
オンライン研修を成功させるコツ　■ 特集2

　当院の医療安全管理室では，「①安全・安
心な医療の提供，②安全文化の醸成」を活動
目標として掲げ，安全で質の高いチーム医療
を目指して活動しています（写真）。安全な
医療を提供し安全文化を浸透させる活動とし
て，年間20回程度の医療安全研修会を多職
種が講師となって開催し，集合研修以外にｅ
ラーニングを導入した研修も行ってきました。
しかしながら，2020年度は新型コロナウイ
ルス感染予防のため，会議や集合研修は３密を
避けるために人数制限をしたり開催中止になっ
たりして，例年どおりに実施できなくなってい
る状況です。また，全国どの地域でも，集合研
修が開催できていない状況と聞いています。
　当院では2018年より，シナリオ作成から
撮影，編集などすべてを職員が担当して作成
した動画を，院内の医療安全研修の教材とし

て用いています。本稿では，コロナ禍におけ
る院内研修の一助とするために，当院の取り
組みや動画作成のプロセスを紹介します。

動画作成に至った経緯
　当院の患者確認の基本行為として，患者
（家族）に名乗ってもらうことを原則として
います。医療安全管理マニュアルには，診察
受付時・診察時・検査時など具体的な患者確
認方法を記載しています。また，受付ホー
ル・各診療科外来・病棟掲示板には，「私た
ちは，患者間違い防止対策のためにお名前と
生年月日を全員にお聞きします」と書かれた
ポスターを掲示し，取り組みを周知すると共
に患者への協力を呼びかけています。中央手
術室においては，手術室ホールと各手術室内
の２カ所で患者確認（認証システム＋名乗っ
てもらう）を実施し，患者誤認を防止する対
策を行っています。
　しかし，患者誤認による採血間違いや薬剤
投与間違いといったインシデント報告数は
年々増加傾向にありました（図）。当院では
認証システムを採用しているものの，採血や

　病床数346床（一般337床，結核９床），診療科数22
診療科，平均在院日数10.4日，病床利用率82.1％，救
急受け入れ人数１日平均35.2人（2019年度）。急性期医
療，災害拠点医療，がん診療連携拠点病院，地域医療
支援病院などの保険医療圏域の中核病院としての役割を
担っています。胃・大腸ESD件数は全国30位台。ダヴィ
ンチ手術は年間69件行っています。
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内服薬投与には対応していないため，マニュ
アルどおり名乗ってもらうことが最大の予防
策なのですが，報告されたインシデントレ
ポートの多くで，ルールを守らなかったこと
が要因として挙げられていました。患者誤認
は大きな医療事故につながるため，前任の医
療安全管理者（以下，前任者）は誤認防止が
重要な課題と感じていました。
　前任者は，医療安全管理者に就任した際に，
病院長から「おもしろい医療安全をやってく
れ」と言われたことをきっかけに，医療安全川
柳を募集して優秀作品を表彰するなど，医療安
全の取り組みを患者に紹介してきました。そし
て，2017年には患者誤認防止の目的として，
職員参加型のビデオ作成を思いつきました。
　医療安全管理室メンバーで「患者誤認」の
動画を作成して院内研修の資料として使うこ
とで，職員へ患者確認防止に対する意識付け
と基本動作の再周知ができるのではないかと
思い，作成するに至りました。

動画作成の流れ
■必要物品
　動画作成に当たって用意したものは，次の
とおりです。
・�ビデオカメラ（SONY HANDYCAM 

HDR-CX420）

・�動画編集ソフト（Windowsムービーメー

カー）

・患者役用衣装　・その他

　ビデオカメラや動画編集ソフトは一般に市
販されている機器を使用しました。

■作成スケジュール

　発案・構想は2017年末でした。2018年の
はじめに医療安全室メンバーへ構想を提案し
了承を得，年度内完成を目指して作業を進め

ました。特に詳細なスケジュールは立てませ
んでしたが，約１カ月で患者誤認事例を募集
し，事例選択の作業をしました。その後１カ
月でシナリオを作成・修正しました。選択し
た３つの事例に出演するスタッフの勤務に合
わせ，３日間にかけて１日１事例を撮影しま
した。その後，編集作業に入り，2018年２
月に完成しました。

■シナリオの実際

　選択した３つの事例のうち，１つのシナリ
オを資料に示します（残り２つのシナリオは
本誌読者専用サイトでご覧いただけます）。

※�動画はYouTubeで
　一部ご覧いただけます。

https://youtu.be/t-o5_20oKKE

■動画作成に当たって 
心がけたこと・反省すべきこと

シナリオ作成
　セーフティーマネージャーを３グループに
分け，それぞれのグループでシナリオを考え
ることから始めました。その際に注意するこ
ととして，実際に報告のあった事例を基に作
成することから，シナリオが具体的すぎると
インシデントの当事者が特定されてしまうた
め，大まかに作ることとしました。また，ナ
レーションを入れることで，状況を理解しや
すいように工夫しました。３事例とも，間
違った確認方法と正しい確認方法をそれぞれ

図■患者誤認件数の推移
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資料■医療安全対策動画のシナリオ
■：ナレーション

登場人物
医師Ａ
患者Ｂ（いさわ　いちろう）
患者Ｂの妻Ｃ
事務職員Ｄ
薬剤師Ｅ

　この事例は，外来診察時に起きた「いさわ　いちろう」さん（83歳）と「いさわ　し
ちろう」さん（70歳）の類似名によって起こった患者誤認です。

医師Ａ（マイクで患者コール）「いさわ　しちろう　さん，○番の部屋へお入りください」
妻Ｃ「おじいさん，呼ばれたよ」と患者Ｂに声をかける。
患者Ｂ「おお，もう呼ばれたか」と，妻と一緒に診察に入る。　シーン１

　呼ばれて診察室に入ってきたのは「いさわ　しちろう」さんではなく「いさわ　い
ちろう」さんでした。医師Ａさんは「この間入院した時，こんな顔だったかな…。
奥さんにも会ったことはなかったような」と少し違和感を覚えたようですが，外来
が混んでいたこともあり診察を始めてしまいました。

医師Ａ「いさわさん，いかがですか，調子はどうですか」
患者Ｂ「おかげさまで調子がよいです」
医師Ａ「お薬を処方しておきますね。次回は１カ月後で予約を取っておきます。お
大事にしてください」と言って診察終了。　シーン２
患者Ｂは妻Ｃと一緒にブロックのソファーで休みながら呼ばれるのを待つ。
事務職員Ｄ「いさわ　しちろう　さん」とコールする。
患者Ｂは窓口に出向く。
事務職員Ｄ「いさわさん，診察券をお返しします。こちらは処方箋と予約券です。
お大事にしてください」と言って診察券，処方箋，予約券を渡す。　シーン３
患者Ｂ「どうもありがとうございます」と言って処方箋などをもらって薬局に向かう。
薬剤師Ｅ「いらっしゃいませ，こちらにどうぞ。処方箋を預かりますね。お薬手帳
はお持ちですか」と声をかける。
患者Ｂは処方箋とお薬手帳を薬剤師Ｅに渡し，調剤が終わるのを待つ。
薬剤師Ｅお薬手帳と処方箋の名前が違うことに気づく。
「あら，処方箋の名前は“いさわ　しちろう”だけど，お薬手帳は“いさわ　いち
ろう”で，これは間違いだわ。」 シーン４

　ここで初めて患者間違いに気づいたようです。どの場面で，どのように行動すれ
ばこの誤認は防げたでしょう。

【正しい行動を確認してみましょう】
〈医師の場合〉
医師Ａ「いさわ　しちろう　さん，○番の部屋へお入りください」
患者Ｂと妻Ｃが診察室に入ってくる。
医師Ａ「ご本人確認をしますので，名前と誕生日を教えていただいてもいいですか」
患者Ｂ「いさわ　いちろう　です。誕生日は…」
医師Ａ「いさわ　いちろう　さんですね，今お呼びしたのは，いさわ　しちろう
　さんですので，申し訳ありませんがもう少しお待ちください。改めて順番が
来ましたらお呼びします」 シーン５

〈事務職員の場合〉
事務職員Ｄ「いさわ　しちろう　さん」とコールする。
「いさわさん，確認のためお名前と誕生日を教えていただいてもよろしいですか」
患者Ｂ「いさわ　いちろう　です。誕生日は…」
事務職員Ｄ「いさわ　いちろう　さんですね，申し訳ございません，今お呼びした
のはいさわ　しちろう　さんですが，診察はもう終わりましたか。診察が終わっ
ているのであれば，カルテが間違っているかもしれません。申し訳ありません
が，先生に確認しますのでもうしばらくお待ちください」 シーン６

　類似名の場合は特にも聞き間違いをする危険があります，本人から名前と生年月
日を名乗っていただき間違いがないことを確認することが必要です。
　忙しい時こそ落ちついて氏名，生年月日の確認をしていきましょう。

診察時の患者誤認事例１

シーン１

シーン６

シーン５

シーン３

シーン４

シーン２

【正しい確認方法の実践】
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入れることで，患者誤認が発生した原因がよ
く分かるようにしました。
撮影と編集
　撮影に関しては，工夫したにもかかわらず
反省点が多かったように思います。院内で撮
影するには，一般患者が映らないように注意
することが大切であることから，現在は閉鎖
している病室をその場面に合わせてセッティ
ングし撮影しました。また，診察の場面は外
来診察が終了してから撮影することで，外来
患者が映らないよう配慮しました。
　撮影では家庭用ビデオを使用していたた
め，専用のマイクなどもありませんでした。
そのため，ビデオカメラに付属しているマイ
クで演技者の声とナレーションを同時に記録
しなければならず，編集した時に演技者とナ
レーションの声が聞きやすいようにするため
のビデオカメラの位置関係には苦労しました。
　編集はシーンごとに撮影した動画を１つに
つなぎ合わせただけで，特に難しい編集は行
いませんでした。しかし，編集しながら気づ
いたことは，夜間の撮影にもかかわらず照明
器材を準備していなかったために，出来上
がった映像がやや暗く仕上がってしまったこ
と，三脚を使用しないで撮影したためにズー
ムした場合に手ぶれが発生し見にくくなって
しまったことなどが反省材料でした。

動画作成を振り返って
　当院は職種間の垣根が低く，アットホーム
な雰囲気の病院です。動画作成には，医師，看
護師，薬剤師など院内で勤務するすべての職種
が協力してくれました。撮影時も，興味を持っ
たスタッフが見学に来てアイデアを出してくれ
ました。撮影をスムーズに進める上では，どん
なことでも話し合えるコミュニケーションが非
常に大切だと改めて知る機会となりました。

　シナリオ作成はメンバー間で何度も集まり
検討したものの，実際に撮影を始めると普段
の環境と違うこと，言葉の使い方，演技に慣
れていないことで会話が棒読みになってし
まったことなど，見る人に伝える難しさを実
感しました。
　作成した動画は院内研修会で上映し，参加
した職員からは「リアルな事例でよい」「具
体例があり分かりやすかった」「常に氏名・
生年月日を患者さんから名乗ってもらってか
ら行動したい」などの感想や意見があったこ
とから，動画作成にかかわったセーフティーマ
ネージャー一同うれしい気持ちとなりました。
知っている職員が研修動画に登場することで，
より興味を持って研修に参加してくれたと感じ
ます。また，撮影の打ち上げ会では「主演男優
賞」「主演女優賞」「助演男優賞」「助演女優賞」
などの授与式も行い，さらに親睦を深めるこ
とができ，有意義な動画作成となりました。
　職員が作成した動画を研修会で用いること
によって，次のような効果をもたらしたので
はないかと思われます。
① 既成の動画よりも興味を持って見てもらえる。

② 実際に報告されたインシデントに基づいて

作成されていることから，身近に感じられる。

③ 伝えたいことだけを動画にすることで，短

時間で研修ができる。

④ 作成に参加した職員にとって，医療安全が

身近に感じられる。

　今後は，特に撮影時の反省点が多かったこ
とから，三脚や照明器具を準備し，現場で十
分に活用できるような動画を作り，院内ネッ
トワークシステムを使い職員に発信したいと
思います。そして，アンケートや確認テスト
などもネットワーク上で可能となるシステム
を構築し，従来の集合研修に代わる新しい研
修方法を模索していきたいと考えています。
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