
まえがき～参加型研修という挑戦

　私は2009年から医療安全管理者をしています。その前は小児科医をし
ていました。小児科医の仕事は，発達の支援です。発達とは，人間が安心
して過ごせる場所で，学び，遊ぶ（挑戦する）ことによって少しずつ「で
きること」を増やしていくプロセスです。私たち小児医療にかかわる病院
職員の仕事は，子どもたち一人ひとり，それぞれの個性や状況や疾患・病
態に応じた「できること」を支え，安心して学び，遊び，過ごせる場所を
つくり，守ることでした。学びや遊びを展開して「できること」を引き出
すのは，保育士や学校の病弱教育専門の教員でした。
　その後，医療安全管理者になって思ったのは，医療安全管理を担当する
私たちは，小児医療の担当者と保育士や教員の役割の，両方をやらなけれ
ばならないのだということでした。職員が「患者さんのために自分たちに
できること」を見つける力を引き出し，「患者さんのためにもっとよくで
きること」への挑戦を支え見守り，職員と患者さんが「安心して」過ごし

（療養する，働く）／学び（練習する，試す）／遊ぶ（挑戦する）場をつくり，
維持することです。
　病院では，いろいろな職種や職階の職員が，さまざまな温度差で安全を
認識しています。医療安全を学ぶ授業など学生時代にはほとんどなく国家
試験に出される問題も数問どころか全く解答できなくても資格が取れる医
師，最前線に立たされざるを得ず，つらい経験も多く，安全に対する意識
が院内で最も高い一方で，「自分たちが当事者にならないためにはどうし
たらよいか」に焦点を当ててしまいがちな看護師，学生時代から安全が医
療の質の基盤だと教わっている臨床工学技士，患者さんに医療を提供する
わけではないから医療安全は自分たちには関係ないと思いがちな事務職員
など…職種によって，実にさまざまな背景や抱えている困難，「発達段階」
があるのです。
　人間は一生，発達し続けることのできる生き物です。ですから，大人に
なっても学びたい，成長したいという気持ちを持ち続ける限り，私たちは
発達することができます。しかし，先に述べたように，組織の職員には職
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種や職階によってさまざまな動機と「発達段階」があります。だからこそ，
その動機や「発達段階」に応じて子どもたちと同じように支援や指導，学
習環境の整備と教育を行う必要があるのです。
　幼児教育や学校教育を思い出してみましょう。それぞれの年齢・学年，
発達段階に合わせたカリキュラムが組まれ，それぞれの子どもの興味や学
力に応じてやる気を引き出す工夫がなされています。学年や年齢をミック
スしたイベントや教育も行われています。医療安全管理者の仕事も，保育
園・幼稚園や学校と同じだと思いました。
　そのような中で，私たちがたどり着いた研修が，参加型の研修でした。
きっかけは，当時筑波大学の心理学の教授であった茂呂雄二氏に誘われ
て，ニューヨークのEast Side Instituteのロイス・ホルツマン博士にお会
いしたことでした。
　ホルツマン博士が提唱しているソーシャル・セラピーは，ロシアの心理
学者ヴィゴツキーの理論に基礎を置く，人間の生涯にわたる精神と感情の
発達を支援する方法であり，思想です。ソーシャル・セラピーの見本市み
たいな会議「Performing the World（PTW）」がニューヨークで２年
に１回開かれていて，私はそこにも参加してみました。PTWでは，ホル
ツマン博士とホルツマン博士の師匠とも言えるフレッド・ニューマン氏の
考え方に共感する世界中の人々が，グループワークやインプロをはじめと
する演劇的手法，楽器演奏，歌，ラップ，ダンス，詩作，ゲーム，おもちゃ
で遊ぶ…などなど，人間が発達するためのさまざまな場づくりを実に多彩
な方法で共有していました。人々が安心して感情や考え方を共有しながら
チャレンジすること，つまり人間が自分を安心して表現できる場を実現す
ることが，個人の発達だけでなく，地域や学校，会社の組織など社会とし
ての発達につながるということを学びました。
　私たちも，チームとして，組織としての発達がなければ，患者さんやご
家族に本当に信頼してもらえる医療を提供することはできません。そして
何より，私たち病院職員が，安心して仕事上の心配事や困り事を情報共有
でき，気兼ねなく創意工夫を提案して実践できるような病院でなければ，
働く喜びがないばかりか，患者さんの安全を損ないます。私は，ソーシャ
ル・セラピーの思想と方法は，病院という社会に，とてもフィットすると
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考えました。ちょうど講義が眠い，退屈だという職員の不満も出ていまし
たし，私たちの仕事の目的も研修の受講率達成ではなくて，本来の目的で
ある安全文化の醸成にシフトしたいと考えていました。そこで参加型の研
修を取り入れることを決めました。
　参加型の研修ならば大講堂で集合研修もできるし，少人数でもできま
す。多職種ミックスで行うこともできるし，部署や職種単位にもアレンジ
できます。部分的にｅ-ラーニングやｅ-テキストに落とし込んで，集合研
修に参加できなくても職場での学習に役立てることができます。大きな会
場で人を集めなくても，私たち医療安全管理部と研修を受ける部署や診療
科の都合を合わせてもらえば，負担なく出前研修もできます。講師を探す
苦労もありません。準備さえしておけば手の空いている者が，ファシリ
テーターをすることができるからです。もちろん，オンラインで行うこと
も，オンラインと会場のハイブリッド研修も可能です。実に自由自在です。
　最初は，簡単なゲームを取り入れることから始めました。当初は，職員
たちが面倒くさがるかな，参加してくれないんじゃないかなと心配してい
ましたが，それは杞憂でした。ペアワークやグループワークは，いつも盛
り上がります。受付の事務職員と診療部長がペアになってワークをした
り，今まで顔を合わせたこともない他職種同士，他部門の職員同士が親し
くなったりします。研修の終わりに「ペアやグループの皆さんにお礼を
言って終わりましょう」と促すと，会場全体に「ありがとうございまし
た！」の大きな声が飛びかいます。医療安全管理者をやっていて良かった
なと思う瞬間です。医師たちにも「充実！」「学生教育でまねさせて」と
好評でした。
　私が当院で参加型研修を始めて随分月日が経ちました。参加型研修のレ
シピは，すでに何パターンもでき，今では人数や対象に合わせて使い分け
られるほどになりました。特に，共著の長谷川康子氏に協力していただけ
るようになってインプロ（P.16参照）を導入してからは，当院独自のオリ
ジナルのエクササイズも作れるようになりました。さらに，新型コロナウ
イルス感染症対策が必要となった2020年からは，オンライン上で行う参
加型研修も開発しました。オンラインでもたくさんのエクササイズができ
ることが分かったことは，大きな収穫です。
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　エクササイズの種類が増えれば，それらを自由に組み合わせたり，自分
たちで編集したりできるようになっていきます。一方，インプロの研修は，
手の込んだ準備は必要ありませんが，事前に十分打ち合わせておくことが
必要です。そのせいか，安全文化や安全な組織のために本当に必要なこと
を話し合う時間が増えました。そのおかげで，私たち医療安全管理者も成
長できたように思います。
　インプロを医療安全研修に応用することが，すべてを解決する魔法であ
るとは思いません。しかし，研修後の参加者の表情を見ていると，短いな
がらも魔法の時間を提供することはできたのかなと思うことがあります。
そんな魔法の時間の積み重ねの先に，きっと，職員が安心してやりがいを
持って働くことができ，その結果として患者さんが安心して療養に励むこ
とができるような病院ができてくる，たとえ不測の事態や望まない結果が
起こっても，職員と患者さんやご家族が，友人として共に未知に立ち向か
える関係性ができてくると信じています。

　　2021年10月

大阪市立大学医学部附属病院
医療の質・安全管理部　病院教授　兼　部長

大阪府立大学生命環境科学域　獣医臨床センター　特任臨床教授

山口（中上）悦子
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組織の安全文化と教育
　教育は，医療安全管理者の最も重要な業務と言っても過言ではありません。厚生
労働省は，2002年に公表した「医療安全推進総合対策～医療事故を未然に防止す
るために～」で，各病院の医療安全管理担当部門に対して，安全文化を醸成し定着
させることを求めています。
　では，ここで言う安全文化とは，どのような文化でしょうか。ジェームズ・リー
ソンが提唱した「組織の安全文化」は有名ですね。リーソンは，組織の安全文化に
は，「報告の文化」「学習の文化」「柔軟な文化」「公正な文化」の４つがあり，その
中で，「公正な文化」と「報告の文化」が最も重要であると言っています。「公正な
文化」や「報告の文化」があれば，職位や職種に関係なく，職員一人ひとりが正し
いことは正しい，おかしいことはおかしい，問題がある時には改善しようと声を上
げ，指摘し合うことができるからです。
　このように，組織全体が自律的に行動できるようにするためには，失敗しても個
人が責められず，「仕組みを攻める」という組織風土がなければいけません。良い
ことも悪いことも，さまざまな情報や感情を組織内の誰とでも（とりわけ，悪いこ
とを上の職位の人と）共有できる雰囲気が必要なはずです。
　ところが私たちは，他人や組織の問題を指摘したり，より良くしようと改善を提
案したりすることを躊躇します。「嫌なことを言うやつだ」とか「余計なことを言

はじめに
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う人だ」と思われはしないか，そのために同僚から悪口を言われたり人事考課に影
響が出たりするのではないか，あるいは，「言い出しっぺのお前がやれ」と言われ
たりするのではないか，と恐れるからです。心理学者エイミー・エドモンドソンは，
これを「組織に心理的安全性※がない状態」と言っています。
　一般企業でも，心理的安全性がないと組織が潰れてしまうくらい危険だと言われ
ています。医療現場でも，心理的安全性がないと，例えば患者さんに気がかりなこ
とがあっても，「大したことはないのに」「それくらいのことで騒いで」とか思われ
るのではないかと心配して報告できなかったり，間違ったことを言っていると否定
されるのではないかと心配して意見が言えなかったりするかもしれません。そのた
めに，情報共有が遅れるとしたら，どうでしょうか。情報共有の遅れや情報の遮断
は，医療現場では致命的です。心理的安全性がない病院は，恐ろしく，そして危険
な病院なのです。
　心理的安全性は，リーソンの「組織の安全文化」で言う「正義の文化」「報告の
文化」を支える大切な組織文化，風土と考えることができます。詰まるところ，私
たちが目指すべき病院の安全文化の理想の姿とは，「心理的安全性があって，誰も
が意見交換や指摘，報告，相談が自由に気兼ねなくできる組織の文化」ではないか
と思います。

※心理的安全性：組織の誰もが，自分の意見や感情を自由に表現でき，共有できる人間関係，
雰囲気がある状態のことを言う。職位や職種にかかわらず，本務かアルバイトか派遣かなど
は関係なく，組織の上から下まで全員が，誰かに「変なことを言っている」とか「うるさい
やつだ」「余計なことを言うやつだ」と思われるのではないかと心配することなく，自由に自
分の気持ちを共有できるような集団です。

〈参考文献〉エイミー・Ｃ・エドモンドソン著，野津
智子訳：チームが機能するとはどういうことか，
英治出版，2014.
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安全文化を創る教育
　さて，文化を創るのは教育です。極論を言えば，安全文化を創る教育は，医療安
全研修会ではありません。日常業務として病院長が示す方針や病院のあるべき姿，
上長や先輩の働き方であり，指導なのです。先に述べたような安全文化が組織に根
付いていれば，安全は，日常業務において後輩や部下を指導する中で，当たり前の
ように伝えられていくものです。しかし，翻って考えてみれば，そもそも安全文化
がない病院，安全が病院組織に根付いていない病院が多いから，国は，わざわざ医
療安全管理の担当部門をつくって，研修を義務化して受けさせようとしているの 
です。
　そういうわけで，私たち医療安全を仕事とする者にとって，教育は最も重要かつ
やっかいな業務の一つです。心理的安全性に基づいた組織の安全文化を創る教育
は，単なる周知や知識伝達では無理です。しかも，相手は子どもではなく，成人で
す。「勉強は学校でするもの」「仕事は勉強とは違う」と思っている職員，「知識や
技術を習得すれば，万事うまくいく」と思っている職員も多いのです。そのような
人たちを相手に，人は一生発達し続ける存在なのだから，学びを止めたら人生の成
長も止まるのだということや，安全のためにチームが協力し合ってパフォーマンス
を最大限に発揮するには，「知識や技術」だけではなくチームワークの即興による
産物である「知恵と工夫」も重要であることを伝えることから始めないといけない
なんて……考えただけでも大変です。
　でも，せっかく教育という仕事を引き受けたのであれば，職員が喜んで，楽しく
学べて，効果が上がって，患者さんに成果を還元できるような教育をしたいもので
す。欲を言えば，私たち自身の負担ができるだけ小さく，効率的で，楽しめる，そ
んな医療安全教育をやりたいと思います。そして，そのために改善と挑戦を続けて
きました。なかなか難しい課題でしたが，長年の試行錯誤の末に，医療安全研修に
活用できるお勧めの方法を一つ見つけました。それが「インプロ」です。
　「インプロ」とは，英語の「インプロビゼーション（improvisation）」の略で「即
興」という意味です（本書では，応用演劇とも言われる即興演劇の意味で「インプ
ロ」という言葉を使います）。では，「インプロ」とは，一体，どのような方法なの
でしょうか。
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「インプロ」と本書で紹介するエクササイズ
　「インプロ」では，「話す」「聞く」などといった日常の行為を，いつもと異なる
方法で即興的に行い，いつもと違う自分を演じることを通じて，何か新しいものに
気づき，感じ，発見し，あるいはそれらを創り出します。またこのような体験を通
じて，行動の幅や人間関係，ものの見方・考え方を広げる効果が期待できます。そ
のため，アメリカやイギリスをはじめとした世界各国で，ビジネスや医療現場，多
文化共生，地域交流など，幅広い分野に演劇が応用され，近年日本でもその効果が
注目されています。本書では，こうした応用演劇の場で用いられる表現やゲームの
ことをエクササイズと呼び，これらを医療安全研修用にアレンジして紹介します。
　従来の研修の主流である座学に対し，演劇的エクササイズでは，先に述べたよう
に，参加者が実際に何かを体験し，感じ取ることによって学びが起こるという点に
特徴があります。つまり，「たった一つの正解」を講師に教えられるのではなく，
一人ひとりが自分自身の答えを創り出すのです。このような多様で，新しく，予想
外の「答えのレパートリー」が生み出される体験を通じて，感じ方や気づき，見方・
考え方を広げられるのです。
　また，これらのエクササイズは個人で完結するものではなく，他者との協働を通
じて行われます。協働を通じた創造では，より多様で，予想を超えた革新的な知恵
と工夫が生み出されるはずです。さらに，私たちはより一層，未知に対する行動の
幅を広げ，柔軟でより良い人間関係を再構築します。これらのエクササイズの経験
が，常日頃から不測の事態への対応が求められる医療現場において，一人ひとりの
判断や行動を支え，チームのパフォーマンスを向上させ，さまざまな事態に柔軟に
連携し対応できる“組織の健康”を育む助けとなり，結果，安全な病院づくりにつ
ながるのです。

さあ，実施してみよう！
　本書で紹介するエクササイズは，「Yes, and...」といった伝統的なものから，私
たちのオリジナルエクササイズ，世界各国のさまざまな人々を対象にしたさまざま
な現場（地域，学校，企業，アルコール依存症の人々や発達障害の子ども・貧困層
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の子どもたちが生活する場など）で活動している友人たちが創り出した演劇を応用
した活動を含みます。インプロのエクササイズは，それを応用する人たちが，自分
たち独自の味付けをすることでどんどん発展する料理のレシピであり，世界中の
人々が協働して創造し続けている芸術作品です。ですから，どうぞ皆さんも，本書
で紹介するエクササイズのレシピを自由な発想で“調理”してください。そして，
企画者も，参加者も，楽しく，ためになる研修にご活用ください。
　そして，何と！　インプロのエクササイズはオンラインでも実施できることが分
かりました。新型コロナウイルス感染症が蔓延しはじめた2020年３月，奇しくも
厚生労働省から「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作
成指針」の改定版が出され，参加型研修を取り入れるようにと指示がありました。
他者と接触する可能性が高い参加型研修は開催できなくなりました。しかし，ピン
チはチャンスです。当院では，ずっと推進したいと思っていたITの導入を一気に
進めることにしました。まずはｅ-ラーニングから始め，次にWeb会議システムを
利用して，オンラインでライブ講演会を開くことができるようになりました。
　同じころ，ホルツマン博士たちが主催したインプロのイベントに参加しました。
Web会議システムを使うとお互いの顔がよく見えるので，グループワークやエク
ササイズは大変やりやすいことが分かりました。そこで早速当院の医療安全研修に
も取り入れました。ブレイクアウトセッションを使ったグループワークは，普通の
グループワークより話しやすいという意見もあり好評です。会場で換気とソーシャ
ルディスタンスを徹底しながら，Web会議システムとのハイブリッド研修も実施
できることが分かりました。
　このように，コロナ禍にあろうがなかろうが，参加型研修は工夫次第で何とでも
なることを実感しました。
　本書は，現場で苦労してきた医療安全管理者たちと，長く地域で応用演劇にかか
わってきた舞台芸術の専門家のコラボレーションで生まれた知恵と工夫の共同創作

（Collaborative Creation），そしてメッセージです。私たち同様，現場で苦労し
ているだろう医療安全管理者の皆さんが，医療安全教育の業務を，楽しく，効率的
に，効果的に行えるヒントになればと願っています。本書には，企画のコツから研
修のコンテンツの組み立ての工夫，実施，評価までの一連の流れについても解説し
ています。私たちのやり方や研修のレシピがどんな病院にもフィットするとは思い
ません。でも，いくつかは「そんな方法もあるんだ」「そんなに簡単なんだ」と，
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ちょっとやってみたいな，取り入れてみたら面白いかな，というものがあったらう
れしく思います。
　すでに自施設で実施されている内容もあるかと思います。必要と思われるところ
だけを読んでも参考になるように工夫していますので，自由にご活用ください。な
お，コンテンツやエクササイズを使用したことを発表される際は，本書から引用し
たことを明記していただければ幸いです。
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　パッケージ裏側に貼付されている封筒を剝がし，封入されているカードに記載さ
れている本書特設サイトのURLにアクセスすると，トップ画面が表示されます。
　エクササイズ集への入り口です。

本書の使い方

お客さま登録をされた方に最新情報をお届けします。

　新しいエクササイズなど更新情報をeメールでお知らせします。ま
た，日総研グループが主催・刊行する関連セミナーや新刊書などの最
新情報もお届けします。ぜひご登録ください（登録は任意です）。

オンライン用の
エクササイズ
だけを

集めました。

すべての
エクササイズが，
目的別に

分類されて収納
されています。
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　まずは，上部のインデックスで，研修の目的を選びます。

例）コミュニケーションを学ばせたい！

オンライン用の
エクササイズも
目的別に分類
されています。

このマークが
ついているものは，
オンライン用

エクササイズです。

このタブを
選ぶ

例）コミュニケーションを学ばせたい！

出てきた
メニューの中から，
気になる研修を
クリックすると，
ファシリテーション
マニュアル画面に
進みます。
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ファシリテーションマニュアル画面

ファシリテーターの
セリフは，
赤字で表示。

　スマホやタブレットが手元
にあれば，あるいはこの画面
を印刷しておけば，エクササ
イズの進行をすべて頭に入れ
ておかなくても大丈夫！

準備して
おくものも
一目瞭然！

この
エクササイズを
行うのに
適した人数，

おおよその時間が
分かります。

この
エクササイズの
目的・効果を
確認しましょう。
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イラストで
エクササイズの
場面が

イメージできます。

参加者がより
エクササイズを
楽しめる

ヒントも紹介。

8



配布資料の
データは，
ここを
クリック！

該当する資料が
表示されますので，
必要部数を
印刷して

ご使用ください。
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　１つ選んで中身を見たけど，「ちょっと違うなぁ」「他のメニューも見てみたい」
という時は…
　上部のインデックスにカーソルを合わせると，エクササイズのタイトル一覧が表
示されます（カーソルをインデックスから外すと，ファシリテーションマニュアル
の画面に戻ります）。

この機能は
パソコンで
使用される
場合に
有効です。

こんな時は？
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エクササイズ 59種類（ 会場用37種類
オンライン用22種類）

エクササイズ

タイトル 目的

目的別

アイス
ブレイク

ヒューマン
エラー

コミュニ
ケーション

チーム
ワーク

リーダー
シップ

心理的
安全性

自己紹介・他己紹介

長所のニックネーム

チェック・イン

一歩前へ

仲間は誰？

ストレッチ

全員と握手

エネルギーのキャッチボール

マルチタスク・ゲーム

○○の隣の…

１－２－３

ピン・ポン・パン

後出し負けじゃんけん

Yes, and...【グループバージョン】

Yes, and...【ペアバージョン】

ワン・ワード

みんなで動く，みんなで止まる

かけ声なしの一本締め

｢おはよう」の裏に…？

40秒会話

10秒会話

朝食会話

動きで物語

問いかけ会話

目耳鼻口

おいしいカレー

靴の交換

役割帽子

手つなぎ鬼ごっこ

１分間の物語

SBAR＋

２回チャレンジルール＋

チェックバック＋

いま何人？【動く編】

いま何人？【いす編】

いま何人？

指先サポート

いすのエクササイズ

付箋のエクササイズ

自分を知る・お互いを知る

自分を知る・お互いを知る

自分を知る・お互いを知る

自分を知る・お互いを知る

自分を知る・お互いを知る

体からほぐす

体からほぐす

ヒューマンエラーで遊ぶ

ヒューマンエラーで遊ぶ

ヒューマンエラーで遊ぶ

失敗を楽しむ

失敗を楽しむ

失敗を楽しむ

会話の工夫

会話の工夫

新しい「何か」を生み出す

アンサンブルを体感する

アンサンブルを体感する

言語外コミュニケーションを考える

言語外コミュニケーションを考える

言語外コミュニケーションを考える

言語外コミュニケーションを考える

言語外コミュニケーションを考える

会話の工夫

異なる視点を体感する

異なる視点を体感する

異なる視点を体感する

異なる視点を体感する

支援を考える

経験を共有する

SBARを効果的に

２回チャレンジを効果的に

チェックバックを効果的に

アンサンブルを体感する

アンサンブルを体感する

アンサンブルを体感する

支援を考える

支援を考える

支援を考える

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※青字：オンライン対応版あり
太い青字：オンラインのみ
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おわりに 
安全と安心 ～物語でつながる場をつくる～

　私が演劇に惹かれるのは，それが物語に触れる場であるからです。自分
とは違う世界の，違う時間を生きる人物の物語が舞台の上で繰り広げられ
るのを見て，さまざまな物語（生き方）の存在を知り，その物語を鏡とす
るように自分自身の物語にも気づかされます。
　ロンドン留学中に出会ったインプロ（イギリスでは，広くコミュニ
ティ・シアターや応用演劇と呼ばれています）は，地域住民，社会的弱者，
紛争当事者，教育，ビジネス，医療など幅広い分野を対象とし，その内容
や応用のされ方も実に柔軟なものでした。このことは，演劇に内在する

「物語」という要素が，人が生きることの根本とつながり，それゆえ人々
に普遍的に作用する何かを有しているからだと思います。この分野を牽引
するナショナル・シアターとの活動を通じて実感したのは，人は誰しも

「表現（創造）したい」「誰かとつながりたい」という欲求を持っていると
いうこと，そしてその実現のために「安心できる場」をつくることの重要
性でした。
　山口先生は，まさに人としての側面を大切にした活動を，医療の現場で
行っている人です。初めてお会いした時，先生は，ご自身の医療安全管理
者としての役割を，「（安全という）文化をつくる」ことであり，時間や人
手などさまざまな制約の中で命と向き合う医療従事者にこそ「笑い」や

「遊び」が必要だと話されました。父の長期入院を経験し，医療現場の厳
しさや病院職員が患者（やその家族）に与える影響の大きさ（身体的，心
理的，そしてポジティブ，ネガティブ両方向に）を実感していた私は，医
療現場でアートや演劇を取り入れた活動ができないか漠然と考えていたの
ですが，山口先生との出会いで，「今だ！　この人と何かしたい！」とス
イッチを押されたのです。一人では宙に浮いていた私の思いは，「まずは
やってみましょう」という，インプロの精神を体現するような山口先生と
の偶然の出会いで，一気に動き出しました。
　応用演劇と医療現場に共通すると感じるもう一つの思想に，「Give and 
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Gain」というものがあります。イギリスで多くの活動を共にした演出家
コリン・ミカレフが2014 ～2016年に芸術監督を務めた芸術団体，プロ
ジェクト・パカマの哲学で，参加者一人ひとりが「プロジェクトに何かを

『与え』，そして何かを『得（る）』…全員が学ぶ者となり，また教える者
となる」（コリン・ミカレフ，チャーリー・フォロロンショ著，長谷川康
子訳「海は広いな，大きいな―多文化パフォーマンスが人と人の心をつな
ぐ―」『演劇ワークショップでつながる子ども達　多文化・多言語社会に
生きる』，P.163，成文堂，2020.）というものです。この視点は，研修に
おけるファシリテーターと参加者の関係，そして，共に治療に取り組む病
院職員と患者の関係にも通じるものだと思います。
　私の父は，意識障害があり「通常の」意思疎通が困難な患者も多く滞在
する病棟に入院していました。その病棟には，言葉を話せる人もいれば，
表情などの反応だけ示す人，父のように注意深く接して感情が読み取れる

（少なくとも家族にはそのように感じられる）人など，さまざまな患者が
いました。そうした患者に接する職員の様子からは，やはり患者からの反
応が明らかな方がケアしやすいだろうということが，見て取れました。そ
れは，患者はケアを「受ける（得る）」人であると同時に，ケアを与えて
くれた人に対して反応を「返す（与える）」人でもあるからだと思います。
人と人がかかわる場面では，どちらか一方だけが「与える」ということは
なく，双方がその時々で「与える」側にも「受ける」側にもなり，両者の
間には感情を伴う双方向の関係性が存在すると実感した経験でした。
　本書の冒頭にもあるように，やはりすべてはつながっていて，患者に
とって「安全」な医療とは，職員にとっても「安全」な医療であり，そこ
には患者と職員両方の「安心」があるはずなのだと思います。しかし実際
には，医療に従事するということは，限られた条件の中で誰かの命を預か
るという，「安心」しづらい場に身を置くことになります。そして，医療
安全管理者を置くような，大規模で，廊下ですれ違う人全員を知っている
わけではない環境では，「私たちの病院」という感覚，そして「何かあっ
た時は助け合える」「自分は一人ではない」という感覚を持ちづらいこと
と思います。参加型の医療安全研修では，隣に座った人と必ず何かしらの
インタラクションがあります。そしてそこには，願わくば，笑いを共有す
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る時間があります。もちろん，研修と言うからには何かしらの「学び」が
求められ，その焦点や道筋は最大限の効果を生むよう入念に準備をしま
す。ですが，もし研修が「つながる」，「楽しむ」，「安心できる」時間とな
るならば，そこで得られる「学び」や「気づき」も強化されるのではない
でしょうか。そして，顔と名前が一致する人が１人でも２人でも増えると
いうこともまた，「学び」と等しく重要な，研修でひとつ所に集まる効用
であり，病院全体が安全に近づく一歩になると思うのです。
　誰かと共に何かを創り出すという経験は強力です。移民の若者と作り出
す演劇も然り。新たな学びを得る（創造する）研修も，医療という共同作
業を行う患者と職員の関係もまた然り。私たちの活動は，今は研修という
形で職員を対象に行っていますが，いつの日か患者と職員，関係者が一緒
に何かを創り出す，そのような活動にたどり着くことが目標です。
　日々の業務に加えて，研修を企画するのは大変なことだと思います。だ
からこそ，まずは１人でも２人でも仲間を見つけて，自分が楽しめる，自
分好みの研修を企画しませんか。そしてもし，人前で司会をしたり，ファ
シリテーションをしたりすることに不安を感じている人がいるならば，

「私も同じです！」と小さな
4 4 4

声でお伝えします。そのような時は，アイス
ブレイクを味方にして，自分の緊張も解いてしまいましょう（初めて白衣
を着た80人の職員の皆さんを目の前にした時，その場で一番緊張してい
たのは間違いなく私でした！）。
　医療という，人が苦しい時に支えるかけがえのない仕事に従事されてい
る皆様に，感謝と尊敬の念を込めて本書をお贈りします。

長谷川康子
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