い管理者か ら評価 され ることを嫌 が る。 また,

す ることを示 している。す なわち,価 値を明 らかにし,
構造 ・過程 。結果 の基準 や クライテ リア (規準)が そ

QAの 委員 は,ケ アに介入す る権限がな く欠点を指摘
す るのみで終 って しまうことがある。
ゴニ ットでの QAは 実際 にケアをす るスタッフナー
スによってつ くられ,実 行 される。だか ら一人一人 の

れ らの価値 に基づいて作 られて い く。 そ して, ク ライ

看護婦 にとってそのプロセスは現実 の患者 の ものとな

デル は,円 を描 いてお り,質 の保証 のプロセスが計測

テ リアを測定す るための道具が開発 され選択 され る。

り,そ れ らを即患者 に活か し,評 価をす る, とい うサ

測定 されるとは,看 護 ケアの長所 や改善点 を明 らかに
す るためにデー タがきちん と読み込 まれるとい うこと

イクルを自らが動か してい くことになる。 その一つ一
つの必要性,行 動結果 に納得 がい く。 自ら意志決定す

である。看護 ケアを,強 化 した り変化 させたりす るた

ることにより,看 護 の結果 に対す る責務, 自律 の意識

めの活動方針が提案 され,採 択 され,用 い られる。 こ

が高 まる。必要な看護がなされない時には,そ の状況

の過程 は,価 値 が再確認 された後,ま た始 めか ら繰 り
返 され る」3)

条件を査定 し,変 革す るマネー ジメン トの機会 に挑戦

この QAモ デルは,次 の 8段 階か らな っている。

参画す る。管理者か ら与え られたのではな く自らがつ

1.価 値 を明 らかにす る。
2.構 造 ・過程 ・結果 のクライテ リアと基準を明 らか

くり上 げてい くとい う実感がわ く。
また,QAは 自 らの改善のニーズを知 ることので き

で きる。 これ らの実践を もとに看護部門の意志決定に

るプログラムである。評価を基 に必要 な能力を得 るた

にする。
3.基 準やクライテ リアに達成 目標を判断す るのに必

めのスタッフ開発 が企画,実 践で きる。
結果 の基準を達成するためにユニ ッ ト内での能力 が

要 な測定方法を決める。
4.看 護 ケアの長所や改善点 を明確 にす る。

ある,価 値 ある看護知識を活用す ることがで きる。 そ

5.活 動可能な方法を明 らかにす る。

のことで, 自分達が価値を置 くことを示 し,確 認 し合

6.活 動方針を決 める。

い,看 護婦 の承認 の欲求を満 たす ことがで きる。 さら

7.実 行す る。

に看護婦 にとっては新 しいキ ャリア開発の機会,例 え
ば QAコ ーデ ィネー ターの役害1を担 うこともで きる。

8.1へ

戻 る。

質 の保証 のプログラムは看護婦たちが自分達 はなん
のために,何 をす るのか という問 いに答えてい くこと

QAは 基準 をつ くり,そ れに照 らして評価する。こ
の ことは看護婦 の専門職意識 を高める。基準 は看護 と

である。 このことが, 自分達 の存在理由を与えて くれ

は何かの問 いに答 え,何 を, どのよ うにすることが 日

る。結果 に責任 をもつ, とい う責務, 自律 の精神を育

指す結果 に到達す るかの根拠 を もとめ ることであ る。
この基準を共有化 し実践することが,ユ ニ ッ トの価値

て,達 成 の満足感を得 られる。そ して,QAPは

,実

際 に看護が行われているユニ ッ トで実行 されるのが最

観を中心 に した連帯感を強 くす る。 ユニ ッ トでの看護

も有効である。

の結果 が看護婦 たちの生 きる手応え,社 会,人 ,未 来
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とのつなが りを強 くする。

点である。

ユニ ットでの QAは , ヘ ッ ドナ ー スの権 限 を大 き
くする。つま り分権 システムである。 このことにより,
ユニ ット全体 の看護婦 のケアとマ ネー ジメ ン トの能力

7)
理 念 ,戦 略,実 践
ー
戦略 はニ ズで始 まり,患 者 と看護婦 の満足で終わ

は高まり,看 護 の質が高 まる。
ユニ ッ トでの QAを 成功 させ,組 織全体 の質 の保

すのは結果である。何のために,何 を行 うのかが明確

証 という最終 目標を達す るためには,看 護部長 の責任
は大 きい。分権 によ り,患 者 に最 も近 いスタ ッフナー

な課題 にな って初 めて戦略が生 まれ る。
1)理 念,マ ーケテ ィング

スに傾聴 し,そ の管理上 の課題 を QAPに 生かす。 優
れたユニ ット,人 材 に注 目 し,そ れを大切 に育成,全
体 に活用,広 げてい く, とい う管理 の原則 は,ユ ニ ッ
ト内 と同様 に組織全体で も必要である。

るための ものである。戦略が正 しか ったかど うかを示

マーケテ ィングとは,患 者 のニーズ,欲 求 を発見 し,
組織 の 目的,資 源をつか って それを満 た してい くため
の ものである。 この ことで組織 に対す る心,愛 情 の共
有を築 き上 げ,サ ー ビスを提供すべ き人 たちとの連帯
感をより緊密 にす る。患者 にとって本当に価値 のある

3.外 来での QA

こと,大 事 なことは何 かを知 る。基本的な目的を達成

当時 の外来 は,患 者数 1日 1,000〜1,200人で外来 に

す るための心構えので きた組織 に,成 果 を もた らす基

固定 して勤務 している看護婦 は 2〜 5名 で,あ とは病
棟か ら半 日〜 1週 間単位で外来勤務 をす るという人員

本的 な行動 がある。

配置であ った。年間200名の看護婦 が 出入 りし, し ば

た。患者 の80%が 看護婦 に相談 したいことがあると回

しば,病 棟 で正常な勤務 がで きないと病棟婦長 が判 断
した看護婦 が外来 に出されて いた。病棟 の看護婦 の病

答 し,さ らに必要があれば相談のためだけに来院す る
と答 えた人が全体 の60%を 占めた。多 くの人 々が ニー

休,年 休,産 体,夜 勤 の回数 あ調整 のために看護婦 が
頻回 に異動す るユニ ットであった。

ズを満たされな いま ま帰宅 して いた とい うことで あ
る3に 同時 に,各 部署 (小児,泌 尿器,耳 鼻,等 )の

病棟か らの看護婦 は慣れない場で,患 者の呼び入れ,

担当看護婦 は, いままでの医師の介助でなく患者にとっ

カルテの整理,物 品 の洗浄,点 検などで 1日が終わり,
患者 のニーズ も質の保証 もない状態 であ った。看護婦
たちか らは質 を無視 したこの体制 は非常 に苦痛 である,

て,何 が必要 かを診 なが ら,仕 事 を した。 その結果,
一見問題がないよ うな人 に悩み,苦 しみ,危 機 が多 く
あることがわか った。 これ らの具体 的 な ニ ー ズを知

と訴えは繰 り返 されていた。 しか し,看 護婦配置 の根
拠 の一つ として業務量調査 が行われ続 けていた。 これ

り,自 分達 の使命,信 念,を 外来 の理念 として成文化
した 9ヽ

は,看 護職 の調査方法 としては,全 く不適切な もので
ある。業務量調査 は看護を単純作業 の組合 せ,積 み重

外来では,ま ず約460名の患者 の ニ ー ズ調査 を行 っ

2)戦

略

ねと見 る。今や っている仕事 のや り方,仕 事 の量 の調

質的 な,具 体的 な 目標をたて る。外来各部署 での特
定 の患者 ・集団,特 定 の成果 のための計画 を立 て る。

査であり,未 来志向でな く,戦 略的方向性 も織 り込 ま

看護過程を使 った看護を実践 し,看 護 の質 を保証す る

れることはない。外見上 の動作 と作業量 の測定 で質的
な測定 はで きない。看護 では,同 一 の動作 に見 えてい

ために,看 護基準 を 自 らつ くっていった。 これ は,今
までのやり方で業務を早 く終 るとい うマニ ュアルでな

て もその人 の 目的,方 法 が違 うと結果 も違 う。患者 が

く,患 者 にとっての望 ま しい結果 に到達す るための基

医師 の診療 を受 けて いる時,医 師 の介助 をす る看護婦

準である。 自らつ くってい くことが,誰 のために,な

と,患 者 を支持,ア セスメン トもす る看護婦 の動作 は

ぜ, これをす るのか, とい う使命,理 論的根拠 をもつ

同 じか もしれない。測 るべ き量を分離す ることは困難

ことができ,結 果 に責任 を もつ とい う自律の意識が育
つ。 ユニ ッ トでの QAの 真髄である。

であ り,人 材配置の根拠 にす るのは不適切である。
このよ うに看護の理念,基 準,規 準 が患者 の ニーズ

看護基準 とは,看 護 ケアの質を正 しく規定 した もの

と異 なっている病院 の外来 で, ユ ニ ッ トで QAを 始

である。 これには, ク ライテ リア (規準)が 含 まれて

めた。看護婦 は15名 (50%)が 外来 に固定 にな った時

お り,ケ アの有効性を評価する ことがで きる。各看護
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ケアの単位 は次の 3つ の基準 を もつ。過程基準 (望ま

頭全摘術後 の患者 のために開かれ,展 示 ・パ ンフ レッ

しい結果 のために,い つ, どの くらいの頻度で何をす

トによる援助方法 もとられた。結果 は,失 禁,便 秘患
児,ペ イン,喉 頭全摘,在 宅酸素療法,ス トーマ造設,

るのか),内 容基準 (看護婦 と患者,他 の職種 との コ
ミュニケー ションの質 と,判 断内容,等 ),結 果基準

などの患者 にかな りの成果を上 げ基準 に近づいた もの

(患者 の健康状況,看 護 ケアによって もた らされ る健

もあ り, これか らの課題を残 した もの もある。 この評

康状況及び環境,患 者 の満足度,等 )0。 同時 に,各

価 が基準,継 続教育,職 務分担等,構 造 の変革 の指針

自が年間目標,計 画をたてた。 これ らが,QAPの

になる。

過

程,結 果 の部分 である。
これ ら過程,結 果 のために,資 源 (人材,資 金,時
間,空 間)の 配分をす る。 この基準を実践す るために
必要な職務 の分析,デ ザインをす る。誰 が,何 を した

4. QAと

マネー ジメン ト

ユニ ットで の QAが 成果 を上 げ続 けるの は, ト ッ
プマネー ジメン トが このことが組織全体 の質 の保証 に

分,権 限の委譲をする。異動 を少 な くして安定 した患

最 も有効であるとい う信念を持 ち,そ の責を とること
である。組織 が果 たすべ き使命を定め,具 体的な長期

者 との関係,時 間,職 員 との連携 を持てるようにする。
共通 の課題 と特殊 な課題を組み合わせて, ネ ッ トヮー

当てる。 この責 をとらないと,看 護婦 たちは何のため

ら望ましい結果 になるか, この基準で配置,仕 事 の配

目標 について合意を得 る。 そ して短期的 目標 に焦点を

クをつ くり,人 的資源を活用す る。 たとえば,小 児 と

に,何 を して い るのかわか らな くな り, ばらば らに飛

い う特殊性 と排泄 とい う共通性を両担当者 の専門能力

び跳ね,葛 藤,中 傷 などもお こし,支 持,信 頼,尊 厳

を組み合わせて患者 の結果基準 を満たす。

を失 う。

時間を創 り出す。優先度 を考え,看 護婦 はお互 いの

働 くことの意味,手 応えが得 られる職場では看護婦

計画を知 って,患 者 のために必要 な時間 を創 る。仕事

たちがケアに必要 な事 をつ くり出 してい くことを尊重

の組立を考 える。

し助 ける文化を持 ってい る。 その仕事 の結果 に 自分を

基準を実践す る能力を査定 して教育 プログラムを創

感 じることがで きる。 つ まり,QAの

戦略がある職 場

り,実 践す る。 これは看護 とマ ネー ジメン トの両方 の
要素 を含む。看護がなされない状況を看護婦が コン ト

である。
ユニ ットで の QAは 患者 の最 も近 くに いて, ケ ア

ロールす る力を持つ ことである。 これ らが QAPの

を している看護婦 を尊重することの現れである。管理

構

造 の部分である。

者 は,起 きうる問題を予知 し,備 え;使 命を中心 に真

結果を達成す る期限を決め,結 果 の基準 にて らして
フ ィー ドバ ックを し,必 要 な修正 をす る。

剣 に,懸 命 に努力する。高 い基準が人 を引 き付 け る。

QAを 成功 させる管理者 の役割 として次 のよ うな こ
とがある。 1)長 期的 な 目標を持ち,短 期的な 目標 に
焦点をあて る。 2)良 い ものを伸 ばす。信念,信 望が
あり実績をあげた人をサポー トし,他 へ広 げる。3)

管理者 は看護を魅力的で報 われる,意 味 のある仕事に
して,そ の人 と一緒 に働 きたいと思われ る人格 の持ち
主であること,可 能性を現実 のなかで実現 し喜 び分 か
ち合 える力をもっていること。最終的 には看護 の基準

外 に 目を向け,内 と結 びつ ける。何か もっとよい考え,

にどれだけ近 づいたか, 自 らを判定す る人である。看
護へ のコ ミッ トメン ト,自 分 自身 のなかか らあ3、れで

方法がないか とたえず努力をす る。古 い ものを取 り繕

る思 い,自 分 自身へ の約束,使 命感,誠 実 さ,礼 節,

うので はな く,最 善 の ことをさが し,代 替案 を多 く持

感謝等を持 った人である。

つ。 4)職 階中心でな く,職 務を遂行す るために必要
な コ ミュニケー ションをする。 5)職 務遂行 に必要 な

に資格 の認定がされる ことが質 の保証 の課題 である。

そのような人が看護管理 の専門教育を受 け,継 続的

能力 の開発 を図 り,優 れた人を採用す る。
4)外 来 での QAの 結果
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