
COVID-19（　　　　　         　　   ））対策拡大特集 （　　 　        　　  ））新型コロナウイルス感染症 3～5月の看護部院内研修・基礎教育はどうやって切り抜けた？

有事（非連続）の変化に 
適応する医療教育へ

　世の中の状況は平時と有事に分けられます

が，新型コロナウイルスによるパンデミック

が起こっている現在，私たちはまさに有事に

遭遇していると言えます。ただ，これまでも

さまざまな天災や人災が起こってきました

し，たとえ今回乗り越えたとしても，今後も

有事は起こり続けると考えるのが自然です。

だからこそ大事なことは，平時は有事と有事
の間にある「有事休息期間」であるととらえ，
その間に次の有事に備えて準備をすることに

よって，「想定外を想定内にしておく」　こと
です。残念ながら，過去に戻ることはできま

せんから，今この瞬間から準備を始めること

が最善であると言えます。であれば，現在の

この有事の状況下で，いかに変化に適応して

いくかを考えていくしかありません。

　有事の変化は非連続です（図１）。今回の
新型コロナウイルスにおける有事に関しても，

「新しい生活様式」という言葉に象徴される

ように，社会を中心に政治や経済が大きく変化

しています。そして，このような非連続な変化

に適応するために活用されているのが，技術で

す。ソーシャルディスタンス（フィジカルディ

スタンス）の必要性から，すでに存在していた

オンラインの技術が注目され，リモートワーク

やテレワークなどを行っていかざるを得ない

という社会的な空気に変わってきています。

　これは，医療教育も例外ではありません。

コロナと共生するwithコロナ時代である現

在，そして今後の第２波の懸念も取り沙汰さ

れる中では，３密（密閉・密集・密接）の環

境になりやすい集合研修を実施することが難

しい状況が長期間続く可能性があります。そ

こで注目されるのが，ソーシャルディスタン

スを実現し３密を回避しやすいオンライン研

修です。リアル研修（通常研修）に比べて時
間的・空間的な制約から解放されるオンライ
ン研修の価値であり，今後のスタンダードに
なり得るのではないでしょうか。

　現状を変えるには「危機感を高めることが

大事だ！」とよく言われます。しかし，人は

本来弱い生き物ですから，実際に「そうせざ

るを得ない状況」に追い込まれない限り，な

かなか行動を変えることができないというの
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図１●有事における非連続の環境変化

6 看護人材育成 Vol.17 No.３



が実情ではないでしょうか。その観点におい

て，まさに今回の有事は，ソーシャルディス

タンスや３密回避の必要性の中で，さまざま

な人や組織がオンラインを活用せざるを得な

い状況に追い込まれていると言えます。

　危機と機会は，コインの裏と表の関係です。

この有事の危機を自施設の人材育成の新しい

環境をつくる機会ととらえ，オンライン研修

の導入を本格的にかつ迅速に推し進めていく

ことが，現在，そして未来の変化に適応する

ために大切になります。

　そこで本稿では，「双方向型オンライン研

修」に着目し，その具体的な準備・実施につ

いて学びます。有事は極めて重要度と緊急度
が高い状況です。「学びを止めない」　ために，
ぜひ，この瞬間からオンライン研修の導入に

向けて，迅速に動き始めてください。

事前の準備
双方向型オンライン研修の特徴を
理解する

　研修は，大きく４つの種類に分けられます

（図２）が，その前に講師の意見を聞く（イ
ンプット主体の）一方向型研修と参加者も意
見を伝える（アウトプット主体の）双方向型
研修とでは，そもそも目的が異なることを理
解しておくことが大切です。前者の目的が

「知識を覚える」ことであるのに対して，後
者の目的は「考える力を養う」ことです。こ

のことを料理に例えると，「食材」と「調理

の腕」の違いを意味します（図３）。おいし

い料理を作るためには，良い食材を集めるだ

けでなく，実際に料理を作りながら調理の腕

を上げていかなくてはなりません。それが，

自分の言葉で語ること，つまり「言語化」　で
す。だからこそ，双方向型研修によって，自

分の言葉で語る機会を提供することが大切な

のです。

　一方で，リアル研修かオンライン研修かを

検討する上で陥りがちな罠は，「リアル研修

よりもオンライン研修は劣っている」「オンラ

イン研修をどのようにしてリアル研修に近づ

けていくか」といった前提で考えてしまうこ

とです。実はオンライン研修には，リアル研

修よりも優れている点があります。それは，

「チャット機能を使って言語化の量を増やせる」
ことです。例えば，50人参加するリアル研修
の場合，ある参加者が発言した際，残りの49

人は聞き手にならざるを得ません。同時に発

言できないからです。これに対してオンライ

ン研修の場合は，チャット機能を使うことに

よって，50人全員が語り手となって一斉に発

言することができます（図４，P.８）。チャッ

ト機能を使って言語化の量を増やすことに

よって，参加者一人ひとりの考える力を養う

ことにつながるだけでなく，全員の発言が

チャット欄に見える化されることによって，

他者の意見を通じて学びを深めることができ

るのです。
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図２●研修の４つの分類
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図３●一方向型研修と双方向型研修の目的の違い

7看護人材育成 Vol.17 No.３



COVID-19（　　　　　         　　   ））対策拡大特集 （　　 　        　　  ））新型コロナウイルス感染症 3～5月の看護部院内研修・基礎教育はどうやって切り抜けた？

オンライン研修の方式を決める

　オンライン研修は，「完全オンライン型」　と　

「ハイブリッド型」　に分けられます（図５）。
完全オンライン型とは，講師や参加者全員が

おのおののパソコンやタブレット，スマート

フォンなどを通じてオンライン研修に参加す

る方法です。対してハイブリッド型とは，リ

アル研修とオンライン研修を掛け合わせたも

ので，参加者は研修会場に集まり，講師はオ

ンラインで講演する方法（集合ハイブリッド

型），または参加者は（例えば）部署ごとに

少人数で集まり，そこからパソコンなどを通

じてオンライン研修に参加する方法（分散ハ

イブリッド型）です。

　この完全オンライン型と２種類のハイブリッ

ド型には，それぞれメリットや問題点があり

ます（表１）ので，研修の目的や自施設の状

況などを勘案して選択することが大切です。

オンラインビデオ通話サービスや
システムを選定し， 
研修環境を整備する

　オンラインビデオ通話には，多くのサービ

スやシステムがあります。そのようなサービ

スやシステムを研修に使う場合，それぞれの

利用規約や自施設の方針，セキュリティや通

信の品質などを総合的に勘案して選定する必

要があります。その上で，双方向型オンライ

ン研修を実施するために最低限必要になる３

つの条件があります（図６）。

リアル研修 オンライン研修

１人が発言した際，
残りの参加者は

聞き手にならざるを得ない

チャット機能により，
参加者全員が

一斉に発言できる
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図４●チャットを使ったオンライン研修が
リアル研修よりも優れている点
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　１つ目は，当然ですが講師の映像と音声が

共有できること，２つ目は，画面共有機能が

使えることです。この機能を使って講師のパ

ソコン（プレゼンテーションアプリ）に映し

出されたスライドを参加者と共有し，講演し

ていきます。３つ目は，チャット機能が使え

ることです。前述したように，考える力を養う

には，いかにチャット機能を活用しながら言語

化の量を増やしていくかが重要となります。

　つまり，これら３つの条件を満たしていれ
ば，どのようなオンラインビデオ通話サービ
スやシステムでも，双方向型オンライン研修

を実施することは可能であると言えます。こ
れに，「参加者の映像や音声が共有できる」

「オンライン上でグループに分ける機能」な

ども考慮すれば，さらにオンライン研修の実

施方法の選択肢が広がります。

　一方で，研修環境の整備においては，「Wi-

Fiなどの通信環境」「パソコンやタブレット，

スマートフォンなどの視聴端末」「プロジェク

ターやスクリーンなど映像やスライドを投影

する機器やスピーカーなどの設備（集合ハイ

ブリッド型の場合）」などが必要になります。

　オンラインビデオ通話サービスやシステム，

メリット

完全
オンライン型

集合
ハイブリッド型

分散
ハイブリッド型

問題点

•完全にソーシャルディスタンスを実
現できる

•チャットによる言語化量を最大化し
やすい

•自宅や出張先からでも受講できるな
ど，受講する場所の自由度が高い

•手元の端末の画面上に講師やスライ
ドが映るため見やすい　など

•パソコン（端末）は，講師側と施設
側の計２台があれば実施できる

•リアル研修に近いため，従来の運営
で対応しやすい

•参加者全員で学び合う空気を体感し
やすい　など

•３密のリスクを比較的少なくできる
•対面でのグループ講論とチャットの
両方の恩恵を受けやすい

•場所や移動など，部署の都合に合わ
せやすい　など

•参加者一人ひとりにパソコンやタブレット，スマートフォン
などの端末が必要である
•個人用の端末を用いる場合，施設規程上使用できるとは限ら
ない
•個人用の端末を用いることによる情報漏洩のリスクがある
•個人用の端末を用いることによる通信費は誰が負担するのか
（施設の通信環境を使えない場所で受講する場合）　など

•３密の環境になりやすい
•参加者にとっては，リアル研修に比べてメリットを感じにく
い
•チャットを使った言語化の実施が限定的である　など

•対面でのグループ講論をチャットにまとめていく際に手間が
かかる
•部署ごとに通信環境を整備しなければならない

表１●それぞれのオンライン形式の特徴

①講師の映像と音声が共有できる ②画面共有機能が使える ③チャット機能が使える
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図６●双方向型オンライン研修の３つの必要な条件
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COVID-19（　　　　　         　　   ））対策拡大特集 （　　 　        　　  ））新型コロナウイルス感染症 3～5月の看護部院内研修・基礎教育はどうやって切り抜けた？

環境の整備を検討する上で大事なのは，日常
生活の延長線上で考えることです。オンライ
ン研修というと，膨大なコストをかけて大が

かりなシステムや設備を準備しなければなら

ないと考えがちです。しかし，高度なテクノ

ロジーを個人でも使える現代では，日常生活

においても，例えば自分のスマートフォンを

使ってビデオ通話をしたり，ライブ配信を視

聴しながらチャットでコメントしたりしてい

る人も多いでしょう。したがって，オンライ

ン研修を特別なことではなく日常生活の延長

線上でとらえていくことが準備・実施のハー

ドルを下げ，実現可能性を高めるためには大

切です。

研修の肝を押さえ， 
スライドを作成する

　双方向型オンライン研修において重要なこ

とは，いかに参加者の言語化の量を高める設

計を行っていくかです。そして，そのために

肝心なのが，「感度の高い問い」　です。参加
者がチャット（や音声）を通じて発言するた

めには，「今，何について意見を求められて

いるのか」が分かる明確な問いを投げかける

ことが，双方向型オンライン研修の肝になり

ます。

　したがって，「どのようなタイミングでど

のような問いを投げかけることによって，参

加者の意見をより引き出すことができるの

か？」「その引き出された意見を通じて，ど

のようなことに気づいてほしいのか？」「そ

の気づきは，参加者に学んでほしいこと（学

びのポイント）にどうつながるのか？」と

いったことを考えながら，研修の要所要所で

問いを設定していきます。そのため，外部講

師に講演を依頼する際には，「参加者に自分

（たち）の考えをチャットなどを使って意見

してもらいたいので，いくつか質問を投げか

けてもらってよろしいでしょうか？」などと

趣旨を説明し，問いの投げかけを含めた講演

をお願いしておきます。

　なお，感度の高い問いを考える上で役立つ

「納得感を生み出す研修設計の方法」，そして

「ビジュアルスライドの作り方」に関しては，

本誌2019年12月・2020年１月号（Vol.16，

No.５）掲載の「苦手な難しいテーマだから

こそ，研修教材にワクワク感を！～問題解

決・ロジカルシンキングが楽しく学べるビ

ジュアルスライド作成」をご覧ください。

研修をサポートする 
ラーニングアシスタントの 
担当者を決める（任意）

　皆さんの施設でも，１年を通して多くの

テーマで研修を行っていると思いますが，今

後外部講師にオンライン研修を依頼する場合，

「双方向型オンライン研修で講演したことがな

いので…」と，必ずしも外部講師自身が対応

しきれない場合も出てくるでしょう。また，

皆さんや院内の担当者が講師を務める場合で

も，パソコンを使ってスライドを見ながら講

演し，適宜問いを投げかけ，参加者の意見を

チャット欄で確認したり，その意見に応えた

りすることを１人で行うのは，実際には慣れ

ていなければなかなか難しいはずです。そこ

でお勧めするのが，講師や参加者をサポート

する「ラーニングアシスタント」（以下，LA）

の担当者を決めることです。

　講演中，LAはチャットや音声を使ってサ

ポートしていきますが，その役割は大きく３

つあります（表２）。

①講師の問いを参加者に明確に伝える
　講演の中では，講師が音声を通じて問いか

けたとしても，参加者からすると，「何を問
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いかけられたのかよく分からなかった」「そ

もそもよく聞こえなかった」といったことが

起こりかねません。したがってLAは，講師

が問いかけた後に，チャット欄に「Ｑ．○○

の場合，皆さんならどうしますか？」とコメ

ントするなど，改めて問いの内容を共有する

ことによって，参加者が発言しやすいように

サポートします。

②参加者の質問や意見を拾い上げて講師に伝
える
　講師は自分の講演に集中していますし，チャッ

ト欄には次々と意見が流れていきますから，

参加者がチャットを通じて質問したり意見を

言ったりしても講師が見逃す可能性がありま

す。したがってLAは，特に重要な質問や意

見と判断したら，チャット欄や音声で講師に

伝えるようにサポートします。

③講師の発言の中の大事なポイントを整理する
　参加者にとって，講演中の大事なポイント

を整理してくれる人がいるということは，学

び損ねることなく，安心して講演に集中する

ことができるということです。したがって

LAは，講師の発言の中で特に重要だと判断

した内容をチャット欄に示して整理するな

ど，参加者が大事なポイントに気づくように

サポートします。

講師や参加者を招待する

　ここまで準備ができたら，例えば前日や当

日に，メールなどでオンライン研修を行うた

めの専用のURLなどを講師と参加者に送り，

研修が開始する前までにアクセスし待機して

もらっておきます。

オンライン研修の実施

　ここからは，研修の実施に関する具体的な

進め方をストーリー形式（ダイジェスト版）

でお伝えしていきますので，擬似体験してみ

てください。オンライン研修の方式は，完全

オンライン型を前提に，分散ハイブリッド型

の場合も適宜示していきます。

＊　　＊　　＊

LA（司会者）：お待たせいたしました。これ
から双方向型オンライン研修を開催いたし
ます。今回のテーマは，「論理的に考え伝
えるための一番シンプルな技術」で，講師
の佐藤先生にお越しいただきました。

佐藤（講師）：（講師が自身のパソコンのプレ
ゼンテーションアプリを画面共有し，スラ
イド❶〈資料，P.12〉を表示した後に）
皆さんこんにちは！　講師の佐藤です。早
速ですが，皆さんは普段の業務の中で，管
理者などに報告していると，「で，結局何
が言いたいの？」「だから，私にどうして
ほしいの？」といった指摘を受けたことは
ないでしょうか（スライド❷）？　そのよう
なコミュニケーションにならないためには，
論理的に考え伝える技術が重要になります。
一方で，論理的に考え伝えることに対して
苦手意識を持っている方も多いと思います
（スライド❸）が，難しくとらえる必要あ
りません。本日は，一番シンプルな技術を
お渡しいたします。

LA：（チャット欄に，「論理的といっても難
しくとらえる必要はない」とコメントする）

佐藤：それは何かというと，「ビッグワードを
使わない」という技術です（スライド❹）。
では，この技術を理解するために，QOL
（生活の質）という言葉を取り上げます。も
し，皆さんが誰かに「あなたにとって生活

①講師の問いを参加者に明確に伝える
②参加者の質問や意見を拾い上げて講師に伝える
③講師の発言の中の大事なポイントを整理する

表２●ラーニングアシスタントの３つの役割
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の質ってどういうことですか？」と聞かれ
たら，どう答えますか（スライド❺）？　今
から１分間で，チャット欄にコメントして
みてください。

　（分散ハイブリッド型の場合は，「それぞれ
グループ（部署）ごとに話し合った後，そ

の内容をチャット欄にコメントしてみてく
ださい」）

LA：（チャット欄に「Ｑ．あなたにとって『生
活の質』ってどういうことですか？」と講
師の問いをコメントする）

佐藤：（チャット欄〈図７〉を見ながら）Ａ

Ａさん
毎日を穏やかに過ごせること

Ｂさん
大切な人に会い，好きな場所に出か
けて，おいしいものを食べる

Ｃさん
心身共に健康でいること

Ｄさん
仕事とプライベートが両立できる

Ｅさん
ワクワクすることに挑戦すること

チ
ャ
ッ
ト
欄

画
面
共
有
で
表
示
さ
れ
た
ス
ラ
イ
ド

●❶ ●❷

●❸ ●❹

●❺

●❼

●❻

資料●オンライン研修で共有するスライド

図７●講師の問いに対する参加者のチャットでのコメント
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さんの「毎日を穏やかに過ごせること」と
いうご意見，大事ですね。まさに，今回の
新型コロナウイルスのような有事の状況に
遭遇すると，何事もない日常のありがたさ
を実感しますね。また，Ｂさんの「大切な
人に会い，好きな場所に出かけて，おいし
いものを食べる」というのも素敵ですね。
withコロナ時代では，ソーシャルディス
タンスを行い３密を避けながら，そのよう
な生活を送れるようにしたいですね。さて
皆さん，ほかの方々のご意見も見てみてく
ださい。このように，私たちが使う言葉に
は，「読み方は同じだが，とらえ方が異な
る」言葉がたくさんあります。それがビッ
グワード，つまり「あいまいな言葉」です
（スライド❻）。

LA：（チャット欄に「ビッグワード＝読み方
は同じだが，とらえ方が異なる言葉」とコ
メントする）

佐藤：このビッグワードを使ってコミュニ
ケーションを取ってしまうと，同じ言葉を

使っていながら，自分と他者とで異なると
らえ方をしてしまいますよね。それがコ
ミュニケーションミスです。

LA：（チャット欄に「ビッグワード→コミュ
ニケーションミス」とコメントする）

佐藤：では，実際に皆さんが普段の業務でど
のようなビッグワードを使っているか，チャッ
ト欄にコメントしてみてください（スライ
ド❼）。

　（分散ハイブリッド型の場合は，「それぞれ
グループ（部署）ごとに話し合った後，そ
の内容をチャット欄にコメントしてみてく
ださい」）

＊　　＊　　＊

　いかがでしょうか。「感度の高い問い」や

LA，そして何よりチャット機能を使った参

加者同士の意見の見える化の重要性が理解で

きたはずです。

　次稿では，病院組織のマネジメントの全体

像の視点から，双方向型オンライン研修の位

置づけについて考えたいと思います。

改訂出来
B5判 128頁　定価 3,600円+税

中島  康
東京都立広尾病院
減災対策支援センター 部長
救急医／博士（工学）

日総研 601812詳しい目次は 検索検索

現場目線で全面改訂！
防災担当者必携！

減災対策に必須の
アクション・カード
アレンジしてすぐに
作成・活用できる

●アクション・カードとは ・お悩みごとはありますか？  ほか
●アクション・カード編 ・アクション・カードを作製する  ほか
●減災対策編  ・災害は何が特別なのか？
 ・アクション・カード作製から減災対策へ  ほか
●訓練編  ・企画のコツ／実施のキモ

主
な
内
容

B5判 96頁
定価 2,100円＋税

［著者］ 佐藤和弘
メディカルアートディレクター

あなたの
「会話力」が
ぐんぐん高まる！ 

考える・伝える・決める・
動かす、が上手くなる。

日総研 601897見本ページは 検索検索

B5判 96頁
定価 2,100円＋税

メディカルアートディレクター

ぐ

考える
動かす、が上手くなる。

主
な
内
容

考えるための決め台詞　●目的を押さえる　●現状を把握する
●あるべき姿を描く　●問題を考える　●思い込みから抜け出す　ほか

伝えるための決め台詞　●受け手絶対主義に基づく
●何を伝えたいのかを明確にする　●相手の合理性を尊重する　ほか

決めるための決め台詞　●事前に準備する
●議論しやすい場をつくる　●議論の時間を決める　ほか

動かすための決め台詞　●配置を設計する　●評価を設計する
●内的報酬を設計する　●育成を設計する　ほか

佐藤氏の著書
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ICT教育導入の準備は？

　緑生館（以下，当校）のICT教育（Informa

tionandCommunicationTechnology）は，2018

年にFD（FacultyDevelopment）委員会で準

備を始めました。具体化するためにGoogle

forEducationの利用を決定しましたが，当時

はクラウド上にデータを保存するに留まり，

ICT化による教育の質向上と業務改善の概念

理解，知識・技術の獲得途上でした。

　しかし，今回のCOVID19（新型コロナウ

イルス感染症）のパンデミックによって，オ

ンライン授業の実践に至りました。実施の根

幹に「学生と教職員の健康と安全を守る・教

育の質保証を図る」を据えました。当校には

２つの看護学科（２年課程昼間定時制の専攻

看護学科〈以下，専攻〉・３年課程で４年制

の総合看護学科〈以下，総合〉）とリハビリ

テーション学科（理学・作業療法学科）があ

り，教職員の総意で運用を開始しました。

これからどうなるの？

　当校は佐賀県鳥栖市にあり，学生・教職員

の半数は，毎日福岡県から越県通学していま

す。2020年３月，各実習施設からの実習受

け入れ停止や延期の申し入れが相次ぎました。

４月１日に新年度を迎えましたが，対面型授

業が行える状況ではありませんでした。大切

なのは，学生たちが危険を冒して教室に参集

することではなく，安全に学び続ける場を提

供することであるため，在宅学習に切り替え，

オンラインで授業を続ける選択をしました。

　教員の初期アンケートでは「何とかしなけ

ればと焦る気持ちが強い33％」「自分にでき

ると思えない，不安が強い15％」が半数を占

め，オンライン授業に自信のある教員は一人

もいませんでした。それでも必要に迫られた

教員は，学習会を頻回に開催し，自分でオン

ライン授業を開催することをゴールにして，

徹底的に習得型学習をしました。これによっ

て，教員の意識は「互いに教え合いながらで

きそうだ52％」と変化し，「自分でやれる自

信がある」「意欲が湧きいろいろなことにチャ

レンジしたい」が増えていったのです（図１，

P.22）。この間，たったの２日間でした。

　最初に実施したのは，259人の学生の端末

機器（パソコンやタブレット，スマートフォ

ンなど）所有状況とWiFi環境の確認でした。

１人でも環境が整わなければ実施に踏み切れ

ませんでしたが，スマートフォンの普及率に

救われました。学生には個々のアカウント・

初期パスワードを配布し，「オンライン授業

のしくみ」「今後の授業継続と展望」「各自の

オンライン授業によって 
もたらされる変革！！ 

〜対面型授業との学びの比較を科学する

長田晶子　学校法人緑生館　医療福祉専門学校　緑生館　専攻・総合看護学科　副校長
九州大学医学部附属病院などでの勤務を経て，2004年より医療福祉専門学校緑生館。専攻看護学科（２年課
程昼間定時制）の専任教員を経て，学科長（教務主任）へ。2013年より総合看護学科（３年課程の４年制）に
異動し，副校長職に就任。2010年に福岡県教務主任養成講習会を受講し，2011年より福岡県・佐賀県の実習
指導者講習会／専任教員養成講習会の非常勤講師を務めるなど，積極的に活動中。
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端末におけるGoogleChromeのインストー

ル，ログイン」「視聴やマイク機能での発言

方法」「授業資料を共有ドライブから活用す

る方法」などを丁寧に説明し，４月６日には

オンライン授業を開始しました（新１年生は

４月７日に入学，８日に説明を行い，９日よ

りオンラインオリエンテーションを開始）。

　しかし，学生からは，データ通信の使用量

の制限などの心配の声が出ました。実施後１

週間目の４月中旬，インターネットを利用で

きない学生の支援策としてポケットWiFiの

貸し出しを行い，各通信キャリア（docomo，

au，ソフトバンクなど）において，25歳以下

のユーザー向けに通信料の無償化などの支援

に救われました。

対面型授業に替わる 
オンライン授業

　当校がオンライン授業のツールとして用い

たのは，GoogleHangoutsのGSuiteforEdu

cation（資料１）です。このツールは無料で

利用でき，遠隔授業が可能です。事前申請で

審査を受け契約しました（審査は2019年５月

にオンライン上で実施，２週間程度で許可）。

　当校事務部との協働が始まりました。教員

は2019年５月に，学生は2020年４月にGoogle

アカウントが配布されました。クラウド上に

共有ドライブを作成し，「HangoutsChat」

「HangoutsMeet」を用いて，学生は開講される

授業に参加します。オンライン上で行われる授

業は双方性を持ちカメラとマイク機能で，教室

で行われる対面型と同じやり取りが可能です。

　中には端末にマイクやカメラ機能を有しな

い学生もいます。質疑はChatでも可能で（資

料１参照，ほかにも，Safetylink24※１やGmail，

電話を活用しながら，学生が困っていないか，

参加できているかを確認していきました。

試行錯誤の毎日（資料２，P.24）

　授業は１時限90分で，１日４時限実施しま

す。午前８時50分にChatで授業案内を行い，

Meetでビデオ会議に招集すると，学生は即

座に続々とエントリーしてきます。９時の授

業開始までに，学生はChatで名前・体温・

体調を報告し，これが出席確認となります。

　４月７日の初日（１年生は４月13日が初日）

は，全員がビデオ会議に入室できる心配でし

た。説明に15分かけながら，入室できない

学生には電話で丁寧に誘導し，それ以降はス

ムーズでした。

　40人（専攻は50人）の学生の入退室管理は

画面上でできます。もちろんWiFi環境が異なり，

フリーズや音声の聞き取りづらさで入室し直す

学生もいます。再入室すると，Chatで「フリーズ

したので入室し直しました」と，授業を止めな

い配慮と説明をしてくれます。教員は入退室の

確認や，再入室した学生と全員に声かけや補足

をし，授業内容が理解できるように努めます。

※１　SafetyLink24：緊急通報・安否確認システムは，地震
などの災害時に，登録ユーザー宛にメールを一斉配信
するシステム。

（ｎ＝22，回収率100％）
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図１●オンライン授業導入前後の気持ち（複数回答可）
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G Suite for Education（無償）による遠隔講義のイメージ

Google Drive共有ドライブのイメージ

教室等

学生 学生 学生 学生

〈ノートパソコン〉
PowerPoint
画面の共有により，ノートパ
ソコンの画面を全員（学生）
へ配信する

〈タブレット〉
カメラ・映像配信
講義の映像と音声を全員（学
生）へ配信する

クラウド　G Suite for Education

ドキュメント，スプレッドシート，スライド，PDF

Word，Excel，PowerPoint，PDF

Hangouts Chat
・学生との連絡（双方向）
・Google Meetへの招待
・学生の出欠確認
・学生の健康チェック

Hangouts Meet
・音声，映像の配信（双方向）
・講義資料の共有表示
・学生との個人面談
・録画機能（期間限定）

Google Drive
・配布資料（pdf）
・アンケート
・レポートなどの提出
・写真や動画
・様式（ダウンロード可能）

学校全体
エリア

教員
エリア

事務員
エリア

iPad用
エリア

学生
グループ

参照のみ

参照・更新

職員グループ

総合
看護学科
グループ

専攻
看護学科
グループ

リハビリ
学科

グループ
事務員
グループ

教員用アカウント
事務員用
アカウント

iPad reha

iPad senkou

iPad sougou
Word

Excel

ドキュメント

スライド
iPad用
アカウント

学生用
アカウント

各エリアの容量：無制限

スプレッド
シート

Power
Point
※完全互換ではないので，注意！

互
換

参照・更新

学生用
エリア

資料１●G Suite for Educationを活用するための説明資料（学生・教職員の概念理解用）
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授業前の準備状況

Ｃ
ｈ
ａ
ｔ
画
面
で
の
学
生
と
の
や
り
取
り

専任教員による授業風景（パソコンは２台使用）

オンライン授業のためのビデオ会議招集
（看護学概論）と課題レポートの添付

ビデオ会議からMeetへ入る画面
（自宅からのリモートも可能）

ビデオ会議による双方向型授業
（基礎看護学実習Ⅱのカンファレンス状況：活発に議論中）

Chat画面（オンライン実習での成人看護学実習Ⅲ
〈終末期〉：お楽しみ会のお誘い）この後ビデオ会議

資料２●
試行錯誤した
遠隔授業

教員は議論の
行方を見守る

学生視聴画面
の確認 教員操作用
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　また，授業に関連する課題を提示し，本日

の授業の内容が理解できたか，考えることが

できたか，困っていないかなどを授業ごとお

よび，夕方のホームルームで確認します。学

生の声や学びをFormsの活用（アンケートや

課題レポート）で問い，GoogleDriveが即座

に集計・グラフ化するので，集計の業務量が

大幅に改善されました（資料３）。

　グループワークでは，直接ワイワイと話し

合い，各自がグループダイナミクスに協力的

です。「最初は戸惑ったけれど話し合って深

まった」「意見交換をしていると，『やっと学

校に通えているんだ』と実感できてうれし

かった（１年生）」「オンラインなので，その

場の空気感や誤解を招かないよう，言葉や意

見をきちんと考えて伝える必要があると思っ

た」など，学生の置かれている状況や学習へ

の思いが伝わってきます。

　非常勤講師からは，オンライン授業で著作

物を利用することへの不安の声があり，2020

年４月28日から施行された授業目的公衆送

信補償金制度※２に関連して，管理団体であ

るSARTRAS※３に教育機関の届け出を行い，

無許諾無償で使用可能となり，著作権の心配

が低減しました。当初，専任教員が行ってい

たオンライン授業は５月以降，多くの非常勤

講師に理解を得ながら広がっていきました

（資料４）。

　当校自慢のシミュレーション学習やアク

ティブラーニングは，どう工夫するとオンラ

インの中で効果的にできるか，録画機能を活

用して動画を作成したり，オンデマンド型の

事前学習課題にしたり，受信側の学生がパ

ワーポイント資料を共有固定してプレゼン

テーションしたり，授業の進展と共にスキル

資料３●Formsを活用したアンケート用紙（左）と結果集計画面（右：すぐさまグラフ化）

資料４●非常勤講師（母性）の授業風景（左）と学生の受講状況（右）（顔を出していない学生が増えている）

※２　授業目的公衆送信補償金制度：「指定管理団体」に一
括して補償金を支払い，学校の授業における資料のイ
ンターネット送信などを個別に権利者の許諾を得ず，
さまざまな著作物をより円滑に利用できる制度。

※３　SARTRAS：「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等
管理協会」が補償金を預かり，権利者に分配するため
に設立された，全国で唯一文化庁長官が指定する団体。
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COVID-19（　　　　　         　　   ））対策拡大特集 （　　 　        　　  ））新型コロナウイルス感染症 3～5月の看護部院内研修・基礎教育はどうやって切り抜けた？

当院の概要（表１）

　当院は広島市北部から北西部，さらには隣

の島根県の一部を含む地域の基幹病院とし

て，高度急性期医療の役割を担っています。

看護職員は総計601人（2020年４月現在）で，

ここ数年は毎年30 ～60人の新人看護職員が

入職しています。

　看護部の理念と教育理念は，表１に示した

とおりです。また，地域の中核病院として，

地域包括ケアの実現を見据え，高齢で多重疾

患を持ち病態が複雑な患者に対して，急性期

医療を終えた後，在宅への移行を推進してい

く役割があり，その実現に向けて，2018年

よりキャリアラダーシステムを再構築し，人

材育成を行っています。

コロナ禍における 
院内教育の基本方針

　2020年３月以降，新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴い，「院内全体の教育（実習受

け入れも含めて）は最小限に実施し，集合研

修は５月末までは中止，院外講師の研修はし

ばらくの間中止」という病院の方針が出され

ました。そのため，急遽2020年度に入職した

60人の新人看護職員の集合研修を取捨選択

し，延期または中止，更に研修方法や内容の

修正を行い，部署主体の小集団で育成する研

修方法に変更しました。また，キャリアラ

ダー研修も開始時期を延期しましたが，受講

を希望する研修生の不利益とならないよう，

キャリアラダー教育委員会で研修企画・研修

方法について検討を継続し，６月より再開し

ています。

コロナ禍における院内教育の実践と
今後を見据えた課題

野村弘美　�独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院　看護部　教育担当　副看護部長
1985年東京都立公衆衛生看護専門学校を卒業後，社会保険広島市民病院に入職。混合病棟，循環器病棟に勤務。1992年広島市立安佐市民
病院へ転勤し，外来，外科病棟，救急病棟に勤務。2007年看護師長に就任。2018年認定看護管理者の資格を取得。2019年４月より現職。

診療科：31科

病床数：527床

平均在院日数：10.7日

病床利用率：87.7％

看護体制：急性期一般入院料１（７対１）

機能：地域医療支援病院，地域がん診療連
携拠点病院，DPCⅡ群

年間入院患者数：１万4,520人

年間救急車受け入れ台数：4,435台

看護師数：601人

【看護部理念】
「科学的に」「感性豊かに」「考えて行動する」看護を実践します。
①看護専門職としての能力を高め，安全で安心な看護を提供します。
②職業倫理と看護倫理を規範とした行動をとります。
③チーム医療の中心的な役割を果たし，質の高い看護を提供します。
④「その人らしさ」を大切に，患者さんの思いに寄り添える看護師を育
成します。
⑤地域との連携強化を図り，地域医療に貢献します。
⑥健全な病院経営に参画します。

【教育理念】
①がん診療拠点病院，地域の基幹病院として，高度医療に対応した質の
高いケアが提供できる看護者を育成する。
②高い倫理観と自己教育力を有した自律性の高い人財を育成する。

表１●病院の概要
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COVID-19（　　　　　         　　   ））対策拡大特集 （　　 　        　　  ））新型コロナウイルス感染症 3～5月の看護部院内研修・基礎教育はどうやって切り抜けた？

コロナ禍における院内教育の実際
当院のキャリアラダーシステム

　当院のキャリアラダーシステムでは，育成

したい看護師像（ハイパフォーマー像）とし

て，表２に示した２つを掲げています。また，

キャリアラダーレベルごとに求められる役割

行動は表３のとおりです。その上で，キャリ

アラダーの構成項目を「看護実践能力」「組

織的役割遂行能力」「自己教育・研究能力」

とし，その要素は複数の重要なコンピテン

シーを基盤としています。

　「看護実践能力」は，日本看護協会の「看

護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」

が示した「ニーズをとらえる力」「ケアする

力」「協働する力」「意思決定を支える力」の

４つの力（コンピテンシー）とし，レベルご

との定義・目標，行動目標，実践例すべてを

同じ内容としています。「組織役割遂行能力」

は，項目を「管理」「態度・姿勢」の２つの

能力，「自己教育・研究能力」は項目を「教

育」「研究」の２つの能力とし，当院の役割

および患者背景から，具体的にレベルごとの定

義・目標，行動目標，実践例を掲げています。

　キャリアラダー研修はレベルⅠ～Ⅴで構成
され，必要な「看護実践能力」に加え，「組

織役割遂行能力」「自己教育・研究能力」を

育成できるよう，レベル別必須研修と専門別

研修で構成しています。研修は，年２回の集

合研修を基本に，事前課題と事後課題を提示

し，年間を通して研修目標の達成を目指すよ

う，自己学習を推奨し各部署でのOJTを実施

します。研修生自身が，研修で学んだことを

部署で生かせるようにOJTと連動し，教育担

当主任と師長の支援を受けて計画的に行動目

標の設定と実践，振り返りを行います。

　キャリアラダーレベルⅢ必須研修・専門別
年間教育計画の一部を表４に示します。2020

年度は必須研修11項目に延べ482人，専門別

研修15項目に延べ301人から受講申請があ

り，５～12月を研修予定としていました。

コロナ禍における院内教育

　新型コロナウイルス感染症の拡大予防のた

め，４月から５月にかけての研修を全面中止

とし，2020年度は研修の方法・内容・時間・

時期など，以下のように調整して取り組んで

います。

●キャリアラダーレベルⅠ 
（新人看護職員研修）の研修
　キャリアラダーレベルⅠの研修は新人看護
職員を対象とし，新人看護職員研修年間プロ

①豊かな感性と高い倫理観を
持ち，その人らしさを大切
にした看護が実践できる看
護師

②専門知識・技術を応用し，
自律性と柔軟性を備えチー
ム医療の要としての役割が
発揮できる看護師

表２●当院が育成したい看護師像
（ハイパフォーマー像）

レベル

レベルⅤ

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

求められる役割行動 院内研修

看護単位において目標設定の参画や
管理的側面など

部署の目標達成に向けリーダーシッ
プを発揮する
•実地指導者

チームリーダーや担当委員として
リーダー的役割を果たす
•アソシエート　　•学生指導

メンバーシップを発揮し，チームメ
ンバーとして役割と責任を果たす
•日々のリーダー　•プリセプター

チームメンバーの一員として役割を
認識し，行動ができる
•新人看護職員

必須研修（出張研修）

必須研修
専門別研修２コース

必須研修
専門別研修３コース以上

必須研修
専門別研修２コース以上

新人看護職員研修

表３●キャリアラダーレベルごとに求められる役割行動
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グラムの中に，「看護職員として必要な基本

姿勢と態度」「技術的側面」「管理的側面」「看

護記録」「ラダーレベル別研修」の６つのカ

テゴリーで構成され，年間を通して58項目を

実施します。４月に入職した60人の新人看護

職員を対象に，３日間で「医療安全と事故防

止」「病院の中核的機能について」「感染防止

対策」「看護部教育体系」の集合研修を実施

しましたが，その後は新人集合研修を管理的

側面の安全管理の視点から取捨選択し，延期

または中止，さらに研修方法や内容の修正を

行い，部署主体の研修方法に変更しました。

　特に「薬剤の基礎知識」「インスリンの基

礎知識」「栄養管理の基礎」「麻薬管理」「輸

血管理」に関しては，OJTを進めていく上で

重要と考え，３密にならないよう，60人の

新人を３グループに分け，講義を撮影して動

画を視聴するという形で実施しました。表５

（P.62）に，実施また実施予定の新人看護職

員研修年間プログラムの「技術的側面」の一

部を示します。

　また，例年全体集合研修で行っていた「看

護記録」や「技術的側面」の内容に関しては，

部署での研修に変更しました。注射・与薬時

の患者誤認防止では，安全委員が小グループ

に指導することで，「新人の表情を確認しな

がら指導でき，自部署特有の具体的な事例を

提示できたことで，新人がイメージしやす

かったのではないか」「コミュニケーション

がとりやすく指導しやすかった」などの意見

があり，肯定的な良い結果をもたらしました。

　看護診断やクリニカルパスの指導において

は，指導者により指導内容に差が出ないよう，

事前にシナリオを作成し，統一した教材とし

必
須
研
修

専
門
別
研
修
（
３
コ
ー
ス
以
上
を
選
択
）

 研修担当

記録委員会

ラダー教育委員会

ラダー教育委員会

院外講師

 研修担当　その他

緩和ケア認定看護師
がん性疼痛看護認定看護師

がん化学療法認定看護師

医療支援センター看護師

救急看護認定看護師

重症集中ケア認定看護師
慢性心不全看護認定看護師

認知症看護認定看護師

感染管理認定看護師

摂食嚥下障害看護認定看護師

糖尿病看護認定看護師
慢性心不全看護認定看護師

２回　10/15（木），12/３（木）

３回　１回目：５/14（木）→７/20（月）
　　　２回目：病棟見学研修
　　　３回目：10/19（月）

２回　６/15（月），11/５（木）

２回　５/29 （金）→11/20（金）
　　　11/20（金）→１/21（木）

３回　５/15 （金）→６/１（月）
　　　７/９（月），10/９（金）

２回　６/８（月），10/12（月）

２回　６/29（月），11/13（金）

３回　１・２回目：講義・演習
　　　　　　　　　９/25（金），10/８（木）
　　　　　３回目：OJT（11～２月）

２回　７/６（月），11/26（木）

 必須研修

看護診断２回　７/２（水），10/１（木）

リーダーシップ２回　チームビルディング（チームリーダーとして）
　１回目５/19（火）→７/13（月），２回目11/９（月）

リフレクション１回　１Ｇ：７/７（火）　２Ｇ：７/10（金）
　指導者としてのリフレクション研修

看護研究公開講座　研究のプロセス　５/１（金）→10月以降に変更

 専門別研修

がん看護

がん化学療法看護

入退院支援

救急看護

重症患者看護

認知症看護

感染管理

摂食嚥下障害看護

慢性疾患看護

表４●2020年度キャリアラダーレベルⅢ必須研修・専門別研修
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