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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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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
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?o`EiƋȦg̶_bDƈeỳdŋU~Efó RX\Dig<˾ņTbyFfD=ƍĎ
IĊċ]H<åȐfD=]H<cJuX=@
 PEDEâ\^j<ƍĎ ĊċTbDicjCuX=?ƍĎ@ ńƐg<˘ĘiåÛ {fDɳ
ɸ ˺_bD]NcV=ƈeỳgj?Ik<Ik@dDELXg<˘Ę\^j?ƍĎIĊċ]
HÊÊÊ@d̴ObD]N=?ƍĎ@d<̼n{Ƌ˅d˺_\ƈù\^gd_bżęf?ǲǢ@ Õʣ
RXƪŽ ˈFdDEȞȠȮĲ ȃȪTbDNcV=PEDEˍŘIƼ\Ģgf_bDʱʾ
j<DLńcj?ƍĎ@d˺_bDby<dEbD?ƍĎȋĵ@ICʱʾdj˺FuXh=Ɛj<ƍ
ĎȋĵICʱʾdj<ưgǲǢT<Ƌ˅T<ʂ̀VʱʾiPdficV=dNĶʁiƍĎj<PE
D_\?Ƌ˅T<ʂ̀Vʱʾ@gTHƌPdIcJuX=ƈeydŋU~Eg<żây<ZTbʱʾ
yʂ̀VdDEͻħʄf<ȍȏfȱǌ ǺřT\ij<³Ë¢ËÊÉdDEâcV=Éj<ƍ
ĎfʱʾgÒņȹf?Ƌ˅Vʱʾ@dDEǑ̙iE^<ÌɻżÛfąͨdTb<?§»ǎˈ@ ǳO
bDuV=
ÊÊÊ§»ǎˈj<Ƌ˅VʱʾiȚydFgLDąͨ5āâI˘Ę˘̢d˘ĘiÔɺ
dFȏTDȐɑ5 ɳ˸cJ~EgVyicC=ÊÊÊ˘Ę˘̢IÔɺHę͢R
bDdV˲ȐH<`fI_bDdV˲Ȑq<ŚͰj?Źąi@̋HI<ôHIƹJ
̛PVyi]dˈFPdH<DHgʚ\^˘̢i˥İIʉͨVŚͰ ɵvėTbDiH
gʇ ŎNPdqiŸƕ]=ÊÊÊ?DHgʚ\^i˥İIʚ\^iɱƐ ɵvėVH<ZT
bʚ\^jDHgZ ŸFH@dDEPd â>Iʷʸʄgʂ˲TʸNŲcC=
³Ë¢ËÊÉ?Ƌ˅Vʱʾ@~΄
 ƈeỳgd_bƍĎc~~DʁͷɴŴy<ʂ̀ȁǽy<Ðň{ɽ͙Ʋ̈́IǖDHƐɱcJfDic
jfDicV=uWj<˘ɱƐ ŸFbDLdDEZiįɅdǜƶPZ<ʚ\^IƈeỳgïF\DP
5

dcjfDcT}EHy^<͘ɺjCuVI΄=ƈey\^j<żâiƅ dby~L˲bDu
V=\dFƈeyiʎg`HfDdPcC_by<ʚ\^I<CJx\<˺D˿ T\<Ðň{ʱ
ʾ{ɽ͙<CDjƋȦiXDgTbD\<HfW˲ǩHbTuDuV=ʚ\^<ƈeygǷVå
ÛgơDbDˉj<ƈeygʉǷǷTbDfDdJgy<ZiåÛqiǜƶ{ɩǚIƈeygƽͩ ÓF
i]<dDE˘˵ ǰ_bĉLrJcjfDcT}EH=ÉiDE?DHgʚ\^i˥İIʚ\^i
ɱƐ ɵvėVH<ZTbʚ\^jDHgZ ŸFH@ ƈeỳgïF\DdǎDuXHΏ

ΊΆâj<fY<̋cý͓EiHΏ5žȆi¼¬»5
 ƍĎȋĵiCʱʾcj<?̋Í͓F\iH@jŚͰgffDd˺DuT\=ŚͰgfij?eE
Tb<͓́F\iH@dDEPdcV=P ˱šdDDuV=ƍĎfʱʾcj<âjâcC͘<̋c
ý͓FdDEĢǺgʣ^uV=Ʊy<ǑĞy<ˍʝy<ț̘ȨHeEHy<ʗîʄŬñy<Ìę͔ü
CuX=Pi~Egâj̋cý͓F<ZiǑ̙ ?²ÀË¹É´¢Ë@dDDuV=âI̛P
VžȆj?²ÀË¹ÉÃË@d~kuV=²ÀË¹ÉÃËj<Câi²ÀË¹É´¢ËI<\
u\u<ZiâID\ŒŤiɴŴi˱šdEuLŝvŊfH_\dJg̛JdDbDuV=
 ²ÀË¹É´¢Ëgj<ȳ>fʝͲICuV=
ÊŻȕNĢgtË_dT{VD
Êĩg~˼ǟħiòÑ<Ǜ˵iòÑ<˴ħiòÑ
ɵɳʄ
ÊɼbDdJ<ƖÒ̞idJjɒǚħIòÑ
Êɧ_\dJj<ĝȎħIòÑT\<E_Hº ɭT\V
ÊǖDǗű ˋDby<˘Ęgj̛PfDdǎ_bTuE
ÊǃóiʐfD½® <ǍI
̅ʐʄ
ÊCDuDfǗűj<PU`Nb˸͉T<ƍǇT~EdV
ÊÌƶ˅ǃT\˥İj<fHfH<VMgjŸFfD
Ê˘Ę~ħiCâÐň<ċ̨΄i˺EPdgʈʇʄgǂEȶƆĴ͆΄
ʗîʄ

Ê̋HdÌʻgåÛ VdǤ ǩLʗîʄǤǩJ΄
Ê͡Ţcɉx\PdjȾTDdþUbTuE͡Ţɖǝ΄

 ʚ\^jȓưɵɔiÖc<\LR<²ÀË¹ÉÃË ̛PTbDuV=̣ͤgǾ͓F\<
HNǊ\< Ë ͈ɌdǎD̫cȌɳg÷_bTu_\ÊÊÊ~LCuV~h=ȓưɵɔcCE
d<ĶʁɱŲcCEd<²ÀË¹ÉÃËi̛P¼¬»jŋUcV=ZjŒŤiɮɏ{ɴŴdi
ÒĐŊficV=
 \dFk<ʚjˇʎcV=ƟRfƉI˲FuX=ɧ_bȏƲʼg͵nØ_\<ÌȞĢiẹ̌]_\<
dDEŲŊ ˈFbvuT}E=
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²ÀË¹É
´¢Ë

ɴŴ˱š

Ziæi˱š 

Ziæi˱š 

ÃËiʂɵ
iņːǑ

ǐDcD

ͺD

ǐDcDfD

òD

ǐDcD

HfͺD

ǐDcDfD

ͺD

ǐDcD

ͺD

ǐDcDfD

HfòD

ǐDcD

ͺD

ǐDcDfD

òD

ˇʎ͏C
ęʥiȋƉ Ɵ
ˇʎ͏fT
ˇʎ
ˇʎ͏C
ęʥiȋƉ ż
ˇʎ͏fT

 ̣ͤ Ǿ͓F\ij<˺D˿cjfL<ʚIE_HTbD\PdIȧȞ˱šcjfDPdIH
cT}EHΏÃËj<ęʥiȋƉCDjÆ©΄I˲gLDÐg<˲F~Ef˪ćIfDPd
{<ȗ͓dDE©Æi̖ˠIĩ_bɵUbDicV=]H<ēʂ Ú͖VdT\<ĸgʚI
?T_HTb<Ʌ çNb@yĎL»£cV=ˇʎ͏ HN<õ˫ ǰ_bÀËÅ ʱ]dTb
y<̣ͤi̻{ʡʂʄfPdcȗ͓i̖ˠ fLXdjǎDuX=źLiˇʎi΄ØƑi\xgy
ęʥi¨ÉiȂśjżęcV=
 Pi~Eg<ÃËI̛P_\Ļš āâi̗ìdTfNk<āâÆ·Å{ʗîʄfÆ·ÅcȧȞʄf
˱šIH<ZgƘTbƘʩ ʣb~EdǎFkʣbPdIcJuV=ˆ_bĶʁɱŲcj<Ã
Ë<žȆjÌ˛ʄfǛ˵dTbj˾RPdcjfDcT}E=THT<Ƒ˷ʄgj<â͓IĶʁiǺù
ˉcCHK<²ÀË¹É´¢ËICuVHǈWÃËj̛PʸNNcV=ȓưɵɔiÖ
]_\GʤDi¢cVw̃I<ĶʁcjżŸfPdgfuV=cjeEVH=Zj<²ÀË¹É
´¢ËéŹi˱šgʇ ŎN<²ÀË¹É´¢ËIC_byżÎŽf~EgɴŴ ȊF<̖ˠ ɞ
Tb<Ä ̧ɞVéŹgjCuX=
 ¹ºi~Eg̋i̗ìHΏdH<̋ ĖĘT\iHΏk_H ɅgTbDbj<DLcy<D`
ucy<ÃËj̛PʸNuV=â͓I͔͘<ÃË ƎĎgfLVPdjcJuX=THT<
Ä ̧ɞVPdjcJuV=ΑΓ˰ȓȞiƍĎ͔̹iǹʖɫg?ƍǇdþͯi\xgcJPdiĎ
b =@dDE¾¥¤´ÆËICuV=Pj< ˰ȓȞI<ʙʐƧʼiÛȅ Ǉgġv<ʰf
DÄdiǢDqĭD ˨T\yicV=Pi~Eg<ÄiòDɴŴaLjʷʸʄcʰIf
D=cJPdiĎb {seÅËiDåÛcVH<ʱʾMvcfNkɉTbƐɱcJu
X=ZI<Ķʁ{͎̿ÊĻƈħÊ˚ʠȮɺfe<źLiâiɵɔdŕ ȁFɱŲcƍĎȋĵId
N͊˱]dRɳɸcV=
 Rb<²ÀË¹É´¢ËIC_byɴŴ ȂśVPdcÄiòDɮǜ ödDDuT\I<
Zi\xg͊˱fij<Ɛ͞g̛P_\žȆ<ÃËiǗűcV=ǗűjƍĎȋĵiÌɻʇ<űőiȋĵI
7

cJbDfDd͡uuX=űőVPdI~DPd<űőVPdIǔˉRi\x<ê͓ivfi
\x<dDEɅǰ^IďțRbD́ǭcVh=cVH<űőiȋĵICɽ͙cj\LRiǗűI
͡uuV=P É¨É©Æ¸Ë©<dDDuT\h=
 ĐóʄfÛøi˱š Ƕ_bvuT}E=ż͕ƬʣżƋĶƋ̈́͗Ʀɽ͙cj<Ʊ͓

ëéÐiÉ¨

É©Æ¸Ë©űőëȉICuV=ŋULDiɽƴȉiɽ͙c ÍëdDEdPyCuVH<͵n
ǩNbźDNcjCuXI<ʳȲźDȐcjCuV=żÛfPdj<ΔƱ<Ʊg Δ ĥW`űő
ëȉIŵFbDdDEɤcV=ʚIƙìƍĎʪɳˉgf_\

Ʊj

ëècT\=űőëȉj<C

ǚœ<űőiȋĵIˎ`?ʱʾiʂ̀iǱȴ@i `cVH<ͫ̍gˎ_bDf<dDEi ǛUuV
h=
 ƠTŅD¨Ë¢cVI<

ƱΔ

ƱiƼ͙iƟČɽȫHiÆ¸Ë©ȉ ʖTuV=


ť ƟČɽȫHűőR\Æ¸Ë©ȉ
Ƽ͙j<G~Z

ƱΔ

Ʊ΄

ƴcV=Ƽ͙iʞĉɰj]D\D fic<Ìȓ âLDč͙TbDdTb<

ZiE^< âLDƟČǔˉIč͙TbDuVH<ĎóiΊLD=Æ¸Ë©ȉyĎóiΊΔL
DcVH<]D\DC_buVh=
ZiĒ˿ ˲bvd< ĥIƟČgɬțiÉ¨É©<ĥIǡâiɽȫcy̛P_bD~EfÉ
¨É©<dDEPdIĘHuT\=ƟČgɬțiÉ¨É©dj<?ƟČɷiȸŞ ÷ɷTfH_\@
? ´c͵n̠hb̼cDb̥]@?ɽɮi̊ȕIC_\igý̔ˉ ƯTbTu_\@fecV=
\dFk<PPc? ´c͵n̠hb̼cDb̥]@ŲŊ ˈFbvuT}E=˱šdTbˈF
ij<uW< ´cƈeyI͵n̠hbD\Pd=ZTb< ´I{HLbƈeyI͵n̠h\
°ÃÉ ƩTbˢ^bTuEPd=ƈeyI͵n̠hbD\PdI˱šf<ƈeyI͵n̠hfD~
EgVkDD=ƈeyI͵n̠hfD~EgɒǚTb͵n̠hZEgf_\ȽxdH< ´Ziy
i ˀHfD~EgVdH=ZfƘʩ ʣbɽ͙IźDicjfDcT}EH=
8




ť ƟČɽȫHűőR\É¨É©iĒ˿

ƱΔ

Ʊ΄


 THT<ZIȞƼgȧȞi˱šcT}EHΏƈeyj< ´v\DfooT\yiIC_\<
͵n̠hiIC\uF=ZIƈeydDE²ÀË¹É´¢ËcV=ċg̰r\~Eg²ÀË¹É
´¢ËZiyigƘTbôHʩ ̐UPdj<ɉTbȧȞʄfƘʩgjfuX=CDj ´
fLT\~DiH=ZcjƱ͐Č{çJɜDÊͨîiý̔ˉgƘVɴŴi̙ ÑOPdgfu
V=cj<eEˈF\˜DicT}E=˱j<͵n̠hby̥cˢ^fD<y_dDEd̥cˢ^b
yTfNkDDicV=ƴIȤHNk<CDj ´iͺRIòNk<ˢ^byjTu
X=ZfƪŽf<ɽ͙iȑ˽ ǫƼV̈́˂dÌʻgŸFbDLPdIcJuV=
\]T<ƈeyɬți²ÀË¹É´¢ËgɅaNij<{jƈeyiƙ͑ƔcV=ʚj<d
NƟČĶʁiƍĎcj<ýˎŷ{!!dD_\ʁͷȁǽiƙ͑ˍ{ǇɳƋÊȇˎƋfeʂ̀ʛƋiƙ͑
Ɣiǚ˲I͊˱]dˈFbDuV=ʂ̀gǋU\ɴŴ ȊF``<ƍĎcÄiòDɴŴgåÐO\x
gj<źȐͨHi¼É©{ƙ͑ʐ̒ ɔHT\ƘʩIǈ˱]dǎDuV=
dPc<ƈeyiʣŲgʣ_\Ķʁi̙<dDEɤHˈFk<ƈeyI˘ɸg͵n̠h\<̼
]ėȠb<H`ƍĎfɴŴ öėVijɽ͙i̗ĲcT}E=ɽ͙i̗ĲdDEPdj<ɱŲ ͬH
ÌâÌâiˍŘi̗ĲdDEPdcV=ÌâÌâiˍŘI<ʐǓ ʴ_b<ėȠPdiĎb {_bP
Z<jUxbþͯRɽ͙dfjWcV=Zj<ƋȦcyŨcyŋUÛcV=É¨É©I̛P_
b<̋I̗ì łiHΏkHˈFʱʾj<ͮIǖDʱʾcV=É¨É©i˱š ˈF<É¨
É©iʂɵ¼¬» Ƕ<²ÀË¹É´¢ËIC_bycJHKÄiòDɴŴ <ˍŘʧ
IķħTböÐObDLʱʾPZI<ƍĎcþͯRʱʾficV=
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AƍĎǚ̒¤¥B
vfRj<Ɛ͞gj͓́FfLby<͓́FZEgf_b?m{_dT\@?j_dT
\@Pduc<űőcJbDuVHΏCDj<˘ĘižȆ ˍŲiê͓dďțT<fY
̛P_\iH<͖MgjeET\~DH<ÌʻgˈFPdIcJbDuVHΏ


ΆǛȣʪɳiŰȞ
Ǜȣʪɳj<ǔˉƍĎiÌ̈́cVH<?ǛȣʪɳiŰȞ@dDEd<ƐidPǔˉƍĎiŰȞdTb
Puc̰rbJ\ˈFȐI?ŰȞ@cV=cVic<PPcjǛȣʪɳÐǈ˱fŰȞʄfGöɑ<Å
dDDuVH<ZEDEȐɑ̏g`DbƋcL]RD=Ì`ʇgj<ȴɢʄfǛȣɾÚ͖iǜƶ ̢g`
NPdd<Ü`ʇgƟČc~LCǛȣɾIʂɵT\ŲŊiǛȣɾÚ͖iǜƶ ̢g`NPd<cV=
PPcDEǛȣɾdj<?Ķʁ͔̹Ǜȣ@cʂɵVǛȣɾiPd ǱTuV=?Ķʁ͔̹Ǜȣ@dj?ǔ
ˉIĶʁȸ͔cɍʁ ŃNbD͓gǛȣɾg˃ǔVPd@cV=
·΄¢É£Ëª¶ÄËÁÉ
Ì`ʇiŰȞʄfǛȣɾÚ͖iǜƶdj<Ǜȣɾ ?ǰ^̫ufD@?ƳOfD@\xiGöɑcV=P
 <?ȴɢÚ͖ʩ¢É£Ëª¶ÄËÁÉ΄@dDDuV=¢É£Ëª¶ÄËÁÉcj<Ǥ
Ǳ˧ɵd¹{Éiʏɷ ˥DuV=Țy͊˱fij<ǤǱ˧ɵcV=ǤǱ˧ɵdj<Ǥ ɓEPd
dÅËÅčiǤǱəɄĤcǤ əɄVPd CXb˺DuV=
uW<ǤǱ˧ɵ VrJŲͨ ȕʔgV\xg<ǔˉ łƫLɴŴ

`iͭŮgĘNbˈFuV=

Ì`ʇj<ǔˉdZiŒ̪ɴŴ˨ͨ{ɫŗfeHf?ǔˉ¡ËÉ@cV=PPj<ǔˉjy^<ǔ
ˉI÷ɷV̿ĐÊɴŴfe ŏvuV=ǔˉ{ZiŒ̪ɴŴj<ǔˉɸȠiǆɵɫIƏʏTbD\xu
dxb·`i¡ËÉdˈFuV=Ü`ʇg<ǔˉ¡ËÉéŹ ?ĶʁÄ@dˈFuV=PPj<ǔ
ˉɸȠiǆɵɫIfDÄcV=żÛfPdj<ǔˉ¡ËÉqɽĻǆɵɫ ǰ^̫ufDPdd<ǔˉ¡
ËÉHǔˉɸȠiǆɵɫ ǰ^ėRfDPdcV=PP ¼ËVd<H{VLfuV=
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 ǤǱ˧ɵ ˥EŲͨj<`CuV=Zj<6ǔˉǷ˹Ģ<7ɝɣɦˡȀöĢ<8óɚșͥT\ņ
ːǑICǁ<9ǔˉǷ˹ǁ<:ɴŴǷ˹ǁ<i`cV=
 ǔˉǷ˹Ģdj<Đóʄgj<̀ƗĢ<ʉǷǔˉiʆ˔g˹ȭȥ{Ģ<čɘÊɝǯĢ<°¢Å
ÉɠƏĢ<óñŸǻĢfecV=ýˎŷ{ȇƮI͔ŲͨcCk<sÙÊͶÛäĪĢ<ʜİäĪ
Ģ<̼n{Ƌ˅iĢcV=ǤǱ˧ɵ ˥E¢ºÉdTbj<ɽƒgčĢgƐȑTby<ǔˉǷ˹ʉĢ
cy<e^cyȲDuX=
 ɝɣɦˡȀöĢcVI<PjĶʁˉcCĶƮ{ʌ̔ƮI˥ErJ¢ºÉcV=ˤĤ ǧÓT\
VŲͨIʊƼTuV=
 óɚșͥT\ņːǑICǁ<dDEij͊˱cV=PidJ<\dFǤ˩ TbD\dTby<Ǥ˩
ŹT\ǁgyǤǱ˧ɵ TfLbjfuX=Đóʄgj<ȿʕJfeń˒ ˥_\ǁ<Gw`iá
ǻǁ<ƣ{ûiǵłǁ<ǴɐɫiĖɳǁ<ʀiŐƹǁ<sÙ{ͶÛäĪiǁ<ƈeyiōɫg˹\˹
\ņːǑIC_\ǁ<Ŗ{LTzv T\ƈeyiͿÊń ǯDbCO\ǁfeIʊƼVcT}E=ɒǚ
TfNkffDij<ɇȣT\Ǥ˩iuuŒŤgC½® ˹_bTuEPdcV=ɇȣT\Ǥ˩jʮ
ȔLjWT<ǤjZiͅƶɓD<ɇȣ ǮOfD~EɒǚTuT}E=
 ȺgǔˉǷ˹ǁ<cV=Đóʄgj<ʜİäĪǁ{čɘÊɝǯǁ<°¢ÅɠƏǁ<óñŸǻǁ<]_P
iǁ<̼n{Ƌ˅iǁyǤǱ˧ɵIǈ˱cV=
 ȚǁgǔˉiŒ̪ɴŴgǷ˹T\ǁcV=ǔˉḯƤgC½®jĎb<Œ̪ɴŴgŏuuV=·¥ª
{Ë§É<Ë¦{ƭŢ<Ë°Ë§ËµÅ<ƴͮŇ<«ËËÅ<C|¥¤<̈́ƤgC±
É{̈́ƤgC̣ȬƈfeiäĪɷĐyŒ̪ɴŴiÌ̈́cVH<Pg˹_\ǁjǤǱ˧ɵ Tu
T}E=udxd<ôHiɔİ ƈeydVĢ<dT\ǁgǤǱ˧ɵ Vk~D<dDEPdgf
uV=`u<?ǔˉ¡ËÉƈeydÌʻg̾QVŲǣ΄gčʉĢ@d?ǔˉ¡ËÉƈeydÌʻ
g̾QVŲǣ΄Hė\ʉǁ@d˵FbGNk~DcT}E=
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AƍĎǚ̒¤¥B
Șɂ<ƈeỳgǷ˹VËÉdTb<efyiICuVHΏ
Șɂ<ƈeỳiŒ̪ɴŴdTb<ei~EfdPgǷ˹TuVHΏ


Έ΄ʲ̟ĞǛȣÚ͖ɑ
 Ⱥg<ƟČc~LCǛȣɾIʂɵT\ŲŊiǛȣɾÚ͖iǜƶg`Db˸̊TuV=P ?ʲ̟ĞǛ
ȣÚ͖ɑ@dDDuV=ɽĻóiǛȣʲ̟gj<ʠɅǛȣ<͵u`Ǜȣ<Ƿ˹Ǜȣi ʝͲIC<Z[
<éÑi~EgƘʩIɉu_bDuV=
ʠɅǛȣ!͛͢͝Ū΄<¹<É
͵ɋǛȣ!¹<É
Ƿ˹Ǜȣ!¹<É
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ΌΆȞƼgƈeỳi˴ɤgʣ_\Ķʁ Ɇxb
 PPcˈFbvuT}E=ƍĎʪɳ{Ǜȣʪɳjfi\xgVicVHΏƍĎj̋i\xgƌyi
ficT}EΏ
 Zj<ƈeỳiʤͱi\xcV~h=Ne<ĶʁɱŲcƍĎİdJ<â>iźL5ʌ̔Ʈ
y<ýˎŷy<ȇƮy<̋cy5jPi?̋i\xΏ@?ôi\xΏ@ <~LˀJĽgTuV=ZiH
?̋I˾ņViΏ@?̋IĝȎViΏ@?̋I̗ìłiΏ@ <Ɛg~LłɊɈTbDuV=̋
yI?˘ĘIĝȎTb{_\@dDEi ƇIuV=̋cy<ɬgȏTDPd {EdDEdJj<ž
ȆT\˘ĘiXDgRbƇfɅǰ^gfuVT<\dF̗xâIDfLby<¶Ãª Ĉ`N
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uV~h=]Hâ͓<̋yIGŶçJ ȻTIuV=ǖDʳȢj˘ĘcjfD̋HiXDgT\I
uV=âgeEǎH<eÊúRHIɅgfij<͡ŢcɵɔVâ͓]HPZ<iǑ̙c
V=
 ĩFb<âjãuc{_\PdifDȏTDPd{<˘ĘiƦV͡ŢiĐŊiǖDdP ǱǿT\
<RgŸF~EdD_\Ǻȩ T\IfDyicV=Ì`gj<âyu\İɫficŸĵ ƇEdD
EPdcV=yEÌ`j<ZiâIƦV͡Ţ<ʱʾI?ǇɳʄgƍĎ@fɮǜgfD<dDEPd]ZE
cV=mdPdcDEdƘâÒƍcV=?ǇɳʄfƍĎ@dj<žȆ ͠RWűőTbê͓dďțT\<
ˍŲg͔Tb˘ɸg̙ŚT\<ˈF ͠RWďțT\<˘Ęiǚ˲IæiâgeEǎHɅgXW
ʂɱT<˥İcJ~Ef<ƘâÒƍIɦDɮǜiPdcV=?ǇɳʄfƍĎ@IɦDd<âj˘ĘiˍŲ
ciÄ ÑOfD\xg<˘ĘIƍĎcD\xg<?ôy˺fD<ôyTfD@dDEɱɮʹǰi
˥İgcuV=Ðňcÿ́ÑcyZEcV=Ðň]_\<?TfD<RXfD<cJfDɳɸ ˈF@
âgfuV=PEDEɮǜgCâj?ôyţ_bDfD@?ôHŚͰICiΏ@?~NDfPdj<
Vf@d˺DuV=yT<vfRiÐňg<vfRIˍŲ ~LV\xiǺȩ T\dJ?F
ôHŚͰICiΏãuceGcDDUzfD=@dʨF\dT\ZiˍŲ<ʱʾgjǇɳʄƍĎI
fDHyTfD<dĹȸǛ ǰ_bL]RD=΄
 yEGHi~Eg<ƍĎȋĵidPc̰r\?űőiȋĵ@j<Pi?ǇɳʄfƍĎ@IC_bP
ZǡʣTuV=?űőiȋĵ@cj<̋yI˘ĘIʲT\žȆiǗű <ʱʾ ~˜LV\xgğɷ
T~Ed<̺c̄ʯgűőT<ďțT~EdTuV=u\<ÐňjZiűő Ǜ̑TbŃNȽx<űő˥
ɥ ƀĬT<âÛÐ˜D̂údVicV=
cj<PfɳǙʄfˍŲ<ǇɳʄƍĎICˍŲj<ei~EgTbɵvėVPdIcJicT}
E=Ìɻżęfij<ÄË£Ë¥¶]dDbDuV=˶iƅ ˲bƈIˎ`~Eg<ʱʾiˍŘy©
¥¶ÄË£Ë{ʲŜ͚iȵʫdfǜƶ ˲bˎ^uV=\]<ZfɳǙʄfÄË£Ë{ʲŜ͚ID`y
DNcjfDT<HdD_bƈey\^i\xgĉLPdj<ƿ_\fTcV=
Éi§»ǎˈ ǎDėTbL]RD=ʚ\^iÔɺj<ʚ\^iħcŸFPdIcJc
V=ZTbZiƅ ƈeỳg˲X\DcV~h=\THg<ÄË£Ë¥¶jÐňIǰ_bDbLk
Zg̝T\PdjfDicVI<ÄË£Ë¥¶ifDÐňy\LRDNc<ZPjV_l<C
JxuT}E=Ɛj<ÄË£Ë¥¶dDEȸːj<ĎbiˍŘgCrJǜƶ<Ðňg͘W<Zi͡
Ţ ~LV\xg̋cyIʂǼVPdicJːħdˈFb~DicV=]H<\dF Ʊɵcy{
ȐjCuVT<ȉƠfDˍʝcC_byʂǼVPdIcJuV=ĶʁɱŲcj<ɍʁgGDbjĶƮ
IÄË£Ë¥¶ ʂǼVrJcjCuVI<ƈeyiʁͷɴŴȂś{ʂ̀ȁǽgGDbj<Ziæiƙ
͑ˍIÄË£Ë¥¶ ʂǼVsEIEuLDLdǎDuV=
 ~L<?ʚ<ÄË£ËgfHŎDbfD@dDEâIDuV~h=ôƶyDE~Eg<ÄË£Ë¥¶
ICâIÄË£ËgficjCuX=ÄË£Ë¥¶j<ÌâÌâi¼É°Ëgć_bDrJ
Ǒ̙cV=PPcDEÄË£Ë¥¶j<ɉTb?Āg`DbPD@ʄfȶħcjCuXT<?ĀIĎ
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̗̈́ì ł@v\Dfˍ̗ĩcjCuX=PPcDEÄË£Ë¥¶j<éÑi~EfyicV=
ÊžȆgŎJŊE
  uWˌL<ZTbôHʂ˺VĢgƜȈVÊĭEÊǛ̑V
  ̗ìcjfL<ȧǭ Ɇx
  ʳȢcjfL<¶Çi̊ȕ Ɇx
Êţ_bDPd ȁǽV
  žȆcjfL<ţ_bDPd ˋL
  cJfH_\Pd ̲ɆVicjfL<cJ\PdÊEuLD_\Pd ǶV
  ePIţ_bDH~<EuLDL\xgô T\~DH Ɲh
ÊȐŎǑ ʖV
  ô ̀ǡVHʇȴ΄cjfL<ôi\xgViHȐ͍΄ ʔ̅V
  ÌâÌâIeEC\DH< ŚE
  ˘Ę\^iCrJƅjôH<ŚE
Ê˘×ʄgˈFbyE
  ʨF ǶVicjfL<ʨF ķĉTbĦ]V
  ʐ_bDʨF ǺʖVicjfL<ÌʻgˈFbyE
  ƾĥ ŕUicjfL<˘ĘicJPd ˈFbyE
  ̗ìiǣūcjfL<ǚȻ<ɳ˸<ʭǃ ʔHx
ÊɔİT{VDͣŤɅ `L
  ċgʨF ̰ricjfL<uWˌL
  ċgʨF ÓFicjfL<ŀǋ ̯V
  ǚ˲ ̰rĢg<˜Dɤ ˭xÊǛ̑V
  ɰċTbʤE ʤD{Ĕ̎ ȼ̭V
Êźȳfǚ˲Iė~EgȁǽV
  ŦDǚ˲kH~<uUxgͨʃDǚ˲ ɆxÒʍͨʇdͨʃDj́E΄
  ǚ˲ ̰rĢg<ŃNč?cy@d˺W<?UzC@dDE΄
  ŀƘǚ˲{ʡǬƈyfDʂǙ ȼ̭V
  ĎŘIǚ˲ ˺F~Eg<ǚ˲ ˺fDâ{ʣŲiƺDâgɒǚ ǥE

 RC<eEcT}EΏPjýˎŷʧʁͷȁǽǫƼiˍʝiȐ<ȇˎ͔üiȐgd_bjfUviCĒ
ƕcjfDcT}EH=ZEficV=ƈeỳgŎJŊEǜƶd<sdeŋUcT}EΏƈeỳiʂ
̀ ȁǽT<Ħ̸Ǒ ˎb\xg<żâIłrJǜƶcV~h=PI<ãȓʄfʱʾgɆxbD
ÄË£Ë¥¶dTbiǜƶcV=Ɛj<ǇɳʄfƍĎdDEyij<GdfyƈeyyŋUficV=
˘ĘIǣƦVˍŲcC_by<ƔȒcC_by<Ũcy<ƋȦcy<˘ĘIæâHżęgRbDb<
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˘ĘyʊǤ żęgTb<ÝDgĪNŊF͡ŢcCk<žȆgŎJŊD<ɳǌ ďțTb<~~Dɔ
İqdŎHEPdIcJ<ZEDEPdcV=ÄË£Ë¥¶IPEDEPdf<D`Hcy<̋H
cyƃxPdIcJicjfDcT}EH=
 djDEyii<ǇɳʄgƍĎfɮǜj<͡Ţ{ʱʾiͣŤɅcCȋĵcVH<ǐgŸFPdjc
JuX=\THg<Ð̰i~EfÄË£Ë¥¶ ʂǼTb<ƈey ˎb~Eg<̩ǪƻL<̈ǚ
y_b͔ʸNk<̋gcy͡Ţ ŸFPdIcJuVI<Zgj©ÆË¬Éyǈ˱cV=ZP
c<ˍŘÌâÌâIPi~EfÄË£Ë¥¶IʂǼcJ<ˍŲ ~DͣŤɅgʹǰcJ~Egf\x
i©ÆË¬ÉdƐ̡ ŊXb˥F<ʱʾ ǳOb˥EåʱvI͒ʂRbDuV=Zj<?©Â¢
ɵɶȐƸ@dD_bȋƉ̶<ȓȞiíȮ<©Â¢I͐ƱgÞ_bů_bJ\®¯cV=ãcj<Ôɺ
ÖiíȮgłDbDuV=ZiǎǙj<ˍŘIɵJID ǛUbɔİVʱʾ öPdcC<
ZiɵJIDdj<ͳƑiʤͱ ˲\DdDEPd<Vf^ˍŘÌâÌâIͳƑi\xgôIcJH<
˘×ʄgˈF<˘×ʄg˥İcJʱʾ ʇǱVPd]dDDuV=uRgPiɤI<ɽ͙gȚyǈ˱dR
bDˈFȐcV=íȮfeʱʾI<ZEDEˈFȐgɎ_bʱʾ̽Ŝ TbDL{Ȑ "".1%+
2%+*13%-%)','-1dD_b<ȓȞcy<źLiɽ͙IPiˈFȐd®¯ łčƃxuT\=
?ĶʁiȂśɔİ@dDD<Ďŧiɽ͙cöķ̓îIC<ɔİiʂ˨îyTbDuV=ƟČĶʁ<ƟČ
iʁͷɴŴ<ƟČiʂ̀ȁǽ ȂśV\xiʂ˨yCuV=
 Ȃśɔİ ʷʸʄg˥EPdc<ƍĎc̙iͺDĶʁ ƐɱcJ<ȮĲTfIÄË£Ë¥¶{¹
¼É© ƋpPdIcJicV=uRgÌʒÏͼ<D{şͼiĊ\§»cV=djDF<ƞčgC
\_bjfHfHƪŽIDuVT<ʲŜ͚iīħyǈ˱cVH<ʬĸgÊÊÊdjDHfDicVI=
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Ⅱ
1.

研修の企画と運営

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１

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

安全管理に関する観点別の研修のねらいの例

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）
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）
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）
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）
⼦どもが安全に活動できる環境を構成できる（技能）
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）
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）
そのほか

表２

テ ー マ と ね ら い の 例 （ 東 京 セ ミ ナ ー 2013）

テーマ
安全と感染管理の理解
- ⾃信を持ってかかわるために -

²
²

ねらい
安全と感染防御の基本を振り返る
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
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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

•
③

⼦どものセルフケアを促進する教材などを作成する
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３

セミナー参加者の職場や実践についての情報交換の視点（例⽰）

・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４

イ ン シ デ ン ト 検 討 の 枠 組 み （ 福 岡 セ ミ ナ ー 2011）

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５

•
•
•
•
•

2.

グループワークのプロセス評価の視点

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

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１

東 京 セ ミ ナ ー 2013 に お け る グ ル ー プ ワ ー ク の 進 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6

東 京 セ ミ ナ ー 2013 の 個 ⼈ 記 録 表 の 記 載 か ら （ 主 旨 が 変 わ ら な い 程 度 に 改 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２

⼿ 洗 い を 促 す 教 材 づ く り （ 福 岡 セ ミ ナ ー 2011）
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