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＜あらまし＞ GBSの構成要素に基づき，新人看護師がインシデント・アクシデントを体
験できる失敗体験研修コースを開発し実践した．その結果，研修コースの評価，有益度は

高く，ビデオ，講義，個人ワーク・グループワーク，ロールプレイを組み合わせたことに

よる効果が示された．さらに，失敗のイメージは研修後にポジティブかつ行動レベルに変

化し，失敗後に必要な対応，失敗を乗り切るための方法が身についた．研修コースでは，

新人看護師の失敗体験を教材化し，多様な要素を組み合わせたことによる効果が明らかと

なった． 
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1. はじめに 

1.1. 背景 

近年，看護を取り巻く環境は高度化・複雑

化しており，患者の多様なニーズに対して迅

速かつ質の高い看護サービスの提供が求めら

れている．このような中，新人看護師は入職

後まもなく，看護の対象を目の前にしても即

座に対応できず「看護技術」「専門的知識」「業

務遂行」に困難を感じることが示されている

（唐澤ほか 2008）．さらに，急性期病院にお
ける職場環境は，多忙かつ緊張感が高いため，

先輩看護師であっても余裕はみられない．そ

のため，新人看護師への指導やコミュニケー

ションも不足するため，「エラーが発生しやす

い」といった弊害が生じることが指摘されて

いる（田中 2012）．加えて，最近の若者は，
おとなしい，積極性・創造性が低い，打たれ

強くないなどの特徴がみられる（箕浦・高橋 
2012）．このような対人関係能力の低下，打
たれ弱さは，一度のインシデント・アクシデ

ントで極度に自信を失い，早期離職につなが

るとこが懸念されている． 
本研究のフィールドとなったX総合病院の

新人看護師の離職率は，ここ数年 7％前後と
全国平均に近い数値で推移してきたが，2014
年度は新人看護師の離職率が急激に増加した．

離職の原因はさまざまではあるが，インシデ

ント・アクシデントの体験が離職の決意に大

きな影響を及ぼすことが危惧されている．し

かしながら，人は必ず失敗を経験するもので

ある．そのため，新人看護師は，インシデン

ト・アクシデントなど“失敗”したときの対

応や考え方について学ぶことが必要である． 
 
1.2. 先行研究 

 新人看護師における失敗の特性 1.2.1.

新人看護師の職業継続意識に関する調査で，

自分がインシデントをしてしまった体験によ

り「二度とインシデントを起こしたくない」

という強い決意や，他の看護師が起こしたイ

ンシデントの怖さと影響の大きさを認識する

ことにより，「人の命を預かることの怖さを実

感し，危機意識を募らせる」と述べている（瀬

川ほか 2009）．また，新人看護師とベテラン
看護師の違いについて山内（2010）は，ベテ
ラン看護師は，スキルベースかつ短時間で効

率よく仕事ができ，頻度の少ない仕事はマニ

ュアルに従って意識しながら行うことができ

る．一方，新人看護師は知識や経験が少ない

ことに加え，職場（集団）に慣れていない，

分からないことが多くあるにも関わらず何を

尋ねていいのか分からない，コミュニケーシ

ョンが上手にとれないことがエラーを引き起

こす要因と指摘している．したがって，失敗
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を契機とした離職を防止するためには，新人

看護師のコミュニケーションスキル不足を補

完する取り組みが必要である． 
 失敗に対する取り組み 1.2.2.

医療安全に関する研究では，新人看護師の

インシデントを防ぐための取り組み（植田 
2012；小川 2012），新人看護師がミスをする
要因を明らかにするための研究（金子 2012）
など，失敗の予知・予防に関するものが多く

みられる．それに対して，近年「新しいこと

をする以上，失敗を避けることはできない」

という失敗の特性を理解し再発を防ぐととも

に，失敗に対する新たな知識を学ぶ「失敗学」

が提唱されている（畑村 2005）．すなわち，
新人看護師がミスをする要因を明らかにした

としても，就職後まもなく新しいことをする

以上，失敗を避けることはできない．よって，

失敗の特性を理解し，失敗したときの対処方

法を身につけるための新たな取り組みについ

て検討する必要がある． 
 看護分野における GBS形式の研修 1.2.3.

効果的な教材設計をするためには，学習者

が得た知識やスキルを現場でどのように活用

できるのか考慮しなければならない．ゴール

ベースシナリオ（Goal-Baced Scenario，以
下 GBS）は，シナリオ型教材を設計するため
のフレームワークであり，状況的学習の特徴

を学習コースに実現する枠組みとして，

Schank（1996）により提唱された．そして，
現実的な文脈の中で「失敗から学ぶ」経験を

擬似的に与えるために，杉浦・向後（2013）
は，看護師・放射線技師を対象として，GBS
に基づく研修を行った．その結果，看護師に

は講義のみの教育方法よりも効果的であるこ

とを示している．その他にも，GBS形式の研
修は，新人看護師を対象とした多重課題シミ

ュレーション（淺田 2014），手術室看護師を
対象とした災害対策教材の設計（岡崎 2012）
など，看護分野において実践されている． 

 
1.3. 目的 

GBS に基づき新人看護師がインシデン
ト・アクシデントを体験できる「失敗体験研

修コース」を開発し実践する．そして，以下

の２点を明らかにすることを目的とする． 

１）ビデオ，講義，個人ワーク，グループワ

ーク，ロールプレイを組み合わせた研修コー

スは研修生にどのような効果をもたらすのか． 
２）失敗のイメージに変化がみられるのか． 
 
2. 方法 

2.1. 研修コースの設計 

研修は GBS の構成要素に基づき「失敗か
ら学ぶ」擬似体験ができるように構成した．

研修の流れとスケジュールを表１に示す．研

修の内容は，過去に新人看護師が失敗した場

面について教材化し，ビデオ，講義，ワーク，

ロールプレイを組み合わせて設計した． 
 
2.2. ビデオ教材の作成 

新人看護師が失敗した場面について，研修

生がよりリアルにイメージできるように，事

例場面に関するビデオを作成した（写真１，

写真２）．ビデオ教材の新人看護師役，患者役，

実地指導者役は，X総合病院看護教育委員会
のメンバーで，撮影は X総合病院の病棟で行
った．ビデオの再生時間は，１場面につき 30

秒〜１分 27秒であった（表２）． 
 
2.3. ワークシートの作成 

 失敗のイメージに関する質問項目 2.3.1.

失敗のイメージに関する調査は，研修を受

講することによって失敗のイメージがどのよ

うに変化するのか明らかにするためのもので

ある．「失敗のイメージ」について，研修前・

研修後に自由記述で回答を求めた． 
 リフレクションシート 2.3.2.

リフレクションシートは，体験学習を通し

て考えたこと，気づいたことを記載するため

のものである．研修前に配布し，「失敗の原因

は何か」「どうしたらよかったのか」「同じ失

敗を繰り返さないために実行すること」「失敗

を乗り越える方法」について記載するように

説明した． 
 
2.4. 講義資料の作成 

講義は，新人看護師に失敗の特性について

理解してもらうためのものである．講義の内

容は，「同じ失敗を繰り返さないための方法」

「失敗を乗り越えるためのステップ」とした． 



 

表１ 失敗体験研修の内容とスケジュール 表２ ビデオの内容と再生時間 

 
2.5. 質問項目の作成 

 研修評価アンケート 2.5.1.

 研修終了時に，研修評価アンケートを行っ

た．研修評価アンケートは，ARCS モデル
（Dickほか 2004）を参考に，「面白さ」「役
立度」「自信度」「満足度」「理解度」の５項目

とした．設問は，例えば「面白さ」の場合，

「あなたが受けている他の研修の平均的な面

白さを５とした時，この研修の面白さを１〜

９で答えてください」とした．各項目９件法

で回答を求め，回答結果は１〜９点に得点化

した． 

 
写真１ 足浴の湯の温度が熱すぎた：手袋を

したまま湯の温度を確認している場面 
 

 
写真２ 認知症の患者がトイレで転倒してい

るところを発見：外傷の確認をしている場面 

 研修の内容 時間 

導
入 

オリエンテーション 
・目的，目標の確認 
・研修の進め方 

10分 

ワ
ー
ク 

個人ワーク１ 
※「失敗のイメージ」について記載 

５分 

グループワーク１：ビデオ学習 
１）動画提示：失敗場面 
①点滴の確認不足で隔壁開通をして

いなかった 
②足浴の湯の温度が熱すぎた 
③認知症の患者がトイレで転倒して

いるところを発見した 
④車椅子移動時に患者の手をドアに

ぶつけた 
⑤車椅子移乗時に点滴が引っかかり

抜けた 
２）グループワーク：失敗した原因

と対策を考える 
３）動画提示：失敗後，実地指導者

へ報告し対応・振り返りをする場面

（①〜③の３事例のみ） 

45分 

グループワーク２：体験学習 
１）失敗場面を動画で提示する 
①点滴の過剰投与 
②車椅子移乗時に点滴が引っかかり

抜けた 
③車椅子のストッパーを忘れて患者

が転倒した 
２）失敗場面をロールプレイで実践

する 
※メンバーの役割は，新人看護師，

患者，実地指導者（チームリーダー），

医師，観察者 
３）報告・連絡・相談の練習をする 
※ロールプレイと観察を通して気づ

いたことをリフレクションシートに

記載 

60分 

グループワーク３：リフレクション 
１）失敗の原因は何か 
２）どうしたらよかったのか 
３）失敗後の対応方法 

講
義 

１）同じ失敗を繰り返さないための

方法 
２）失敗を乗り越えるためのステッ

プ 

10分 

ワ
ー
ク 

グループワーク４ 
・同じ失敗を繰り返さないようにす

るために実行すること 
・失敗を乗り越える方法 
※リフレクションシートに記載 

15分 

個人ワーク２ 
※「失敗のイメージ」について記載 

５分 

 まとめ ５分 

ビデオの内容 再生時間 
点滴の隔壁開通をしていなかった ０分 56秒 
足浴の湯の温度が熱すぎた １分 18秒 
認知症の患者がトイレで転倒して

いるところを発見した 
１分 27秒 

車椅子移動時に患者の手をドアに

ぶつけた 
０分 30秒 

車椅子移乗時に点滴が引っかかり

抜けた 
０分 30秒 



 

 研修要素に対する有益度アンケー2.5.2.

ト 

研修要素アンケートは，ビデオ，講義，個

人ワーク（以下 PW），グループワーク（以下
GW），ロールプレイ（以下 RP）が研修生に
とって有益であるか調査するためのものであ

る．設問は「研修を振り返り，以下の項目は

自分にとってどのくらいためになりましたか」

であった．回答方法は，各要素に対して，「ま

ったくためにならなかった」「あまりためにな

らなかった」「どちらともいえない」「ややた

めになった」「とてもためになった」の５件法

で回答を求め，１〜５点に得点化した． 
 

2.6. 研修の実際 

研修ではオリエンテーション後，研修スケ

ジュールに従い，ビデオ学習，講義，PW，
GW，RPを行った．グループの人数は５〜６
名とし，各グループにファシリテータ（X総
合病院看護教育委員会メンバー）を１名ずつ

配置した（写真３，写真４）． 
 

2.7. 調査方法 

調査期間は 2015年５月 13日〜５月 19日
であり，2015 年 X 総合病院に入職した新人
看護師 73 名を対象とした．調査は，研修時
にアンケート調査用紙を用いて実施した． 

 
3. 結果 

アンケートならびに自由記述の回答者は

73名（有効回答率：100％）であった． 
3.1. ARCSに基づく研修評価アンケート 

「面白さ」の得点の平均は 6.89（SD=1.18），
「役立ち度」の得点の平均は 7.45（SD=1.42），
「自信度」の得点の平均は 6.56（SD=1.54），
「満足度」の得点の平均は 7.11（SD=1.43），
「理解度」の得点の平均は 7.49（SD=1.32）
であった（図１）． 
研修評価５項目間の相関係数を表３に示す．

「満足度」と他の項目との相関関係は，「面白

さ」（r(73)=.414, p<.01），「役立度」 （r(73)= 
.642, p<.01），「自信度」（r(73)=.512, p<.01），
「理解度」(r(73)=.693, p<.01）であり，１％
有意水準で相関関係が有意であった．「役立度」

と「自信度」（r(73)=.352, p<.01），「役立度」 

 
写真３ 体験学習：ファシリテータが患者の

対応方法について助言をしている場面 
 

 
写真４ グループワーク：ビデオ学習，体験

学習後，グループでリフレクションをしてい

る場面 
 
と「理解度」（r(73)=.576, p<.01），「自信度」
と「理解度」（r(73)=.505, p<.01）は１％有意
水準で相関関係が有意であった．また，「面白

さ」と「理解度」（r(73)=.247, p<.05）は５％
有意水準で相関関係が有意であった．一方，

「面白さ」と「役立度」，「面白さ」と「自信

度」の相関関係は有意ではなかった． 
 
3.2. 研修要素の有益度アンケート 

「ビデオ」の得点の平均は 4.49（SD=0.58），
「講義」の得点の平均は 4.44（SD=0.72），
「PW」の得点の平均は 4.16（SD=0.66），「GW」
の得点の平均は 4.38（SD=0.67），「RP」の
得点の平均は 4.64（SD=0.53）であった（図
２）． 
研修要素５項目間の相関関係を表４に示す．

「ビデオ」と他の要素との相関係数は，「講義」

（r(73)=.666, p<.01），「PW」（r(73)=.577,p< 
.01），「GW」（r(73)=.324, p<.01），「RP」
（r(73)=.393, p<.01），「PW」と他の要素と 



 

 

 
図１ 研修評価アンケートの結果 

 
表３ 研修評価５項目間の相関係数 

*p<.05 **p<.01 

 

 
図２ 研修要素に対する有益度 

 
表４ 研修要素の有益度５項目間の相関係数 
 ビデオ 講義 個人 GW RP 

ビデオ – .666** .577** .324** .393** 

講義 – – .509** .246* .192 

個人 – – – .502** .515** 

GW – – – – .570** 

RP – – – – – 

*p<.05 **p<.01  

 

の相関関係は，「講義」（r(73)=.509, p<.01）， 
「GW」（r(73)=.502, p<.01），「RP」（r(73)= 
.515，p<.01）であり，いずれの要素におい
ても１％有意水準で相関関係が有意であった．

「GW」と「RP」（r(73)=.570, p<.01）は１％
水準で，「講義」と「GW」（r(73)=.246, p<.05）
は，５％有意水準で相関関係が有意であった．

一方，「講義」と「RP」の相関関係は有意で
はなかった． 
 
3.3. 研修のイメージ 

 研修前のカテゴリと内容 3.3.1.

自由記述は内容に基づきカテゴリごとに分

類した（図３）． 
研修前のカテゴリは，「失敗したくない」「失

敗してはいけない」など『失敗に対する主観』

に関するもの，「落ち込む」「罪悪感」など『失

敗後の心理状態』に関するもの，「責任が重い」

「注意される」など『脅威』に関するもの，

「患者に危害を与える」「患者の命に関わる」

など『患者への影響』に関するもの，「経験不

足」「知識不足」など『失敗の要因』に関する

もの，「失敗を振り返る」「失敗体験を活かす」

など『失敗後に必要なこと』の６カテゴリに

分類した． 
 研修後のカテゴリと内容 3.3.2.

研修後のカテゴリは，「失敗はつきもの」「誰

でも失敗する」など『失敗に対する主観』に

関するもの，「迷惑をかける」「焦る」など『失

敗後の心理状態』に関するもの，「恐怖心」と

いった『脅威』に関するもの，「誠実な対応」

「患者の安全確保」など『患者への対応』に

関するもの，「失敗した原因を考える」「失敗

を繰り返さないように振り返る」など『失敗

を繰り返さないための行動』に関するもの，

「報告・連絡・相談する」「先輩に相談する」

など『失敗後に必要なこと』の６カテゴリに

分類した． 
 研修前と研修後の変化 3.3.3.

『失敗に対する主観』，『失敗後に必要なこ

と』では，「失敗はつきもの」「失敗から学べ

る」「先輩に相談する」など，ポジティブな記

述が研修後に増加していた．また，『失敗後の

心理状態』，『脅威』では，「他人に知られたく

ない」「トラウマになる」などネガティブな記 

 面白さ 役立度 自信度 満足度 理解度 

面白さ – .201 .170 .414** .247* 

役立度 – – .352** .642** .576** 

自信度 – – – .512** .505** 

満足度 – – – – .693** 

理解度 – – – – – 



 

 
 

図３ 研修のイメージのカテゴリと項目 
（研修前・研修後） 

 

述が研修後に消失していた．「患者に危害を与 
える」「患者の命に関わる」など『患者への影

響』に関する記述が研修後に消失し，「誠実な

対応」「患者の安全確保」など『患者への対応』

に関する記述が新たに出現した．また，「経験

不足」「知識不足」など『失敗の要因』に関す

る記述は研修後に減少し，「失敗した原因を考

える」「先輩にアドバイスを受ける」など，ポ

ジティブかつ行動レベルの記述が出現した． 
 
4. 考察 

4.1. 研修の設計と評価との関連性 

GBSに基づき，新人看護師を対象とした失
敗体験研修コースを開発し実践した．そして，

ARCSに基づく研修評価アンケートを行った
結果，とくに「満足度」「理解度」「役立度」

「自信度」の相関関係が有意に高いことが示

された．さらに，研修要素の評価では，「ビデ

オ」「講義」「PW」「GW」「RP」いずれの要
素においても有益度が高いことが明らかとな

った． 
本研修は GBS に基づき，現実的な文脈の
中で「失敗を学ぶ」疑似的体験ができること

を目的として設計している．まず，ビデオ学

習では，失敗場面を視聴し，新人看護師が起

こしやすい失敗についてイメージ化を図った．

そして，RP では，シナリオに基づき新人看
護師役，患者役，実地指導者（チームリーダ

ー）役，医師役を演じ，失敗体験をするとと

もに，患者への対応方法，失敗後の報告・連

絡・相談についてトレーニングを実践した．

さらに，講義では「失敗を繰り返さないため

の方法」「失敗を乗り越えるためのステップ」

について学び，その後の PW，GWで，失敗
後の考え方・行動について具体的に考えられ

るような仕組みになっている． 
仕事場でトレーニングをする場合，トレー

ニング環境と作業環境の互換性が重要となる．

また，正確なパフォーマンスコンテキストは，

学習者のやる気や業務との関連性を高める効

果がある．ビデオ学習では，失敗場面のイメ

ージ化を図り，RP では，できるだけ現実に
近い形で再現できるように，車椅子や点滴，

点滴スタンドなどを使用して行われた．さら

に，講義，PW，GW には，失敗後の考え方



 

や行動に関する重要な要素が含まれている．

以上のことより，研修の設計において，ビデ

オ，講義，PW，GW，RPを組み合わせ，現
実の場面との関連性を高めたことが効果を得

られた要因のひとつと示された． 
このような中，研修の評価において「面白

さ」は「役立度」「自信度」と相関関係が有意

ではなかった．本研修の開催時期は，部署に

配属されてから約 1ヶ月後であり，すでに失
敗を経験している研修生も少なくない．その

うえ，研修のテーマはインシデント・アクシ

デントなど「失敗」であり，新人看護師にと

っては辛辣な内容である．それゆえ，新人看

護師は，研修の内容を実践場面と密接に関連

づけることができていた．よりリアルに失敗

を体感できたからこそ「面白さ」の相関が低

くなったものと推察される． 
 
4.2. 失敗のイメージに変化を及ぼす要素 

失敗体験研修を受講することによって，研

修前後で「失敗のイメージ」にどのような変

化がみられるのか調査を行った．その結果，

研修後の記述の多くは，ポジティプかつ行動

レベルのイメージへ変化し，失敗後に必要な

対応，失敗を乗り切るための方法が身につい

たことが示された． 
自己の失敗について，研修前は「他人に知

られたくない」「恥ずかしい」「注意される」

など，失敗したことを先輩や同僚からどのよ

うに思われるかといった“他者評価”に関す

る内容が多く見受けられたものの，研修後に

は「報告・連絡・相談する」「先輩にアドバイ

スを受ける」などへ変化した．また，失敗と

患者との関連について，研修前は「患者に危

害を与える」「患者の命に関わる」など“患者

への影響”に関する内容が多く見受けられた

ものの，研修後には「誠実な対応」「患者への

対応を優先」などへ変化した．RP で，研修
生は新人看護師役のみならず，患者役，実地

指導者（チームリーダー）役，医師役を交代

で演じている．そのため，誤ったことをされ

た患者側の気持ち，新人看護師の失敗をサポ

ートする実地指導者の役割，医師への報告の

仕方など，さまざまな立場から失敗について

考えることができた．これらのことから，失

敗をしたときには「自己の感情」よりも「患

者への対応」「他者との連携」を優先する必要

性が習得できたと示唆される． 
また，研修生は失敗を“脅威”として捉え

ており，研修前は「トラウマになる」「責任が

重い」「取り返しがつかない」などネガティブ

な記述が多く見受けられた．しかし，研修後

“脅威”に関する記述は大幅に減少し，「失敗

を乗り切る」「失敗を繰り返さないための方法

を考える」などポジティブかつ行動レベルで

のイメージに変化していた．新人看護師は，

失敗体験によって人の命を預かることの怖さ

を実感し，危機意識を募らせる．例えば，内

服薬や注射薬など，一旦患者の身体に入った

ものは取り出すことができないうえ，それら

の作用は顕著に身体症状として現れる．それ

ゆえ，自分が誤ったことをした事実，その後

の患者の状態変化に恐怖心が先立つことは想

定できる．しかしながら，それ以上に患者へ

の対応が重要であり，迅速かつ的確な処置を

施さなければならない．そのため，本研修で

は「失敗体験」をするにとどまらず，RP，
GWで失敗後の対応について検討したり，講
義後のワークでは，「失敗を繰り返さないため

に実行すること」「失敗を乗り越えるために実

行すること」について検討した．これらのこ

とから，研修コースにさまざまな要素を組み

合わせ，失敗体験のみならず失敗後の対応や

行動，考え方などについて検討したことが，

イメージの変化に影響を及ぼしたと示唆され

る． 
 

5. 今後の課題 

本研究では，新人看護師を対象とした失敗

体験研修コースを開発し実践した．その結果，

失敗のイメージは研修後にポジティブかつ行

動レベルへ変化し，失敗後に必要な対応，失

敗を乗り切るための方法が身についた．本研

修での学びが，実際の失敗場面に活かされて

いるのかをさらに検証する必要がある．また，

現状の問題として，インシデント・アクシデ

ントなどの失敗体験と新人看護師の早期離職

との関連性が危惧されている．本研修が新人

看護師の離職率低減につながるのか検討する

ことも今後の課題である． 



 

6. 結論 

GBS に基づき新人看護師がインシデン
ト・アクシデントを体験できる「失敗体験研

修コース」を開発し実践した．その結果，次

のことが明らかとなった． 
１）失敗体験研修コースの評価，有益度は高

く，ビデオ，講義，PW，GW，RPを組み合
わせたことによる効果が示された． 
２）失敗のイメージはポジティブかつ行動レ

ベルに変化するとともに，失敗後に必要な対

応，失敗を乗り切るための方法が身につくこ

とが明らかとなった． 
 新人看護師の失敗体験を教材化し，多様な

要素を組み合わせた研修コースの効果が示さ

れた． 
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