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錦秀会グループ

 “失敗体験による学び”で
  事故を予測・予防する力を養う

日常使いなれたシリンジや輸液セッ
トなどの汎用医療機器にも，医療事故
の危険性が潜んでいる．それらの添付
文書には，使用時の注意事項が記載さ
れており，メーカーから注意喚起を行
っている．
しかし，実際は添付文書を現場で確
認する機会は少ないのではないだろう
か．テルモ株式会社では，こうした状
況に対応するために，体験型の研修を
とおして汎用医療機器などの情報提供
を行っている．T-PAS研修は添付文

書に記載された注意事項のうち，発生
頻度や危険度の高いものを参加者が模
擬的に体験して理解するという研修で
ある．
「医薬品の添付文書でさえ，薬局に
問い合わせて初めてもらえるものです
から，医療機器の添付文書なんてふだ
ん読むことはないので，私たち教育担
当も気がつかない専門知識を提供いた
だき，ありがたいと思います」と話す
のは阪和第二泉北病院副看護部長の吉
田寿子さん．実際に受けてみると，実

験感覚で楽しいばかりでなく，実感と
して知識の定着を促すという教育効果
が期待できるという．

汎用医療機器の扱い方は
手の感覚で理解することが大切

あらゆる診療科で幅広い医療者が使
用する汎用医療機器だが，改めて身を
もって正しい使用方法を聞くとはっと
させられることがある．研修に参加し
た阪和第二泉北病院の徳永祐美さんも
その一人だ．
「以前，三方活栓がしっかり接続さ
れていなかったため，薬液が漏れて患
者さんのシーツが濡れてしまったこと
がありました．それ以降，ねじこむよ
うに入れていたのですが，ねじこみす
ぎず，ゆるすぎず，一定の位置までで
止めることが必要なのだと体験してみ
てわかりました」
昨年，療養型病棟に入職した徳永さ
んは，三方活栓を回して接続すること
は聞いていても，力を入れて回しすぎ
ると破損するとは知らなかった．実際
に手を動かすことで，力の加減が感覚
的に理解できてよかったと話す．

液漏れがないように，ぎゅう
ぎゅう力を入れて回しがちな
三方活栓．結果，破損してし
まうことも

大阪府を中心に複数の医療・介護・教育施設を展開する錦秀会グループ．
「やさしく“生命”をまもる」という基本理念に則り，スタッフの医療安全教
育が行われている．今回，療養病棟を中心とする阪和第二泉北病院，急
性期病棟を中心とする阪和記念病院，錦秀会准看護学院で，T-PAS（予測・
予防型の安全対策）研修を実施した．その様子をレポートする．

T-PASで
実感する
体験型研修
の実際

1

三方活栓のコックとシリン
ジの目盛を同じ向きにする
ためには，ちょっとしたコ
ツが必要．体験すれば習得
できる
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予測・予知能力の
一層の向上をめざして

錦秀会グループ看護局長
福田悦子さん

“安心し信頼できる心のこもった看護
を提供します”という理念のもと，“人と
して成長し，専門職としての役割と責任
のある業務が遂行でき，安全・安楽な看
護の提供ができる人材の育成”をめざし
ています．錦秀会グループは，約7,000
床のさまざまな役割を担った施設があり
ます．各施設で体験型グループ研修とし

て，新人を対象としたローテーション研
修や，中堅看護師研修コースの看護・介
護技術研修も企画しています．

安全対策研修も取り組んでいますが，
今回，テルモ社のT-PAS研修をとおして，
医療機器の仕組みや安全な取り扱いを理
解し，予測・予知能力の一層の向上をは
かりたいと思っています．

一方，入職2年目になる療養型病棟
勤務の高嶋渚さんは，「講義型の研修が
多いので，体験形式は珍しくて新鮮で
した．材質のことまでわかりやすく，
楽しく説明してくれてよかったです」
と話す．
日常の作業が，頑丈なシリンジに亀
裂を生じさせる可能性もあることを模
擬体験して，高嶋さんは驚き，危機感
を覚えたという．
「ふだんから何気なく行っているこ
とでしたので，現場に戻ってみんなに
伝えなければと思いました」

失敗体験が 
学びを深める

経験年数1〜2年目から10年以上
のベテランまで，幅広いスタッフが参
加した今回の研修は，参加者の技術向
上はもちろん，現場への伝達を通した
教育効果もねらっている．
阪和第二泉北病院看護部長の時本容
子さんは，楽しみながら感覚として理
解することで，知識を効率的に身につ
けることができると評価する．

「KYTなど，看護部の医療安全研修
を含めて，いろいろな研修を年間6〜
8回行ってきましたが，参加型に効果
があると感じています．しかし，
T-PAS研修のように，どうしたら破
損するのか，限界を知るために実際に
壊してみるというタイプの研修は初め
てです．この体験はとてもよいと思い
ました．失敗することで，知識は自分
のものになるからです．しかし，病院
としては，なかなか医療機器を“壊し
ていい”とは言えません．院内では企
画しづらいタイプの研修なので，よい

「実際に体験したほう
が頭に入ります」と阪
和第二泉北病院療養型
病棟の徳永祐美さん

「体験型の研修も楽し
いし，メーカーの人が
院内では聞けない専門
的な話を面白く話して
くださってわかりやす
かったです」と療養型
病棟の高嶋渚さん

療養病棟が中心となる
阪和第二泉北病院で
は，高齢患者の転倒・
転落を防ぐための危険
予知力が求められる．
「T-PAS研修のテーマ
は同院の看護師育成の
テーマに合っていまし
た」と時本容子看護部
長

「やさしく“生命”をまもる」を理念とし
て，病院，介護施設，看護学校，健診セ
ンターなどにより，地域に住むみなさん
の健康な生活を守ることを使命としてま
いりました．よりよい医療，介護の提供
ができるように，職員教育の拡充も大切

だと考えています．
そのために錦秀会グループは，ほかの

医療機関やメーカーの方々，患者さま，
利用者さまと連携し，さらなる革新と成
長をめざしていかなければならないと思
っています．

さまざまな人と連携し
成長をめざします

錦秀会グループCEO
籔本雅巳さん
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経験になりました」

新人指導のために 
基本的な汎用医療機器の
理解を深める

「ふだん使いなれた医療機器の扱い
方を，再認識するきっかけになりまし
た．参加者も理解しやすかったと思い
ます」と話すのは，阪和記念病院看護
部副部長の十河史恵さん．
現場で新人指導を担当するスタッフ
を研修対象としており，実際の指導に
反映されることを期待する．しかし，
もともと汎用医療機器の扱い方は，教
わるものでなく先輩の手技を見よう見
まねで覚えるのが日常．改めて，多様
な手技があることに驚いたと話す．
「実際，マニュアルの手順を省いて
行うこともあるので，それが機器の破
損につながるインシデントになると気
づかされました」
同じ医療機器でも人工呼吸器や透析
装置などへの医療事故の意識は高い
が，毎日扱う身近な汎用医療機器に対
する意識は比較的低い．しかし，新人
を指導するにあたり，“ふだん何気なく
使っている基本的な機器を理解するこ
とから始めたい”と感じたことが，研
修導入のきっかけだったと看護部長の

黒嶋千惠さんは話す．
参加者も，「いつも使い慣れていると
いう慢心があった」「ふだんの業務で意
識しない部分」と，盲点に気づかされ
たようだ．また，看護師経験1〜20
年目以上と幅広い世代のスタッフに加
え，教育担当やリスクマネジャーなど
が参加したが，「力の加減は適当にして
いたが，今回の研修でわかった」「すぐ
に現場で活かせる内容」「実際に実物を
使い体験することで実感がわいた」と
満足度は高く，それぞれに学ぶものが
あったようだ．
同院の医療安全研修は，病院全体で
行う年2回の研修のほかに，入職時研
修，年次別・コース別教育プログラム
のなかで実施されている．
「“医療安全”という名目の研修でな
くても，技術研修のなかにその要素が
あることを常に意識して指導していま
す．たとえば，注射の手技のなかにも
管理面，安全面，感染面の注意事項が
あり，それぞれの要素をトータルで理
解し意識することが手技を行ううえで
大切だと思うからです」
演習形式を取り入れ，臨床で迷った
ときに手技を確認できる研修室を確保
し，環境整備に取り組んでいるそうだ．

◆
阪和第二泉北病院，阪和記念病院が

阪和記念病院
看護部長の
黒嶋千惠さん

診療科によっては写真のような手技を行う場合
があり，思わぬ事故につながりかねない

シリンジを分解して構造を確認中

阪和記念病院
看護部副部長の
十
と

河
かわ

史
ちか

恵
え

さん
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所属する錦秀会グループでは，ユニー
クな研修を行っている．
「ローテーション研修」といい，入職
後3年間，グループ内のさまざまな医
療施設が体験できるというものだ．急
性期病棟や療養型病棟，精神科病棟や
ホスピスなどの特殊性をもった施設を
まわることで，入職者が自らの適性を
見つける機会を提供している．退職せ

ずとも，異動というかたちで希望する
部門で働くことができるという．
錦秀会グループは，こうしたさまざ
まな研修によって，医療の質向上と安
全の確保に努めている．「やさしく“生
命”をまもる」という理念に沿った実
践のひとつといえるだろう．

看護学生も
T-PAS研修を体験しました

研修に参加した三野由美子さん，青木正恵さん，浦紀子さん

錦秀会グループ

●医療法人錦秀会
●医療法人財団兵庫錦秀会
●医療法人聖和錦秀会
●医療法人睦会
●社会福祉法人難波福祉会
●社会福祉法人帝塚山福祉会
●株式会社Nishiki Corporation
●財団法人阪本精神病理学研究所
●財団法人大阪難病研究財団

錦秀会インフォメーションセンター
7 0120-787-500

「汎用医療機器の特性を
知ったうえで，実践に
入ってもらうよい機会
になりました」と副学院
長で教務部長の井上敏
子さん

これから臨床現場に立つという，卒業前
の学生がT-PAS研修を体験した．参加した
のは，錦秀会准看護学院の学生56人と教務
職員 5 人のみなさん．実際の汎用医療機器
を触れる研修は新鮮に映ったようだ．
「汎用医療機器の取り扱いについての研修

は初めて．シリンジがあんなことで割れる
とは衝撃的でした」と話すのは三野由美子さ
ん．青木正恵さんは，「実習では横で見てい
るだけなので，どんなに一生懸命見ていて
も，実際手を動かして覚えるのと違います」
と，入職前の経験の必要性を訴えた．
「教科書で学んだことをいきなり実践とい

うのは無理があるので，患者さんのケアに
入る前にできるだけ，このような実際の機
器に触れて体験できる機会がもてたら」と浦
紀子さん．学生には，プレ体験として楽し
みながら役立つ貴重な授業だったようだ．

同学院副学院長で教務部長の井上敏子さ
んは，「かぎられた時間や資源のなかで，学
生に提供できるものにもかぎりがあります．
T-PAS研修は，それらをクリアして卒業前
の学生たちのモチベーションを高めるとて
もよい機会」と言い，エビデンスを効果的に
提示し，参加者を惹きつける見せ方や進行
方法も指導者として学ぶべきところがあっ
たと続ける．
「失敗して初めて自分の限界に気づきま

す．そこで，未熟さを受け止めて考え続け
ること，患者さんに不利益にならないよう
に勇気をもって踏み出すことが大事だと言
い続けていますが，いまは失敗することが
許されない時代．今日は，失敗経験から学
べる貴重な機会になったと思います」


