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手術安全チェックリスト  

 
 

このチェックリストは包括的であるようには意図されていない。  
 
 
 
 
 

はじめに 
 
「安全な手術が命を救う」プログラムは、世界

保健機関の活動の一部として「ＷＨＯ患者安

全」によって世界中の手術死亡の数を減少させ

るために制定されました。このプログラムの目

的は、麻酔薬の不適切使用、避けられる手術感

染や手術チームメンバー間の不充分なコミュ

ニケーションを含む重要な安全性の問題に取

り組むため、政治的関与と臨床の意志を利用す

ることです。これらは、全ての国と施設で共通

の命にかかわる防ぎ得る問題であることが分

かりました。 
 
これらのイベントの数を減らす手術チームを

援助するため、「ＷＨＯ患者安全」は － 世

界中の外科医、麻酔科医、看護師、患者安全専

門職と患者との相談を通して － 患者安全

に必要不可欠な１０の目標を確認しました。こ

れらはＷＨＯ手術安全チェックリストの中に

編集されました。このチェックリスト

（www.who.int/safesurgery でダウンロード

できる）の目的は、正しいと認められた行為を

補強し、臨床分野の間でのより良いコミュニケ

ーションとチームワークを育てることです。チ

ェックリストは、臨床医による手術の安全性の

改善と不必要な手術死亡と合併症を減らすこ

とに興味を持った臨床医に使用される道具と

して意図されています。その使用は、様々な病

院や施設における合併症と死亡率の著しい減

少と、ケアの基本的な標準への遵守の改善に明

らかに関係しています(1)。 
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現場での実施に合わせるため、追加と修正が奨励される。             ２００９年１月改訂 - c WHO、2009 
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このマニュアルの使い方 

このマニュアルで、「手術チーム」は手術に関わ

っている術者たち、麻酔科専門医、看護師、臨床

工学技士及び他の職員からから成ると理解されて

います。飛行機パイロットとして多くは、安全で

成功する飛行のために、地上整備員、航空機乗務

員及び航空交通管制官たちに頼らなければならな

い、術者は患者ケアで責任あるチームの必要不可

欠な構成員であるが、唯一の構成員ではない。手

術チームの全てのメンバーが手術の安全と成功を

確実にするための役割をはたします。 
このマニュアルはチェックリストを使う上での

案内、実行のための提案、及び外科的サービスと

転帰を測定するための推奨を提供します。異なる

実施設定で、マニュアルは状況に合うよう修正さ

れるべきです。それぞれの安全のチェックは、そ

の内容が重篤な避けることのできる手術的危害を

減らし、かつその遵守は患者に危害を及ぼし、管

理できないコスト増加にはなりそうもないという

臨床上のエビデンスもしくは専門家の意見に基づ

いています。チェックリストはまた、容易さと簡

潔さを意図して設計されました。個別の手順の多

くがすでに世界中の各施設で日常的な方法として

受け入れられていますが、ほとんど完全であるこ

とはありません。それぞれの手術部門は、チェッ

クリストで作業し、そして通常の手術のワークフ

ローにこれらの必須の安全手順をどのように分別

よくまとめるかを検査しなければならなりません。 
WHO 手術安全チェックリスト－そしてこのマ

ニュアル－の究極の目標は、チームが首尾一貫し

て２，３の極めて重要な安全手順に従うことを保

証するのを援助し、手術患者の命と健康を危険に

さらす最も一般的でかつ避けうるリスクを最小に

することです。チェックリストは、適切な標準的

ケアが全ての患者に保証されることを確認する手

段として、言葉によるチームをベースとした相互

関係を指導します。 
 
チェックリストの使い方（簡略） 

手術の間のチェックリストを実行するために、

一人がリスト上の□をチェックすることに責任を

もたねばなりません。この指定されたチェックリ

スト・コーディネーターは、多くの場合、外回り

看護師ですが、手術に関与している臨床医である

こともありえます。 
チェックリストは、手術を３つのフェーズに分

けます、 それぞれは手順の通常の流れの中の特

定の時間に対応します － 麻酔導入前のフェー

ズ、導入後と皮膚切開前のフェーズ、そして閉創

中または直後であるが患者が手術室から退出しな

いフェーズ。それぞれのフェーズで、チェックリ

スト・コーディネーターは、さらに処置が進行す

る前に、チームがそのタスクを完了したことを確

認します。手術チームはチェックリストの手順に

なじんで来るので、彼等はチェックを慣れ親しん

だ業務にまとめ上げ、チェックリスト・コーディ

ネーターのこと細かな介入なしでそれぞれの手順

の完了を言葉で表現できます。各チームは効果的

に手順を達成することを目的に、作業の中へのチ

ェックリストの利用を、効果を最大に混乱を最小

にするよう組み入れることを試みるべきです。 
全ての手順は、鍵となる行動が遂行されたこと

を確認するために、適切な職員により、口頭でチ

ェックされます。従って、麻酔導入前に、チェッ

クリストをコーディネートしている職員は(可能

な時には)口頭で、患者の ID は確認されており、

処置と部位に間違いはなく、手術の同意は取れて

いることを再検討します。コーディネーターは、

(もし適切ならば)手術部位に印が付けられている

ことを目視と口頭で確認し、麻酔科医と患者の出

血のリスク、気道確保困難とアレルギー反応およ

び麻酔器と薬剤の安全チェックが完了しているか

を再検討します。（訳者注：ここでのパルスオキシ

メーターの確認が抜けてしまっているーＷＨＯの

ミスと思われる）理想的には、外科医は、予想さ

れる出血、アレルギーもしくは他の患者の合併症

について、よりはっきりとした考えをもっている

はずなので、このフェーズの間は同席します。し

かし、外科医の同席は、チェックリストのこの部

分を完了するために必須ではありません。 
皮膚切開の前に、各々のチームメンバーは名前

と役割を自己紹介します。もしすでに手術日の途

中まで一緒であるなら、チームは簡単に手術室に

いる全てはお互いを知っていることを確認できま

す。チームは、正しい患者と部位を正しい手術で

行うことを、はっきりと確認します、そして口頭

でもう一人と交代で、ガイダンスのためのチェッ

クリストを使って手術計画の極めて重要な要素を

再検討します。彼らは、同様に予防的抗菌薬が 60
分以内に投与されており、必要に応じて絶対必要

な画像が掲示されていることを確認します。
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手術室退室の前に、チームは行われた手術、ガ

ーゼ（スポンジ）と器材の数および採取された全

ての標本のラベル付けを再検討します。それは、

同様に全ての対処すべき設備不良もしくは問題を

再検討します。最後に、チームは患者を手術室か

ら退出させる前に、術後管理と回復に関する主要

な計画と懸案事項を検討します。 
一人の職員にチェックリスト作業を指揮させる

ことが、成功に不可欠です。手術室という複雑な

設定で、手順のどれかは速いペースの術前、術中、

術後の準備の間に見過ごされてしまうかもしれま

せん。チェックリストのそれぞれの手順が完全に

行なわれたかを確認することを任された唯一の職

員は、手術の次のフェーズに急いで進むことで、

安全の手順が省略されないように確認します。チ

ームメンバーが関係している手順に慣れるまで、

チェックリスト・コーディネーターはこのチェッ

クリスト・プロセスを通してチームを指導しなけ

ればならないでしょう。 
一人の職員に指揮を執らせることによる可能性

のある不都合としては、他の手術チームメンバー

との間に対立関係を生じさてしまうかもしれない

ことです。チェックリスト・コーディネーターは、

それぞれの手順が十分に対処されるまで、チーム

が手術の次のフェーズに進むことを抑止できるよ

うにしなければなりません、しかしそのときには、

他のチームメンバーをしらけさせ、イライラさせ

るかもしれません。従って、病院は慎重にどの職

員がこの役割に最もふさわしいかを考えなければ

なりません。前述したように、多くの施設にとっ

て、これは外回り看護師でしょうが、どんな臨床

医でもチェックリスト・プロセスを調整すること

ができます。 

 
 
 
 
 
 
チェックリストの使い方（詳細） 

麻酔導入前 
これらの安全チェックは手続きの安全を確認す

るため、麻酔導入前に完了することになっていま

す。少なくとも麻酔専門医と看護職員がいること

が必要です。チェックリスト・コーディネーター

は、麻酔の準備の流れに従って、このセクション

の全てを直ちにあるいは継続して完了します。安

全ステップの各々の詳細は以下の通りです： 

 
患者のＩＤ、部位、手術名および同意は確認され

たか？ 

チェックリスト・コーディネーターは口頭で、

患者のＩＤ、予定された術式、手術部位そして手

術同意が得られていることを確認します。繰り返

しが多いように思われるかもしれませんが、この

手順はチームが間違った患者あるいは部位への手

術の施行、間違った手術が行なわれないよう確認

するために必須です。例えば小児症例もしくは無

能力な患者のように、患者による確認が不可能な

時、保護者あるいは家族がこの役割を担うことが

できます。緊急例などのように、もし保護者ある

いは家族が不在、このステップが抜かされるなら、

進む前にチームは理由を理解し、全員が同意すべ

きです。 

 

部位はマーキングされたか？ 

チェックリスト・コーディネーターは、手術を

行う術者が、側性（左右の区別のある）あるいは

複数の構成もしくはレベル（例えば、特定の指、

足指、皮膚病変、椎骨）を含む症例で、手術部位

に印を付けたか（通常油性フェルトペンマーカー

を用いる）を確認します。正中線上の構造物（例

えば、甲状腺）あるいは単一の構造物（例えば、

脾臓）への部位マーキングは、施設毎の実施にま

かせます。一貫した全ての症例に対する部位マー

キングは、正しい部位と処置を確認する支援チェ

ックとなります。 
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麻酔器と薬剤チェックは完了しているか？ 

チェックリスト・コーディネーターは、次のス

テップをそれぞれの症例の前に麻酔科専門医に質

問することにより、麻酔設備、呼吸回路、薬剤、

患者麻酔リスクの正式な検査と認識されている

「麻酔安全チェック」の完了の確認を確実なもの

とします。役に立つ簡略記憶記号としては、患者

が手術に適応していることを確認することに加え

て、麻酔チームはＡＢＣＤＥを確認します - 気

道管理器材（Airway equipment）の確認、呼吸シ

ステム（Breathing system）（酸素および吸入麻酔

薬も含む）、吸引（suCtion）、薬剤と器材（Drugs 
and devices）および緊急薬品と設備とそれらを利

用 で き るよ う 整 備し て い る臨 床 工 学技 士

（ Emergency medications, equipment and 
assistance）です。 
訳者注：日本語での語呂合せ・・・ダムマスイ、キ

ュウインヤクザイ、キンキュウエンジョ（ＤＡＭ麻酔

（器）、吸引薬剤、緊急援助） 
 
パルスオキシメーターは患者に装着され、作動

しているか？ 

チェックリスト・コーディネーターは、麻酔導

入前にパルスオキシメーターが患者に装着され正

確に機能していることを確認します。理想的には、

パルスオキシメーター表示は手術チームに見える

べきです。パルス音システムは、患者の脈拍数お

よび酸素飽和度をチームに警告できるよう使用し

ます。パスルオキシメーターは、安全な麻酔ケア

の必要な構成要素として WHO によって高く勧告

されています。 
もし作動するパスルオキシメーターが手に入らな

ければ、術者と麻酔専門医は患者の状態の緊急性

を評価し、一台を手に入れるための適切な手順が

取られるまで、手術を延期することを考慮しなけ

ればなりません。緊急な状況で、生命あるいは四

肢を助けるためには、この要件は放棄されるでし

ょうが、このような状態ではチームは手術を勧め

る必要性について同意すべきです。 
 
 
 
 
 

患者には分かっているアレルギーがあります

か？ 

チェックリスト・コーディネーターは、これと

次の２つの質問を麻酔専門医に向けます。最初に、

コーディネーターは患者にはアレルギーがあるか、

そしてもしあるならそれは何であるかを尋ねます。

もしコーディネーターが麻酔科医の気づいていな

いアレルギーについて知っていたら、この情報を

伝えるべきです。 
 
患者の気道確保は困難／誤嚥のリスクはありま

すか？ 

チェックリスト・コーディネーターは口頭で、

麻酔チームが客観的に患者が気道確保困難である

か評価したことを確認します。多くの気道評価の

方法があります(Mallampati スコア、甲状オトガ

イ距離、Bellhouse-Dore スコアなど）。有効な方

法を使って気道についての客観的な評価が、方法

の選択自体より重要です。麻酔中の気道確保でき

ないことでの死亡は、全世界的に一般的な惨事で

あり続けていますが、適切な計画で防ぎ得るもの

です。もし気道の評価が(Mallampati スコアで 3
または 4 のような）確保困難の高リスクと示され

たなら、麻酔チームは気道確保困難に対する準備

をしなければなりません。これは最小限、（例えば、

もし可能なら局所麻酔を使うなど）麻酔方法を調

節し、緊急器材を利用できるようにしておくこと

を含みます。有能なアシスタント － 二人目の

麻酔専門医、外科医あるいは看護師チームメンバ

ーであるかに関わらず － が、麻酔導入に実際

に補助するために立ち会います。 
誤嚥のリスクは同様に気道評価の一部として評

価されます。 
もし患者が症候性の活動性逆流かフルスタマック

であるなら、麻酔専門医は誤嚥の可能性のための

準備をします。リスクは麻酔計画を変更、例えば

急速導入の使用や、導入中助手に輪状軟骨圧迫（ク

リコイドプレッシャー）をしてもらうという協力

を求めることで減らすことができます。気道確保

困難あるいは誤嚥のリスクを持っていると認識さ

れた患者には、麻酔専門医が適切な用具があり、

ベッドサイドに助手がいることを確認した後にの

み、麻酔導入が開始されます。 
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患者は 500ｍL（小児では 7ｍL/kg）以上の出血

のリスクがありますか？ 

この安全手順で、チェックリスト・コーディネ

ーターは麻酔チームに、患者は手術中 0.5 リット

ル以上の出血のリスクがあるかどうか、この重大

な事態への認識と備えを確認するために質問しま

す。大量出血は、出血が 500mL（小児では 7mL/kg）
を超えると循環血液量減少性ショックがエスカレ

ートするリスクのため、手術患者にとって最も一

般的かつ重要な危険の一つです。十分な準備と蘇

生法で、結果をかなり軽減できます。 
術者が常に麻酔及び看護スタッフに出血のリス

クを伝えているとは限りません。従って、もし麻

酔専門医が大量出血のリスクがこの症例でどうな

のかを知らなければ、麻酔専門医は手術が開始さ

れる前に、術者とリスクに関して議論すべきです。

もし 500mL 以上の出血の重大なリスクがあるの

なら、少なくとも二本の大口径の静脈ラインもし

くは中心静脈ラインを皮膚切開の前に留置するこ

とが強く勧告されます。さらに、チームは蘇生の

ための輸液あるいは血液が利用できることを確認

しておきます。(注：皮膚切開前に術者によって、

もう一度予想出血量が再検討されます。これは麻

酔専門医と看護スタッフに対して２回目の安全チ

ェックとなります。) 
この時点でこのフェーズは完了し、チームは麻酔
導入に進みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

皮膚切開の前 
最初の皮膚切開の前に、チームによっていくつか

の必須の安全チェックがなされたか確認するため

に一時的休止がとられます。これらのチェックに

は、全てのチームメンバーが参加します。 
 
全てのチームメンバーが名前と役割を自己紹介

したことを確認します。 

手術チームはしばしば変わるかもしれません。 
高リスク状況の効率的なマネジメントは、全ての

チームメンバーがお互いに誰なのか、役割と能力

を理解していることが必要です。簡単な紹介でこ

れが実現します。コーディネーターは、その手術

室の各々の人に名前と役割を自己紹介するよう頼

みます。すでにお互いになじみのチームは、全員

が自己紹介したが、学生または他の職員を含め、

最後の手術以後にその手術室に交代で来た新しい

メンバーやスタッフが自己紹介することを確認し

ます。 
 
患者氏名、手術法、皮膚切開が加えられる場所

を確認します 

術者が皮膚切開を行う直前に、チェックリス

ト・コーディネーターまたは他のチームメンバー

は、手術室内の全員に、間違った患者もしくは部

位に手術がなされることを防ぐために一旦休止さ

せ、患者名、なされる手術、手術部位（何処が適

切か）、患者の体位を口頭で確認します。例えば、

外回り看護師が「皮膚切開の前に」、続けて「皆さ

んはこの人が右の鼠径ヘルニア修復術を受ける○

○さんであることに同意しますか？」と言います。

麻酔専門医、術者、及び外回り看護師ははっきり

と個々に同意します。 
もし患者が鎮静されていなければ、それは患者が

同様に同じことを確認することに役立ちます。 
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抗菌薬予防投与は最後の 60 分以内に行われた

か？ 

もし抗菌薬の血清および／あるいは組織レベル

が達成していれば、創感染に対する抗菌薬予防は

最も効果的であるという有力なエビデンスと広い

合意にもかかわらず、手術チームは皮膚切開前１

時間以内に抗菌薬を投与することに一貫性を欠い

ています。手術感染リスクを減らすために、コー

ディネーターははっきりと、予防的抗菌薬は前の

６０分以内に投与されたか質問します。抗菌薬投

与に責任のあるチームメンバー（通常は麻酔専門

医）が口頭で確認します。もし予防的抗菌薬が投

与されていなければ、皮膚切開の前、すぐに投与

されるべきです。もし予防的抗菌薬が 60 分以上前

に投与されていたなら、チームは再投与を考慮す

べきです。もし予防的抗菌薬が適正でないと考え

られたなら（例えば、皮膚切開のない症例、治療

のために抗菌薬が投与されている汚染症例）、チー

ムはこのことを口頭で確認して「適応でない」ボ

ックスにチェックを入れます。 
 
 
予想される極めて重要なイベント 

効果的なチームの会話は、安全な手術、効果的

なチームワークと重大な合併症の防止の極めて重

要な構成要素です。極めて重大な患者問題の伝達

を確認するため、チェックリスト・コーディネー

ターは、術者、麻酔スタッフ、看護スタッフの間

で重大な危険性と手術計画の素早い議論をリード

します。これは簡単にはっきりと各々のチームメ

ンバーに規定の質問をするだけのことです。論議

の順序は重要ではありませんが、各々の臨床分野

が情報を提供し、懸案事項を伝えます。日常的な

手順あるいはチーム全体がなじんでいる手順を行

っている間に、術者は簡単に「この手術は○時間

の通常の症例です」と述べ、そして麻酔専門医と

看護師になにか特別な懸念事項があるかを質問し

ます。 
 
 
術者に：極めて重要あるいは予期しない手順

は？ 

手術時間は？ 

予想出血量は？ 

「極めて重要あるいは予期しない手順」につい

ての論議は、少なくとも患者に急速な出血、損傷

あるいは他の大きな病的状態にさらすリスクのあ

るいかなる手順をも全てのチームメンバーに知ら

せるようにします。これはまた、特別な器材、イ

ンプラントあるいは準備が必要となるかもしれな

い手順を再検討する機会となります。 
 
麻酔専門医に：患者の特有な問題点は？ 

大量出血、処置による血行動態の不安定または

他の大きな病的状態の危険のある患者には、麻酔

チームの構成員は、はっきりと特別な計画と蘇生

の懸案事項を検討しておきます － 特に、血液

製剤の使用の意図や全ての複雑化する患者の特性

や合併疾患（心または肺疾患、不整脈、血液障害

などのような）。 
多くの手術は、チームに共有されるべき特に極め

て重要なリスクもしくは懸案事項を伴っていない

ことは分かっています。そのような症例では、麻

酔専門医は簡単に「この症例では特に問題となる

ことはありません」というだけです。 
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看護チームに：滅菌(インジケータ結果を含む)

は確認したか？ 

器材問題あるいはなにか気になっていることは

あるか？ 

症例のために器材をセットする手洗い看護師も

しくはテクニシャンは、滅菌がなされていること、

つまり高圧蒸気滅菌では滅菌インジケーターが、

滅菌がうまく行ったことを証明していることを口

頭で確認します。予想と実際の滅菌インジケータ

ー結果の間のどんな食い違いも、切開の前に全て

のチームメンバーに報告され対処されます。これ

もまた、特に術者や麻酔チームに注意されておら

ず、手洗いまたは外回り看護師が気にしていた手

術のための器材や他の準備に存在するすべての問

題、あるいは安全の懸案事項を議論するよい機会

です。しかし、もし特別な懸案事項がなければ、

手洗い看護師あるいはテクニシャンは簡単に「滅

菌は確認されています。私は特別に気になること

はありません」というだけです。 

必要な画像は展示されているか？ 

整形外科、脊椎および胸部手術や多くの腫瘍切

除を含み、画像は多くの手術の適正な計画と実行

を確実にするために非常に重要です。皮膚切開の

前に、コーディネーターは術者にこの症例に画像

が必要かどうか質問します。もしそうなら、コー

ディネーターは口頭で必要不可欠な画像が手術室

中にあることを確認し、手術中利用するため目立

つ場所に展示します。もし必要とされている画像

がなければ、取り寄せます。術者はもしそれが必

要であるが、ない場合は、画像無しで進むかどう

か決めます。 
 
この時点でこのフェーズが完了し、チームは手術
を進めます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

患者の手術室退室前 
これらの安全チェックは手術室から患者を移動さ

せる前に、完了させます。目的は、手術後の患者

ケアに責任のあるケアチームに重要な情報の伝達

を容易にするためです。チェックは、外回り看護

師、術者もしくは麻酔科専門医によって開始され、

術者が部屋から出る前に完了します。それは例え

ば創閉鎖と一緒にできます。 
 
 
 
 
 

看護師は口頭で確認します 

 

手術名 

手術の途中で、処置が変更あるいは拡大される

かもしれないので、チェックリスト・コーディネ

ーターはどんな処置がなされたか、術者とチーム

に正確に確認します。 
これは「どのような処置が行なわれましたか？」

という質問として、あるいは「処置○○を行いま

した。間違いないですね？」という確認で行いま

す。
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器具、ガーゼ（スポンジ）と針のカウントの完了 

器具、ガーゼ、針の遺残は珍しいことですが、

未だに起こり続けており、おそらく悲惨な過誤で

す。 
手洗い看護師または外回り看護師は、それゆえ口

頭で最終的なガーゼと針のカウントを完了させま

す。 
開放された腔のある症例では、器具のカウントも

同様に完了したことを確認します。 
もしカウントが厳密に一致しなければ、(被い布、

ごみや創を調べ、もし必要ならＸ線写真を撮るな

ど）チームは適切な手順を取ります。 
 
標本のラベル付け(患者名を含めて標本のラベ

ルを声に出して読む） 

 病理標本の不正確なラベルは、患者にとって悲

惨である可能性があり、検査室過誤の頻回の原因

であることが示されてきました。 
搬送者は処置で得られたすべての病理標本の正確

なラベルを、患者名、標本の説明および全ての方

向を示す印をはっきりと読み上げることで確認し

ます。 
 
 
 
 
 
 

器材問題はありますか？ 

器材問題は手術室では普遍的です。正確な機能

不全の原因と機能不全であった用具や器材を認識

することは、器材がその問題が対処される前に手

術室に戻って再利用されることを防ぐために重要

です。 
コーディネーターは、症例で発生した器材問題が

チームに認識されることを確実にします。 
 
 
術者、麻酔専門医と看護師は、この患者の回復

と管理に関する鍵を再検討する 
 
術者、麻酔専門医、看護師は、患者に影響する可

能性のある術中または麻酔的な問題に特に焦点を

当てて、術後回復と管理計画を再検討します。 
回復の間、患者に特別なリスクがあるとか、関係

した全てで明白なわけではないかもしれないイベ

ントが特に適当です。 
この手順の目的は、チーム全体への極めて重要な

情報の効率的で適切な伝達です。 
 
 
この最終の手順で、ＷＨＯのチェックリストが完
成します。 
もし希望があれば、チェックリストは患者記録に
挟まれるか品質保証レビューのために保管されま
す。 
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追加メモ 

安全の文化を発展させる 
 

チェックリストを修正する 
チェックリストは、処置法、手術室の文化、チ

ームメンバーのお互いが持っている親密さの程度

に関しての施設間の違いに対処するために修正さ

れます。しかしながら、彼等が既存環境あるいは

状況の中で達成できないがため、安全の手順を排

除してしまうことには、非常に落胆させられます。 

安全手順は、手術チームがチェックリストのそれ

ぞれおよび全ての要素にも従うように仕向ける効

果的な変化を励ますべきです。 

チェックリストの修正は、疑いの目をもってな

されるべきです。術者、麻酔専門医と看護師は修

正プロセスに参加すべきであり、その結果として

のチェックリストは、その機能性を確かめるため

にシミュレートされた現実の状況で試されます。 

さらに、チェックリストの開発で使われた原則の

多くも、同じく修正できます。 

 

焦点を当てて 

チェックリストは、極めて重要であるが他の安

全機構では適切に抑えられないこれらの問題に取

り組んで、しかも簡素であるよう努力すべきです。 

各々のチェックリスト欄は、５～９項目が理想的

です。 

 

短く 

チェックリストは、各欄を完了するために１分

以上かけるべきではありません。より徹底的なチ

ェックリストを作ろうとすることは魅力的ではあ

るのですが、ケアの流れの中へチェックリストを

適応させる必要性は、この衝動とバランスが取れ

ていなければなりません。 

 

使用可能性 

チェックリストの全ての項目は、特定のはっきり

した行動とリンクしていなければなりません。 

行動と直接関係していない項目は、チームメンバ

ーに何をする事が期待されているかについて戸惑

いとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉に出す 

チェックリストの機能は、チームメンバー間で

言葉による相互作用を促進し、手引きすることで

す。このチームチェックリストを遂行するが、成

功には欠かせません－おそらく文書として単独で

使用されたならあまり有効ではありません。 

 

合作的である 

チェックリストを修正するためのどんな努力も、

それを使うことにおそらく係わるグループの代表

と共同で行うべきです。看護師、麻酔専門医、外

科医やその他から積極的に情報を捜すことは、適

切な修正を加えるのに役立つだけでなく、採用と

永久的な行動変化の核心をなす「所有者・自分た

ちのものである」という意識をつくります。 

 

テストする 

修正されたチェックリストの全ての発表より前

に、限定された設定でテストされるべきです。医

師へのリアルタイムのフィードバックは、チェッ

クリストの成功裏の開発とケアプロセスへの統合

に不可欠です。テーブルを囲んで座っているチー

ムメンバーと、チェックリストをざっと調べるよ

うに簡単な「シミュレーション」によるテストは、

重要です。私たちは、また単一の手術チームによ

る１日用のチェックリストの使用とフィードバッ

クを集めることを提案します。チェックリストあ

るいはケアに適切に組み入れられる方法を修正し、

そして再び共通の手術室でチェックリストを試し

なさい。あなた方が作ったチェックリストがあな

た方の環境で正しく機能することに満足するまで、

この作業を続けなさい。そしてより広い推進プロ

グラムを考えなさい。 
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統合されます  

多くの施設はすでに、WHO チェックリストの一

部である多くのプロセスの信頼性の高いパフォー

マンスを確実にするという戦略を持っています。 

新しい安全チェックをプロセスにまとめることは

挑戦的ですが、ほぼ全ての設定において可能です。 

現在のルーチンへの主な追加は、チームコミュニ

ケーション、ブリーフィング（事前説明）とデブ

リーフィング（事後報告）の統合を含みます。 

これらの項目は決定的な重要性であり、チェック

リストから省かれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡潔さを確実にするために、WHO 手術安全チェ

ックリストは、すべてを盛り込むようには意図さ

れませんでした。 

特にもしそれらが施設で確立された日常的なプロ

セスの一部であるなら、チームは具体的な処置の

ための他の安全チェックを加えることを考えるか

もしれません。 

各フェーズは、極めて重要な安全の手順が首尾一

貫して完了することを確認するよい機会として利

用されるべきです。 

追加のステップは、適応となるなら機械的方法（持

続的なブーツやストッキング圧迫のような）およ

び／または薬剤的方法（ヘパリンやワーファリン

のような）による静脈血栓塞栓症予防、必要不可

欠なインプラント（メッシュあるい人工装具のよ

うな）の利用、他の必要な設備もしくは非常に重

要な術前生検結果、検査結果または血液型の確認

を含むかもしれません。 

各現場は、効果的な方法で極めて重要な安全の手

順の完了を確実にしながら、現場の処置に適応さ

せるようにチェックリストを改善するか、整理し

直すように勧められます。 

上で述べたように、施設と個人は、チェックリス

トを手に負えないほど複雑にしないよう注意され

ます。 
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チェックリストの手術室への導入 
 

チームが効果的にチェックリストを使うことを学

ぶには、訓練を要します。何人かの人は、それを

強制または時間の無駄とさえ考えます。ゴールは、

機械的な復唱あるいは仕事の流れを妨げることで

はありません。チェックリストは、効果的なチー

ムワークとコミュニケーションを改善するための

重要度の高いチェック項目の簡単な効率的なセッ

トをチームに与え、全ての手術処置で患者の安全

を積極的に考慮することの推奨を意図しています。 

チェックリストでの手順の多くは、すでに世界中

の手術室で理解されております；しかしほとんど

それらの全てに確実に従ってはいるわけではあり

ません。チェックリストには 2 つの目的がありま

す：患者の安全の一貫性を確実にし、それに達す

ることを評価する文化を導入（あるいは維持）す

ることです。 

実行が成功するには、現場の日常業務と期待に

チェックリストを適合させることを必要とします。 

これは病院のリーダーによる心からの関与なくし

ては実現できません。チェックリストを成功させ

るために、外科、麻酔および看護部門のチーフた

ちは、安全が最優先であり、ＷＨＯ手術安全チェ

ックリストの使用がそれを現実にすることを援助

することができるという信念を公的に承認しなけ

ればなりません。これを明らかにするために、彼

等は自身の症例にチェックリストを使用し、定期

的に他のチーフに実施がどのように進んでいるか

尋ねるべきです。もし明らかなリーダーシップが

なければ、この種類のチェックリストを始めるこ

とは不満と敵対を生むかもしれません。 

以前の質改善活動は、どのように手術室の中へ

このようなチェックリストを実行に移すかについ

て多くのモデルを提供してきました。予備的研究

での経験が、これらの戦略の多くの有用性を確認

しました。施設がＷＨＯ手術安全チェックリスト

の実施を始める時、考慮のために多くの提案され

たステップが以下に大まかに記述されます。 

 

チームの構築 

手術に関わる全ての臨床チームメンバーによる

約束が必要不可欠です。最も支えとなることが見

込まれる臨床医を巻き込むことによってサポート

を構築し始めなさい。できるだけ多くの臨床の分

野(外科、麻酔科、看護部)から仲間を募りなさい。 

臨床の分野の各々から少なくとも一名のメンバー 

 

 

 

 

 

を巻き込みながら、チェックリストに熱心な人々 

のコア・グループを確認しなさい。この初期段階

で、最も抵抗する人たちを納得させようとするよ

りむしろ興味がある人と協力しなさい。出来れば、

同様に病院リーダーと管理者を巻き込みなさい。

より低い合併症率とコスト削減の可能性の利点を

強調しなさい。 

 

小さく始め、そして拡大する 

一つの手術室で一つのチームでチェックリスト

を試し、そして問題点が対処され熱意が高まる時

に前進するというように小さく始めなさい。外で

1 つのチームとの 1 つの手術室のチェックリスト

をテストして、問題が対処された後、そして熱意

が高まる時前進して、小さく始まってください。 

WHO による当初の評価の間、同時にあるいは包括

的に複数の手術室でのチェックリストを実行しよ

うとしたサイトは、激しい抵抗に直面し、スタッ

フに効果的にチェックリストを使うように説得す

る大変な苦労をしました。いったん一つのチーム

がチェックリストを使うのに満足したなら、もう

一つの手術室へそれを広げなさい。これらの活動

を異なる外科部門および術者と議論しなさい。最

初からプロセスに係わっていたチームメンバーが、

彼ら自身の手術室でチェックリストを使っている

ことを確認しなさい。必要に応じてそれぞれ施設

でチェックリストをカスタマイズしなさい、しか

し安全ステップをただ達成できないからと削除し

てはいけません。抵抗が起こった時に対処しなさ

い。チェックリストを使って良い体験をした臨床

医は、それを促進し病院の中での使用と広がりを

守る偉大な推進者となります。 

 

軌道修正と改善 

ＷＨＯ安全な手術のためのガイドラインは、手

術転帰と合併症の監視を奨励します。理想的には、

病院と施設は、例えば正しい時間に抗菌薬が投与

された手術の割合と手術部位感染率のようなプロ

セスと転帰の評価を追跡すべきです。 



ＷＨＯ患者安全           WHO 患者安全｜WHO 安全な手術のためのガイドライン 2009 

IMPLEMENTATION MANUAL – WHO SURGICAL SAFETY CHECKLIST 2009 16

 

 

 

外科的処置を評価する 
 

転帰の監視と評価は、外科的処置の必要不可欠な

構成要素です。 

多くの施設と部門がすでにこのプロセスに参加し

ています；もしこのようなシステムがすでに存在

しケアの質の改善の手段として臨床医やスタッフ

に有用であると分かっていれば、追加のデータ収

集は勧告も奨励もされません。 

しかしながら、手術処置の結果が日常的に追跡さ

れておらず、術後合併症が記録されていない、あ

るいはサーベイランス機構が、おそまつな仕事を

認識するのに不充分である病院では、ＷＨＯは監

視システムを確立することを強く勧告します。 

特に、病院と外科医のレベルでの外科的サーベイ

ランスの方法として、手術当日の死亡、術後入院

死亡は、計画的に施設と臨床医によってまとめら

れるべきです。 

手術件数と合わせられ、このような情報は外科部

門に手術当日および術後入院死亡率を提供します。

死亡率は術者が安全不足を認識するのを援助する

ことができ、ケアの改善のための案内を臨床医に

提供します。 

さらに、これらを行う能力と才能のあるこういっ

た施設のために、手術部位感染率と外科的Ａｐｇ

ａｒスコアもまた重要な転帰尺度です。(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Gawande AA, et al. An Apgar score for surgery. 

Journal of the American College of Surgeons, 

2007; 204:201-8 

 

 

 

 

 

死亡と合併症に加えて、プロセス評価も同様に評

価システムに組み入れることができ、安全過誤と

改善のための分野を確認するのを援助するでしょ

う。 

改善した遵守は、より良い転帰と関係し、施療シ

ステムでの弱点を認識するでしょう。 

断続的根拠においてでさえ、評価のためのいくつ

かの提案は以下の項目への遵守の頻度です： 

 

* 術者による手術部位のマーキング 

* 麻酔器及び薬剤の麻酔安全チェックの遂行 

* 全ての症例で、麻酔全経過を通してのパルスオ

キシメーターの使用 

* 気道についての客観的な評価 

* 滅菌業務の適切さを確認するための滅菌インジ

ケータの使用 

* 皮膚切開前１時間以内の予防的抗菌薬投与 

* 患者、部位と処置を全てのチームメンバーの立

ち会いのもと切開の直前に口頭で確認する 

* 臨床上の問題点、手術計画とその他の重要な問

題を議論する術前チームブリーフィング（事前説

明） 

* 症例における問題、患者の回復と管理のための

懸念を議論する術後チームデブリーフィング（事

後報告） 

 

ＷＨＯ手術安全チェックリストの使用は、世界中

のさまざまな病院で外科的ケアの基本的標準への

遵守を明らかに改善してきました。 

標準への厳守と合併症率の減少の間の関係は多元

的のようですが、安全と外科的ケアの信頼性の改

善は、命を救い、医療システムにおける信頼を普

及することができます。 
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