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【特別企画】座談会

外来看護の
醍醐味
～患者さんとのパートナーシップをより強く～

看護だよりOSAKA
大阪府看護協会 会報誌

大阪府看護協会会員 … 8,000円
非会員 ………………… 12,000円
学生 …………………… 3,000円

当日
参加費
（税込）

変化の時代に備える仕掛け
〈講師〉松村 真宏 氏 （大阪大学大学院 経済学研究科 教授）

多様化の時代を迎えるために
〈講師〉大橋 一友 氏（大手前大学 副学長・国際看護学部 教授）

〈シンポジスト〉
中山 サツキ氏（大阪医科大学病院 看護部長）
上野 寿江 氏（永山病院 看護部長）
中田 直子 氏（耳原総合病院 品質管理部員）
岡田 牧子 氏（有限会社みらい 代表取締役／看護師）

シンポジウム

教育公演

特別公演

体験から学ぶ、今伝えたい事
～患者（対象者）・職員を災害から守るために～

かねてからご案内のとおり、11月1日（金）から本部所在地を移転いたしました。
それに伴い、桃谷センターは閉鎖いたしました。10年間のご愛顧誠にありがとうございました。
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※研修会場については、大阪府看護協会ホームページでご確認ください。
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会長　本日は外来看護のやりがいについて大いに
語ってもらおうと思います。まずは自己紹介も兼
ねて外来看護師さんとして、今までの積み重ねの
中でこういう点が良いというようなところをお話
ししてください。

「外来看護」今と昔の違いって？

西村　高槻市にある腎・泌尿器専門の25床の病院
で外来責任者をしています。そのほか手術室も担
当していて経験は5年です。午前は外来診察、午後
は手術についています。

高﨑　大阪市内の350床の病院で、一日平均千人
前後の患者さんが来られます。経験は13年で今年
の4月から外来の師長になりました。一般外来と
救急、血液浄化センターと化学療法室、内視鏡の
検査室があります。

古賀　泉佐野市にある整形外科と脳外科を専門と
している95床の病院の外来で14年勤務していま
す。外来は整形外科と脳外科、内科と救急があり
ます。以前は医師の診療の補助がメインでしたが、
今は検査や救急対応などいろんな技術が求められ
るようになりました。その中でも患者さんへの説
明の重要性を強く感じています。丁寧に説明する
ことが、患者さんの安心につながっていくと思い
ます。　

西村　やはり昔に比べて高齢の患者さんがすごく
多くなっているところです。高齢者のみの世帯が

大変増えていて、その中で看護師がしなければい
けない仕事の大半をいろんな説明や指導などが占
めているところでしょうか。

会長　やっぱり指導とか説明といったところがポ
イントですかね。患者さんも診療体制もどんどん
変わってきているので、それに応じて私たちが本
来の力を出さないといけなくなっているってこと
ですね。

高﨑　当院は医師事務作業補助者を導入したの
で、今までは診察の時に患者さんの経過を確認で
きたのが、自分たちが意識しないと患者さんに関
われなくなっています。看護について外来のみん
なで考えるようになりました。

会長　自分たちが意識して患者さんにどのように
関わっていくのか見極めなければならない時代に
なってきているということですね。

私が大切にしていること

高﨑　継続した看護の重要性を理解してはいるの
ですが、日々の作業に追われて十分にできないジ
レンマを感じています。忙しいとどうしても病棟
との連携が不十分になりがちなので、記録を充実
させることをがんばっています。患者さんと関わ
る時間が短いので、短時間で患者さんの状態を把
握できる力が求められていると思います。

西村　同じことの繰り返しになるのですが、一人
の人と関わる時間が病棟と比べるとずいぶん短
いので、表情や服装、言葉の端々などを見逃さず、

問題のある所を掴んでいくということでしょうか。

会長　大変ですね。継続性と短時間できちんと問
題点を抽出できる力が必要だということですね。
まさにジェネラリストのスキルです。色々なこと
が見えるようになって初めて短時間で患者さんの
状況を把握して看護や医療の必要性を答えられる
ようになるということですね。

ここが楽しい、
外来のやりがいについて

西村　高度な医療を受けながら通院している高齢
の患者さんがたくさんいらっしゃいます。そうい
う患者さんが地域の中で、その人らしく生活して
いる姿を見た時にやりがいを感じます。「いつも
ありがとう」と声をかけられるのが一番うれしい
ですね。地域の医療スタッフと連携して、チーム
で患者さんとの信頼関係ができていることや支え
られていることを実感することも多いです。

会長　地域の連携で支えられているという実感
は、例えばどんなところですか？

西村　泌尿器科でいうと、バルーンカテーテル
などたくさんの種類があって管理の仕方も様々
ですが、日常を見ている訪問看護師と定期的に
情報交換して、どのような管理方法がこの人に
とってベストなのかを試行錯誤します。患者さ
ん、患者さんのご家族や介護者から「このやり方

が一番よかったよ」と言葉をかけてもらえたり
すると、一緒にチームで患者さんを支えている
ことを強く感じます。

高﨑　私は外科に長くいたのですが、告知されて
手術をして、長い治療をして、それがひと段落して
…というのを患者さんと一緒に喜び、悲しむこと
にやりがいを感じています。

会長　今は外来で病名の告知や治療選択といった
意思決定をしてもらう機会が多くなっているの
で、正しい情報の提供や患者さんの希望を聞いた
うえでの説明が重要になっていますね。そこが看
護のプロとしての情報提供ですよね。そこで患者
さんに「ありがとう」って言ってもらえる、そう
いったところがいいですよね。

困っていることってある？

古賀　当院は地域の患者さんの安心へ貢献するた
めに病院の方針として、24時間365日、救急や時
間外を受け入れることをモットーにしています。
時間外受診については当直の先生によっては、
「本当に今来ないといけないのか」と患者教育に
ついて言われることもあります。なるべく受け入
れさせてもらうようにしているんですけど、どう
しても対応が難しいこともあって…

会長　病院の方針はわかりますけど、働きに来て
いる医師達はそうもいかないですよね。そちらの
対応も大事だし。患者教育と言われているのは、
次の定期受診までに異変があった時の対処法や、
こういう時には必ず早めに来院してねという、患
者さんへの情報提供ができたらよいという意味だ
と思いますよ。さきほどから言われている説明指
導の重要性になってきますよね。入院中だったら
ちょっと見忘れたから、と見に行くことができる
けど、外来では受診中に問題解決して帰っていた
だく難しさがありますよね。

高﨑　心不全とか蜂窩織炎とか、何で今まで…み
たいな状態で来られて、すぐに入院されるのを見
ると、もっとできることがあったのではないかと

感じます。やりたいことはたくさんあるのですが、
処置などに追われて指導や記録が十分できないの
で困っています。

会長　そこは大変なところですね。業務を見直
しながら本来やらなくてはいけないことをどの
ように整理するか。タスクシフトとか言われま
すが、どこをポイントにするかが難しいですね。
働き方は自分たちで考えられるので、どこに注
力するか、持っていき方だと思います。スタッフ
が一体になって同じような視点で臨むためには、
カンファレンスや事例検討が必要です。ともに
勉強することで同じような事象に適切に対応で
きますよね。

西村　そういう時間を設けることができればい
いのですが。慌ただしい業務の中でやっている
ので…

会長　外来は人件費などの理由でパートの方や子
育て中の人が多かったりしましたが、これだけの
課題や問題を抱えていたら実践力のあるジェネラ
リストとして、しっかりやっていかないといけま
せん。外来で勤務する人たちに外来看護の良さと
か大切さを意識してもらうのがこれからの課題に
なると思います。

工夫していることについて

西村　どうしても教育・指導や説明には時間がか
かります。診察時間内では難しいので、診察の空
き時間を利用して、看護外来という時間をとるよ
うに進めています。

会長　そういった工夫もあるのですね。患者さん
の反応はどうですか？

西村　近隣の方がほとんどですが、けっこう足を
運んでくれます。高齢者の方は、お仕事をされて
いないこともあり、快く来ていただける方が多い
です。診察の時は一人で来ても、そういう時は誰
かと一緒に来られることが多いですね。

会長　そうですね、キーパーソンを連れてきても
らうっていうのがすごくポイントになるかもしれ
ないですね。

高﨑　スタッフの配置を処置室メインとし、応援
や指導の依頼があった時に診察室に駆けつけるか
たちで調整ができるようにしています。メインで
入っている看護師には指導を含めていろいろなこ
とに対応できるようにローテーションを組んで研
修を受けることを勧めています。カンファレンス
のような大それたものはできていませんが、「こ
ういう勉強会をしましょう」という発案が自主的
に出てくることも多くなりました。
時短やパートの人にとって外来は戻ってきやすい
場所だと思います。その人たちが働きやすいよう、
なるべく終業時間になったら人を補充して、残業
をしなくてもいいような調整をしています。

会長　時短や復帰したばかりの人に、外来看護の
やりがいについて伝えていきたいですよね。
これだけ医療ニーズの高い高齢の患者さんが増え
ている今、ジェネラリストとしての外来看護師の
高い能力が必要となってきていることや、患者さ
んとの距離の近い外来という強みを活かした看護
の実践で、強いやりがいを感じておられることが
大変よくわかりました。外来の人員配置は、昔か
ら30対1の基準が全く変わっていない現状の中、
私たち自身も実践力をあげるよう頑張ることはも
ちろんですが、高齢の患者さんへの教育や指導と
いった役割が大きくなってきていることを踏まえ
て、ニーズに見合った人員確保の働きかけをして
いかなくてはなりませんね。これからも協力して
くださいね。本日はありがとうございました。

ほうかしきえん
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せん。外来で勤務する人たちに外来看護の良さと
か大切さを意識してもらうのがこれからの課題に
なると思います。

工夫していることについて

西村　どうしても教育・指導や説明には時間がか
かります。診察時間内では難しいので、診察の空
き時間を利用して、看護外来という時間をとるよ
うに進めています。

会長　そういった工夫もあるのですね。患者さん
の反応はどうですか？

西村　近隣の方がほとんどですが、けっこう足を
運んでくれます。高齢者の方は、お仕事をされて
いないこともあり、快く来ていただける方が多い
です。診察の時は一人で来ても、そういう時は誰
かと一緒に来られることが多いですね。

会長　そうですね、キーパーソンを連れてきても
らうっていうのがすごくポイントになるかもしれ
ないですね。

高﨑　スタッフの配置を処置室メインとし、応援
や指導の依頼があった時に診察室に駆けつけるか
たちで調整ができるようにしています。メインで
入っている看護師には指導を含めていろいろなこ
とに対応できるようにローテーションを組んで研
修を受けることを勧めています。カンファレンス
のような大それたものはできていませんが、「こ
ういう勉強会をしましょう」という発案が自主的
に出てくることも多くなりました。
時短やパートの人にとって外来は戻ってきやすい
場所だと思います。その人たちが働きやすいよう、
なるべく終業時間になったら人を補充して、残業
をしなくてもいいような調整をしています。

会長　時短や復帰したばかりの人に、外来看護の
やりがいについて伝えていきたいですよね。
これだけ医療ニーズの高い高齢の患者さんが増え
ている今、ジェネラリストとしての外来看護師の
高い能力が必要となってきていることや、患者さ
んとの距離の近い外来という強みを活かした看護
の実践で、強いやりがいを感じておられることが
大変よくわかりました。外来の人員配置は、昔か
ら30対1の基準が全く変わっていない現状の中、
私たち自身も実践力をあげるよう頑張ることはも
ちろんですが、高齢の患者さんへの教育や指導と
いった役割が大きくなってきていることを踏まえ
て、ニーズに見合った人員確保の働きかけをして
いかなくてはなりませんね。これからも協力して
くださいね。本日はありがとうございました。

ほうかしきえん
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に物事が進む世界ではありません。工場では、イン
プット（作業前の対象物）も、使う道具や材料も、ア
ウトプット（作業後の対象物）も、基本的にいつも同
じです。作業量に合わせて、投入されるリソースが
決められており、徹底的に作業効率が追及され、少
量品種・大量生産が行われています。現場の人達に
仕事のやり方を変える裁量はほとんどありません。
　一方、医療現場での仕事のなされ方は、それとは
全く異なります。例えば、救命センターでの治療。
ベッド数や配置されているマンパワーを越えて、重
症の患者さんが多数、同時に搬送されてくることも
珍しくありません。現場のスタッフは、ベッドをや
りくりしたり、院内に応援を求めるなどして、とに
かく何とかやりきるということを普通に行っていま
す。これをコンピューターでプログラムした賢いロ
ボットにさせようと思っても、全く対応できない｡
我々は状況や環境に合わせて、柔軟に対応している
のです。また、このような柔軟なパフォーマンスは、
病院長や看護部長がトップダウンで指示しているの
ではなく、現場のスタッフがボトムアップで自律的
に動くことで行われているのです。

日常業務の理解

中島教授　レジリエンスという言葉には、環境や状
況に合わせて、うまく生産性と安全性を両立できる
「柔軟な対応能力」という意味があります。この柔軟
性は、個人が身につけておかなければならないスキ
ルというよりも、チームや組織における人々のつな
がりや相互作用を通じて生み出されるものです。
　Safety-IIの実践方法ですが、レジリエントなパ
フォーマンスが行われている「日常業務」に注目し
ます。現場を見に行き、スタッフの話を聞き、デー
タを参照し、人々の行動の背景にある「相互作用の
ルール」が何なのかを理解します。Safety-Iでは、イ
ンシデント「事例」の「原因」を深く分析してきまし
たが、Safety-IIでは「システムを広く見る」必要が
あります。
　例えば、薬剤部で調剤まちがいのインシデントが
起こったとします。日常業務として与薬プロセスに
着目し、関係するシステムとして薬剤部と病棟の両
方を見ます。病棟の看護師は、患者さんのために早

く薬が欲しいから､調剤できていますか？という確
認の電話を薬剤部にかけ､定時の搬送便に乗らない
薬があれば、薬剤部の窓口にも取りに行く。その度
に薬剤師は丁寧に対応するが、業務は頻回に中断さ
れる。院内のシステムを広く見ると、薬剤師も看護
師も患者さんのために、限られたマンパワーと時間
の中で頑張った結果、「電話問題」や「窓口問題」が起
こっていることに気づきます。
　インシデントだけ見ていると、確認のルールばか
りが増えていきます。各職種でルールを追加するの
ではなく、「つながり方」を改善するのです。電子カ
ルテ上で調剤や搬送の状況が見えるようにしたり､
薬剤部から病棟への薬の搬送回数を増やしたりする
のは一法です。1時間待ったら薬が来るとわかって
いるなら､看護師もわざわざ電話をかけたり、薬を取
りに行ったりしないですよね。薬剤師の業務中断も
なくなり、恐らくインシデ
ントも減るでしょう。

複数オプション、
権限委譲、
新たなつながり

中島教授　チームや組織と
して柔軟なパフォーマンス
を行うためには、一つやっ
てダメなら万事休すではなく、複数のオプションを
持っていることが必要です。そのような知識や経験
を持つ人、さらにはこのことはあの人に任せておけ
ば大丈夫という人材を、組織としてきちんと把握し
ておく。いざ事が起こったらその人に権限委譲をし
て対応するなど、柔軟な意思決定構造も必要です。
　医療者は何でも正解を知っているはずだと一般に
思われていますが､現実はそうでない。発想を転換
して、病気のエキスパートである患者さんの力を借
りて、患者さん同士のつながりを作ることも、レジ
リエントな医療には必要だと思います。本院のある
先生は、透析患者さん同士が互いに相談、助言し合
える機会を外来につくられています。常設ではな
く、状況に応じて診察室でパッと場を作るのです。
先輩患者さんの具体的な生活上の工夫や知恵は、

不安な後輩患者さんに勇気と安心感を与えます。患
者さん同士の自律的な相互作用により得られる効果
には、目を見張るものがあります。

足立　安全について､失敗から学んでリニアモデル
にしていくっていうのはもちろんですが､一方では

安全を安全側から学んで､新
しいことに気づく､新しいも
のを作り出す、ということが
これからの医療安全には必
要なんですね。

中島教授　医療安全の看護
師長さんが真面目であれば
あるほど､一つ一つのインシ
デントの原因を見つけ出し､
対策を追加しようとされま
す。人間を機械のように動
かすことで安全を確保する
ことはできないのです。

　
見方を変えるということ

中島教授　失敗を報告する文化はとても大切ですが､
報告は目的でもないし修行でもない。どのように日
常業務がうまく行われているのかを理解することが
必要。でも､失敗に目が向きがちですよね。

新開　もう癖ですね(笑)。どうしても沁みついて…。
でも、レポート対策ばかりしていると疲弊するし新
しい発想がなくなってくるんです。こんなことした
ら、もっと業務が円滑になるんじゃないかとか､こ
んな教育コンテンツを作ったらいいんじゃないかと
かの発想はSafety-I だけでは絶対に出てこない。
　チェックリストを見て、この部分の業務は別の方法
で補えるんじゃないかとか､そもそもチェックリスト
以前の問題じゃないか､つていう見方をしたりするの
はSafety-Ⅱの考え方がないと出来なかったですね。

山田　私のところもレポートがすごく増えすぎて、
正直ひとりではさばき切れない状態で。

中島教授　なぜ失敗したかを深く分析する前に、

日常業務において、それぞれ
の職種や部署の人たちが、ど
のような考えや価値観に基
づいて行動しているのかを
理解する。

山田　職種によって本当に違
いますよね｡よくよく聞いて
みると､なるほどそんな風に
考えているからこういう風に
なったのか､じゃあそこを
ちょっと修正してこうしたら
どうかな?と提案してみると､
抵抗なく受け入れてもらえることもあって。一度受け
入れてもらえると、どんどん頑張ってくれたりして。

おわりに

中島教授　チームワークがうまく機能するために
は、「サイコロジカル・セーフティ（心理的安全）」が
不可欠です。そのような職場では、インシデントが
少ないという報告もあります。医療は、変化、制約、
不確実性の中での仕事です。いろいろな部署や職種
の人たちが、互いに敬意を払い、遠慮なく発言し、失
敗を恐れず安心してチャレンジすること。これがレ
ジリエントなチームや組織に共通に見られる特徴で
す。今後、このようなメカニズムを解明し、先行的に
安全をマネジメントしていきたいと思います。
　最後に、この11月29日
（金）、30日（土）に開催する
第14回医療の質・安全学会
学術集会において、「レジリ
エンスの探究～つながり、
共創、イノベーション」を
テーマに、成功側に目を向
けて熱い議論をしたいと考
えております。

安全に対する新しい考え方

中島教授　これまでの医療安全は、有害事象を減ら
すことを目的として、失敗側からアプローチしてき
ました。近年、レジリエンス・エンジニアリング理論
に基づく先行的な安全マネジメントが、世界的に注
目されています。これは、普段、どのように医療や
ケアが安全に行われているのかということに着目し
て、成功側からアプローチするものです。前者は
Safety-I、後者はSafety-IIとも呼ばれます。これは

医療安全だけでなく、組織マネジメントなどにも広
く応用可能な概念です。

変化する環境に合わせて
適応する能力

中島教授　私たちの臨床の現場は､工場の生産ライ
ンのように、ほとんど変化がなく決められたとおり

「目に見えないうまくいっていること」
に注目する

～レジリエンス・エンジニアリング～

特別企画 座談会

とても難しい言葉のように思いますが、誰もが生活の中で知らず知らず
のうちに実践しています。今回は、もっと身近に考えるためのヒント
について、大阪大学の中島教授にお伺いしました。

大阪大学医学部附属病院
看護師長 専任リスクマネジャー

新開  裕幸さん

大阪大学医学部附属病院
看護師長 専任リスクマネジャー

新開  裕幸さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
副委員長

足立  智花さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
副委員長

足立  智花さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
委員長

山田  裕子さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
委員長

山田  裕子さん

大阪大学医学部附属病院
病院長補佐
（女性支援・ダイバーシティ担当）
中央クオリティマネジメント部長

中島  和江教授

大阪大学医学部附属病院
病院長補佐
（女性支援・ダイバーシティ担当）
中央クオリティマネジメント部長

中島  和江教授

レジリエンス
-変化に柔軟に対応する能力
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に物事が進む世界ではありません。工場では、イン
プット（作業前の対象物）も、使う道具や材料も、ア
ウトプット（作業後の対象物）も、基本的にいつも同
じです。作業量に合わせて、投入されるリソースが
決められており、徹底的に作業効率が追及され、少
量品種・大量生産が行われています。現場の人達に
仕事のやり方を変える裁量はほとんどありません。
　一方、医療現場での仕事のなされ方は、それとは
全く異なります。例えば、救命センターでの治療。
ベッド数や配置されているマンパワーを越えて、重
症の患者さんが多数、同時に搬送されてくることも
珍しくありません。現場のスタッフは、ベッドをや
りくりしたり、院内に応援を求めるなどして、とに
かく何とかやりきるということを普通に行っていま
す。これをコンピューターでプログラムした賢いロ
ボットにさせようと思っても、全く対応できない｡
我々は状況や環境に合わせて、柔軟に対応している
のです。また、このような柔軟なパフォーマンスは、
病院長や看護部長がトップダウンで指示しているの
ではなく、現場のスタッフがボトムアップで自律的
に動くことで行われているのです。

日常業務の理解

中島教授　レジリエンスという言葉には、環境や状
況に合わせて、うまく生産性と安全性を両立できる
「柔軟な対応能力」という意味があります。この柔軟
性は、個人が身につけておかなければならないスキ
ルというよりも、チームや組織における人々のつな
がりや相互作用を通じて生み出されるものです。
　Safety-IIの実践方法ですが、レジリエントなパ
フォーマンスが行われている「日常業務」に注目し
ます。現場を見に行き、スタッフの話を聞き、デー
タを参照し、人々の行動の背景にある「相互作用の
ルール」が何なのかを理解します。Safety-Iでは、イ
ンシデント「事例」の「原因」を深く分析してきまし
たが、Safety-IIでは「システムを広く見る」必要が
あります。
　例えば、薬剤部で調剤まちがいのインシデントが
起こったとします。日常業務として与薬プロセスに
着目し、関係するシステムとして薬剤部と病棟の両
方を見ます。病棟の看護師は、患者さんのために早

く薬が欲しいから､調剤できていますか？という確
認の電話を薬剤部にかけ､定時の搬送便に乗らない
薬があれば、薬剤部の窓口にも取りに行く。その度
に薬剤師は丁寧に対応するが、業務は頻回に中断さ
れる。院内のシステムを広く見ると、薬剤師も看護
師も患者さんのために、限られたマンパワーと時間
の中で頑張った結果、「電話問題」や「窓口問題」が起
こっていることに気づきます。
　インシデントだけ見ていると、確認のルールばか
りが増えていきます。各職種でルールを追加するの
ではなく、「つながり方」を改善するのです。電子カ
ルテ上で調剤や搬送の状況が見えるようにしたり､
薬剤部から病棟への薬の搬送回数を増やしたりする
のは一法です。1時間待ったら薬が来るとわかって
いるなら､看護師もわざわざ電話をかけたり、薬を取
りに行ったりしないですよね。薬剤師の業務中断も
なくなり、恐らくインシデ
ントも減るでしょう。

複数オプション、
権限委譲、
新たなつながり

中島教授　チームや組織と
して柔軟なパフォーマンス
を行うためには、一つやっ
てダメなら万事休すではなく、複数のオプションを
持っていることが必要です。そのような知識や経験
を持つ人、さらにはこのことはあの人に任せておけ
ば大丈夫という人材を、組織としてきちんと把握し
ておく。いざ事が起こったらその人に権限委譲をし
て対応するなど、柔軟な意思決定構造も必要です。
　医療者は何でも正解を知っているはずだと一般に
思われていますが､現実はそうでない。発想を転換
して、病気のエキスパートである患者さんの力を借
りて、患者さん同士のつながりを作ることも、レジ
リエントな医療には必要だと思います。本院のある
先生は、透析患者さん同士が互いに相談、助言し合
える機会を外来につくられています。常設ではな
く、状況に応じて診察室でパッと場を作るのです。
先輩患者さんの具体的な生活上の工夫や知恵は、

不安な後輩患者さんに勇気と安心感を与えます。患
者さん同士の自律的な相互作用により得られる効果
には、目を見張るものがあります。

足立　安全について､失敗から学んでリニアモデル
にしていくっていうのはもちろんですが､一方では

安全を安全側から学んで､新
しいことに気づく､新しいも
のを作り出す、ということが
これからの医療安全には必
要なんですね。

中島教授　医療安全の看護
師長さんが真面目であれば
あるほど､一つ一つのインシ
デントの原因を見つけ出し､
対策を追加しようとされま
す。人間を機械のように動
かすことで安全を確保する
ことはできないのです。

　
見方を変えるということ

中島教授　失敗を報告する文化はとても大切ですが､
報告は目的でもないし修行でもない。どのように日
常業務がうまく行われているのかを理解することが
必要。でも､失敗に目が向きがちですよね。

新開　もう癖ですね(笑)。どうしても沁みついて…。
でも、レポート対策ばかりしていると疲弊するし新
しい発想がなくなってくるんです。こんなことした
ら、もっと業務が円滑になるんじゃないかとか､こ
んな教育コンテンツを作ったらいいんじゃないかと
かの発想はSafety-I だけでは絶対に出てこない。
　チェックリストを見て、この部分の業務は別の方法
で補えるんじゃないかとか､そもそもチェックリスト
以前の問題じゃないか､つていう見方をしたりするの
はSafety-Ⅱの考え方がないと出来なかったですね。

山田　私のところもレポートがすごく増えすぎて、
正直ひとりではさばき切れない状態で。

中島教授　なぜ失敗したかを深く分析する前に、

日常業務において、それぞれ
の職種や部署の人たちが、ど
のような考えや価値観に基
づいて行動しているのかを
理解する。

山田　職種によって本当に違
いますよね｡よくよく聞いて
みると､なるほどそんな風に
考えているからこういう風に
なったのか､じゃあそこを
ちょっと修正してこうしたら
どうかな?と提案してみると､
抵抗なく受け入れてもらえることもあって。一度受け
入れてもらえると、どんどん頑張ってくれたりして。

おわりに

中島教授　チームワークがうまく機能するために
は、「サイコロジカル・セーフティ（心理的安全）」が
不可欠です。そのような職場では、インシデントが
少ないという報告もあります。医療は、変化、制約、
不確実性の中での仕事です。いろいろな部署や職種
の人たちが、互いに敬意を払い、遠慮なく発言し、失
敗を恐れず安心してチャレンジすること。これがレ
ジリエントなチームや組織に共通に見られる特徴で
す。今後、このようなメカニズムを解明し、先行的に
安全をマネジメントしていきたいと思います。
　最後に、この11月29日
（金）、30日（土）に開催する
第14回医療の質・安全学会
学術集会において、「レジリ
エンスの探究～つながり、
共創、イノベーション」を
テーマに、成功側に目を向
けて熱い議論をしたいと考
えております。

安全に対する新しい考え方

中島教授　これまでの医療安全は、有害事象を減ら
すことを目的として、失敗側からアプローチしてき
ました。近年、レジリエンス・エンジニアリング理論
に基づく先行的な安全マネジメントが、世界的に注
目されています。これは、普段、どのように医療や
ケアが安全に行われているのかということに着目し
て、成功側からアプローチするものです。前者は
Safety-I、後者はSafety-IIとも呼ばれます。これは

医療安全だけでなく、組織マネジメントなどにも広
く応用可能な概念です。

変化する環境に合わせて
適応する能力

中島教授　私たちの臨床の現場は､工場の生産ライ
ンのように、ほとんど変化がなく決められたとおり

「目に見えないうまくいっていること」
に注目する

～レジリエンス・エンジニアリング～

特別企画 座談会

とても難しい言葉のように思いますが、誰もが生活の中で知らず知らず
のうちに実践しています。今回は、もっと身近に考えるためのヒント
について、大阪大学の中島教授にお伺いしました。

大阪大学医学部附属病院
看護師長 専任リスクマネジャー

新開  裕幸さん

大阪大学医学部附属病院
看護師長 専任リスクマネジャー

新開  裕幸さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
副委員長

足立  智花さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
副委員長

足立  智花さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
委員長

山田  裕子さん

大阪府看護協会
医療安全対策委員会
委員長

山田  裕子さん

大阪大学医学部附属病院
病院長補佐
（女性支援・ダイバーシティ担当）
中央クオリティマネジメント部長

中島  和江教授

大阪大学医学部附属病院
病院長補佐
（女性支援・ダイバーシティ担当）
中央クオリティマネジメント部長

中島  和江教授

レジリエンス
-変化に柔軟に対応する能力

5 6
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アラーム鳴動時の適切な対応体制

生体情報モニタの
適切なアラーム対応に注意を！通信医療安全に物事が進む世界ではありません。工場では、イン

プット（作業前の対象物）も、使う道具や材料も、ア
ウトプット（作業後の対象物）も、基本的にいつも同
じです。作業量に合わせて、投入されるリソースが
決められており、徹底的に作業効率が追及され、少
量品種・大量生産が行われています。現場の人達に
仕事のやり方を変える裁量はほとんどありません。
　一方、医療現場での仕事のなされ方は、それとは
全く異なります。例えば、救命センターでの治療。
ベッド数や配置されているマンパワーを越えて、重
症の患者さんが多数、同時に搬送されてくることも
珍しくありません。現場のスタッフは、ベッドをや
りくりしたり、院内に応援を求めるなどして、とに
かく何とかやりきるということを普通に行っていま
す。これをコンピューターでプログラムした賢いロ
ボットにさせようと思っても、全く対応できない｡
我々は状況や環境に合わせて、柔軟に対応している
のです。また、このような柔軟なパフォーマンスは、
病院長や看護部長がトップダウンで指示しているの
ではなく、現場のスタッフがボトムアップで自律的
に動くことで行われているのです。

日常業務の理解

中島教授　レジリエンスという言葉には、環境や状
況に合わせて、うまく生産性と安全性を両立できる
「柔軟な対応能力」という意味があります。この柔軟
性は、個人が身につけておかなければならないスキ
ルというよりも、チームや組織における人々のつな
がりや相互作用を通じて生み出されるものです。
　Safety-IIの実践方法ですが、レジリエントなパ
フォーマンスが行われている「日常業務」に注目し
ます。現場を見に行き、スタッフの話を聞き、デー
タを参照し、人々の行動の背景にある「相互作用の
ルール」が何なのかを理解します。Safety-Iでは、イ
ンシデント「事例」の「原因」を深く分析してきまし
たが、Safety-IIでは「システムを広く見る」必要が
あります。
　例えば、薬剤部で調剤まちがいのインシデントが
起こったとします。日常業務として与薬プロセスに
着目し、関係するシステムとして薬剤部と病棟の両
方を見ます。病棟の看護師は、患者さんのために早

く薬が欲しいから､調剤できていますか？という確
認の電話を薬剤部にかけ､定時の搬送便に乗らない
薬があれば、薬剤部の窓口にも取りに行く。その度
に薬剤師は丁寧に対応するが、業務は頻回に中断さ
れる。院内のシステムを広く見ると、薬剤師も看護
師も患者さんのために、限られたマンパワーと時間
の中で頑張った結果、「電話問題」や「窓口問題」が起
こっていることに気づきます。
　インシデントだけ見ていると、確認のルールばか
りが増えていきます。各職種でルールを追加するの
ではなく、「つながり方」を改善するのです。電子カ
ルテ上で調剤や搬送の状況が見えるようにしたり､
薬剤部から病棟への薬の搬送回数を増やしたりする
のは一法です。1時間待ったら薬が来るとわかって
いるなら､看護師もわざわざ電話をかけたり、薬を取
りに行ったりしないですよね。薬剤師の業務中断も
なくなり、恐らくインシデ
ントも減るでしょう。

複数オプション、
権限委譲、
新たなつながり

中島教授　チームや組織と
して柔軟なパフォーマンス
を行うためには、一つやっ
てダメなら万事休すではなく、複数のオプションを
持っていることが必要です。そのような知識や経験
を持つ人、さらにはこのことはあの人に任せておけ
ば大丈夫という人材を、組織としてきちんと把握し
ておく。いざ事が起こったらその人に権限委譲をし
て対応するなど、柔軟な意思決定構造も必要です。
　医療者は何でも正解を知っているはずだと一般に
思われていますが､現実はそうでない。発想を転換
して、病気のエキスパートである患者さんの力を借
りて、患者さん同士のつながりを作ることも、レジ
リエントな医療には必要だと思います。本院のある
先生は、透析患者さん同士が互いに相談、助言し合
える機会を外来につくられています。常設ではな
く、状況に応じて診察室でパッと場を作るのです。
先輩患者さんの具体的な生活上の工夫や知恵は、

不安な後輩患者さんに勇気と安心感を与えます。患
者さん同士の自律的な相互作用により得られる効果
には、目を見張るものがあります。

足立　安全について､失敗から学んでリニアモデル
にしていくっていうのはもちろんですが､一方では

安全を安全側から学んで､新
しいことに気づく､新しいも
のを作り出す、ということが
これからの医療安全には必
要なんですね。

中島教授　医療安全の看護
師長さんが真面目であれば
あるほど､一つ一つのインシ
デントの原因を見つけ出し､
対策を追加しようとされま
す。人間を機械のように動
かすことで安全を確保する
ことはできないのです。

　
見方を変えるということ

中島教授　失敗を報告する文化はとても大切ですが､
報告は目的でもないし修行でもない。どのように日
常業務がうまく行われているのかを理解することが
必要。でも､失敗に目が向きがちですよね。

新開　もう癖ですね(笑)。どうしても沁みついて…。
でも、レポート対策ばかりしていると疲弊するし新
しい発想がなくなってくるんです。こんなことした
ら、もっと業務が円滑になるんじゃないかとか､こ
んな教育コンテンツを作ったらいいんじゃないかと
かの発想はSafety-I だけでは絶対に出てこない。
　チェックリストを見て、この部分の業務は別の方法
で補えるんじゃないかとか､そもそもチェックリスト
以前の問題じゃないか､つていう見方をしたりするの
はSafety-Ⅱの考え方がないと出来なかったですね。

山田　私のところもレポートがすごく増えすぎて、
正直ひとりではさばき切れない状態で。

中島教授　なぜ失敗したかを深く分析する前に、

日常業務において、それぞれ
の職種や部署の人たちが、ど
のような考えや価値観に基
づいて行動しているのかを
理解する。

山田　職種によって本当に違
いますよね｡よくよく聞いて
みると､なるほどそんな風に
考えているからこういう風に
なったのか､じゃあそこを
ちょっと修正してこうしたら
どうかな?と提案してみると､
抵抗なく受け入れてもらえることもあって。一度受け
入れてもらえると、どんどん頑張ってくれたりして。

おわりに

中島教授　チームワークがうまく機能するために
は、「サイコロジカル・セーフティ（心理的安全）」が
不可欠です。そのような職場では、インシデントが
少ないという報告もあります。医療は、変化、制約、
不確実性の中での仕事です。いろいろな部署や職種
の人たちが、互いに敬意を払い、遠慮なく発言し、失
敗を恐れず安心してチャレンジすること。これがレ
ジリエントなチームや組織に共通に見られる特徴で
す。今後、このようなメカニズムを解明し、先行的に
安全をマネジメントしていきたいと思います。
　最後に、この11月29日
（金）、30日（土）に開催する
第14回医療の質・安全学会
学術集会において、「レジリ
エンスの探究～つながり、
共創、イノベーション」を
テーマに、成功側に目を向
けて熱い議論をしたいと考
えております。

安全に対する新しい考え方

中島教授　これまでの医療安全は、有害事象を減ら
すことを目的として、失敗側からアプローチしてき
ました。近年、レジリエンス・エンジニアリング理論
に基づく先行的な安全マネジメントが、世界的に注
目されています。これは、普段、どのように医療や
ケアが安全に行われているのかということに着目し
て、成功側からアプローチするものです。前者は
Safety-I、後者はSafety-IIとも呼ばれます。これは

医療安全だけでなく、組織マネジメントなどにも広
く応用可能な概念です。

変化する環境に合わせて
適応する能力

中島教授　私たちの臨床の現場は､工場の生産ライ
ンのように、ほとんど変化がなく決められたとおり

切替え対象となる製品をリストアップし、各製品の販売開始時期を製造販売業者等に
確認してください。誤接続を防止する観点から対象となる製品を一斉に切り替える
ようにしてください。

7 8

セントラルモニタは常時誰かが監視していますか

対応可能なモニタの装着台数（上限）を決めていますか

アラームに対応する人（担当）が明確になっていますか

アラーム鳴動時の基本的対処行動が
明確にされていますか

担当患者のアラーム鳴動に対応できない時の
応援体制は明確ですか

日本看護協会「一般病棟における心電図モニタの 安全使用確認ガイド」より抜粋

2019年12月以降、新規格製品の準備が整い次第
販売開始し、旧規格製品の出荷は2021年11月
末で終了です。

新規格製品と旧規格製品との接続は
出来なくなります！

詳細はこちら
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

経腸栄養分野

続報 誤接続防止コネクタの導入について

!

注意

まずは
！

在宅分野での準備も
お忘れなく！
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アラーム鳴動時の適切な対応体制

生体情報モニタの
適切なアラーム対応に注意を！通信医療安全に物事が進む世界ではありません。工場では、イン

プット（作業前の対象物）も、使う道具や材料も、ア
ウトプット（作業後の対象物）も、基本的にいつも同
じです。作業量に合わせて、投入されるリソースが
決められており、徹底的に作業効率が追及され、少
量品種・大量生産が行われています。現場の人達に
仕事のやり方を変える裁量はほとんどありません。
　一方、医療現場での仕事のなされ方は、それとは
全く異なります。例えば、救命センターでの治療。
ベッド数や配置されているマンパワーを越えて、重
症の患者さんが多数、同時に搬送されてくることも
珍しくありません。現場のスタッフは、ベッドをや
りくりしたり、院内に応援を求めるなどして、とに
かく何とかやりきるということを普通に行っていま
す。これをコンピューターでプログラムした賢いロ
ボットにさせようと思っても、全く対応できない｡
我々は状況や環境に合わせて、柔軟に対応している
のです。また、このような柔軟なパフォーマンスは、
病院長や看護部長がトップダウンで指示しているの
ではなく、現場のスタッフがボトムアップで自律的
に動くことで行われているのです。

日常業務の理解

中島教授　レジリエンスという言葉には、環境や状
況に合わせて、うまく生産性と安全性を両立できる
「柔軟な対応能力」という意味があります。この柔軟
性は、個人が身につけておかなければならないスキ
ルというよりも、チームや組織における人々のつな
がりや相互作用を通じて生み出されるものです。
　Safety-IIの実践方法ですが、レジリエントなパ
フォーマンスが行われている「日常業務」に注目し
ます。現場を見に行き、スタッフの話を聞き、デー
タを参照し、人々の行動の背景にある「相互作用の
ルール」が何なのかを理解します。Safety-Iでは、イ
ンシデント「事例」の「原因」を深く分析してきまし
たが、Safety-IIでは「システムを広く見る」必要が
あります。
　例えば、薬剤部で調剤まちがいのインシデントが
起こったとします。日常業務として与薬プロセスに
着目し、関係するシステムとして薬剤部と病棟の両
方を見ます。病棟の看護師は、患者さんのために早

く薬が欲しいから､調剤できていますか？という確
認の電話を薬剤部にかけ､定時の搬送便に乗らない
薬があれば、薬剤部の窓口にも取りに行く。その度
に薬剤師は丁寧に対応するが、業務は頻回に中断さ
れる。院内のシステムを広く見ると、薬剤師も看護
師も患者さんのために、限られたマンパワーと時間
の中で頑張った結果、「電話問題」や「窓口問題」が起
こっていることに気づきます。
　インシデントだけ見ていると、確認のルールばか
りが増えていきます。各職種でルールを追加するの
ではなく、「つながり方」を改善するのです。電子カ
ルテ上で調剤や搬送の状況が見えるようにしたり､
薬剤部から病棟への薬の搬送回数を増やしたりする
のは一法です。1時間待ったら薬が来るとわかって
いるなら､看護師もわざわざ電話をかけたり、薬を取
りに行ったりしないですよね。薬剤師の業務中断も
なくなり、恐らくインシデ
ントも減るでしょう。

複数オプション、
権限委譲、
新たなつながり

中島教授　チームや組織と
して柔軟なパフォーマンス
を行うためには、一つやっ
てダメなら万事休すではなく、複数のオプションを
持っていることが必要です。そのような知識や経験
を持つ人、さらにはこのことはあの人に任せておけ
ば大丈夫という人材を、組織としてきちんと把握し
ておく。いざ事が起こったらその人に権限委譲をし
て対応するなど、柔軟な意思決定構造も必要です。
　医療者は何でも正解を知っているはずだと一般に
思われていますが､現実はそうでない。発想を転換
して、病気のエキスパートである患者さんの力を借
りて、患者さん同士のつながりを作ることも、レジ
リエントな医療には必要だと思います。本院のある
先生は、透析患者さん同士が互いに相談、助言し合
える機会を外来につくられています。常設ではな
く、状況に応じて診察室でパッと場を作るのです。
先輩患者さんの具体的な生活上の工夫や知恵は、

不安な後輩患者さんに勇気と安心感を与えます。患
者さん同士の自律的な相互作用により得られる効果
には、目を見張るものがあります。

足立　安全について､失敗から学んでリニアモデル
にしていくっていうのはもちろんですが､一方では

安全を安全側から学んで､新
しいことに気づく､新しいも
のを作り出す、ということが
これからの医療安全には必
要なんですね。

中島教授　医療安全の看護
師長さんが真面目であれば
あるほど､一つ一つのインシ
デントの原因を見つけ出し､
対策を追加しようとされま
す。人間を機械のように動
かすことで安全を確保する
ことはできないのです。

　
見方を変えるということ

中島教授　失敗を報告する文化はとても大切ですが､
報告は目的でもないし修行でもない。どのように日
常業務がうまく行われているのかを理解することが
必要。でも､失敗に目が向きがちですよね。

新開　もう癖ですね(笑)。どうしても沁みついて…。
でも、レポート対策ばかりしていると疲弊するし新
しい発想がなくなってくるんです。こんなことした
ら、もっと業務が円滑になるんじゃないかとか､こ
んな教育コンテンツを作ったらいいんじゃないかと
かの発想はSafety-I だけでは絶対に出てこない。
　チェックリストを見て、この部分の業務は別の方法
で補えるんじゃないかとか､そもそもチェックリスト
以前の問題じゃないか､つていう見方をしたりするの
はSafety-Ⅱの考え方がないと出来なかったですね。

山田　私のところもレポートがすごく増えすぎて、
正直ひとりではさばき切れない状態で。

中島教授　なぜ失敗したかを深く分析する前に、

日常業務において、それぞれ
の職種や部署の人たちが、ど
のような考えや価値観に基
づいて行動しているのかを
理解する。

山田　職種によって本当に違
いますよね｡よくよく聞いて
みると､なるほどそんな風に
考えているからこういう風に
なったのか､じゃあそこを
ちょっと修正してこうしたら
どうかな?と提案してみると､
抵抗なく受け入れてもらえることもあって。一度受け
入れてもらえると、どんどん頑張ってくれたりして。

おわりに

中島教授　チームワークがうまく機能するために
は、「サイコロジカル・セーフティ（心理的安全）」が
不可欠です。そのような職場では、インシデントが
少ないという報告もあります。医療は、変化、制約、
不確実性の中での仕事です。いろいろな部署や職種
の人たちが、互いに敬意を払い、遠慮なく発言し、失
敗を恐れず安心してチャレンジすること。これがレ
ジリエントなチームや組織に共通に見られる特徴で
す。今後、このようなメカニズムを解明し、先行的に
安全をマネジメントしていきたいと思います。
　最後に、この11月29日
（金）、30日（土）に開催する
第14回医療の質・安全学会
学術集会において、「レジリ
エンスの探究～つながり、
共創、イノベーション」を
テーマに、成功側に目を向
けて熱い議論をしたいと考
えております。

安全に対する新しい考え方

中島教授　これまでの医療安全は、有害事象を減ら
すことを目的として、失敗側からアプローチしてき
ました。近年、レジリエンス・エンジニアリング理論
に基づく先行的な安全マネジメントが、世界的に注
目されています。これは、普段、どのように医療や
ケアが安全に行われているのかということに着目し
て、成功側からアプローチするものです。前者は
Safety-I、後者はSafety-IIとも呼ばれます。これは

医療安全だけでなく、組織マネジメントなどにも広
く応用可能な概念です。

変化する環境に合わせて
適応する能力

中島教授　私たちの臨床の現場は､工場の生産ライ
ンのように、ほとんど変化がなく決められたとおり

切替え対象となる製品をリストアップし、各製品の販売開始時期を製造販売業者等に
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アラームに対応する人（担当）が明確になっていますか

アラーム鳴動時の基本的対処行動が
明確にされていますか

担当患者のアラーム鳴動に対応できない時の
応援体制は明確ですか

日本看護協会「一般病棟における心電図モニタの 安全使用確認ガイド」より抜粋

2019年12月以降、新規格製品の準備が整い次第
販売開始し、旧規格製品の出荷は2021年11月
末で終了です。

新規格製品と旧規格製品との接続は
出来なくなります！

詳細はこちら
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

経腸栄養分野

続報 誤接続防止コネクタの導入について

!

注意

まずは
！

在宅分野での準備も
お忘れなく！



第51回日本看護協会－看護管理－学術集会
看護管理・急性期看護・慢性期看護お

知
ら
せ

「より良い看護」を
カタチにしてみませんか？
※抄録受付は2020年1月上旬を

予定しています。 今こそブランディング～看護のプライドとパッション～テーマ

日時:2020年 7月21日（火）・22日（水）
会場:グランキューブ大阪・リーガロイヤルホテル大阪

参加者大募集！

109

看護職の「生涯現役」セカンドステージを考える講座を開催して

REPORT

看護職の役割拡大と看護の質の向上を目指して！

セカンドライフを豊かに過ごすために
必要なものってなんですか？

マネープランの見直し、趣味の開拓、住みやすい
住居環境作りなど。

セカンドキャリアって？
いつから準備するの？

セカンドキャリアとは定年後や脱サラ、育児を終
えた後などのキャリアを意味します。定年後はそ
れを見越した早めの準備が必要とされます。
セカンドキャリアを意識して行動するために、遅
くても40代のうちには、その先のキャリアを見
据えて動き出しましょう。

50代になったらセカンドキャリアのスタートを
切れるようにしておくことが肝心です。資格を
取って新しい分野で活躍したいのであれば、
早いうちから資格取得のための勉強を始める
必要があります。

どのように計画するの？

何歳まで働くのか、どんな仕事をしたいのか、ど
のようにステップアップしていくのかをよく考え
て、セカンドライフの設計図を作ってみましょう。
自分の可能性を閉ざしてしまわず、生き生きと
仕事ができるように考えてみてください。

■ Q&A

自分シートを記入してみよう

目標と計画を書き加えて、
よりよいセカンドステージを迎える準備をはじめて
みませんか？

いいえ 6%
無回答 2%
検討中 2%

定年後も
働き続けたい

はい 90%はい 90%

年金・保険／貯蓄

セカンドキャリアの準備

健康

働く場所の準備

私のセカンドライフ目標

どう過ごす
？

どう働く？

現在超高齢化社会の日本、60歳で定年してのんびり優雅に…は

昔の話です。

7月2日に第1回を開催、内容は、年金と保険・資産運用、再就労の心構え、届

け出制度とナースセンターについて、個別就職相談など、参加した59名のう

ち、なんと9割 の方が定年後も「働き続けたい」と答えています。
第2回は11月19日に開催。148名〈定員のなんと3倍！〉の申し込みが
あり、関心の高さが伺えます。※会場を変更して受講できるよう対応しています。

来年も開催予定です。

少しでも、老後の不安を減らしていきましょう。

毎日散歩30分！

老健業務内容調べる看護協会の研修に
参加してみる
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11

研修情報 1-2 月

12

＊ 申し込み時に2019年度の年会費の確認が
　 できない場合は非会員での受付となります。　
＊ 非会員の方は受講料が会員の2倍となります。

コース
番号 研修名 定員日数 日 曜日 受講条件・その他 受講料

（税抜）

14
15

金
土

20 木

看護記録指導担当の保・助・看

実務経験5年以上で主任以上に相当する
職位にない保・助・看

2月開催　【11月1日～12日受付】
17

51

62

ケア・実践が見える看護記録②

管理者のためのリスクマネジメント

チームマネジメントにおけるリーダーシップ②

¥6,000

¥9,000

¥3,000

2

2

1

100

80

100

2
3

日
月

准看護師研修のお知らせ

短期研修のお知らせ

164

165

看護にいかす感染予防の基本

摂食嚥下障害のある患者へのケア

¥3,000

¥3,000

准看護師　10/1～11月中旬受付

准看護師　11/1～12月中旬受付

1

1

30

30

1/15

2/13

水

木

開催研修は、「研修申込み・参加要項」に沿って「2019年度研修申込書」で申込みください。
「研修申込み・参加要項」「2019度研修申込書」は

大阪府看護協会ホームページからダウンロードできます。

コース
番号 研修名 定員日数 月日 曜日 受講条件・その他 受講料

（税抜）

主任・副看護師長以上の職位にある保・助・看　

OSAKA看護だより（2019May 第134号）及びホームページでも
お知らせしていますが、下記研修の開催月が変更となり、
それに伴い受付期間を変更しております。

№17ケア・実践が見える看護記録②
開催日：2020年2月2日(日)・3日(月)　　受付期間：11月1日～ 11月12日

尚、研修日数につきましても1日から2日間になり、
受講料を3,000円から6,000円へ変更しております。

広告

お問合せ　地域包括ケア事業部　TEL 06-6947-6900（平日9:00～17:00）

地域包括ケア事業部の 応募方法等、詳細については当協会ホームページをご覧ください。

2020年1月15日（水） 13:30～16:30／定員50名
【受付期間】2019年11月1日～11月20日（必着）

研 修 予 定

お問合せ　労働環境支援事業部　TEL 06-6947-6900（平日9:00～17:00）

労働環境支援事業部の 応募方法等、詳細については当協会ホームページをご覧ください。研 修 予 定

中小民間看護支援委員会研修 事例報告会＆交流会

2020年1月18日（土） 13:30～16:30／定員70名
【対象】医療・福祉・保健に従事するあらゆる職種（学生を含む）
【受講料】会員1,870円(税込)  非会員3,740円(税込)

「“まち全体”みんなで支えよう 在宅療養」
　　　　　　　　　医療法人 今城クリニック理事長　今城 保定 氏

富田林市で多職種連携のネットワークづくりを実践されている
今城先生の講演と少人数制のグループワークの2本立て。
令和の地域医療の未来予想図をみんなで考えましょう!

コース番号414 岸和田浪切ホール

2020年2月19日（水） 13:30～16:30／定員50名
【受付期間】2019年12月2日～12月20日(必着)

コース番号415 大阪府看護協会
（マルイトOBPビル8階）

【対象】大阪府内300床未満の病院の看護部長、師長及びその職位に準ずる方

中小民間病院の取組事例を共有し施設で活かそう！（事例報告とグループワーク）
参加
無料

申込書に必要事項を記入し、FAXでお申込みください 06-6947-6901FAX

医療法人明和会 医療福祉センター法人本部　　　　  　　　   
　人事主幹　竹中 君夫 氏

2020年1月24日（金）  13:00～16:30／定員150名
【受講料】会員1,500円(税別)  非会員3,000円(税別)
【受付期間】2019年11月18日～１２月１３日（必着）

働き方改革の推進
多様な勤務形態の普及に向けた活動についての研修会

大阪府看護協会（マルイトOBPビル8階）
【対象】
府内の病院・介護施設等の採用担当者（事務長）、
看護管理者、施設長などの職員採用に関係する方

 

 

 関西学院大学ビジネススクール 
関西学院大学ビジネススクールにおいて、わが国トップクラスのクオリティを目指した医療経営

プログラムが２０１６年度より本格始動しました。本年度は第５回目となる公開セミナーを開催

します。 

会 場：関西学院大学大阪梅田キャンパス 大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー（JR大阪駅徒歩 10分） 参加申込：下記 HPイベント欄より申込みください 参加無料 

 トップレベルの研究者と先進的実務家の講師陣が理論と実践の統合を目指す 

 大阪梅田キャンパスへの平日夜間および土日の 2 年間の通学で修士を取得 

 厚生労働省教育訓練給付制度対象講座として指定 
※ 2年間最大 112万円給付         ※ 看護･医療技術等の専門学校等卒業者も勤務経験で入学資格の個別認定可 

● セミナー申込み・入試詳細(経営戦略研究科 HP)：https://kwansei-ac.jp 

● 問合わせ先：関西学院大学経営戦略研究科事務室 TEL：(0798)54-6572  E-mail：iba@kwansei.ac.jp 

11/30(土) 

18:50～20:30 

病院経営の実践に役立つ経営学、そして MBA 

明石 純 （関西学院大学経営戦略研究科教授） 

 出願期間 出願期間 試験内容・試験日 

2020/１/22～１/29 ２/15(土)面接 

【医療経営プログラム公開セミナー】 
経営大学院で考えるこれからの病院経営 V 

まちはホスピタル
自宅がVIPルーム
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 関西学院大学ビジネススクール 
関西学院大学ビジネススクールにおいて、わが国トップクラスのクオリティを目指した医療経営

プログラムが２０１６年度より本格始動しました。本年度は第５回目となる公開セミナーを開催

します。 

会 場：関西学院大学大阪梅田キャンパス 大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー（JR大阪駅徒歩 10分） 参加申込：下記 HPイベント欄より申込みください 参加無料 

 トップレベルの研究者と先進的実務家の講師陣が理論と実践の統合を目指す 

 大阪梅田キャンパスへの平日夜間および土日の 2 年間の通学で修士を取得 

 厚生労働省教育訓練給付制度対象講座として指定 
※ 2年間最大 112万円給付         ※ 看護･医療技術等の専門学校等卒業者も勤務経験で入学資格の個別認定可 

● セミナー申込み・入試詳細(経営戦略研究科 HP)：https://kwansei-ac.jp 

● 問合わせ先：関西学院大学経営戦略研究科事務室 TEL：(0798)54-6572  E-mail：iba@kwansei.ac.jp 

11/30(土) 

18:50～20:30 

病院経営の実践に役立つ経営学、そして MBA 

明石 純 （関西学院大学経営戦略研究科教授） 

 出願期間 出願期間 試験内容・試験日 

2020/１/22～１/29 ２/15(土)面接 

【医療経営プログラム公開セミナー】 
経営大学院で考えるこれからの病院経営 V 

まちはホスピタル
自宅がVIPルーム
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i  n f o r ma t i o n

1．大阪府（法務課）への公益法人変更認定申請について
　（1）事業内容変更申請（案）について  ⇨ 承認
　（2）2019年度事業計画変更（案）について  ⇨ 承認
　（3）2019年度7月補正予算（案）について  ⇨ 承認
2. 各委員会委員の変更等について ⇨ 承認

協議事項理事会だより 理事会議事録概要は… 大阪府看護協会 検索

令和元年7月12日（金）

休会
令和元年8月

1．協会本部移転に関すること
　（1） 主たる事務所移転に関する件 ⇨ 承認
　（2） 移転先名称について ⇨ 承認

令和元年9月13日（金）

受賞おめでとうございます

令和元年度  救急医療功労者大阪府知事表彰
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 看護師長　馬場 和美さん

令和元年 秋の叙勲
瑞宝双光章 森之宮病院 看護部長 福岡 幸代さん
瑞宝単光章 市立豊中病院 元看護部長 兒玉 洋子さん

図書室より休室日のお知らせ
● 年末年始の休室日 2019年12月27日(金)～2020年1月3日(金)
● 蔵書点検期間休室日 2020年1月6日(月)～9日(木)

大阪府・大阪市・堺市への「令和２年度予算編成」に対する要望活動

1. 訪日外国人患者受け入れに対応する
　日本国際看護師養成研修
2. 看護職の人材確保・再就業支援の促進
　及び資質の向上
3. 地域包括ケア推進における看護提供体制の構築
4. 看護職の労働環境の向上
5. 准看護師に関すること
6. 院内助産・助産師外来及び助産師出向システムに
　ついて

1. 災害に関すること
（平常時の活動と発災時の派遣と受援調整）
2. 看護職の人材育成に関すること
3. 地域包括ケアシステムの推進に関すること
4. 専門性を発揮するための体制の確保と整備

最重点要望 重点要望

総務部総務係 会員担当　TEL.06-6947-6900問合せ先

※「2020年度会費のお知らせ」は、9月18日時点の情報で発行されます。それ以降に登録情報を変更された方は、
　書類の提出は不要です（最新登録情報はキャリナースでご確認ください）。
※登録情報の変更は、手続き完了と同時に反映されます。

注意
事項

「2020年度会費のお知らせ」が11月に日本看護協会からご登録施設（個人会員はご自宅）に
順次届きますので必ず内容をご確認ください。
退職された方の「会費のお知らせ」は、お手数ですが大阪府看護協会までお早めにお送り
ください。

退会について

連絡がない場合、自動継続されます！ 大阪府看護協会ホームページの
退会申請フォームから申請

http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/
▼

ＦＡＸもしくは郵送で
大阪府看護協会へ退会届を送付

口座振替について 勤務先で取りまとめて納入

施設用ＷＥＢで納入対象者を特定し、
表示された人数分の会費額総合計を
専用口座にお振込みください。
研修会等を会員価格で受講していた
だくためにも、会費の早期納入にご協
力をお願いいたします。

2019年度の会費の引落しは2020年1月27日（月）です。
資金不足等で引落しできなかった場合は、ご自宅に届く
コンビニ収納票でお支払いください。
施設用ＷＥＢで会費納入状況が確認できます。
※口座振替の場合、引落日の8営業日前を過ぎると引落しを
　キャンセルできません。

次年度の継続を希望されない方は、
2019年12月25日（水）までに右記の方法で退会を
お届けください。（ご本人様より申請お願いいたします）

施設ご担当者様へ

会員情報もしくは口座情報に変更が… 変更申請は不要です
あるとき

会員登録事務局へ
郵送する

キャリナースで
申請する

ないとき

変更申請が必要です
●名前や住所が変わった方
●納入方法が口座振替の方で、口座の
　登録が完了していない方

〒206-8790 日本郵便株式会社 多摩郵便局 私書箱第21号
公益社団法人 日本看護協会・都道府県看護協会

会員登録事務局 宛

「入会申込書/会員情報変更届」の
送付先

キャリナース
https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

文献検索や
各種資料など
看護業務に役立つ
魅力的なコンテンツが
たくさん！

2020年度手続きについて
看護協会の入会は自動継続です
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『太鼓』
た い こ

大阪の伝統工芸品

奈良時代に中国から伝わったとされ、江戸時代には
現在の大阪市を中心に多くの太鼓職人が集まり、
全国有数の太鼓の産地として栄えました。 第 136 号

2019

November

座談会
「目に見えないうまくいっていること」
に注目する
ーレジリエンス・エンジニアリングー

看護まんが
『夜勤なんてコワくない?!』

REPORT
看護職の「生涯現役」
セカンドステージを考える講座

研修情報
1月～2月

ナーシングアート大阪

発行日／令和元年11月15日　発行人／高橋 弘枝　編集・発行所／公益社団法人 大阪府看護協会
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目2番22号 マルイトOBPビル8階　TEL. 06-6947-6900　FAX. 06-6947-6901
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp

OSAKA看護だより
第136号

54,038名（2019年10月15日現在）2019年度会員数

保健師
助産師
看護師
准看護師

保健師
助産師
看護師
准看護師

685名
2,028名
49,405名
1,920名

内
訳

【特別企画】座談会

外来看護の
醍醐味
～患者さんとのパートナーシップをより強く～

看護だよりOSAKA
大阪府看護協会 会報誌

大阪府看護協会会員 … 8,000円
非会員 ………………… 12,000円
学生 …………………… 3,000円

当日
参加費
（税込）

変化の時代に備える仕掛け
〈講師〉松村 真宏 氏 （大阪大学大学院 経済学研究科 教授）

多様化の時代を迎えるために
〈講師〉大橋 一友 氏（大手前大学 副学長・国際看護学部 教授）

〈シンポジスト〉
中山 サツキ氏（大阪医科大学病院 看護部長）
上野 寿江 氏（永山病院 看護部長）
中田 直子 氏（耳原総合病院 品質管理部員）
岡田 牧子 氏（有限会社みらい 代表取締役／看護師）

シンポジウム

教育公演

特別公演

体験から学ぶ、今伝えたい事
～患者（対象者）・職員を災害から守るために～

かねてからご案内のとおり、11月1日（金）から本部所在地を移転いたしました。
それに伴い、桃谷センターは閉鎖いたしました。10年間のご愛顧誠にありがとうございました。

〒540-0001
大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBPビル8階
TEL. 06-6947-6900(代)   FAX. 06-6947-6901

総務部・管理部・教育研修部・
労働環境支援事業部・地域包括ケア事業部

〒536-0014  大阪市城東区鴫野西2-5-25

●教育研修部（2階）
TEL. 06-6964-5550　FAX. 06-6964-5551

●大阪府ナースセンター（1階）
TEL. 06-6964-5511　FAX. 06-6964-6666

大阪府看護協会（本部・研修室）

※研修会場については、大阪府看護協会ホームページでご確認ください。

新設・移転のお知らせ
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