
〔巻頭特別企画〕はじめよう! TeamSTEPPS® 2.0スタートガイド

　さて，ここからは，TeamSTEPPS® 2.0コースマネジメントガイドを拾い読みしていきましょう。
TeamSTEPPSの概要が網羅されていますので，全体を知るには適した資料かと思います。
　今回は，皆さんが英語の原文を読破されるに当たってのサポートとして，TeamSTEPPSのマス
タートレーナーとして活躍中の辰巳陽一先生に，日本語訳をお願いしました。ただ，日本語に置き
換えるに当たっては，人それぞれの考え方やとらえ方によって解釈の異なるところもあるかと思い
ますので，できるだけ意訳はせず直訳で訳していただいています。

【コースマネジメントガイド日本語訳】 
　　　TeamSTEPPS Master Trainer　辰巳陽一（近畿大学医学部附属病院　安全管理部　教授）

　TeamSTEPPS 2.0コースマネジメントガイドは，マスタートレーナーがTeamSTEPPSトレー
ニングを実施するためのガイドです。もちろん，この内容を一般の医療関係者が学習用に使用さ
れることは可能です。
　このガイドでは，TeamSTEPPSコースおよびコースオプションの概要ならびに教材に関する情
報を提供しています。
具体的には，
・それぞれの用途に応じたコースを提供しています。
・受講者に最も適したコースを選択できます。
・研修を成功させるために準備すべき作業内容が確認できます。
・同時に，コースを補足，仕様変更できるメディアや資料を確認できます。
　マスタートレーナーがTeamSTEPPSの研修を行う際には，このガイドを活用することが強く奨
励されています。
　マスタートレーナーには，コースオプションや仕様変更の情報，そして研修の準備段階，研修
中や修了後の振り返りなどに用いるチェックリストなどは有用です。
　これらの情報は，マスタートレーナーになったばかりの人だけではなく，経験豊富なマスタート
レーナーにおいても役に立つので，情報更新のためにも定期的にチェックすることをお勧めします。

　TeamSTEPPS 2.0コースマネジメントガイドは付録を含む４つの主要項目で構成されています。
各項目は以下のとおりです。
・TeamSTEPPSの概要：TeamSTEPPSの簡単な概要ならびにコースの選択肢とその使用目
的が示されています。さらに内容を仕様変更する際の情報と資料が提供されています。
・研修の準備：研修の準備についての配慮とその具体的な手順について述べています。
・研修の実施：研修を実施するための検討事項と具体的な手順について述べています。この項目
の情報は，研修を実施中あるいは終了後に行う作業に特化しています。
・付録：この項の最終章では，付録として，コース日程の例やビデオ映像の原盤，TeamSTEPPS
の他のバージョンや科目のリストが収録されています。

Introduction　導入

TeamSTEPPS® 2.0コース
マネジメントガイド拾い読み　　 1グループ編
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　TeamSTEPPSは，医療の質と安全性を向上させるために設計された，エビデンスに基づいた，
包括的なチームワークのトレーニングシステムであり，30年以上にわたる空軍などの高ストレス，
高リスク業種における研究成果に根ざすものです。
　TeamSTEPPSは，教えやすく習得しやすい４つの核となるチームワーク技術，すなわちコミュ
ニケーション，リーダーシップ，状況モニター，相互支援を基本構造としています。
　チームについての知識や，核となる技術のための特定の手段や戦略は，目的に合わせて変更可
能で，その上で組織に提供されます。研修は，トレーナー養成研修を修了した人物（マスタート
レーナー）が，該当部署のスタッフに対して順次提供していきます。研修は，トレーナーをトレー
ニングする側面を持ちつつ行われ，結果，指導者となった人物（例えばマスタートレーナー）は，
次に各組織でスタッフを教育あるいはコーチしていくことになります。
　TeamSTEPPSの発祥は，もともとAHRQと共同で，国防総省の患者の安全プログラムによって開発
されました。TeamSTEPPSはAHRQによって，2006年に一般公開。2007年から，米国全体で
地域のトレーニングセンターでマスタートレーナーコースを提供する国内実施計画を開始しました。
また，AHRQは，情報や資料をWebサイト上で維持しています（http://TeamSTEPPS.ahrq.gov）。
　TeamSTEPPS 2.0は，当初のリリース以降，新しく得られたエビデンス，教訓，患者安全の
新しいトピックスを元にアップデートされたものです。これらには，各教育単位の概要が含まれて
います。また，参加者と共に行う演習や活動を適切で明確に促進させる情報とリンクしています。

Background　背景

　コースマネジメントガイドに記載された情報の理解を確実にするために，頻繁に使用される
用語のリストが示され，定義されています。
・マスタートレーナー：TeamSTEPPSの手段や戦略のみならず，TeamSTEPPSを患者の安
全の改善や安全で効果的なケアへ応用していくための知識が豊富なトレーナーです。またマ
スタートレーナーは，①部署の評価や実践能力の差異を同定する，②多くの組織横断的に
TeamSTEPPS導入を展開していく調整を行う，③あるいは，準備，教育，提供する際の部署，
部門，あるいはチームワーク展開中の施設と話し合うなどに長けています。
・トレーナー養成研修：部門や部署に所属するスタッフへの研修の指導者を養成するマスター
トレーナー養成研修を指します。
・実践者向け研修：トレーナーが，特定の作業領域に所属するスタッフに行う研修を指します。

Key Terms　重要な用語
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　用途により仕様の変更が可能なTeamSTEPPSのカリキュラムは，さまざまなトレーニング
オプションを含有する3つの大きなコースで構成されています。どれを用いるかは，対象者の
研修への要望や必要性によって決定されます。
　各トレーニングオプションは以下のように説明されています。
・マスタートレーナーコース：２日間のコースです。TeamSTEPPS基礎コースの修了者に行
われます。このコースでは他者にトレーニングするための材料を提供し，コーチとして成
果を挙げられるように訓練をします。この選択コースは，マスタートレーナーから指導さ
れます。トレーナーは，少なくとも医師１名，看護師１名を含む複数の部門から構成され
ていることが適切です。
・実践者向け研修：このコースのオプションは，他者に指導することを意図しない参加者に，
TeamSTEPPSの基礎を教えるために設計されています。このコースでは，下記の２つのオ
プションが利用可能です。
・基礎コース（ファンダメンタルコース）：ケアに直接携わるスタッフへの研修です。あらゆ
るケアや医療サービスの場面に適応できるTeamSTEPPSのメインステージです。４～６時
間で修了できるコースです。
・必須コース（エッセンシャルコース）：ケアに直接かかわらないが，安全なケアを継続的に
実践するために必要な情報を提供するスタッフに有用です。本コースは２時間で修了するこ
とが可能です。

　必須コースは，基礎コースとの互換性はありません。また，必須コースは，基礎コースで
提供された基礎教育と技能実習と代替できないことにご留意ください。

Course Options and Suggested Uses　コースのオプションと推奨使用方法
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　前頁の説明では，TeamSTEPPSコースのオプションの使用に関する情報が論じられました。
以下は，各オプションに関連した内容についての詳細です。

TeamSTEPPSマスタートレーナーコース
　マスタートレーナーコースは，指導および部署や施設の指導者を育成するために設計され
た，対話形式ワークショップの2日間のカリキュラムです。このコースでは，TeamSTEPPS
を教えるために必要な知識，および，計画，管理，TeamSTEPPSの主導を維持するために必
要な情報と資料を提供します。２日間のコースには次のものが含まれます。
　１日目はTeamSTEPPSの基礎を提供するように設計されています。次のように７つの項目
が含まれています。
・項目１―はじめに
・項目２―チーム構成
・項目３―コミュニケーション
・項目４―チームの指揮（リーダーシップ）
・項目５―状況モニター
・項目６―相互支援
・項目７―要約（概要のまとめ）
　２日目は別名トレーナー /コーチコースとして知られています。組織文化と管理の変化を実
行する手段，戦略，技術の練習を提供するように設計されています。内容は，TeamSTEPPS
のコーチを手配する，導入の効果を測定する，展開計画を実践するなどになります。展開計
画には，①問題提起する，②ゴールと独自の目標の設定，③チームに特有な指標の設定，④業務
上の態度や成果への確認とデータの分析などを目的に設計された10段階の行動計画を完成す
るための行動が含まれます。
　２日目の科目には，以下が含まれます。
・項目８―マネジメントの変革：安全の文化をどのように醸成するか
・項目９―コーチングのワークショップ
・項目10―測定
・項目11―展開計画のワークショップ
　（オプション）３日目はTeamSTEPPS基礎コースの指導練習の機会として設計されていま
す。３日目の参加は任意で，少なくとも１名の指導者（マスタートレーナー）が，コーチン
グや相談を行います。３日目の長さは，参加者の人数によって異なります。参加者は，一般
的に20分間教育演習を行い，その後，相互評価とコーチングを２分，インストラクターから
コーチング/相談を２分受けます。教育実習セッションで推奨されるクラスのサイズは，マス
タートレーナー１名につき８名です。３日目に関する情報および材料は，項目12 ―実習セッ
ションとして，インストラクターマニュアルに含まれています。
　必要に応じて，変更することができるマスタートレーナーコースのスケジュールの例は，
付録Ａに収録されています。資料や研修の実施に際しては，オンラインでインストラクター
マニュアルが提供されています。TeamSTEPPS基本的なツール。（注：このリンクは，基礎
コース項目とマスタートレーナーコースを構成しているトレーナー /コーチ項目の両方が含
まれます）

Course Options and Their Content　コースのオプションとその内容
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　マスタートレーナーコースの修了者は，マスタートレーナーを名乗り，さらなるマスタート
レーナーを養成することができます。同様に職員研修も実施できます。しかし，マスタート
レーナーは，研修の指導だけではなく，さらに幅広い役割を担う必要があります。つまり，マ
スタートレーナーは，その組織内の変化を担う人でもあり，TeamSTEPPS展開の準備，実行，
維持に重要な役割を果たさなければなりません。またマスタートレーナーは新しいチームワー
クスキルが適切に使用され，強化されていることを保証するためのコーチという役目もあります。
　しかし，部署や組織でのこの役割を十分に果たすために，新たな人材を選定したりコーチと
して特別に育成したりする必要があるかもしれません。
　TeamSTEPPS研修に関する詳細な情報は，この文書の「コースの準備」の章に示されています。

What does it mean to be a Master Trainer?　マスタートレーナーとは

　職員研修には２つのコースがあります。参加者が，ケアの直接の提供者の場合は，基礎コー
ス（ファンダメンタルコース）を実施します。このコースは，チームワークを向上させるため
のツールと戦略が含まれる４～６時間の対話型ワークショップです。基本コースは７つの項目
で構成されています。
・項目１―はじめに ・項目５―状況モニター
・項目２―チーム構成 ・項目６―相互支援
・項目３―コミュニケーション ・項目７―要約（概要のまとめ）
・項目４―チームの指揮（リーダーシップ）

　基礎コースで提供する内容および材料は，インストラクターマニュアルやオンラインで入手
できます。インストラクターマニュアル。（注：１～７の項目のみが基礎コースの一部とみな
されます）
　研修のスケジュールについては，研修によって多大な時間がとられることが日常のケアの安
全な提供に支障を来すことは十分考えられるため，代替スケジュールを使用したり，少しずつ
行ったりすることも可能です。
　以下に２つの選択肢を示します。
７つの科目を２回に分けて行う方法
・セッション１では，項目１～４（はじめに，チーム構成，コミュニケーション，およびチー
ムの指揮）を行います。
・セッション２では，項目５～７（状況モニター，相互支援，要約，およびオプションの実習
セッション）を行います。
週に１回，１科目を７週間にわたって行う方法
　実践者向け研修としてのもう一つの選択肢として，参加者がケアの直接の提供者でない時は
必須コース（エッセンシャルコース）を行います。必須コースはTeamSTEPPSの基礎コース
を凝縮したバージョンです。必須コースは１～２時間の対話型のワークショップで行います。
　必須コースは，基礎コースとの互換性はありません。基礎コースの代用となる内容です。
　必須コースの資料は，オンラインで入手できます。
注：必須コース，基礎コースを問わず，参加者の途中退席やスケジュールの困難を避けるため
に，研修に参加している間は，日常業務のすべてを免除する必要があります。関連する教材
と共に，上述のTeamSTEPPSコースオプションの概要を表に示します。

TeamSTEPPS Train-the-Participant（職員研修）
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TeamSTEPPSマ ス
タートレーナーコー
スは，施設内でのイ
ンストラクターや
コーチを養成するた
めのコースです。

クラスは，医師と看
護師のペアごとに，
学習効果が最大にな
るように構成しま
す。またすべてのク
ラスは，職種横断的
に構成します。

インストラクターマ
ニュアル，DVD，お
よびポケットガイド。
インストラクターマ
ニュアルには，Team
STEPPS基礎編，マ
ネジメントの変革，
コーチング，計測，
および実装計画ワー
クショップが含まれ
ています。補足材料
は，実践的な演習，
ビデオ素材，エビデ
ンスベースのリファ
レンスを含みます。

２日間コースです。
しかし，施設の条件
や要望によって柔軟
にスケジュールを変
更してください。
また参加者の混乱や
中途退席を防ぐた
め，受講中はすべて
の業務を免除しなけ
ればなりません。

最初のトレーニング
は，インストラク
ターの幹部（マス
タートレーナー）を
養成するために必須
です。その後，コー
スは新たなインスト
ラクターを養成して
いくために継続的に
開催されます。
マスタートレーナー
は初期のインストラ
クターやコーチング
チームには必須で
す。その後，チーム
に参加する個人の裁
量を設定します。裁
量とは，個人の教材
に対する経験，コー
チングの経歴あるい
は意図する役割に依
存しています。

表　TeamSTEPPSコースのオプション
対象者 規模／構成 教材 スケジュール 頻度

コースのオプションと説明：マスタートレーナーコース：TeamSTEPPS基礎とトレーナー /コーチコース

TeamSTEPPS基 礎
コースは，直接患者
にケアを提供する職
種のために設計され
ています。

参加者の数はインス
トラクターが相互作
用，学習，教育の効
果を最大限にするこ
とができるように決
定してください。す
べてのクラスはその
他の医師，看護師，
技師を含むように学
際的かつ機能横断的
に編成します。

施設/組織メンバー
は，現場でスタッフ
を訓練するために必
要なコース材料を決
めます。
ハンドアウトを使う
場合，通常は，スラ
イドを１ページに３
枚印刷します。見や
すさに留意してくだ
さい。補足教材とし
ては，ポケットガイ
ドを用いることもで
きます。

本コースは，４～６
時間で完了するよう
設計されています。
時間は，演習やワー
クショップに用いる
時間によって変動し
ます。

基礎コースは，ケア
を実際に行っている
医療者が受講される
ことを強く推奨しま
す。レジデンツを含
むすべての新入職員
は，オリエンテー
ションの一部として
この研修を受けるべ
きです。
コーチングや強化策
は，チーム機能を最
大限にするためにも
日常的にすべてのス
タッフに提供されな
ければなりません。
公式な再訓練は毎年
行ってください。

コースのオプションと説明：職員研修：TeamSTEPPS基礎コース（ファンダメンタル）

このコースは，患者
のケアを実行する際
に補助的な役割を果
たす非医療スタッフ
のために設計されて
います。

クラスサイズは，
ワークショップや議
論が可能な数で行っ
てください。

教材にはポケットガ
イドを用います。

このコースは１～２
時間で修了します。

本コースは，直接ケ
アにかかわらないス
タッフ（例えば，研
究員や給食，清掃，
事務部門など）への
必須研修とされるこ
とをお勧めします。

コースのオプションと説明：トレイン―参加者：TeamSTEPPS必須コース（エッセンシャル）
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　TeamSTEPPSの骨組み自体は広範囲に調査研究および検証されているものです。したがっ
て，改編せずに施行されることをお勧めします。しかし，すべてのコースは，受講者の必要
に応じて仕様変更することは可能です。提供された資料の利用方法は次のようになります。
・提供されたまま使う。
・補足や代替可能なTeamSTEPPSの内容と事例（付属）を使用して仕様変更する。
・独自の内容と事例を使用して仕様変更する。
　研修を改編するための材料には下記のものがありますが，これに限られるわけではありま
せん。
・TeamSTEPPS専門シナリオ：カリキュラムの一環として，TeamSTEPPS DVDが10領域
（例えば，外来診療，新生児ICU，OR，コンバットケア）について，131の専門のシナリ
オが含まれています。これらは，トレーニング内容の範囲内で置き換えて，議論を促進し
たり，戦略を訓練したりするために用います。新たに開発しても構いません。
・TeamSTEPPSビデオ素材：カリキュラムの中で，TeamSTEPPSの手段や戦略を伝える
ためにビデオの使用が可能です。別のビデオを使用したい場合は，付録Ｂに一覧表があり
ます。
・その他TeamSTEPPS項目とバージョン：TeamSTEPPSの追加項目とバージョンが
AHRQによって開発され，公開されています。これらはAHRQのWEBサイトにあります。
　これらの，追加シナリオ，事例，およびビデオはTeamSTEPPSトレーニングを仕様変更す
るための情報源として役立ちます。関連する項目とTeamSTEPPSのバージョンは，トレーナー
養成/マスタートレーナーコース内の各項目のインストラクターガイドに記載されています（イ
ンストラクターマニュアルの詳細については，「教材」を参照）。TeamSTEPPS項目およびバー
ジョンのリストは，それぞれの簡単な説明と一緒に，付録Ｃに示されています。

注：あなたが自施設の具体的な事例やケースを用いる場合，個人情報保護のため，細部を仕
様変更する責任があります（例えば，ケースの影響を損なうことなく，男性が女性に，子
どもが大人に，大人が子どもに）。これらの細部を，ケースへの影響なしに変更することが
できない場合は，別のケースを選択してください。事例に含まれる親族への影響を考慮す
る必要があります。それでも，その事例を使用すると決定した場合，機密性と法令遵守を
維持するために，HIPAA［医療保険の携行性と責任に関する法律］に従います。問題とな
るすべてのケースは使用を中止する必要があります。疑わしいケースを使用するかどうかに
ついては，リスク管理担当者にご相談ください。

Customizing Content　内容の仕様変更
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　研修を仕様変更する一つの選択肢として，TeamSTEPPSを教えるために，シミュレーショ
ンを基本としたトレーニングを使用する方法があります。シミュレーションベースのトレーニ
ングは，医療の専門家に教育と実践の機会を提供するのに有効です。マスタートレーナーの教
育に関して，シミュレーションの使用は，TeamSTEPPSの手段と戦略を提示したり体験した
りする機会を提供すると共に，TeamSTEPPSを教える際のインストラクターが行う演習の代
替法のモデルとなり得ます。
　シミュレーションは，さまざまな形態をとることができます。それは単純な技術（すなわち，
低忠実度）の場合や，洗練された，ハイテクシミュレーター（高忠実度）を使用する場合があ
ります。例えば，カリキュラムに記載されている紙の鎖を作る演習（チームの鎖）のような，
単純なロールプレイ演習やチームワークの活動は，低忠実度シミュレーションの形態です。ハ
イテクシミュレーターでは，参加者が現実的な環境の中で手段と戦略を操るための訓練が必要
になりますが，これが高忠実度シミュレーターの例です。これは，正しく使用した場合，どち
らのアプローチも効果的に対象者の教育に成果を上げることを知ることは重要です。インスト
ラクターやその施設が，研修に高機能機器を必ずしも用いる必要はありません。
　研修にシミュレーションを導入することに興味のある方のために，AHRQがシナリオベー
スのトレーニングの開発を指導し，使用法を提示します。このトレーニングガイドは，
AHRQのウェブサイトにあるシミュレーションを用いたものです。特に，学習目標を記述し
たり，出来栄えの測定法を見いだしたり発展させたり，参加者の出来栄えを振り返るようなシ
ナリオを作ったり使用することで，利用者を目標へ導きます。加えて，TeamSTEPPSは前述
の131のシナリオを持ち，これもトレーニングに適合させ使用することが可能です。

Integrating Simulation Into Course Delivery
コース提供の際シミュレーションの利用

　前述したように，マスタートレーナーコースは任意実習セッション（項目12）を含みます。
このセッションの目的は，マスタートレーナーがTeamSTEPPS研修を伝達する技術を持って
いることを確認することです。具体的には，①自分の組織に戻る前に，材料を教える実践と自
信を得る機会を参加者に提供することと，②TeamSTEPPSの技術，手段，および戦略につい
ての参加者の理解はカリキュラムが意図したものと同じであることを保証することが目的です。
　実施する場合，このセッションは通常，参加者の数とマスタートレーニングに割り当てられ
た時間に応じて，約４時間，トレーニングの３日目に行います。マスター研修カリキュラムに
おける項目12は，各参加者が「リード」インストラクターとしての基礎項目のいずれかを教
えることで，このセッションを実施するためのアプローチについて説明します。フィードバッ
クは，他の参加者とインストラクター（マスタートレーナー）の両方によって行われます。
　このアプローチの一つの代替案は，各インストラクター（マスタートレーナー）への参加者
の割り当てを小さなグループに分割することです。グループには，ティーチバックを実施する
専用のスペースが同時に必要になります。このアプローチの利点は，利用可能なトレーニング
時間を最大化しながら，各参加者が十分な練習を受け取ることが保証されていることにあります。
　別の方法としては，特定のTeamSTEPPSの手段や戦略をクラスで教え合えるように，参加
者を割り当てる（または参加者の選択を許す）方法があります。同様の方法が，項目12に記
載されていますが，ツールの割り当て（または選択）は実習セッションの前に行います。時間
が限られている場合，この代替のセッションは有用です。

Conducting the Practice Teaching Session 教育実習のセッション
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　効果的なトレーニングセッションには，コースに応じた準備，内容の提供，プレゼンテーション
の結果の振り返りを含みます。この章では，インストラクターの責任と準備へのアプローチの提言
について論じます。

Course Preparation　コースの準備

　TeamSTEPPSインストラクターの役割は，教室での授業に限定されるものではありません。
TeamSTEPPSの成功は，教室でのトレーニングだけでは保証されません。変化の努力と同様に，
TeamSTEPPSの導入には，日々の研修を強化し，監視する責任者（原文：チャンピオン）とチー
ムワークの原則に則ったロールモデルが必要です。そして，インストラクター（マスタートレー
ナー）は，チームワーク導入のための変革因子として機能する必要があります。
　インストラクターの役割の複雑さに起因し，選択された候補者が以下のとおりであることが不可
欠です。
・チームワークの提唱者と見なされます。インストラクターは，部門，施設，または組織内の
TeamSTEPPSの責任者です。彼らは，チームワークの原則を信じて，日々の業務中のチーム
ワーク活動を実現するためのモデルでなければいけません。
・いくつかの分野にまたがる学際的なトレーニングチームのメンバー。チームの目的とこのプログ
ラムの学際的な性質を確固たるものとするため，TeamSTEPPSカリキュラムは常に医師/看護
師のチームが教えるべきで，可能ならば，あるいは必要に応じてほかの職種で補完されるべき
です（例えば，技術者，教育者）。
・ダイナミックプレゼンター。教えること，要点を理解させることに熱意があり長けている人物で
す。インストラクターは，強力な口頭でのコミュニケーションスキルを持っている必要がありま
す。もし状況が許すならボランティアを募ってください。ボランティアの活用で，施設の成功が
約束されます。
・仲間と管理者の間では，指導者として見なされます。インストラクターは，部門，施設，ある
いは組織内で正式に権限ある位置を保持する必要はありませんが，変化をもたらそうとしている
職場のメンバーには高く尊敬されている必要があります。
・予定を柔軟に変更できる立場にあります。コースの研修中，インストラクターは積極的な指導
者の役割を演じなければなりません。さらにインストラクターは，周知されていて，近づきやすく，
変革の努力が行われている間，チームワークコーチングに協力的でなければなりません。

Selecting Instructors　インストラクターの選択
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　学習はコース修了で終わるわけではありません。変革チームの責任として，マスタートレーナー
は部署でのTeamSTEPPSの活用に際し，継続的なトレーニング，援助，および強化のためにコー
チングスタッフの整備を行います。スタッフあたりのコーチの数は，研修のそれよりも多くなります。
スタッフ10人に対して，１人のコーチがいることが推奨されます。そのため，マスタートレーナー
はコーチの役割を果たすことができますが，変革チームは，さらなるメンバーをコーチとして追加
する必要があるかもしれません。項目９－コーチングワークショップで説明したように，新コーチ
には，コーチングの役割と技術を身に付けるためのオリエンテーションが必要です。

Selecting Coaches　コーチの選択

　TeamSTEPPSのカリキュラムは，行動の方法，人的要因，およびヘルスケアにおける文化
的変化などの事実に基づいています。また，TeamSTEPPSカリキュラムは，ジョン・Ｐ．コッ
ターの著書『カモメになったペンギン』から発想を得ています。この本は，氷山が溶け出した
時のペンギンたちの物語を通じて，組織内の変革を開始し，維持するための一連のステップを
示しています。この本はインストラクターマニュアル，プレゼンテーションスライドのデザイ
ンにも用いられています。
　マスタートレーナーコースの材料には，TeamSTEPPSインストラクターマニュアルと
TeamSTEPPS DVDがあります。インストラクターマニュアルとDVDの両方はホームページ
から入手できます。
　基礎コースは，マスタートレーナーコースの一部です。そのため，インストラクターマニュ
アルとDVDはこのコースを提供するための材料です。必須コースには，独自の教材があり，
TeamSTEPPS DVDとオンラインから利用可能です。

Course Materials　教材
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　インストラクターマニュアルは，研修を計画する手段と指導のための参考資料として使用してください。
インストラクターマニュアルを，研修の準備手段として，またコースを効果的に実施するための事前計画に
使うことはとても重要です。
　インストラクターマニュアルにはいくつかの資材が含まれています。
・TeamSTEPPS 2.0コースマネジメントガイド（※本稿です）
・基礎コースで用いる資料（マスタートレーナーコースの１日目として，あるいは研修参加者のコースとし
てのいずれか）。これらの資料は７つの各項目のためのインストラクターマニュアルや，関連するエビデ
ンスに基づく演習用配布資料やスライドを含みます（ハンドアウトの形のインストラクターマニュアルで
提供；TeamSTEPPS DVDで修正可能なパワーポイントスライドとして提供）

・トレーナー /コーチコース（マスタートレーナーコースの２日目）で提供するための資料。これらの材料
は，各４つの項目のインストラクターマニュアルと関連する演習の配布資料およびスライドが含まれてい
ます（ハンドアウトの形のインストラクターマニュアルで提供；TeamSTEPPS DVDで修正可能なパワー
ポイントスライドとして提供）

・マスタートレーナーコースの３日目のオプションの際に提供する資料（項目12－教育実習セッション）。
これらの資料には，インストラクターマニュアル，教育実習のフィードバックフォーム，および項目のス
ライドが含まれています（ハンドアウトの形のインストラクターマニュアルで提供；TeamSTEPPS DVD
で修正可能なパワーポイントスライドとして提供）

　前述のように，それぞれの指導項目ごとに，インストラクターガイドが提供されます。この教材は，項目
の実施を計画するインストラクターに重要な情報となります。マスタートレーナーが研修の準備をする際に
は，このインストラクターガイドを用いることが強く勧められています。これらの教材は，マスタートレー
ナーが各項目の内容に精通し，教育内容を熟知することを約束し，ひいては，研修参加者に伝わるはずです。
　各インストラクターガイドにはインストラクターアウトラインが含まれています。この資料は，内容の流
れの概要を説明するだけでなく，必要とされているすべての資料やビデオを一覧表で示し，時間が制約され
ている場合のオプションとして考えることができる内容と演習を提示しています。ここには，関連資料ある
いは追加資料も情報，内容，ビデオの情報源として一元化されており，受講者のために項目を変更するため
に使用可能です。
　項目内の各スライドには，項目の教育目的を確実に達成するために，インストラクターが参加者と共有す
るべき情報を伝える目的でインストラクターガイドが文章で示されています。このテキストは，「台本」と
見なす必要はないですが，すべてのキーポイントを効果的に研修参加者に提供することができるように，注
意深く目を通しておく必要があります。またインストラクターガイドは，講義内容のみならず，項目の中で
の議論や演習を円滑にするための代替案も提供しています。
　インストラクターガイドには，インストラクターに気づかせたり，講師や参加者が行うさまざまな活動を
認識させたりする目的で，全項目を通じてアイコンが表示されています。
　各アイコンと，それに対応するアクションを以下に示します。

　　　Time：時間 Materials：資料

　　　Instructor Note：インストラクターノート Discussion：議論

　　　Play Video：ビデオ視聴 Video Time：ビデオ所要時間

　各インストラクターマニュアルの最後に，すべての補足資料が含まれています。各々の基本項目と項目に
関連するすべての演習用配布資料/ワークシートの資料はエビデンスに基づいています。

TeamSTEPPS DVD
　インストラクターマニュアルに加えて，TeamSTEPPS DVDが利用可能です。DVDは研修用スライドを含
む修正可能な形の研修教材を含んでいます。例えば，研修予定のサンプルや測定ツールのような他の材料も
含まれます。また，DVDには，必須コースの材料や特定のシナリオのセットが含まれています。これらのシ
ナリオは，演習を補足したり，研修参加者に最も適した練習やシミュレーションを作るために利用可能です。
　DVDには，カリキュラムからのすべての動画だけでなく，トレーニングを仕様変更するための付属的な
動画も含んでいます。多くのビデオ描写は一対になっており，一つは改善の「機会」があるものとして描か
れ，もう一つはチームワークの「成功」を描いています。短いビデオクリップは，特定のTeamSTEPPSの
手段と戦略を強調するために利用可能です。前述のように，TeamSTEPPSのスキルごとに利用可能なビデ
オ描写の表が付録Ｂに示されています。

Instructor Manual　インストラクターマニュアル
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　効果的なトレーニングセッションをより確実にするために，クラス開始前にいくつかの作業を行う必要が
あります。使用する教材を理解し教える練習を行う；トレーニング技術に関する情報は，付録Ｄに引用でき
るように準備されています。多分野にわたる学際的なトレーニングチームが研修を教えるべきであり，イン
ストラクターは，できるならばすべての討論に参加します（インストラクター自身が討論セッションに飛び
入りしたり抜けたりしながら非公式参加者を教育するのが，この研修の価値です）。
　コースの前の日に完了しなければならない業務活動がいくつかあります。必要な業務のいくつかは，必ず
事前に完了する必要があることに注意してください。したがって，組織がTeamSTEPPS研修を実施するこ
とを決定したならば，チェックリストに提示された業務については，ただちに検討することをお勧めします。

Course Preparation Checklist　コースの準備チェックリスト
□日程の調整
□教室の予約（可能な限り事前に）
□マスタートレーナーコースを実施する場合，導入計画ワークショップをしたければ小会議室の使用を予定
します

□教室に研修を行うのに必要な道具が揃っているかを確認します
□複数のトレーニングを予定しているなら，研修のリストを作って公開します
□必要に応じて，食事や飲み物も準備します
□参加者の想定をします
□生涯学習の認定証を得られるよう地域の担当者と調整します
□コースの課題を含め，参加予定者に事前情報を配布します。参加者は，コースの予習に十分な時間を持て
るように調整してください

□参加者の資料を入手または印刷します（例：ポケットガイド，説明用のノートページなど）
□マスタートレーナーコースを実施する場合は，AHRQからインストラクターマニュアルを入手することも
できます（詳細については，http://TeamSTEPPS.ahrq.gov/abouttoolsmaterials.htm#orderMaterials
にアクセスしてください）

□（トレーニングチームは学際的であるべき）事前に研修チームと会っておきます
□各インストラクターに項目を割り当てます
□すべてのインストラクターが休憩を含むコースのイベントの流れを知っていることを確認してください
□指導に備えます
□素材，割り当てられた各項目，特にインストラクターマニュアルを確認します
□仕様変更が必要な場合は，項目を再確認して何を変更するか決定します。これには，コースの参加者のリ
ストを確認し，その臨床的地位や作業部署を確認することが有用です。可能な限り，シナリオ，ビデオ描
写，または聴衆に合わせ個人的な経験を盛り込むことを検討してください

□オプションの内容と演習内容を決定します
□予行演習をします
□快適さと親しみやすさを確保するために，必要な機器を使用してください
□新しいインストラクターのために，練習用クラスを準備します。トレーニングセッションの後，多くの変
革チームでは，コーチ追加の必要性を感じるでしょう。初回もしくは練習用クラスという素晴らしい機会
は，早期適応者，出番のなかったリーダー，新規コーチたちに教える機会になります

□このことで，新しいインストラクターは，自信と核となる能力を育み，部署，部門や組織は，将来コーチ
や問題解決者となり得る熱心なチャンピオンを加えるという利益を享受します

□経験豊富なインストラクターは，インストラクターマニュアルや材料の見直しを行います。マニュアルは，
TeamSTEPPSを組織に適合させることを奨励していますが，インストラクターは定期的に意図された
キーポイントを伝え，教育目標を達成していることを確認するために資料を見直すことが強く勧められます

□コースための資料およびセットアップを準備します
□AHRQにインストラクターマニュアルを発注した場合は，前日までに到着ならびに内容を確認してくださ
い。当日まで放置することのないように

□討論や演習を円滑にするためのフリップやマーカー，それに基礎コースの中にあるチームワーク演習の材
料なども確認ください

□必要な機材が利用可能かつ操作可能であることを確認してください
□名札（例えば，貼り付けるタイプ）に加えて，トレーニングの人数が多い場合やすべてのインストラクターが
参加者の名前を知らない場合のために，個々とコミュニケーションできるようネームプレートも準備します

□マスタートレーナーコースを実施する場合は，導入計画のワークショップのためのスペースの確保を検討し
ます。各々のグループは作業をしたり活動計画について話し合うための空間が必要です。グループミーティ
ングを行うために机を移動したり，時に別室に移動したりというようなことも視野に入れて準備をします

Activities to Complete Prior to the Course  コースの前に完了すべき作業
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　上述のように，事前準備は研修を効果的に行うために必須です。そして同様にコースの直前，
途中，そして終了後にも，完結すべき事項がたくさんあります。ここではそれを説明します。

Course Delivery　コースの提供

　トレーニングセッションが滑らかに進行することを確実にするために，いくつかの措置をと
らなければなりません。次に示すチェックリストに示される行動は，コースの日，トレーニン
グの開始前に完了されなければならないものを意味します。

コース提供確認リスト（トレーニングを開始する前に）
□準備とトラブルシューティングのための時間を考慮し，早めに会場に入ります
□すべての物品（配布資料，消耗品など）が利用可能であることを確認してください
□必要なすべての機器が利用可能かつ操作可能であることを確認してください
□教室のセットアップが適切であることを確認してください
□可能な場合，飲み物の確認をしてください
□参加者が到着する際，出席名簿を用意します
□継続教育証明書が付与されている場合：
　□配布用証明書を持参してください
　□出席名簿上の情報が完璧か確認してください
□参加者に資料を配布します

Activities to Complete on the Day of the Course　当日にやっておくべきこと
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　以下のチェックリストは，コース提供中に完了する必要がある活動に従います。

（訓練中）コース提供のチェックリスト
□（コース開始時に）すべての参加者が出席名簿に署名していることを確認してください
□（コース開始時に）すべての参加者が名札を持っていることを確認してください。名札に書
くのは名前のみです。これは，参加者間の階層意識を平坦化する助けとなります
□CME，CE，またはCEUSを含む継続的な教育履修単位が許可されている場合，開示説明書
を読み上げ，このクラスはどこにも帰属しない環境で行われる旨を学生に知らせてください
□説明を分かりやすくするために，利用可能なトレーニング機材やマルチメディア機器はすべ
て使用します
□可能なら，基礎データを収集します。部署や部門や施設の現状を検討する目的で行いたい測
定資料，例えばAHRQ患者安全文化度調査，患者あるいは職員満足度調査などを配布し回
収します（もし研修の前に行った場合，結果はプレゼンテーションに組み込むことができます）
□（研修の最後に）研修の評価を研修終了時に配布し，回収します（研修の評価の詳細につい
ては，項目10の測定を参照してください）。学生のフィードバックがトレーニングセッショ
ンの有効性を評価するために重要です。また，コースを変更するために使用するデータを収
集するために不可欠です。
□（研修の最後には）CME/CE/CEU証明書を配布します

Activities to Complete When Delivering the Course　コース提供中に完了が必要な活動

　コース終了後に完了すべき業務を以下のチェックリストで示します。

研修後の振り返りチェックリスト
□同僚のインストラクターで研修を振り返ります。何がうまくいって，何を改善することがで
きるのかについて話し合います。コースの評価を確認して，何がうまくいって，特に改善が
推奨されるものは何か検討します
□研修情報の正確かつ完全なファイルを保存します。含めるのは，
・参加者（すなわち，出席名簿）
・コースの評価
・完成し，日付が記載され，署名されたCME/CE/CEU開示文（そのような登録更新がある
場合）

□参加者のためのCME/CE/CEU処理を完了するために必要な情報や記録を提出します（その
ような登録更新がある場合）

Activities to Complete After the Course　コース終了後に行うこと
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