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序	

	

	 研修プログラム集第 5集は「安全管理と感染管理の理解	 自信を持ってかかわるために」というテーマを

掲げ，多職種で学び合う研修プログラムの構成について解説する。	

	 安全管理は，病気の子どもの QOL の向上を図るために欠かせない視点である。保育士や教師などの発達の

専門職と，医師や看護師などの医療職がそれぞれの知恵を出し合うことで，目の前にいる子ども一人一人に

とっての最善の利益とは何かを検討し，実践が方向付けられていく。安全管理の仕組みは，その実践を基礎

づける共通基盤である。保育士や教師として自信を持って子ども達にかかわれるようになるためにも，安全

管理の知識と技術を更新していくことが必要である。	

一実践者としては，科学的に整理された知識と技術を基礎に，さまざまな実践的知見を加えて，実践力を高

めていかなければならない。とくに私たちは発達過程にある子どもを対象としており，子どもの視点に立つ

ことが求められる。山口は「子ども特有のヒューマンファクターに気づけるのは，やはり子どもの専門家で

す」と述べているが（本書 9ページ），小児医療において安全管理を学び，発展させるには，保育士や教師を

含む専門職による実践的知見の共有が欠かせない。	

	 また，安全管理は職場の組織的取り組みとして進められていくものであり，個々人の努力と組織的取り組

みが，うまくかみ合う状況がつくり出されていかなければならない。私たちは一人の組織人として職場全体

の動きを理解し，自分の部署の業務を遂行し，部署内外のスタッフとの信頼関係を築いていくことで，部署

を超えた提言なども行えるよう，成長していくことが望まれる。	

	 病気の子どものトータルケアセミナーは，職場を超えて多職種が学び合う場を提供することで，参加者の

成長に資することができるよう，さまざまな試みを進めてきている。ここに記されている知見が，読者のイ

ンスピレーションを刺激し，より有益な研修企画につながることを期待したい。	

	 本プログラム集は 2部構成となっている。	

①	 「Ⅰ	 安全管理と感染管理の理解	 自信を持ってかかわるために」は理論編である。2013 年度東京セミ

ナーでの山口（中上）悦子先生（大阪市立大学大学院医学研究科）の講義をもとに，先生に改めて書き

下ろしていただいた。	

②	 「Ⅱ	 研修の企画と運営」は実践編として，2011 年度福岡セミナーと 2013 年度東京セミナーの経験を

もとに谷川が整理した。	

	 ２つのセミナーの参加者とセミナースタッフの皆様に感謝申し上げると共に，読者の皆様には忌憚のない

ご意見をお寄せくださるよう，お願い申し上げる次第である。	

谷川弘治（研究代表）	
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Ⅱ 研修の企画と運営 

 

1. 研修の内容づくり 

（１）	 テーマとねらいの設定 

 感染管理をはじめとする安全管理の考え⽅と進め⽅を理解し，実践の計画，実⾏，振り返りに活かすことは，

病気の⼦どもの QOL 向上を図るために⽋かせない。これは，⼦どもの最善の利益を考えるという点で同じ⽅

向を向き，知恵を出し合うことができるチームワークによって実現できるところが⼤きい。安全管理は，⼦ど

もと家族に対する実践⼒に加えて，組織⼈としての協働⼒によって⽀えられている。 

これらを踏まえて，安全管理に関する研修のねらいを観点別に整理し，表 1 に⽰した。 

 表２は，私たちが実施したセミナーのテーマとねらいの例である。保育⼠や教師が医療を要する⼦どもと家

族に⾃信を持ってかかわることができるようになるために，適切な安全管理を⾏えることが重要であることは

いうまでもない。 

 安全管理に関する研修はこれまでに２回開催しているが，いずれも「基本を振り返る」という課題を最初に

設定していた。設定の理由としては，基礎知識とスキルについては不断の更新が⽋かせないこと，議論を進め

るための共通基盤を得る必要があることの２点を挙げることができる。表２では，さらに「他職種の協⼒を得

る」という視点を導⼊しているが，保育⼠や教師が看護師との協⼒関係を築いたり，感染管理専⾨看護師 ICN

の助⼒を得ることが，うまくできていない職場もあるという現状認識に基づいて設定したものである。 

 

表表１１  安安全全管管理理にに関関すするる観観点点別別のの研研修修ののねねららいいのの例例  

①	 安全管理の考え⽅や進め⽅を理解し，説明できる（知識・理解） 
②	 安全管理の知識を⾃らの実践をデザインする際に活かすことができる（思考・判断） 
③	 実践場⾯で安全管理上の課題が⽣じたときに，適切な対応を検討できる（思考・判断） 
④	 チームに参加し（あるいはチームの組織を提案し），チームメンバーに問題提起や情報提供を⾏い， 

チーム内での協議，チーム外からの助⾔を得ることなどを通して，共通理解を構築できる（技能） 
⑤	 ⼦どもが安全に活動できる環境を構成できる（技能） 
⑥	 実践を⾒直し，⼦どもの最善の利益を実現するために「いま，ここで，できること」を探求できる 

（関⼼・意欲） 
⑦	 職場に安全⽂化を根付かせるための⼿⽴てを検討できる（思考・判断） 
⑧	 そのほか 

 

  表表２２  テテーーママととねねららいいのの例例（（東東京京セセミミナナーー22001133））  
テーマ ねらい 

安全と感染管理の理解 
 - ⾃信を持ってかかわるために - 

² 安全と感染防御の基本を振り返る 
² 他職種の協⼒を得て，保育，教育活動の計画を⽴案し， 

実⾏できる 



 18 

 なお，安全管理は幅が広く，１回の研修ですべてを把握することは難しいと思われる。私たちの研修プログ

ラム集では，感染管理に重点を置いて構成しているが，保育と教育の共通する重要な課題と考えて絞り込んだ

ところである。研修を企画するにあたって，参加を呼びかけたい専⾨職をどう設定したか，参加が想定される

専⾨職のニーズはどこにあるかを考慮して，適切な設定を⾏っていただきたい。 

 ところで，医療フィールドで働くようになって間がない参加者にとっては，知識と技術のブラッシュアップ

だけでなく，⾃分にできそうなこと，実践の⼿がかりを発⾒すること，医療スタッフの理解と協⼒を得るため

の⼿がかりを得ることが⼤切と思われる。そのためには，モデルとなりうる同⼀職種の⼈たち，理解と助⾔を

与えてくれる他職種の⼈たちと出会う場を提供することが効果的である。ここにも多職種合同ワークショップ

の意義を⾒いだすことができよう。 

 以上のように，参加予定者のアセスメントを⾏いながら，研修のねらいを具体的レベルにまで落とし込んで

いくことで，多職種合同ワークショップの形態を活かした内容づくりが可能となっていく。 

 

（２）	 研修内容，グループと進⾏⽅法の設定 

１）研修内容の設定 

 安全管理に関する多職種合同を活かした研修内容，つまりグループワーク部分の研修内容はとしては，下記

が考えられる。 

①	 安全管理に関わる参加者の諸経験を共有し，意⾒交換をもとに，各々の職場でできることを考える 

• 遊び，学習，⾏事などについて，うまくいったこと，うまくいかなかったことなどを可能な範囲で出し

合い，課題を絞って改善策をまとめる 

ここでいう「うまくいかなかったこと」は，インシデントだけでなく，⼦どものために取り⼊れたい活

動であるが許可を得ることができなかった場合なども含む 

• 模擬のインシデント事例を提供し，事例を分析し，改善策をまとめる 

• 他職種との協働のあり⽅について意⾒交換を⾏う 

②	 多職種が協働して，実践で⽤いることができる「なにか」を創り出す 

• 安全を確保しつつ遊んだり，学習できる活動内容を検討する 

• 安全を確保して過ごすための集団の設定，スタッフの配置，空間の設定，活動で⽤いる素材，道具，玩

具，教材，教具の準備など，環境構成（その要素）を検討する 

• ⼦どものセルフケアを促進する教材などを作成する 

③	 安全管理上の課題を検討するために仮設の環境構成を絵や写真あるいは動画で⽰す教材を作成し，問題

点や改善点を整理する 
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 ①は実践の振り返りを通して応⽤⼒を強化しようとするものであり，いわば応⽤編である。②や③は安全管

理に関する知識理解を確認し，現場に適⽤するための視点やスキルを学ぶことに重点があり，いわば基礎編で

ある。私たちは，１回の研修会で応⽤編と基礎編の２種類のグループワークを並⾏して⾏う，応⽤編だけに限

るという２つの⽅法を実施してきた。複数の研修内容を並⾏して実施するときは，グループワークの成果をシ

ェアするための時間を多めに設定しておきたい。 

 地域単位の研修会では，様々な職場から，様々な職種が参加しているため，各々の職場でのセーフティマネ

ジメントに対する取り組みの状況や課題を交流し，問題意識を共有しておくことが望まれる。グループワーク

を滞りなく進めていくためには，交流する事項をまとめ，ファシリテーターに配付しておきたい（表３）。 

可能であれば事前にアンケートを作成し，参加申し込み後，参加前までに回答を得て，資料を作成，配付でき

ると，参加者の全体像が⾒え，幅広く，⼿際よく交流を始められるであろう。この場合は，アンケートの⽬的，

回答のまとめ⽅，個⼈情報の扱い，作成した配付資料の扱いについても事前に定め，アンケート配付時に参加

申込み者に⽰しておきたい。 

 

  表表３３  セセミミナナーー参参加加者者のの職職場場やや実実践践ににつついいててのの情情報報交交換換のの視視点点（（例例⽰⽰））  
・所属する職場におけるセーフティマネジメントの基本⽅針と組織（その中での⾃分の位置づけ） 
・遊びや学習におけるセーフティマネジメントの進め⽅（環境整備，素材・教材・教具，部屋周りなど） 
・⼦どもの安全⾏動や保健⾏動の促進 
・職員の健康管理 
・課題と感じていること，教えて欲しいこと，学びたいこと 

 

 なお，上述のグループワークは，前段に安全管理に関する講義を⾏い，基本を確認することを前提として設

定している。研修会参加者の安全管理に関する知識理解の到達度は多様であると想定されるため，基本の確認

は重要である。 

 

２）グループと進⾏⽅法の設定 

 研修内容が⾒えてきたら，グループ構成の⽅針と進⾏⽅法の設定について検討する。多職種合同ワークショ

ップでは，多職種グループでのワークを基本とするが，必要に応じて同⼀職種グループ（あるいは医療系と⾮

医療系のグループに分かれて）のワークを設定する。同⼀職種グループのワークを前段に置くことで，職種に

よる観点の違いを確認できるだけでなく，専⾨性の異なる職種が⼀緒に検討することで議論の視野がいかに広

がるかを経験できる。ただし，参加者が 2 種類以上のグループを移動する形態は，移動の時間，移動後の共通

理解を図る時間など，全体として⻑い時間が必要となることを考慮しなければならない。経験上，午後の 3 時

間程度をグループワークとして⽤いる場合，継時的に移動するグループは 2 つまでが望ましい。 
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 インシデント事例などをグループで検討する場合の枠組の例を表４に⽰した。これは⼀例であり，より効果

的な⽅法を⼯夫していただきたい。 

 

    表表４４  イインンシシデデンントト検検討討のの枠枠組組みみ（（福福岡岡セセミミナナーー22001111））  
１．問題の構造（全体像を整理する） 
 
 
２．考えられる改善策（できるだけたくさんあげる） 
 
 
３．実⾏案 
 
 

 

（３）	 シェアリングとまとめ 

 シェアリングはグループワークの成果を共有し，⾃分たちの検討結果や作品についての第三者の評価を得た

り，さらに視野を広げたり，新たな気づきを得る上で重要であるため，⼗分な時間が確保できるよう綿密な計

画を⽴てておきたい。まとめは，シェアリングの結果を受け，グループワークの前に実施した講義の講師が⾏

うことで，知識と技術の再確認，より深い考察を得ることができる。 

 

（４）	 評価 

 研修会の評価は次の視点で⾏う。 

 ①ねらいの達成度評価（アウトカム評価） 

  アウトカム評価は次の 2 点で⾏うことができる。 

  a.研修実施時のねらいに沿った評価 

  b.研修参加者が研修の最初に⾃ら設定した研修⽬標に沿った評価 

 私たちのセミナーでは，a.と b.を区別し，研修の最初に a.を説明し，個⼈記録⽤紙に個⼈の⽬標を記⼊して

から研修をはじめている。研修終了時に個⼈の⽬標に基づいて⾃⼰評価を記⼊して提出していただいており，

この資料を基に b.の評価を⾏ってきた。⼀般には，研修会後にアンケートへの回答を得て評価の資料とするこ

とが多い。その他，研修スタッフによる観察，作成された発表資料などを評価のために⽤いることができる。 

 ②研修プロセスは参加者を主体に進⾏したか（プロセス評価） 

 研修スタッフは参加者に寄り添い，ニーズに沿って，研修を進⾏できていたかを評価する。表 5 にプロセス

評価の視点を例⽰した。 
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  表表５５  ググルルーーププワワーーククののププロロセセスス評評価価のの視視点点  
• 参加者は主体的に議論に参加していたか 
• 参加者は同⼀職種だけでなく他職種とのコミュニケーションを⾏えていたか 
• 参加者は実践の⼿がかりを得て帰ることができたか 
• グループワークの中でお互いの発⾔を傾聴しあえていたか 
• ファシリテーターは，参加者の参加促進に寄与できていたか 

 

2. グループワークの事例 

 以下では，運営⽅法の参考としてグループワークの事例を紹介する。 

（１）東京セミナー２０１３ 

 2013 年度の東京セミナーでのグループワークの進⾏は図１の通りであった。午前中に⼭⼝悦⼦先⽣の講義

（本書Ⅰ）を⾏ったあと，グループワークを実施した。第 1 フェーズにおいて保育⼠と教師などの⾮医療系専

⾨職と看護師など医療系専⾨職に分かれ，各々が保育や教育に関する経験と意⾒を交流するようにした。第 2

フェーズは，専⾨性の垣根を取り払って多職種グループを構成し，第 1 フェーズの結果を持ち寄り，課題を絞

った上で「できること」を検討し合った。想像事例を 1 例取り上げ，グループメンバーの知恵を出し合ってケ

アの計画を⽴てるという課題設定により，多職種による合意形成過程を辿ることを重視したものである。 

なお，出し合う事例に関しては，研修参加者全員が守秘義務を負うことを確認しておきたい。 

 

 ＜第 1 フェーズ：⾮医療系，医療系２グループ＞ 

保育⼠・教師 
①できなかった事例 
 やってみたかったが，安全や感染防御の⾯で⼼配
があり，実施できなかった取り組みを出し合い，そ
の要因や背景を検討する 
②できた事例 
 ⼯夫することで実施できた取り組みを出し合い，
その要因を検討する 
③想像事例 
 やってみたいことをいくつかあげて，実現するに
は同僚や関係部署とどのような調整を⾏い，どのよ
うなことに気をつければよいか，①②の議論を踏ま
えて話し合う 

 看護師 
①保育⼠や教師の取り組みへの不安 
 看護師として，保育⼠や教師の取り組みにおける安全，
感染防御について不安を感じる場⾯を取り上げ，その要因
や背景を検討する 
②保育⼠や教師との調整の成功例，失敗例 
 看護師として，保育⼠や教師の取り組むにおける安全，
感染防御⾯の調整が上⼿くいった事例，上⼿くいかなかっ
た事例を出し合い，その要因や背景を検討する 
③看護師が保育⼠や教師の取り組みをバックアップする
ために出来る事を話し合う 

           ⇩ 

 ＜第 2 フェーズ：多職種グループ＞ 

 第１フェーズの話し合いを共有する。 
 保育⼠，教師グループで話し合われた想像事例から１例を取り上げて，様々な職種の意⾒をもとに，実現可能性を⾼
めるための議論を⾏う。これによって，同⼀職種内での検討では不⼗分だった点を整理し，他職種の視点に学ぶ。 

図図１１  東東京京セセミミナナーー22001133 ににおおけけるるググルルーーププワワーーククのの進進⾏⾏  
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 表 6 に，同意が得られた参加者の個⼈記録表による振り返りの例を⽰した。参加者の職場の状況との照らし

合わせや⾃らの実践の振り返りにつながっている様⼦を読み取ることができる。シェアリング後のまとめに際

して，「得られたヒントを職場に応⽤する場合は，できるところから実施する」という⼀⾔を添えておきたい。 

  表表 66  東東京京セセミミナナーー22001133 のの個個⼈⼈記記録録表表のの記記載載かからら（（主主旨旨がが変変わわららなないい程程度度にに改改変変））  
（基本の再確認） 
• インフルエンザやノロ，ロタウィルス感染症の児への接触⽅法は職場の研修でも学んだとおりだった

が，⼿指衛⽣の対象となる環境が思ったより広範囲であった 
• インシデントレポートなどを⾃分だけでなく，周囲にも伝えていきたい 
• インシデントレポートを出すことを恥じらわず，しっかり報告し，次への対策に繋げられるようにし

ていきたい 
• 教師，保育⼠，看護師と，それぞれがもとにするものが違うというお話があり，いままで「なんで分

かってくれないんだろう」と思っていた部分が少し晴れたように感じた 
• 意⾒の異なる⼈を排除しない関係をつくっていきたい 
• 何か企画を計画することは年間計画を⽴てて時間をかけて⾏うことで，より多くの他職種を巻き込み，

実施することができるのだと思った 
• 他職種と共通理解を持つ上で，⾔葉⼀つがあいまいになると捉え⽅が異なってしまう場合があるため，

今後，具体的な⾔葉で共通理解が図れるようにしていきたい 
• 何かを企画するにあたっては⾏動レベルで考えられる⼒をつけていきたい 
（同⼀職種からの学び） 
• 施設によって環境が異なるためにできないこともあるが，取り⼊れたいと思うアイデアがあった 
（他職種からの学び） 
• グループワークで教師や看護師の取り組みに触れ，たいへん参考になった 
• 看護師のグループのプレゼンテーションで，⼈⼯呼吸器の患児が外に出る経験ができるように⼯夫を

しており，とても感動した。看護師と⼀緒に計画し，協⼒を得ることで活動が広がるということを実
感した 

• ⾃分の価値観が普通と考えていたが，⾃分の常識は正しいわけではないことに気づいた 
（他職種に対する期待） 
• 点滴への配慮だけでなく，転倒などにも気をつけて欲しいと思った 

（２）福岡セミナー２０１１ 

 2011 年度の福岡セミナーでは，参加者が経験したインシデント事例を検討するグループと，基礎的な事項

を確認するグループに分かれた。基礎のグループでは，さまざまな⼦ども向け教材が作られた（図２参照）。 

  

図図２２  ⼿⼿洗洗いいをを促促すす教教材材づづくくりり（（福福岡岡セセミミナナーー22001111））  
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