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■ TWIとは何か
On-the-Job TrainingとTWI
　職場教育は教育の実施方法・教授様式と
いう点から，Off-the-Job TrainingとOn-
the-Job Training（以下，OJT）に分類さ
れます。OJTは，端的に言えば，職場で上
司や先輩などの指導の下で仕事をやりなが
ら，仕事を覚えていくタイプの訓練です。
「言葉や図で特定し，表現できない知識・
技能」があり，それを学ぶためには職場で
仕事をしながら学ぶ（＝OJT）必要がある
のです。型の決まったフォーマルなOJTだ
けでなく，仕事をやりながら分からないこ
とを先輩に尋ねて仕事を覚え，実務経験を
積み重ねて技能を習得するというインフォー
マルなOJTも重要だと言われています１）。
　一方で，上司の仕事の仕方を見よう見ま
ねで覚えたり，上司によって教え方が違う
やり方を学んだりすることが，本当によい
方法なのだろうかという疑問も湧きます。
また，実際に私たちが現場で部下や後輩た

ちにOJTで「何となく」教えていることは，
本当に「言葉や図で特定し，表現できない
ような，知識・技能」なのでしょうか。こ
のような疑問を解消してくれるのが，本稿
で紹介するTWI（Training Within Industry 
for supervisors）のうち，TWI-JI（Job 
Instruction）という手法を用いたOJTで
す。やって見せるだけ，言って聞かせるだ
けになりがちなOJTですが，TWI-JIは「正
しくない教え方では，教えたつもりでも教
えたことにならない。相手が覚えるかどう
かは，全く教える側の責任である」という

医療現場の指導に足りないピース： 
TWIの「仕事の教え方」

大阪公立大学大学院医学研究科医療の質・安全管理学は，
臨床医学系の研究室で医療の質・安全学にかかわるさま
ざまな専門職・職員が，大学院生あるいは研究生として
研究共同体に参画している。現在，専任教員１人，博士
課程２人（医師１人，薬剤師１人），修士課程３人（看
護師２人，外国人国費留学生１人），大学院研究生（薬
剤師１人），学内連携研究員（事務職員１人修士号取得
者），学外研究員（看護師１人，臨床工学技士１人）の
メンバーが所属している。

施設概要 大阪公立大学大学院医学研究科医療の質・安全管理学
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大阪母子医療センター　 
集中治療科　副部長
大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部
卒業後，初期研修・小児科専門医研修を経
て，米国臨床留学。シンシナティ小児病院の

集中治療科フェローとして，同院の医療の質・安全に対する先進
的な取り組みに触れる。帰国後，小児集中治療に従事しながら， 
大阪市立大学（現・大阪公立大学）大学院医学研究科博士課程
で医療の質・安全管理学を専攻。小児医療・小児集中治療にお
ける医療の質・安全に関する研究・実践に取り組んでいる。

山口（中上）悦子　

大阪公立大学医学部附属病院 
医療の質・安全管理部　病院教授／部長
山口大学医学部医学科卒業後，大阪市立大
学（現・大阪公立大学）医学研究科／大阪
大学人間科学研究科で医学と心理学の博

士号を取得。東京大学無菌治療部（国内留学），WHO Patient 
Safety Program Internshipを経験し，現在は「組織の学習と
発達」をテーマに，医学と心理学を融合した観点から，医療の
質・安全管理学の唯一の専任教員として院生・研究生を指導し
ている。
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業を標準化すると作業者は何も考えずに作
業をただこなすだけになり，仕事のやり方
を工夫したり，状況によってやり方を臨機
応変に変えたりすることができなくなり，
仕事に人間味がなくなる」というものです。
このような状態は標準化とは言いません。
これは統一化・画一化・マニュアル人間化
と言って，別物です。「管理者はよく，標準
化とは科学的に最良の仕事のやり方を発見
して，それを凍結することであると誤解」21）

してしまいます。しかし，「標準とは，現
在知られているもののなかでベストな仕事
のやり方であり，そうして定められた標準
は，実際にその仕事をやっている人々がよ
りよい仕事のやり方を追求していく過程で，
継続的改善と組織的な学びのための枠組み
と基準を与える」22）のです。このように，
標準作業とは，現在の標準であると同時に，
絶えず改訂を続けて，絶え間ない改善と従
業員の自主活動の土台になるのです。
　標準化がサービス業においてもいかに大
切かを示す例は，枚挙に暇がありません。
『マリオット・ウェイサービス12の真実』
の著者Ｊ・Ｗ・マリオット・ジュニアは，
「確立されたシステムとマリオット標準管
理運用規程で実行するのは，発生しやすい
問題を事前に防ぐことであり，従業員に今
まで発生したことのない未知の問題を解決
することに意識を集中できるようにするた
めなのである。サービス産業で成功するた
めの鍵を握っているのは，未知の問題への
対処の仕方と行動力である。システムをつ
くって基礎を固めておくことで，従業員は
一人ひとりのお客さまに合わせたサービス
をより多く提供できるようになり，また非
常事態と日常との違いをわきまえた上でサー
ビスできるようになる」23）と語っています。

　サービス業の一つとされる医療も例外で
はありません。例えば，米国のバージニア
メイソン病院（Virginia Mason Medical 
Center：以下，VMMC）では，看護師に
よる定時の患者回診のプロセスを標準化し，
TWIの「仕事の教え方（JI）」を用いて教え
ています24）。入室の仕方から声のかけ方，
トイレの介助の申し出，ベッド周りの環境
整備，退室の仕方に至るまで回診のプロセ
スを主なステップに分け，急所とその理由
を教えるのです。その結果，心がこもって
いない通り一辺倒なケアになってしまった
かというと，まったくそうではありません。
むしろ，適切な声かけによって患者のニー
ズを引き出しやすくなり，より患者に寄り
添ったケアを提供できるようになりました。
その上，患者の転倒転落も減少したのです。
興味深いのは，回診のプロセスというのが，
多くの人が想像するような「作業」（つまり，
採血など手を使う技術中心の作業）ではな
いということです。つまり，「仕事の教え
方（JI）」は，「ハードスキル（手を使う技
術）」だけでなく，声のかけ方のような「ソ
フトスキル（手を使わない技術）」にまで
応用できるということです。その点におい
て，より一層，医療現場へのTWIの適用可
能性が広がるのです。
　実は，私たち大阪公立大学大学院医学研
究科の医療の質・安全管理学のメンバーは，
自分たちの勉強として，VMMCでのTWI-
JI導入の物語が書かれた書籍『Getting to 
Stan dard Work in Health Care：Using 
TWI to Create a Foundation for Quality 
Care』を翻訳しました。その過程で，TWI-JI
法を医療に取り入れることで，「マニュア
ルを作っても，少しもできるようにならな
い」「いろいろな人が違うことを言って，正
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しいやり方が分からない」などといった悩
みがなぜ起こるのか分かりました。その原
因は「教える人の教え方」にあったのです。
そこで私たちは，VMMCの書籍にあった複
数の事例に学びながら，自分たちの経験や，
その他の文献で調べたことを加えて，日本
の病院でも使えるようなTWIのガイドブッ
クを作ってみました。次号（６・７月号）
では，実際のTWIを活用するためのガイド
ブックをWeb特集にて公開します。私た
ちの作ったガイドブックが，皆さんの日頃
の仕事のお悩み解消に，少しでもお役に立
てば幸いです。
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事例検討を通して悩み・課題を解決

日総研 170070ねらい・お客様の声は 検索

中村 有氏

今どきの若者への対応と
OJT指導で活用できる
有効なアプローチ方法

ーサッレトス職護看（ISN】トステ理心【
インベントリー）の体験ができる

プログラム

駿河台大学 心理学部 准教授
公認心理師・臨床心理士
前 東邦大学医療センター 大橋病院 職員健康相談室 

録画配信オンラインセミナー ※講義時間
4時間

※PC／タブレット／スマートフォンなどインターネット環境が必要です。

本誌購読者 12,000円　一般 15,000円参加料／税込

申込締切：22年5/1（日） 

［視聴期間］

約２週間オンライン
録画配信 申込2～3日でテキスト到着。

すぐ視聴出来ます。

１．今どきの若者を知る
２．今どきの若者の特徴と
その対応方法について考える
Case１　すぐ心が折れてしまう
Case２　相手の表情が読めない　ほか

３．信頼関係を築いていくために必要なOJT指導法とは
４．公認心理師・臨床心理士・専門健康心理士として
病院職員のメンタルヘルスに携わった経験から
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