対談［医療安全研修会の企画・運営の考え方］

多職種が相互に交流できる
機会教育や体験型研修を
継続することが重要
医療安全を担保するために，スタッフ教育を充実することの重要性がうたわれて久しい．
では，研修会はどのように企画され運営すればよいのだろうか．
研修会の質向上のポイントについて，専門家 2 人にお話しいただいた．

松村 由美氏

京都大学医学部附属病院
医療安全管理部 教授
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安井 はるみ氏
医療法人晋真会
ベリタス病院
医療安全管理室 室長

ていることも事実です．

松村 2 人でチェックすることに満足

教育システムの不十分な時代は

安井 臨床現場はより多くの職種が働

してしまい，実行段階で結局誤ってし

自律性やオーナーシップが育まれた

くようになったので，いろんな立場の

まうという例も発生しています．
「注射

人が安全の確保について考えてきまし

指示箋と注射ラベルと注射薬を 2 人で

松村 私が医師になった 1994 年ころ

た．日本の医療安全教育は 1999 年の

確認しましたが，その数時間後に 1 人

は臨床研修医制度もなく，教育という

患者取り違え事故などを発端に始まっ

で調製したとき，ダブルチェックした

概念もシステムもありませんでした．

たと思いますが，それから 18 年，ど

ことで油断し，注射指示箋との確認を

「わからなかったらマニュアルを見な

ういった教育が効果的なのか試行錯誤

怠って，本来 2 分の 1 バイアルである

さい」
「できなかったら専門家を呼びな

してきました．いろんなものが流行し

べきところ全量入れた」というインシ

さい」と言われた野放し状態の時代で

ましたね．

デントです．
「なぜダブルチェックして
すぐに調製しないのだろう」という疑

す．当然，採血なども何度も失敗しま
したが，自分のできることとできない

薬剤のダブルチェックは

問がわきますが，それは
「忙しくてダ

ことを自らが把握していなければなり

本当に必要？

ブルチェックできないから，時間のあ
るときにまとめてダブルチェックし

ませんでしたし，自分が担当する仕事
を “自分自身の課題” と主体的にとら

松村 日本人は流行に弱いところがあ

た」
という安易な業務整理にあります．

え，強い責任感をもって取り組むしか

るので，その対策の根拠があいまいで

安井 忙しいことが原因でエラーが発

なかったと思います．

もやってみる傾向があります．インシ

生している，ダブルチェックするため

安井 オーナーシップですね．安全に

デントレポートを見ていて思うことが

に忙しくなっている，では本末転倒で

採血するにはどうしたらいいかを “わ

あるのですが，エビデンスがない対策

すね．業務を減らして忙しくない環境

がこと” と考えて，師となる人を探し，

やケアでも指示されたことを素直に信

を確保するために， 無駄なダブル

背中を見て学ぶ時代だったんですね．

じて実施していることもあり，その対

チェックはやめなくてはいけません

逆に，責任感をもって学んでいく姿勢

策を実施した結果，逆にリスクが高く

ね．

など，自律性も自然と育まれていたと

なることもあります．たとえば，薬剤

松村 環境を整理したうえで残ったダ

思います．私も看護師として 1990 年

師がチェックした内服薬を看護師が病

ブルチェックこそ，本当に必要なもの

から働きはじめたのですが，当時の看

棟でダブルチェックしたことで他の患

だと思います，たとえば，抗がん薬や

護学校教育はスキルに特化していて，

者さんの内服薬と混在してしまった，

ハイリスク薬，複雑な計算を要する小

医療安全という概念も基礎教育のなか

というインシデントがあります．これ

児の注射薬などの調製に関しては，ダ

にありませんでした．臨床現場では，

は，ダブルチェックすることが目的と

ブルチェックが確実に実施されなけれ

失敗に対して罰する文化も強かったと

なってしまい，
「誤薬による害が発生し

ばなりません．

思います．先輩看護師もとても厳しく，

ない」という本来の目的が達成できて

できるまで徹底的にたたき込まれまし

いません．

業務の場面に直結する

た
（笑）
．

安井

機会教育を継続する

松村

ダブルチェックは目的ではな

そう，婦長さんとか鬼のよう

く，エラーによる害を発生させないた

に怖かったですね（笑）．いまは組織

めの手段にすぎないということです

安井 ダブルチェックなどの業務改善

としてそれぞれのスタッフが守られ

ね．そもそも，ダブルチェックをしな

を考える場合，現場の管理監督者であ

ていますが，個々のオーナーシップ

くてもエラーが発生しないような環境

る師長さんたちには，
「いまの現場のリ

は低いかもしれません．医師も医療

整備が先決であり，エラーが多発する

スクは何か」
「リスクを避けるためにど

機器のことは臨床工学技士に任せっ

環境のなかで環境整備に着手せずに，

ういったメリットを求めて改善するの

きりで，責任感がないわけではない

何度ダブルチェックを実施しても意味

か」という，
“根拠があって手順を変え

のですが，仕事を他の職種に移譲し

がありません．

る” というプロセスをふんだマネジメ
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ントが求められていると思います．

安井

松村 同じ薬のチェックでも，ピッキ

機会教育を 15 分くらいの短時間で行

大切だと思います．

ングマシン
（自動払い出しシステム）
に

い，毎日継続していくしくみがつく

安井 安全教育の課題の 1 つである，

よって払い出された薬と病棟の常備薬

れればいいのではないでしょうか．

「自分が担当する仕事を “自分自身の

とでは明らかにリスクに差があります

たとえば，厨房の朝礼で
「昨日，アレ

課題” と主体的にとらえるオーナー

から，そういったことも考慮されるべ

ルギーの食事を出しそうになった」と

シップをいかに育むか」のヒントにも

きだと思います．

か報告して，KYTのショートタイム

なるかもしれないですね．

安井 そういう意味では，師長さんた

ミーティングをOJTに組み入れたり，

ちが薬局でどういうチェックがされて

それを多職種が交流しながら継続で

日常業務の「困っていること」を

いるのかを見に行くことも必要です

きればお互いのリスクも共有できる

テーマに研修を企画する

ね．どれだけ精度の高い管理が行われ

ので，日常の小さな 1 つ 1 つの行為に

ているのか，どこにリスクがあるのか

よって大きな事故を防ぐこともでき

松村

を実感するために相互監視システムを

ると思います．

ば，やはり “いかにやる気を引き出す

つくったり，職種を超えて共有できる

松村

か”を考えることが大切だと思います．

OJTを充実させることも効果的では

て，教育担当者を配置できない小さな

私は，個別性のある院内の研修プロ

ないでしょうか．

部署もフォローできるというメリット

グラムをたくさん用意し，
「自分が参

松村 そうですね．違う職種の働き方

も生まれます．さまざまなスタッフの

加したいものに主体的に参加してく

をみたり業務に直結する研修を共有す

学習に対する動機づけにもなるし，機

ださい」と伝えるようにしています．

ることで，安全教育の動機づけにもな

会教育や場面教育は実践的で日常の仕

職種に特化せず，できるだけ
「日常業

ると思います．1 時間の難しい講義を

事との関連性も高いので，より目標も

務で困っていること」をテーマにして

聞くよりも，お互いの現場で何が行わ

明確になると思います．やはり，スタッ

います．たとえば，術後患者のせん

れているのかを実感するほうが効果的

フ 1 人 1 人が自らのリスクを把握した

妄に困っている看護師がいたとする

かもしれません．

うえで目標を設定し，日常業務におけ

と，病棟薬剤師に鎮静薬の種類など
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実際の業務の場面に直結する

多職種で共有することによっ

るさまざまなプロセスを見直すことが

オーナーシップに関していえ

「根拠を確認してから手順を
変える」
というプロセスをふんだ
マネジメントが求められます
安井はるみ氏

きて記憶に残った」
「失敗例を経験す

について，精神科医に夜間のせん妄
を予防する日中の対策などについて

医療機器のリスクを実感できる

ることで安全意識が高まった」という

話してもらえると，
「自分も問題意識

体験型研修は有意義

感想が多いそうです．
「講義を聞いて
もほとんど理解できていなかった」と

をもっていたからいい機会だ」と多く
のスタッフが参加してくれます．ま

松村 とくに，実際にさまざまな医療

いう実状もあるので，失敗を体験でき

た，さまざまな職種が講師を担当す

機器に触れてみる体験型研修は楽しく

るT-PASは研修効果が高いと思いま

ることで職種横断的なチームもつく

学ぶことができると思います．臨床経

す．輸血などの場合は，実施頻度の低

りやすくなり，たとえば薬剤師や精

験の全くない臨床研修医や新人看護師

い病棟や部署もあるので，事故が起こ

神科医，看護師などで構成される
「せ

にとっては今後の糧になりますし，病

る頻度は少なくても可能性が高くなり

ん妄対策チーム」が日中に病棟ラウン

棟での診療やケアに活かせると実感で

ます．新人看護師や臨床研修医はもと

ドすることで，夜間のせん妄を未然

きると思います．近年，医師と看護師

より，その人たちを指導するスタッフ

に防止できるというメリットも生ま

の分業が進んだことで医師は静脈注射

も改めて体験することは有意義だと思

れます．

や輸血などの作業にかかわる機会が減

います．

安井 「困っていること」をテーマに

りましたが，看護師が行う業務を臨床

松村 そうですね．より多くのスタッ

するのは現場の助けにもなりますし，

研修医が理解しておくことも大切だと

フが相互に交流しながら，楽しめる

まさに院内で起こっていることに直

思います．とくに実際の手技は若いう

研修を継続していくことが重要です．

結した研修です．研修というパッケー

ちに経験しておくことが大切なので，

手技やコミュニケーションを疑似体

ジは，スタッフが働きやすくするた

臨床研修医が医療機器のリスクなどを

験できるしくみが整ってきたのは大

めの業務改善であったり，いろんな

体験できる研修は有意義だと思います．

きな進歩ですし，医療安全に対する

かたちで楽しめる相互交流の場であ

安井 実際に医療機器を破損してみる

意識を高め，参加者の印象に残る研

るべきなんだと感じました．楽しめ

テルモのT-PAS では，
「実際に使っ

修を企画・運営するために，医療現場

る学びの場という点では，体験型の

たことのない段階で使用方法を確認で

にはまだまだ多くの可能性が残って

研修も効果的だと思います．

きてよかった」
「楽しみながら体験で

いると思います．

＊

＊ T-PAS研修：テルモの汎用医療機器（シリンジや輸液セットなど）による事故を防ぐために，添付文書に記載された注意事項のうち，
発生する頻度や危険度が高いものを体験して理解する教育プログラム．詳細については，テルモ株式会社にお問い合わせください．
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