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　　看護管理者が現場で
　　学び続ける環境をつくる  　

医療の高度化・機能分化は年々進み、看護組織のマネジメン
トは難しさを増しています。急性期の中核医療機関は入院期
間の短縮や看護必要度の増加のプレッシャーにさらされ、地
域の医療機関も病床運用の多様化や他施設との連携といった
新しい課題への対応が求められています。現場の看護師の疲
弊やモチベーション低下の話を聞くことも多く、看護管理の
難しさは年々高まっていると感じます。このような状況下に
あっても看護師が前向きな気持ちで働き続けられるためには、
看護管理者、特に現場を束ねる看護師長には高度なマネジメ
ントが求められます。私たちも、看護管理者の育成と職能開
発に、様々な形で取り組んできました。
試行錯誤を繰り返す中で、現在の看護管理者のマネジメント
を向上させる仕組みは、十分かつ有効に機能しているだろう
か、という問題意識を持つに至りました。確かに看護界には、
現場を離れて管理についての知識と考え方を学ぶ認定看護管
理者教育の制度があり、看護管理の質の向上に大いに寄与し
てきました。しかし現在の看護現場の状況を踏まえると、院
外における短期集中型の教育のみならず、現場（所属機関内）

で継続的に学習し続ける仕組みの必要性が高まっていると考
えられます。
このような考えから、私ども日本赤十字社医療センターでは、
日本赤十字社本社、東京都、三重大学医学部附属病院、有限
会社ノトコード等の協力を得て、平成 27 年度より文部科学
省委託事業「看護管理職の院内継続教育プログラム開発」プ
ロジェクトをスタートさせました。平成 29 年度には、国立
病院機構、JCHO 東京新宿メディカルセンターの看護部門
にもご参加いただき、より多くの医療機関で活用できるプロ
グラムの開発に取り組みました。この報告書は、プロジェク
トで取り組んできた成果を要約し、多くの医療機関における
看護管理者の継続教育および、次世代の管理者育成に活かせ
るようまとめたものです。
このたび文部科学省委託事業の終了に伴い、これまでの取
り組みを有志による「持続可能な看護組織を考える研究会

（PDP 研究会）」に引き継ぎ、継続していくこととなりました。
これらの取り組みが、多くの医療機関における看護管理者の
継続学習に役立つことを心より願っております。

私たちのビジョン
看護管理者を院内で育成し、
継続的に学び合う仕組みと環境を作る

私 たちのミッション
•	 看護管理者が院内で学び続けるための「継続学習指針」を策定する
•	次世代の看護管理の担い手を育成する際の参考になる「学習マップ」を作成する
•	看護管理者の院内教育をリードする人材を育成するプログラムを開発する
•	看護師が院内で学び続けるための「組織学習のツール」を普及させる
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稼働率

看護管理者の職能開発の方向性
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現場の管理職は仕事に追われ、
落ち着いて自分の成長を
考えられる状況にない！

管理職として最低限
意識すべきこと！

現状の看護管理者教育の課題

● 外部で集中的に受講する認定看護管理者教育は、管理者としての基本を学ぶ
上で有効であるが、継続的な学びに繋がらない（時間が経つと風化してしまう）

● マネジメントラダー・管理者ラダー等は、到達目標が明確になるという意味
はあるが、普段から意識し、日々の成長に繋げられるものではない

● コンピテンシーによる評価は、管理者として望ましい行動への意識付けには
なるが、項目が多すぎて普段から意識することは難しい

● 院内で看護管理者に対する OFF-JT を実施できる時間は少なく、集合研修を
実施するとしても、単発のトピック的な研修会になってしまうことが多い

このプロジェクトが提案する解決の方向性

● 認定看護管理者教育を受けた後も、継続的に院内で学び続けられる仕組みを
つくる

● 「到達目標」や「望ましい行動」が示されていることは重要であるが、普段か
ら全てを意識することはできないので、数少ない項目に絞り込んだ「管理者とし
ての成長の指針」を定め、その浸透を図る

● 数少ない OFF-JT の機会を、再重視する知識・技術・能力の習得に重点的に
充て、院内で繰り返し学習し続ける仕組みをつくる

● OFF-JT のみならず、普段からの「学び合い」の構造を作り、OJT で管理者
が育つ環境をつくる

業務改善 クレーム対応

管理目標 稼働率

数値目標 人事労務

自身の評価 環境整備

　　看護管理者教育の課題  　

本プロジェクトで最初に議論したのは、「看護管理者の中核
的な職能とは何か」という点でした。結論から述べれば、そ
れは「人と組織が直面する様々な困難・支障を解決する力」、
すなわち問題解決能力であると私たちは考えています。
現在の看護管理者には非常に多くの役割が求められていま
す。そのためか、認定看護管理者教育のカリキュラムを見て
も、医療制度、診療報酬体系、経営学に根ざした分析枠組な
ど、多岐に渡る知識や考え方を習得することが期待されてい
るようです。しかし実際にファーストレベルないしセカンド
レベルのプログラムを受講した管理者を対象にインタビュー
およびアンケート調査を行ってみると、それらの知識や考え
方を自分のものとし、現場の管理の中で使いこなせている管
理者は少ないという事実が明らかになってきました。現場で
実際に管理者が期待される役割と、看護管理者教育の内容が
乖離しており、学習者が消化不良を起こしている可能性が高
いと私たちはとらえました。
そこで本プロジェクトでは、看護管理者が継続的に学習し高
めていく要素を数項目に絞り込み、所属機関において繰り返
して継続的に学ぶ仕組みを作ることを目標に据えました。そ
のために、平成 27 年度には６項目からなる「看護管理者の
継続教育指針」を策定し、平成 29 年度には１項目加えた、「看
護管理者の継続学習指針（第２版）」を策定しました。当初
は「教育指針」としていたものを、第２版では「学習指針」
と名称を変えたのには、医療機関や職能団体による「教育」
のみならず、一人ひとりの看護管理者が「自ら学習する」こ
とも期待したい、という思いが込められています。
この「継続学習指針」の中核には、「問題解決」が据えられ
ています。看護職にとっては手垢のついたこの言葉を、なぜ
管理者の学習項目の中心に据えたのか、まずはそこから詳し
く説明していきます。

＊＊＊
看護師は、様々な機会において問題解決能力の訓練を受けて
きています。ファーストレベルやセカンドレベルの研修で記
憶に残っていることについて、受講から数年経った管理者に
ヒアリングを行った際にも「多くの講義の内容は現在は覚え
ていないが、問題解決の取り組みや、グループワークで自分

たちの抱える管理問題を議論したことは印象に残っている」
との答えが複数ありました。自分自身がチームの中で感じて
いる問題について、少しでも前に進みだすことができた、と
いう体験は、それ自体が非常に重要な学びであると言えるで
しょう。しかし、各人が学んできた問題解決の枠組みは、そ
の時参加した研修会や、習った場所によってまちまちであり、
理解度の個人差も小さくありません。そのため、問題解決自
体のトレーニングを受け、なんとなく自分なりの問題解決の
やり方はあるけれど、具体的な手法を他人に教えられるレベ
ルに理解を深めている人は少なく、結果として組織内で同じ
問題解決の枠組を共有できていないのが現状ではないでしょ
うか。この状況では、組織が抱える問題に対し、組織のメン
バー全員が認識を共有し、協働して問題解決をするというこ
とが難しくなってしまいます。
それゆえに、院内で同じ問題解決の考え方を共有し、それを
使って相互に学び合う必要があるのです。本プロジェクトで
推進しているPDPの考え方も、院内で共通の問題解決フレー
ムワークとして活用し、院内のファシリテーターが（院外講
師を頼らずに）問題解決を支援する体制作りを目的として開
発されたものなのです。

　　Nurse Centered
   　Management
看護は、看護職と患者・家族という、人と人とのあいだで取
り交わされる営みです。他職種や道具の力を借りることが
あっても、最終的に看護サービスを提供するのは一人ひとり
のスタッフです。だからこそ質の高い看護サービスを提供す
るためには、一人ひとりのスタッフが十分な技術や知識を持
ち、働きやすい環境のもとで、心身ともに健康である必要が
あります。
看護職の患者さんへのアプローチについて考えてみましょう。
病気やケガをしている患者さんは、医療技術や薬の力を借り
ることはあっても、最終的にはその人自身の力で健康を回復
していきます。看護職の仕事は、患者さんの健康回復を妨げ
る様々な障害を取り除き、リスクをできるだけ減らし、必要
な知識やセルフケアの方法を伝え、療養環境をマネジメント
することになります。
看護管理者の仕事も同じです。技術や知識を持ち、患者さん

に質の高いケアを提供しようとする一人ひとりのスタッフが
直面する様々な障害を取り除き、事故やトラブルのリスクを
できるだけ減らし、必要な知識やセルフケアの方法を教育し、
勤務環境をマネジメントすること――それが、看護管理者の
役割ではないでしょうか。

＊＊＊
ここまで述べてきた考え方を、私たちは「看護師中心のマネ
ジメント」、すなわち“Nurse Centered Management”と
名づけました。フローレンス・ナイチンゲールはその著書『看
護覚え書』で、「看護はすべての患者に対して生命力の消耗
を最小限度にするよう働きかけることを意味する」と述べて

いますが、看護組織のマネジメントも、現場で働くスタッフ
の力が消耗しないように働きかけていくという点では、看護
の営みにとてもよく似ています。「良い療養環境を作り、健
康回復の過程を支援する」のが看護の仕事であるならば、看
護管理は「良い勤務環境を作り、業務遂行の過程を支援する」
のが仕事だと言えるでしょう。看護師が五感を働かせ、時に
客観的なデータを検討し、患者をよく観察し、その「気づき
の力」を活かしてケアを行うように、看護管理者も五感を働
かせ、客観的データを検討し、スタッフやチームをよく観察
し、その「気付きの力」を活かして組織や勤務環境をマネジ
メントすることが求められているのです。

軸が明確になり、教育・評価
にもやらされ感がなくなる！

総論
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看護管理者の職能開発の方向性
総論

看護管理者の継続教育指針 ( 第２版 )

失敗する社内教育の持つ要素

● 継続的でなく、ときおり期間限定で提供されること
● 特別なものであり、日常の仕事と切り離されている
こと
● 対象がメンバーのごく一部に限られること
● 開発の対象が、組織でなく個人に限られること

参考：『なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか』
（キーガン＆レイヒー, 2017, 英治出版）

　　数字を見るのか、
　　スタッフを見るのか  　
今は、看護師長が経営に参画することが求められる時代です。
特に急性期病院では、サービスの品質に関しても、DPC に
おけるベッドの稼働率に関しても、患者や地域からの評価に
関しても、看護部門の経営への影響が非常に大きくなってい
ます。その最前線で、各病棟・部署を預かる師長は「経営側
の末端」として「数字」にコミットすることも求められてい
ます。同時に看護師長は、看護実践の現場のトップでもあり
ます。スタッフを疲弊させず、安全・安心を保ちながら質の
高い看護を提供するという実務を取り仕切るのもまた、師長
の仕事です。スタッフは、師長がチームやスタッフ一人ひと
りを大切にし、守ってくれることを期待しています。時に看
護部や病院当局に対して、必要な要望・主張をぶつけること
も求めています。

そして厄介なことに、経営側の要請と現場の事情が食い違う
ことは少なくありません。看護師長は、経営方針や数値目標
と現場の実情やスタッフの声との「ねじれ」をうまく吸収し、
現場が健全に動くように調整しながら、経営側の目標・方針
を体現するという、とても難しい役割を担わねばなりません。
多くの看護管理者が管理職としての立場や責任と、看護職と
しての感性や倫理の間で、ジレンマに苦しみながら仕事をし
ているのです。
 
　　看護管理者の
　　継続学習指針（第２版）
そこで私たちは、看護管理者が常に心に留めておける、数少
ない目標・意識すべき項目を定める必要があると考えました。
現行の看護管理者教育のプログラムは、多くのことを要請す
るあまり、内容の細分化が進み、項目数が次から次へと増え
ていってしまっています。一方で看護管理者は、学んだ多岐

にわたる内容を十分に吸収しきれてはいないように見えます。
私たちに求められているのは、看護管理者の頭の中にたくさ
んの内容を詰め込もうとすることではなく、むしろ、的を絞っ
た重要なポイントを確実に伝え、骨身にしみるまで理解して
もらうことではないでしょうか。
また、多忙な業務環境を鑑みるに、看護管理について学ぶた
めに長時間に渡って拘束することは現実的ではありません。
日常の看護管理業務との接続ということを考えても、長期に
わたって院外に出て学ぶような形式ではなく、院内で・短期
間に・継続的に看護管理について学べるような仕組みづくり
が現実的であると考えました。
本事業では、平成 27 年度に「看護管理者の継続教育指針」
を策定し、看護管理者向けの継続教育プログラムの開発と実
証に取り組んできました。実証講座を通じて、指針に沿って
組織的に繰り返し学習することの重要性が確認されました。
その上で「問題解決モデル」で看護職を取り巻く環境を整え
た先に、「看護を担う組織として目指す姿を描き、そこに到
達するまでの道筋を示す」というリーダーとしての役割の重
要性が認識されました。スタッフやチームが「困っている」
時には問題解決的なアプローチを、「より高みを目指す」時
には、目標達成型のアプローチが看護管理者に求められます。
そこで、平成 29 年度には「組織が目指す姿を描き、到達ま
での道筋を示す」という項目を加えるとともに、「教育指針」
を「学習指針」と改め、管理者の自律的な学習を促すものと
しました。
学習によって実現することは、上記の他に、看護を提供する

「ひと＝スタッフ」の外部環境と内部環境（心理状態）を整
えるという観点から、「前向きな気持ちで仕事に取り組める
環境」と、「困難がな状況にもへこたれないようにレジリエ
ンスを高める」の２つを明文化しました。
そして、この在り方を実現するために管理職に求められる力
が「問題解決」の能力です。患者は、看護師が療養上の諸問
題を解決すれば自力で回復・治癒するものですし、看護ス
タッフもまた、仕事上の様々な問題を解決すれば、自ら良い
看護を実践するものです。それゆえに、日々発生する様々な
問題を整理し、解決することが、管理者にとって非常に重要
な能力となるでしょう。その問題解決を支える基本的な思考
技術・態度として、「論理的思考」、「対話的であること」、「リ
フレクティブであること」を定めました。複雑系に満ちた医

療現場で、問題を的確に設定し解決するために、そしてそれ
を上司や部下に的確に説明するためには、論理的な思考力・
説明力が求められます。さらに、組織として切れ目のない看
護サービスを提供するためには、常に「対話的なコミュニケー
ション」が行われる必要があります。対話がしにくい環境で
は、看護師の気付きに基づく問題発見が遅れてしまう可能性
も高くなるからです。また、管理者がリフレクティブ（反省
的）であることも重要です。上意下達的なコミュニケーショ
ンではなく、スタッフと共に話し合いながら良い環境を作っ
ていくという姿勢が、看護管理者には求められるのです。

＊＊＊
本節の最後に、2017 年に邦訳された組織論のベストセラー

『なぜ弱さを見せあえる組織は強いのか』に記載された「学
習効果の低い組織内教育が持つ特徴」を紹介します（下図）。
看護組織に限らず、わが国で行われている「研修」の多くは
残念ながらこれらの特徴を有していることが多いです。普段
の仕事から切り離され、毎年のように異なるテーマの講義を
聴いて「なんとなく役に立ちそう」と思いつつも、数日後に
はほとんど忘れてしまう。実際に現場でその知を使い、試行
錯誤しながら自分のものにしていく支援は得られない…。特
に管理や教育に関する研修は、このような側面が強いと感じ
ます。この「継続学習指針」を策定した最大の目的は、これ
らの項目に絞って、毎年繰り返し、同じメンバーで学び続け
るという組織文化を作ることにあります。数年ごとに訪れる
ブームや、経営分野から輸入される様々なフレームワークに
振り回されず、看護管理者に本当に必要な知を学び続けられ
るようにしたい、そんな思いが込められているのです。

論理的思考 対話的であること リフレクティブであること

問題解決能力

前向きな気持ちで
仕事に取り組める

職場環境を整備する

困難な状況にも
へこたれないように

レジリエンスを高める

学習する技術・態度

学習によって実現すること

外部環境を整える 心理状態を整える

組織が目指す姿を描き
到達までの道筋を示す

マネジメントの核となる基本的な思考技術・態度

平成 29 年度 文部科学省委託事業「看護管理者の院内継続教育の開発」（日本赤十字社医療センター）
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継続学習指針の解説

越えられない高い壁

階段があれば乗り越えられる

状況 不快な状況・強いストレスなどにさらさ
れる

認知 その状況を「回避不能」であると
思い込む

原
因
帰 
属

内在性 状況が改善しない原因は私にある
（私がダメなんだ）

安定性
この状況は、この先もずっと
改善しないだろう

（ずっとダメなんだ）

全般性
今の状況に限らず、
何をしてもうまくいかないだろう

（全てがダメなんだ）

結果の予期
行動する前から、
悪い結果のことばかりを考える

（どうせ私は何をやってもダメなんだ）

問題・症状 自尊心の低下、意欲低下、感情障害、抑
うつ

改訂学習性無力感理論

　　困難な状況にもへこたれない
　　ようにレジリエンスを高める

レジリエンスとは

私たちは、大きな困難や挫折、受け入れがたい不幸な出来事
などに直面すると、打ちひしがれ、気力を失ってしまいます。
大切な人との離別、大事な試験での失敗、それまで築いてき
た生活が壊れてしまった時など、みなさんにもへこたれてし
まった経験があるでしょう。そんな「へこたれてしまった」
時にも、比較的早く気力を取り戻し、つらい状況を乗り越え
ていける精神的な回復力を持った人がいます。心理学者たち
は、そのような回復力の高い人に着目し、彼らが持っている
出来事のとらえ方やストレスへの向き合い方の特徴を、「レ
ジリエンス」として研究してきました。
もともと「レジリエンス」は物理学用語であり、物質が外か
ら力を加えられて変形した時に、元に戻ろうとする力を指し、
復元力・弾性力などと訳されていました。1970 年代には前
述のように心理学分野に持ち込まれ、その後は様々な分野で
使われるようになりました。これまでに出版されたレジリエ
ンスに関する書籍のタイトルを見ても、「折れない心」「立ち

直り力」「逆境をはね返す」「復活力」「しなやかな心」など、様々
な日本語があてられているのです。

人がへこたれるメカニズム 学習性無力感

どんな時に人間は「へこたれる」のかについては、心理学や
精神科の分野で様々な研究がなされてきました。その中心と
なる概念に「学習性無力感」があります。これは「回避でき
ないストレスに長期間継続的にさらされると、そのストレス
から逃れようとしなくなる」ことを指します。例えば、親か
ら日常的に暴力を受けている幼児の場合、初めは逃げようと
したり、暴力をやめるよう懇願したりするでしょう。しかし
結局家から逃げることもできず、暴力もやまない状態が続く
と、その子は無力感を学習し、暴力に対して耐えることしか
できなくなります。
職場においても、無力感が学習される機会は決して少なくあ
りません。仕事の手順に効率の悪い点があると思ったスタッ
フが先輩や上司に改善するよう提案しても、「これでいいの
よ」「あなたにはわからないの」と取り合ってもらえないこ
とが続けば、業務の改善や、先輩・上司とのコミュニケーショ
ンに対して無力感を学習してしまいます。「良い仕事をしよ
う」という意欲は減退し、「どうせ言っても変わらない」「私
が我慢しさえすれば、周りはうまく行くのだから」といった
諦めに支配されそんな時に新たなストレスが加わってきても、
立ち向かう気力は湧かず、へこたれてしまうでしょう。
無力感が学習されるプロセス（改定学習性無力感理論）を簡
単にまとめたものが左の図です。まず不快な状況・強いスト
レスに曝され、その状況は回避できないと思い込みます。さ
らに、「状況が改善しない原因は自分にある（私がダメなん
だ）」、「これからも状況を改善できない状態が続く（ずっと
ダメなんだ）」、「今の状況に限らず、何をしてもうまくいか
ないだろう（すべてがダメなんだ）」と次第に思い込みは深
まり、常に悪い結果を予測するようになります。こうして無
力感を学習すると、自尊心の低下や抑うつ状態につながって
しまいます。

レジリエンスを高めるアプローチ

さて、無力感を学習する（へこたれる）メカニズムがわかっ
ているならば、このプロセスのどこかを止めればへこたれる
のを防げるはずです。つまりレジリエンス、すなわち「へこ

たれない力」は、「無力感を学習しにくい考え方・行動習慣」
のことだとも言えるでしょう。ここでは、無力感の学習のプ
ロセスを止めるためのアプローチを考えていきましょう。

①無力感の学習を止める
「無力感を抱く状況をなくす」ためには、「次の一歩を踏み出
す」ことが効果的です。困りごとを前にして、手も足も出な
いような状態が続くと、無力感ばかりが高まってしまいます。
ですからまずは、自分にも確実に実行できる「第一歩」を見
つけ、実行に移すことが重要なのです。そのためには、目の
前の困難・状況を整理し、「この部分なら自分でも解決でき
そうだな」と思えるレベルに落とし込んで、具体的な行動計
画を立てていく問題解決能力が必要にです。完璧な解決策で
なくとも、「自分にも少しずつ何とかできている」と実感で
きれば、「次もきっと大丈夫」という自信につながっていく
でしょう。

②「私がダメなんだ」からの脱却
次に、「自分が人として責められていると感じる状況をなく
すこと」について考えます。困難な状況が生じているとき、
リフレクティブになって自分自身の中にその原因を探すこと
はもちろん大切です。しかし、他人から継続的に「あなたが
悪い」「いつもあなたはダメなんだから」と責められ続けると、
もともと冷静に困りごとを分析する能力がある人でも、「私

がダメなんだ」と思い込んでしまいます。人は、問題が自分
の人格や資質の外にあると感じられる時には、それを解決し
ようという意思が働きますが、問題が自己に内在していると
感じた場合には、どう対処したらよいかわからず、ただ落ち
込むことしかできません。こうならないためには、「行動」（変
えられるもの）を「ひと」（変えられないもの）から引き離
す思考が重要です。もちろん、誰かしらのミスや能力不足に
よって問題が生じることはあるのですが、その時に「ひと」
自体を責めるのではなく、そのひとが持っている「行動」の
部分に焦点を当てて、指摘したり改善を図ったりするように
しましょう。医療安全の分野では、ミスを犯した「ひと」を
責めるのではなく、「ミスそのもの」を取り上げて改善方策
を探るという考え方が定着していますが、全ての仕事場面に
おいて同じ考え方をすることで、「ひとから行動を切り離す」
ことができるのです。

これらのアプローチを支えるのは「問題解決」の力です。複
雑な状況にあっても、「ひと」そのものを責めることなく、「自
分に対応可能な問題を設定して、一歩ずつ解決に向けて行動
し始める」ことで、少しずつレジリエンスは身についていき
ます。現実世界では「困難」が次々に生じ、全ての問題がク
リアに解決できることはほとんどありません。その中で、日々
少しずつでも解決・改善に向けて行動し続けることが、レジ
リエンスの高い健全な職場環境の実現につながるのです。

参 考：米国 心 理 学 会による
レジリエンスの定 義（抜粋・筆 者訳 ）

•	レジリエンスとは、逆境・トラウマ・悲劇・脅威・重大
なストレス等に直面したとき、それらにうまく適応するプ
ロセスである
•	レジリエントであることは、困難や痛みを経験しないと
いうことではなく、むしろ適応・回復の過程には感情的
な苦痛を伴う可能性もある
•	レジリエンスは特別なものではなく、多くの人が一般的
に発揮しうるものである
•	レジリエンスは人が生まれ持つような「特性」ではなく、
人々の行動・思考・活動の中にあり、誰もが学習する
ことが可能であり、発達させることができるものである

* エイブラムソン等 (1978) の研究をもとに筆者作成
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継続学習指針の解説

成長・キャリアの展望ワーク・エンゲージメント
（＝仕事への情熱・回復力）

勤務継続意思

看護への
肯定感

自己効力感

承認実感

組織への信頼

仕事がうまくいく
（成果が出る）

業務環境・業務効率コミュニケーション 問題解決の支援

待遇への
納得感

職務満足の構造

* 金井壽宏・高橋潔『組織行動の考え方』（2004）、p217

　　前向きな気持ちで仕事に取り
　　組める職場環境を整備する

職務満足の構造

継続学習指針の「前向きな気持で仕事に取り組める職場環境」
について理解するために、看護師の職務満足の構造を見てみ
ましょう。上の図は、プロジェクトに参画したノトコード社
の過去の調査結果の分析およびコンサルティングの経験を踏
まえて作成された、職務満足の構造モデルです。ハーズバー
グの「動機づけ・衛生理論」で指摘されているように、仕事
に対する満足には「動機づけ要因」と「衛生要因」がありま
すが、実際のデータを見るとそれらは相互に複雑に関連して
おり、綺麗に切り分けられるわけではありません。ただ、「待
遇への納得感」「業務環境・業務効率」「人間関係」などと「勤
務継続意思」の間には強い相関は見られず、衛生要因が直接
的に勤務継続意思を左右する可能性は小さいと考えられます

（ただし新人看護師は、衛生要因と勤務継続意思の相関が強
い傾向があります）。

「前向きな気持ち」に該当するのは、左上の「ワーク・エンゲー
ジメント」および「成長・キャリアの展望」などの項目でしょ
う。ワーク・エンゲージメントは仕事に対する前向きな感情
を意味し、情熱・没頭・活力などの要素から成るとされてい
ます。では、これらの項目を高める職場環境とはどのような
ものでしょうか。

改善できる要素は何か

「前向きな気持ち」を持てていない時に、「モチベーションを
高めろ」とか「キャリアに希望を持て」と言われても、人は
なかなか前向きにはなれません。そこで職務満足の構造図の
矢印を遡っていくと、「仕事がうまくいく（成果が出る）」と
いう概念に行き着きます。仕事がうまくいった時にちゃんと
承認されていると実感できれば、自己効力感が生まれ、それ
は仕事に対する前向きな感情や、成長への希望に繋がります。
仕事がうまくいった時に先輩や上司によって意味付けがなさ

れれば、看護という仕事に対する肯定感が高まり、仕事への
前向きな感情に繋がります。同様に、仕事がうまくいった時
に周囲の支援やチームワークの恩恵を感じることができれば、
組織やチームに対する信頼も高まります。すなわち、職務満
足を高めるキーとなるのは「仕事がうまくいく」ことなので
す（参考：下部コラム）。

「前向きな気持ち」を高めるために、看護組織やマネジャー
が介入できるのは「仕事がうまくいく」ような環境作りと、
承認や意味付けなどの部分です。組織内のコミュニケーショ
ンを整え、業務環境の改善に取り組み、仕事の効率を下げる
ような課題を解決し、チームやスタッフが問題に直面した時
にはそれを乗り越える支援を行う…それによって、一人ひと
りの仕事がうまくいく可能性が高まるのです。そして、成果
が出たタイミングで適切な承認や意味付けを行うことで、前
向きな感情を高めることができるのです。最近「若い人は褒
めて育てよう」とよく言われますが、仕事がうまくいってい
ないのに褒められても自己効力感は高まりません。成果が出
せる環境を整え、仕事での成功体験を得られた時に褒めるこ
とが、「もっと頑張ろう」という気持ちに繋がるのです。

職場環境に潜む問題を発見する

では、スタッフが仕事で成果を出せるような環境を作るため
に、看護組織やマネジャーは何をすれば良いのでしょうか。
最も簡単な答えは、スタッフに「仕事がうまくいくためには、
何をどう改善したら良い？」と聴いてみることでしょう。ス
タッフが仕事をする上で困っていることを拾い上げ、それを

* 金井壽宏・高橋潔『組織行動の考え方』（2004）、p217

この本は、米国における 238 名の専門職業人を対象とした、のべ 12000 件に渡る業務日誌

の質的調査の結果をまとめたものである。この調査から、チームやメンバーの創造性・生産

性を最も高めるのは「やりがいのある仕事が進捗するよう支援すること」であり、逆に「や

りがいのある仕事の進捗を妨げる障害」が最もモチベーションに悪影響を及ぼすことがわ

かった。多くのマネジャーは「進捗」が動機付けにおいて重要だとは考えていなかったが、

実際は「評価」「インセンティブ」「対人関係のサポート」「明確な目標」よりも「進捗の支援」

が重要だったのだ。

参考：『マネージャーの最も大切な仕事』
（アマビール＆クレイマー ,2017, 英知出版）

解決していくのは管理者の重要な役割です。しかし実際にス
タッフに聞いてみても、率直な意見が出てこなかったり、感
情的な不満ばかりが発せられて、何をどう改善したら良いか
わからない…ということも少なくありません。そんな時に活
用すべきなのが、職務満足度調査です。
これまでも職務満足度調査はしばしば行われてきましたが、
それらの多くは人事労務の評価指標として位置づけられてお
り、マネジメントにおける問題発見のツールとしてはとらえ
られてきませんでした。しかし管理者が知りたいのは、現在
の満足度の状態だけではなく、むしろどこに課題があり、ど
こに働きかければ状況が改善するのか、という点ではないで
しょうか。どんなに職務満足の状態を明らかにしても、それ
が実際に改善に繋がらなければ意味がありません。看護組織
の権限範囲内で対処できる問題を発見するのが、調査を行う
最大の目的なのです。
職務満足度調査は、組織の「健康診断」だとも言えます。私
たちの身体に問題が生じた時、自覚症状が出ていれば医療機
関に行くことができますが、自覚できる症状がなければ気づ
くことはできず、気づいた時には病気が進行している…とい
うことも少なくありません。それは組織も同じで、管理者が
気づかないうちに問題が深刻化し、取り返しのつかない状態
になることも多いのです。スタッフが「仕事がうまくいって
いると感じられていないこと」や、職場環境に潜む様々な問
題を早期発見し、きちんと分析して解決に取り組むことが、

「前向きな気持ちが働ける職場環境作り」を支えるのです。

1110 院内で看護管理者が学び合う　～持続可能な看護組織を支える管理者の養成と継続教育～



継続学習指針の解説

　　問題解決を支える
　　思考技術と態度

論理的思考

論理的思考は、「論理的に伝える能力」と「論理的に考える
能力」の２つに整理できます。論理的に伝える能力とは、筋
道を立てて正しく記述し、他者に対して論理の過程を飛ばさ
ずに説明することができる力です。自分の話が他者に伝わ
らないのは、どこかで論理の飛躍や誤解が生じているから
で、筋道を立てて記述することができれば飛躍はある程度解
消できるのです。また誤解の解消には、話題の前提や言葉の
意味について他者と共有することが必要です。誤解が生じる
のは、自分が使っている言葉を、相手が違う意味に受け取っ
てしまったり、また自分が踏まえている前提や経験を相手が
共有していなかったりするためであるからです。つまり、「論
理的に伝える能力」とは、論理の飛躍や誤解がないように伝
える能力と言え、これが論理的思考の一端を支えています。
次に、論理的に考える能力です。この能力は、事象と事象の
関係を適切に分析・整理できる力のことを指します。事象の
間の関係は「原因と結果の関係」と「目的と手段の関係」と
いう２つの関係に大別されます。これらをきちんと整理でき
ないと、問題の原因やメカニズムを分析し、適切に解決へと
アプローチすることが難しくなります。看護管理職の育成に
おいては、この能力を伸ばすことも非常に重要です。
また、論理的思考は、個人で行っているだけでは完結しない
作業であると言えます。なぜなら論理の飛躍や誤解は自分だ
けでは気付きにくいからです。論理の飛躍や誤解を防ぎ、正
しく論理的思考ができるようにするために必要な態度が、「対

話的であること」と「リフレクティブであること」です。「論
理的思考」の技術に加え、対話的でリフレクティブな姿勢で
臨むことで、適切な問題解決ができるのです。

対話的であること

自分の中では論理がつながっていて納得できていても、実は
そこに論理の飛躍や誤解が生じているために、他者には伝
わっていない――このような事態は、係長より師長、師長よ
り副部長、と、上の職階になっていくほど起こりやすいと考
えるべきでしょう。なぜなら、上の職階の管理職になるほど、
自分の考えを相手に伝える機会が多くなりますが、それに対
して部下が「わかりません」とか「納得がいきません」と正
直に言うのは、一般に難しいことだからです。そのため、職
階が上がるほど、「対話」と「リフレクション」ががますま
す必要になってきます。
自分では気付いていない論理の飛躍や誤解に気付くためには、
まず相手との対話が重要です。対話することによって、自分
の話が本当に相手に正しく伝わっているか、もし食い違いが
生じていれば、相手に何がどのように伝わっているのか、何
の説明が足りないのかを聞き取り、発見することができます。
そうなるためには、何かわからないことがあったり、誤解が
起きていそうだったりする時、素直に相手に聞き直し、コミュ
ニケーションによって相互に理解を深めることができるよう
な、オープンな雰囲気を常に作っておく必要があります。
では、どうしたら普段から「対話」ができる、スタッフの気
づきが管理者に届くムードが作れるのでしょうか。師長さん
と面談していると、以下のような話を聞くことがあります。
　●「みんなよくしゃべるし、コミュニケーションは活発だ
　　と思うけど…」
　●「飲み会はよく開いているし、チームの仲はいいはずな
　　のに、何となく“なあなあ”な雰囲気なんですよね」
確かに、「会話」が多いことは悪いことではありませんし、
飲み会によるコミュニケーションの活性化が病棟内の雰囲気
を改善する場合もあるでしょう。しかし、本当に組織を変え
ていくためには、なんとなく仲良しであったり、うまくいっ
ているように見えたりするだけでは不十分であることも多々
あります。というのも、組織をよくしていこうと考えたと
きには、「これから私たちはどのようにしていけばいいのか」
について意見を出し合うことが必要になるからです。みんな

が心を開いて、建設的なディスカッションをしようという姿
勢、それこそが「対話」の入り口です。中原らは、対話を以
下のように定義しています。

　「対話」とは
　①共有可能なゆるやかなテーマのもとで
　②聞き手と話し手で担われる
　③創造的なコミュニケーション行為

「対話」というのは、「雑談」とは違ってテーマは設定されて
いるものの、何かを意思決定したり、勝ち負けを争ったりす
るものではなく、前提となっていることを再確認したり、選
択肢の可能性を探ったりするといった方向に話し合いを進め
ていくコミュニケーションのあり方なのです。また中原・長
岡は、対話する際の注意点を以下のように述べています。

　「ここで注意したいのは、「対話」によって理解を深める
　ためには、考え方や価値観の不一致を隠すことなく、お
　互いに自分の思っていることを、「私」の立ち位置から
　表出することが不可欠ということです。」

複数の人がコミュニケーションする以上、「意見の不一致」
や「理解の差」は必ずあるものです。衝突を避けようとして
黙りこんでしまえば、その不一致は解消されないままです。
お互いが「私はこう思う」という意見を言い合うことで、違
いがわかり、相互理解が深まります。それによって、協調的
な問題解決が可能になるのです。また、管理者になるくらい
の力のある方は、考えるスピードもスタッフより速く、知識
や経験も多いので、先にたくさん話してしまいがちです。す
ると「『正解』をみんなに伝える」という一方通行のコミュ
ニケーションになってしまい、そういう場ではたとえ「みん
なの意見も聴くよ」「一緒に話し合って解決しよう」と声を
かけても、スタッフから自由な意見が出てくる雰囲気にはな
りにくいものです。自分が話すよりも、スタッフの意見が出
てくるのを待つくらいの気持ちが大切になります。
そしてもう１つ、「自由な意見を言ってもその責任を取らさ
れない」という担保が必要になります。怒られるのではない
か、叱られるのではないか、自分だけがやらされるのではな
いか――そのような不安があっては、自分の気づきや意見を

自由に発言することはできません。このチームは対話的であ
り、安心して気づきや意見を発することができるという「心
理的安全」を確保する必要があるのです。心理的安全は「人々
の相互の信頼と尊敬が存在する時に」生じると指摘されてい
ます。心理的安全は、チーム内の居心地のよい状況、プレッ
シャーや問題がない状態、チームの結束力があることなどを
指す言葉ではなく、不安を感じることなく自由に意見を言え
るコミュニケーション環境のことを指しているのです。

リフレクティブであること

次に「リフレクティブであること」について考えてみます。
リフレクションという言葉には様々な意味が含まれています
が、一般には「振り返り」といった意味で捉えられているこ
とが多いと思います。では、管理職にとってのリフレクショ
ン・振り返りとは何でしょうか。それは、「自分の在り方・
考え方・行動などを変えることで、他人や組織を変えようと
する態度」であるということができるでしょう。
困難にぶつかった場合、人はしばしば、他者を何とか変える
ことで解決しようとします。特に職階が上がってくると、問
題が発生した場合、すぐにその原因を決めつけて、部下にあ
れこれと指示を出してしまいがちです。しかし、その自分の
在り方は果たして正しいのか、物事の他の原因やメカニズム、
あるいは他の解決策があるのではないか、と反省的に考え、
物事に対する自分の捉え方を変えてみることで、視野が広が
り、新たなアプローチが見つかることがあります。この姿勢
を持つことが「リフレクション」です。
もちろん、一人ひとりが自力でリフレクティブになれるに越
したことはないのですが、特にリーダーシップを取る立場に
なると、ある程度自分を信じて（信念を曲げずに）物事を
推進することも求められます。「揺らがないリーダーである
こと」と、「リフレクティブな管理者であること」の両立は、
決して簡単なことではありません。ですから、一人ひとりの
管理者がリフレクティブになるための支援も重要になります。
懸命に問題解決に取り組んでいるのにうまくいかない時は、
適切な原因や解決策をきちんと分析しないまま決めつけてし
まっていることも多く、そんな時に上司や周囲から「リフレ
クティブになること」を促される必要があります。PDP な
どの問題解決過程をグループで行うことは、必然的にリフレ
クティブになる機会を作ることができるのです。

論理的思考 対話的であること リフレクティブであること

問題解決能力

前向きな気持ちで
仕事に取り組める

職場環境を整備する

困難な状況にも
へこたれないように

レジリエンスを高める

学習する技術・態度

学習によって実現すること

外部環境を整える 心理状態を整える

組織が目指す姿を描き
到達までの道筋を示す

マネジメントの核となる基本的な思考技術・態度
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※シートは WEB サイトからダウンロードできます。

　　問題解決（PDPの活用）

ここまで紹介してきたように、「論理的に思考し、対話的で
リフレクティブな態度で問題解決を支援し合う」というのは、
言葉にすると簡単ですが、実行するとなると難しいものです。
そこで私たちは、指針に沿った問題解決ワークができる手法
の開発に挑みました。そして試行錯誤を繰り返しながら作っ
たフレームワークが PDP（Problem-Discovery Process）
です。このフレームワークは、複数名が２枚のワークシート
を使いながら、「最初の困りごと」から「Problem」を発見し、
実行計画を立案するまでのプロセスを支援するものです。以
下、簡単にその考え方を紹介してきます。

「困りごと」から始める

「問題解決」という言葉はよく耳にしますが、そこで言う「問
題」とは何なのでしょう。ある程度の経験のある看護師であ
れば、誰しも上司や医師に「結局は何が問題なの？」「僕は
何をしたらいいの？」などと聞かれたことがあると思います。
そして、何が問題でどんな解決策を取れば良いかがわからな
いから状況を報告して相談しているのに、「何が問題なの？」

「何をしたらいいの？」と聞かれても困る…と思った経験も
あるのではないでしょうか。
おそらく、立ち止まって「問題解決に取り組まなければ」と
思う時、人は解決すべき問題が何かすらまだ見えていないの
です。むしろ「どうして良いかわからなくて困っている」と
言ったほうが適切なのではないでしょうか。そこで PDP で
は「『困りごと』から始めよう」を合言葉にしています。「何

が問題なの？」と訊くのではなく、「何に困っているの？」
と聴く所から始め、取り組むべき問題（Problem）を見つ
け出して、行動計画を立てる所までを導くことによって、困
難な状況を乗り越える（≒仕事がうまくいくようにする）支
援をするのです。

①困りごと整理シート

問題解決を「困りごと」から始めることは大切なのですが、
最初に言語化された「困りごと」は、実はその人が一番困っ
ていることではないことが多いです。例えば、退院後に自宅
で療養することを渋っている患者さんが、「家は古いし、車
椅子で生活するのは難しい。どこか施設に入りたい。」と言っ
ている場合、最初の訴えは「自宅がバリアフリーではなく、
車椅子で生活するのが難しいこと」なのですが、よくよく話
を聞いていくと、「同居している長男の家族に負担をかける
のが心苦しいと思っていること」の方が「真の困りごと」で
あるといったケースを経験したことがある人は多いでしょう。
この場合、真の困りごとは「自宅療養だと、同居の家族に負
担がかかること」であり、それを解決しなければ、バリアフ
リー化の工事をしたとしても、その患者さんは自宅療養に前
向きになれないでしょう。
この「真の困りごと」を見つけるために、困りごと整理シー
ト（図）では、最初に挙げた困りごとよりも前に起こること

（＝原因や背景）と、後に起こること（＝影響や結果）を、ワー
クシートの左右に書き出す形になっています。自分が感じて
いる「困りごと」の周囲で起こっていることを、主に時系列
に沿って論理的に書き出すことによって、自分自身で「一番
困っていることは何か」に気づくきっかけを作っているので
す。
なお、このシートを使ってワークをする時は、例にも示した
ように付箋を使うことを奨めています。付箋であれば、論理
の流れに合わせて貼り替えることができますし、似たような
内容のものを重ねたり、要らない情報を外すこともできるか
らです。また、自分自身で「困りごと」を言語化して整理す
るのは難しいため、できるだけ聴き手が付箋に要素を書いて
いく、という形で行うことを奨めています。困っている人は、
聴き手（支援者）が書いた言葉に納得できるかどうかを確認
しながら進めていってください。

②困りごとの分析

２枚目の行動計画立案シート（図）では、設定した「真の困
りごと」をさらに細分化していきます。多くの人が、「真の
困りごと」が見つかると、すぐにその原因を考えたくなるの
ですが、ここではまず「困りごと」を具体化・細分化して細
かくしてから、一つひとつについて原因を考えていくという
プロセスを取ります。なぜなら「真の困りごと」に気づいた
としても、多くの場合それはまだ「困りごと」、すなわち複
雑で簡単には解決できない状況のはずです。より細かい要素
に分けて、一つひとつの原因を考えていくことによって、初
めて実現可能性の高い解決策を見つけることができるのです。
図に示した例では、「スタッフの超過勤務がなかなか減らな

い」という最初の困りごとから、「時間内に仕事を終わらせ
る意識が足りない」という真の困りごとに至りました。行動
計画立案シートでは、この困りごとをさらに具体化・細分化
していきます。この人が足りないと感じている「時間内に仕
事を終わらせる意識」とは、どのようなものなのかを具体的
に挙げてもらうことで、[2-1] の欄に示した要素が出てきま
した。例えば [2-1] の一番上に挙げた要素のように「業務の
合間に記録できることをメモしていない」と言語化されれば、
それを行わない理由も具体的に考えることができます。ここ
ではその原因として、[2-2] の欄には「記録は夕方にまとめ
て入力するものだと思っているから」と書かれています。か
かり、どの解決策から取り組み始めてよいかわからなくなっ
てしまいます。ですから、[3] の段階ではまず大まかな解決
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なってしまいます。ですから、[3] の段階ではまず大まかな
解決策をどんどん考え、ふせんに書き出していきます。
解決策をふせんに書き出すことができても、これで終わりで
はありません。解決策の中には、実行する権限や能力がなかっ
たり、実行してもあまり効果が見込めないものが混ざってい
るからです。適切な解決策かどうかを判断するために、「す・
じ・こ」というキーワードを私たちは提唱しています。

「す」…すぐに着手できる
「じ」…実現可能である
「こ」…効果的である

 

PDP に限らず、何かしらの計画を吟味する時には、この「す・
じ・こ」を意識することには意味があるでしょう。なぜな
ら、忙しい看護管理者は「すぐに、自分の力でできる、効果
的なこと」以外のことを実行する余裕がないからです。「い
つかできたらいいな」「誰かがやってくれればいいな」といっ
た計画は、たとえそれがどんなに素晴らしい内容であっても、
実行されないので意味がありません。逆に、ほんの些細な改
善であっても、実行されて効果が生じることが重要なのです。

④具体的な行動計画に落とし込む

PDP は以下の概念図に示したように、「す・じ・こ」な解
決策がある要素（原因）を problem（問題）として設定し、
それに対して行動計画を立てる所までを導きます。
問題解決においては、しばしば「分析した上で、よりクリティ
カルな問題に焦点を絞る」のが大切だと言われます。しかし
PDP においては、クリティカルな（重大な）問題を選ぶの
ではなく、その人（チーム）が解決可能な問題を選ぶことを
大切にしています。たとえどんなに重要な問題を見つけ出し
たとしても、その人（チーム）にとって実現可能な解決策が
なければ、無力感を味わうことになってしまいます。人やチー
ムがレジリエントであるためには、「自分たちの力で実現・
実行でき、成果を得られる」ような問題に取り組む必要があ
るのです。
ここまでのプロセスを経てプロブレムを設定したら、行動計
画を言語化する段階に進みます。計画が実行に移されるかど
うかは、いかに「行動する時に考えずにすむか」にかかって
います。たとえ「さあやろう！」と思ったとしても、その時
に色々と考えること（決めなければならないこと、調整しな
ければならないこと）が残っていたら、人はなかなか実際に
行動に移せないものです。行動計画を具体的に記述し、行動

のハードルを下げることが、問題解決において非常に重要な
のです。
この、行動計画を具体的に記述するコツが「3W1H」です。
5W1H というフレーズを聞く機会があるかと思いますが、
3W1H はそこから Why（なぜ）と Where（どこで）をカッ
トしたものです。Why（なぜ）が不要な理由は「困ってい
るから」です。問題解決を「困りごと」から始めていれば、

「なぜその問題に困っているか」を説明する必要はありませ
ん。また、看護管理者の多くは仕事をする場が決まっている
ので、わざわざ「どこで」に言及する必要もありません。残
りの、Who（誰が）、When（いつ／いつまでに）、What（何
を）、How（どのように）の４要素がしっかり書かれていれ
ば十分です。

＜ 3W1H ＞
・Who　誰が？   ・When　いつ？

・What　何を？   ・How　どのように？

また、行動計画を立てる段階では、様々な実行のための工夫
も考えられるでしょう。図に示した展開例でも、右側の行
動計画の欄に「＋工夫」として「11 時頃と 14 時頃、リーダー
はスタッフに、今のうちに書ける記録は書いておくように伝
える」という記述を加えています。この「行動計画」の欄で
は、実際に行動に移す時にできるだけ考えなくても済むこと、
何をするかを具体的に示されていて迷わないこと、が大切に
なります。3W1H 以外に書き方のルールはありませんので、
実行する人が動きやすいように書いて下さい。

策をどんどん考え、ふせんに書き出していきます。
解決策をふせんに書き出すことができても、これで終わりで
はありません。解決策の中には、実行する権限や能力がなかっ
たり、実行してもあまり効果が見込めないものが混ざってい
るからです。適切な解決策かどうかを判断するために、「す・
じ・こ」というキーワードを私たちは提唱しています。

③解決策を考え、吟味する

具体的な事象を洗い出し、その原因を書き出すと、解決策を
考えるのも簡単になります。この例の場合は、シートの [3]
の欄に書かれたように、「業務の合間に書ける記録は書いて
おくように習慣づける」という具体的な対策が見えてきまし
た。なお、ここで具体的な計画を詰め始めてしまうと時間も
かかり、どの解決策から取り組み始めてよいかわからなく

※シートは WEB サイトからダウンロードできます。
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この要素を

「プロブレム」に
設定

５

６
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継続学習指針の解説

　　組織が目指す姿を描き、
　　到達までの道筋を示す

最後に、「継続学習指針」の第２版で追加された「組織が目
指す姿を描き、到達までの道筋を示す」という項目につい
て解説します。「組織が目指す姿」は「ビジョン」や「目標」
と表現されることも多く、近年は看護組織が「目標管理」に
取り組む機会も増えています。しかし、多くの管理者が「目
標管理がよくわからない」「ビジョンを語りスタッフを引っ
張っていくことが苦手」と感じており、必ずしもこのアプ
ローチが効果的に運用されているとは言えない状況がありま
す。それはなぜでしょう。
理由の一つとして、そもそも看護師は「目標達成型」の思考
に慣れていないという背景があります。看護ケアの基本は、
患者さんの自己決定に基づき、患者さんが健康（望む状態）
を回復する過程を支援することでしょう。患者さんの目指す
姿を決めるのは患者さん自身であり、自らビジョンを設定し
て周囲を引っ張っていく性質の仕事ではありません。学生時
代から「問題解決」については時間とエネルギーをかけて学
びますが、ビジョンや目標を語り、ひとを引っ張っていくと
いうトレーニングを積んできていないのです。ですから、こ
の継続学習指針でも、まずは「問題解決」をベースに、スタッ
フが前向きな気持ちで仕事に取り組み、へこたれずに働ける
環境を作ることが優先されると考えています。しかし、ずっ
と目の前に現れた問題だけを解決していたのでは、組織の発
展と成長は望めません。体制・環境が整ったら、より高みを
目指して組織を引っ張っていくこともまた、リーダーに求め
られる大切な職能です。
実は目標達成の思考は、問題解決の思考と非常によく似てい

ます。すなわち、高い問題解決能力を持ったリーダーは、そ
の思考力を少しアレンジすれば、組織が目標達成に取り組む
道筋をも適切に設計することができるはずなのです。様々な
問題を解決して自信をつけた管理者は、ぜひこの段階に取り
組んでみて下さい。

「組織が目指す姿」をどう言葉にするか

先に述べたように、組織のリーダーの多くが「ビジョン／目
指す姿」を言葉にすることの難しさを感じています。特に看
護分野は、組織が目指す姿を数値目標で表しにくいため、ど
うしても「ビジョンを語って伝える」必要が生じてしまいま
す。なんとかビジョンや目標を言葉にしたとしても、キャッ
チフレーズのようになってしまい、具体的に何を目指したら
良いかわからない…というケースも少なくありません。

「組織が目指す姿」が伝わりにくいのは、それをまだ多くの
人が実際に見ていないからです。近くにロールモデルになる
ような人／組織がある場合は、「あの人（チーム）のように
なりたいね」と言えば簡単に伝わりますが、リーダーの頭の
中にある漠然とした「目指す姿」は、他の誰にも見えません。
リーダー本人すらはっきりとイメージできていないことも多
いでしょう。ではどうしたら、組織の内外に「組織が目指す
姿」を可視化して示すことができるのでしょうか。
結論から言えば、「現在の姿」と「目指す姿」の差を、一つ
ひとつ具体的に示していくしかありません。多くの人が認識
できる「現在の姿」を拾い上げ、「目指す姿」との間にどん
な違いがあるのかを言葉で伝えるのです。そうやって「差」
を現状の上に丁寧に積み重ねることによって、次第に

「目指す姿」が具体化していきます。
このプロセスは、実は PDP における「困りごと」の分析と
よく似ています。漠然と「困っている」という状態から解決
策を導くのは難しいので、PDP においては「困りごと」を
具体化・細分化して、一つひとつについて原因や解決策を考
えます。「目指す姿」を言語化する際も同様であり、漠然と
した「目指す姿」と「現在の姿」の差を具体化・細分化して、
一つひとつについてどう乗り越えていくか、変わっていくか
を検討するというアプローチが有効なのです。

問題解決モデルと目標達成モデルの違い

前項で紹介したように、「現在の姿」と「目指す姿」の差を

具体的に書き出し、それを一つひとつどう乗り越えていくか
を設計するという作業によって、人や組織が目指す姿に到達
するまでの道筋を示すことができます。この「道筋を示す」
ことがなぜ重要なのかを、ここで少し説明しましょう。
PDP で扱う問題解決モデル（困っている時）においては、「次
の一歩」が大切になります。レジリエンスの節でも述べたよ
うに、ひとは「困っている」状態が長く続くと無力感を学習
しやすく、尚更困っている状態から抜け出せなくなります。
例えば、他人の借金の連帯保証人になっていた人が、突然
3000 万円の借金を肩代わりすることになったと想像してみ
て下さい。銀行員に「毎年 240 万円、15 年間で返済可能です」
と言われても、あまりに膨大で長期間の負担を前に、呆然と
してしまうでしょう。この状況で「よし、毎月コツコツ頑張
ろう」と思える人はなかなかいないと思います。こういう時
に必要なのは「次の一歩」のアプローチです。「まずは今の
生活を見直して、今月は 5 万円だけでも捻出してみませんか」
と言われれば、少し出来そうな気がするはずです。現在の家
計を書き出して節約できそうな所を洗い出し、まずは外食と
洋服代を削り、通信費を半額にする…といった具体的な計画
にすれば、「最悪な状況だけれど、まずはやれることからやっ
てみよう」という気持ちになる人が多いでしょう。
しかし、目標達成モデル（困っていない時、何か高みを目指
す時）においては、「全体のロードマップ」が大切になりま
す。すぐには到達できない大きな目標に向かう時ほど、全体
の道のりをイメージしなければ前向きなエネルギーが湧いて
きません。先程の例とは逆に「定年までに 3000 万円の貯金
をしよう」という目標を立てることを想像してみてください。
今度は「とりあえず今月は 5 万円貯めてみましょう」と言
われても、そのペースでは目標に到達できないのは明らかで
す。目標達成モデルの時は、「目標に到達できそうだ」とい
う実感がわかなければ、なかなか頑張る気持ちは湧いてきま
せん。だからこそ「来年の今ごろまでに 150 万円貯めるこ
とを具体的にイメージしてください」と言い、その中間ゴー
ルまでまずは頑張って到達しようという具体的な目標が必要
なのです。大きな目標に向かって進んでいく時ほど、適切な

「通過ポイント」を定めて、「まずはあそこまで頑張ろう」「よ
し、途中まではいいペースで来られているな」という形でモ
チベーションを維持していきましょう。

教育計画立案シートの活用

本プロジェクトでは、上記の「目標達成型の思考」を実践す
るためのツールとして、教育計画立案シートを開発しました。

「教育」は目標達成型の行為であり、「目の前の次の一歩」だ
けでなく、長い目で見たアプローチを設計する必要がありま
す。この考え方を応用すれば、目標管理にも活かすことがで
きるのではないかと考えます。

 
　 　　

目標

教育ニーズ 目指す
姿
↓
教育
ゴール現状 STEP1 STEP2 STEP3

上図に示したように、現状と目指す姿の差を書き出し（＝教
育ニーズ）、それをいくつかのステップに分けていくことで、
どのように教育的に関わっていくか（どんな研修を行うか、
経験を積ませるか）を設計していきます。ワークシートでは、

「目指す姿」と「学習者の現状」の差を付箋に書き出す形で
洗い出し、その中から「学習によって習得可能な３～４個の
要素を抽出し、その学習方策を考える」という形になってい
ます。
もちろん、本格的な教育計画・カリキュラムに比べれば簡便
な設計となりますが、「なんとなく研修を行う」「教育計画の
立て方がわからない」という状態に対しては、有効に機能す
るツールと考えています。本事業では、教育の専門家ではな
い CNML や院内教育担当者が、まずは初歩的な教育ニーズ
分析を行い、簡易的な教育計画を立てられるまでの道筋を整
えることを企図しているのです。

問題解決能力

論理的思考 対話的であること リフレクティブであること

前向きな気持ちで
仕事に取り組める

職場環境を整備する

困難な状況にも
へこたれないように

レジリエンスを高める

学習する技術・態度

学習によって実現すること

外部環境を整える 心理状態を整える

組織が目指す姿を描き
到達までの道筋を示す

マネジメントの核となる基本的な思考技術・態度

困難な状況にも
へこたれないように

レジリエンスを高める

心理状態を整える
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CNML

師長・主任

PDP 研究会・CNML 養成講座

問題解決支援ファシリテーション

各病院内における、師長をはじめとした看護管理者の継続教育・支援の実施

CNML どうしの
学び合い

師長

CNML

師長・主任

問題解決支援ファシリテーション

CNML

師長・主任

問題解決支援ファシリテーション

CNML

問題解決支援ファシリテーション

【取組】院内での管理者の
学び合いをプロデュース

　　CNMLの役割

ここまで、看護管理者の継続学習指針と、それを実現する
ための、PDP を用いた問題解決について説明してきました。
私たちが目指しているのは、このような管理能力を開発する
ための教育を、外部の研修ではなく院内で学びあえるような
仕組みをつくることです。そこで本プロジェクトでは、各医
療施設に「臨床看護マネジメントリーダー（CNML）」を育
成する試みを始めました。院内の管理者継続教育を推進する
リーダーとなる立場のことで、役職としては主に看護部長や
看護副部長クラスを想定しています。
CNML は、大きく２つの役割を担います。一つは、PDP 
フレームワークを使った問題解決のやり方を熟知し、グルー
プワークのファシリテーターの役割を務めることで、院内全
体の問題解決能力を向上させていくことです。そしてもう一
つは、院内の管理者教育の目標を立て、その目標を達成する
ために教育計画を策定し、継続的な教育を実施することです。
院内で看護管理者を育成していくためには、管理者同士が自
分たちの普段の管理業務について気軽に集まって共有し合っ
たり、困りごとを抱えた人がいたら皆で話し合って解決した

り、といったことが日常的に行われるような組織学習の文
化を、院内に根付かせていくことが必要です。CNML には、
部下の PDP グループワークがうまくいくようファシリテー
トしたり、院内で管理者同士が学び合う場を設定したりと率
先して活動することで、そのような文化を少しずつ定着させ
ていくことが期待されます。

　　PDPファシリテーション

グループワークのセッティング

PDP を看護管理者の学習に取り入れている施設では、師長
会・主任会の一部の時間をグループワークにあてたり、時間
外の任意の勉強会として実施している所もあります。ただ、
組織的な取り組みをするのが難しい状況の場合は、個人で声
をかけあってグループワークを行ってみるのも良いでしょう。
できるだけ「近い立場」の人と、自由に発言しあえる場を作
ることが最も重要になります。
このグループの人数はできれば３人以上が良く、最適人数
は４人と考えています。なぜなら、「話し手＝困っている人」
と「聴き手」に加え、少し冷静な視点で場をファシリテート

する存在がいると、議論が深まりやすいからです。しかし、
まずは「困りごとについて他者と話してみる」ということが
最も大切であり、まずはやる気のある人たちでグループワー
クを行う所から始めてください（まさに、す・じ・こな行動
です）。
困りごとを抱えている人は、自分が置かれた状況を話し、聴
き手の質問に答えていきます。この時に自分で付箋に書こう
とすると、「説明」や「思考」に集中できません。ですから、
聴き手がワークシートに沿って質問し、付箋に記入して論理
関係を整理しながら貼っていくことが推奨されます。また、
話し手が言葉に詰まったり、アイディアが浮かばなくなるこ
ともしばしばあります。そんな時には、聴き手が「◯◯と
いう感じですか？」「例えば◯◯という解決策はありえます
か？」などと、話し手の思考のヒントを投げかけてみてくだ
さい。しかし、話し手を差し置いて、「ああではないか、こ
うではないか」と聴き手が話を進めてしまい、話し手の置か
れた状況を無視して勝手な解釈を押し付けることになってし
まうケースも散見されます。聴き手は様々な質問をして話し
手の言葉を引き出しながら、アドバイスやお説教、提案の押
し付けになってしまわないように気をつけてください。
ファシリテーターは、聴き手が話にのめり込みすぎた時、話
し手の思いがうまく伝わっていない時、盛り上がりすぎて
PDP ワークの展開から話がそれてしまった時、行き詰まっ
て全然ワークが進まなくなった時などに、冷静な視点で「話
し手の話題に戻りましょう」「すこし話がそれてますね」

「ちょっと視点を変えて、次に進んでみましょうか」などと
言葉をかけ、場を整えるのが主な役割です。しばしば、「ファ
シリテーターは場を仕切り、議論をリードする人だ」と誤解
している方を見かけますが、むしろコミュニケーションを円
滑に行う支援をする存在であり、議論の主役は「話し手」と

「聴き手」なのです。

管理者に求められるファシリテーションの力

「ファシリテーションの力」が看護管理者に求められるシー
ンが増えているので、少し踏み込んだ説明をしておきます。
ファシリテーターとは、複数人が協働的に活動する際に、そ
の活動がスムースに行われるよう支援する人物のことです。
英語の“facilitate”は、何かを「簡単にする、容易にする」
という意味をもっており、グループワークや問題解決のよう

な難しい営みを「簡単」にし、有意義なものへと適切に導く
ことを指しています。
近年、様々な業界でファシリテーターの役割に注目が集まっ
ています。それは、個人の力では解くことのできないような
問題に直面することが多くなってきたからでしょう。社会の
しくみはますます高度化・複雑化しており、発生する問題も、
多くの要因が複雑に絡み合って生じているため、一人の人間
が持つ知識や経験、能力だけではなかなか太刀打ちできませ
ん。たくさんの人が集まり、その人たちが持つ知恵を統合す
ることで、それらの「困難」に対処していくことの必要性が
高まっているのです。
看護の現場でも、同じことが言えるでしょう。医療界は現在、
知識・技術の高度化、急性期医療機関の集約化、相次ぐ診療
報酬の改定など、めまぐるしい変化の渦のなかにあります。
看護組織は、人手不足のなか、病床稼働率の向上など経営側
の要請にも応えつつ、安全でより良い医療を提供し続けなけ
ればならない、という状況に立たされています。それに伴っ
て、看護スタッフや管理者が直面する日々の職務上の困りご
とも、かつてと比べ非常に複雑化し、分析したり解決したり
することが難しくなってきています。そんなときこそ、一人
で困りごとを抱え込むのではなく、周囲の人たちも巻き込ん
で共に考え、解決していこうという姿勢が重要になってくる
のです。
しかし「ただ何となく集まって話し合ってみた」というだけ
では、全員の力を引き出して統合し、うまく問題を解決する
ことはできません。看護管理者は会議や打ち合わせに参加す
る機会が多いと思いますが、その中で「みんなの知恵をまと
めて、より良い結論を導き出すことができた」と言えるもの
はどれほどあったでしょうか。「自分の意見をたくさん主張
する人と、何も言わずに黙ってしまう人にわかれてしまっ
た」、「決めるべきことが曖昧で、いまいち結論が出たような
気がしない」、「論点がどんどんずれていってしまって、何の
話し合いをしているのかわからなくなってしまった」などと、
不全感が残るケースが少なくないと思います。
グループワークも会議も、本来は多様なメンバーが色々な角
度から意見をぶつけ合い、参加者一人ひとりの知恵を結集し
て、より良い結論を導き出していくことが目的です。しかし
人は誰しも「自分にとってのあたりまえ」にとらわれてしま
いがちです。また、他者の意見を感情的に受け入れられなかっ
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PDP の良いところは、普段から「仲間とシートと付箋」が
あればいつでもどこでも気軽に実施することができ、シート
を共有すれば「困りごと」や「行動計画」を他者に伝えられ
る、というところにあります。ですから、発表や共有の際に
新たに資料を作ることはせず、字を読みやすくする、論理展
開を見直して付箋を貼り直す、主語や目的語を補う…といっ
た程度の手入れをした上で（面倒であればそれも不要）、シー
トをコピーして検討会・発表会等を行ってください。今後は、
WEB 上で PDP ワークを実施し、そのシートを共有・印刷
できるような仕組みを作ることも検討されています。

PDCA 展開シートの活用

PDP のゴールは行動計画の作成です。この行動計画を実行
する際には、いわゆる PDCA を意識する必要があります。

PDCA というと難しく聞こえますが、簡単に言えば「しっ
かりと行動計画を立て、愚直に実行して、ちゃんとやったか
どうかを確認し、うまく行かなければ計画を立て直す」とい
う単純な営みです。しかし、この単純な営みを組織的にきち
んと続けていくのは簡単なことではなく、「計画倒れ」や「や
りっぱなし」はなかなかなくなりません。そこで、本プロジェ
クトでは PDP によって立てた行動計画について、PDCA
を展開するワークシートを開発しました。下に活用例を示し
ましたが、行動計画を 3W1H で記述した上で振り返るタイ
ミングを決め、「計画通りに実行できたか」と「困りごとは
解消したか」の２つの観点を確認し、必要に応じて行動計画
を改善するという流れを、付箋で簡単に作れるようにしたも
のです。前項で紹介した師長会・主任会などにおける管理実
践の検討などに活用していただくことを期待しています。

たり、あるいは聴き流してしまったり、自分の都合の良いよ
うに解釈してしまうといったことも日常茶飯事です。そうな
らないために、「対話的であること」や、自分が偏った思考
や言動をしていないかを振り返る「リフレクティブな姿勢」
が重要なのです。しかし、相手との議論や対話に集中しつつ、
一方で自分のあり方を冷静に振り返るのは、簡単なことでは
ありません。会議やグループワークで有意義なコミュニケー
ションをするには、そのような「困難・障害」がいくつも待
ち受けているのです。ですからファシリテーターは、議論の
中身に集中するのではなく、グループワークにつきものの困
難や障害を取り除き、円滑に対話を進める役割に集中する必
要があるのです。

＊＊＊
ファシリテーション能力も、継続学習指針の各項目と同様、
一朝一夕に身につけることができるものではありません。以
下に、ファシリテーターとしての心得５か条を示しておきま
す。この５つの項目を心に留めながらファシリテーションを
行うことで、徐々にファシリテーターとしての能力が身につ
いていくことと思います。（CNML養成講座の「ファシリテー
ション」研修では、PDP ワークの支援を通じたファシリテー
ションの手法について学びます）

　　院内の看護管理者教育を
　　リードする

管理者の教育計画を立てる

CNML のもう一つの重要な役割が、院内の看護管理者の教
育計画を立てることです。近年、大規模な医療機関では、教

育委員会や教育担当の師長等が中心となり、新人～若手の教
育を行う体制作りが進んできました。しかし管理者を養成し、
継続的に院内で学び成長し続けられる体制が整備されている
医療機関はまだ多くありません。そもそも、管理者教育の担
当者・責任者が明確にされていない施設も多いでしょう。本
来、教育計画を立てる力をつけるためには、教育学やカリ
キュラムに関する考え方など、横断的な学習が必要です。看
護学校の教員養成講習等においても、講義と演習を繰り返し
多くの時間をかけて学ぶ内容です。しかし現実的には、副部
長等の役職にある CNML 候補者が、じっくり時間をかけて
教育手法やインストラクショナル・デザインについて学ぶ余
裕はありません。そこで本プロジェクトでは、CNML が管
理者の学習課題を見出し、院内で管理者研修を企画すること
ができるよう「教育計画」について１日で学ぶプログラムを
設けました。さらに平成 29 年度には、これからの看護管理
の担い手を育成するための学習指針として、次頁で紹介する

「マネジメント学習マップ」を策定しました。これらを活用し、
CNML が管理者の育成と継続教育をリードすることが期待
されます。

師長会・主任会を使った組織学習

また、本プロジェクトを通して院内での PDP の活用に取り
組み、師長会や主任会などの機会を使って、互いの問題解決
の実践を共有し、管理者どうしが学び合う組織作りに取り組
んでいる医療機関もあります。管理上の困りごとを共有し、
分析の過程、解決策の洗い出しと吟味、実施してみた結果の
振り返りなどを管理者どうしが共有することは、組織学習の
観点からも非常に効果的な取り組みだと言えます。
本プロジェクトの協力機関でもこのような取組を実施してい
ただきましたが、師長会・主任会で「発表する」というセッティ
ングのためか、きちんとパワーポイントで資料を作り、ワー
クシート自体は共有されないというケースが散見されまし
た。しかし、パワーポイント等で資料をまとめ直してしまう
と、PDP の肝である「困りごとを細分化・具体化して、そ
れぞれについて原因や解決策を考える」という分析の部分が
飛ばされ、抽象的で大まかな情報しか伝わらなくなってしま
うことが多いのです。また、わざわざ資料を作るとなると発
表者の負担も重くなり、この取組の継続性の阻害要因となり
かねません。

① 問題解決のプロセスが適切に進むよう「支援」する
② 「指導／アドバイス」にならないよう配慮する
③ メンバーが「対話的」になれる 「場」を保つ
④ 話を「具体的」にし、あいまいな言葉を減らす
⑤ 常に冷静に全体を俯瞰し、目的を見失わない

ファシリテーターの心得５か条
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マネジメント学習マップ

平成 29 年度 文部科学省委託事業「看護管理者の院内継続教育の開発」（日本赤十字社医療センター）

初期教育を受ける段階  新人・後輩を育成する段階 実践をリードする段階 組織をマネジメントする段階

（新人・初心者） （若手） （リーダー） （管理者）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
核
と
な
る
基
本
的
な
思
考
技
術
・
態
度

問
題
解
決

支
援
す
る

力 ▼患者・家族の問題解
決を支援する

▼新人・初心者の問題
解決を支援する

▼チームメンバーが実
務上で直面する問題の
解決を支援する

▼スタッフが問題解決
に取り組む際に、組織
的な側面から支援する

支
援
を
受
け
る
力

▼自分が困った時に、周
囲や管理者に「困ってい
る」ことを率直に伝える
▼わからないことを、
わからないと言う

▼新人・初心者の「困
りごと」を、適切に指
導者や管理者に伝える

▼チームの「困りごと」
を、適切に管理者に伝
える

▼組織内の「困りごと」
の解決のために、必要
な支援体制を整える

論
理
的
思
考

言
語
運
用
能
力

▼仕事で使用する言葉
を正しく使う
▼事実・事象を誰にで
も伝わる言葉で言語化
する

▼事実・事象を知識と
関連付けて、誰にでも
伝わる言葉で言語化す
る

▼複雑な事象を細分化
する
▼事例や細分化された
要素を分類し、　適切
にラベリングする

▼抽象的な概念を、具
体化して伝える
▼具体的な事象を、概
念化して伝える

順
序
を
整
え
る

力 ▼事象や行動を、順序
立てて説明する

▼原因と結果の関係を
正しくとらえる　

▼目的と手段の関係を
正しくとらえる
▼問題と解決策の関係
を正しくとらえる

▼大きな目標・課題に
対して、小さなステッ
プを適切に設定する

対
話
的
で
あ
る
こ
と

聴
く
力

▼患者・家族の心理的
安全を確保する
▼患者・家族の「困り
ごと」を聴き取る

▼新人・初心者の心理
的安全を確保する
▼新人・初心者の「困
りごと」を整理する

▼チームメンバーの心
理的安全を確保する
▼チームメンバーの
「困りごと」を整理する

▼スタッフが相談し合
える環境を作る
▼チームや組織を横断
する「 困りごと」　を、
関係者をつないで整理
する

伝
え
る
力

(

ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
ネ
ス)

▼意見を求められたら
自ら発言する
▼自分を主語にして意
見を述べる

▼事実や根拠を示しな
がら、自分の意見を述
べる

▼チームメンバーに対し
て、理性的に自分の意見
を伝える
▼多職種に対して、事
実や根拠を示しながら
自分の意見を述べる

▼相手の事情・文脈に
合わせて、自分の意見
を伝える
▼自分がどの立場で話
しているかを相手に伝
える

リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ス

変
化
に
対
し
て

心
を
ひ
ら
く

▼患者・家族に対して、
自分自身の思考や行動
を変化させることを前
向きにとらえる

▼新人・初心者に対し
て、自分自身の思考や
行動を変化させること
に前向きに取り組む

▼チームメンバーに対
して、自分自身の思考
や行動を変化させるこ
とに前向きに取り組む

▼管理者として、実践
者とは異なる思考や行
動をする必要があるこ
とを受け入れる

自
分
が
変
わ
る
こ
と
で

状
況
に
働
き
か
け
る

▼困難に直面した際に、
自身の思考や行動を変
えることで、困難を乗
り越えられると認識す
る

▼課題を抱える新人・
初心者に対し、自身の
行動や働きかけを変え
ることで解決に導く

▼リーダーとして、率
先して行動や働きかけ
を変えることによって、
チームおよびメンバー
の変化を促す

▼管理者として、率先
して行動や働きかけを
変え、組織全体の変化
を促す

次世代の看護管理の担い手を育成するために

本プロジェクトを通して、看護部長・副部長の方々から「看
護管理者の継続教育に関する課題」とともに、「管理者の大
量退職時代を迎えているのに、次世代の看護管理の担い手が
なかなか育たない」という悩みがしばしば聞かれます。いま
退職が迫っている世代が管理者になった頃は、看護組織も教
育体制も発展途上であり、それぞれが試行錯誤しながら道を
切り拓いていくしかなかった時代でした。少し引いた視点か
ら見れば、きっと当時の管理者も未熟だったのだろうと思い
ます。ただ、当時の看護組織はまだ失敗しながら新しいシス
テムを作って以外に道はなく、多くの管理者がその過程で自
分自身を鍛えていくことができたのでしょう。
しかし、この十数年で看護組織の複雑性は大きく増し、看護
管理者の仕事もどんどん難しくなっています。これから管理
者になる人には、試行錯誤を繰り返し、失敗しながら成長し
ていく余裕は与えられません。管理者になった時点で、一定
の管理者としての能力や知識を求められてしまうのです。そ
して、中堅看護師もそのことを感じており、軽々しく「管理
者になろう」と思えなくなっているのでしょう。
そんな厳しい時代に管理を担う人材を育成するには、丁寧な
準備教育が必要です。現場の仕事ができて、組織に対する
コミットメントが高い人に、「管理の仕事をやってみない？」
と声をかけて登用するのには、もはや無理があるのです。そ
して、ファーストレベルやセカンドレベルの集中的な教育を
受けただけで管理者として一線で活躍するのも、同様に無理
があるでしょう。そこで私たちは、早期から「管理者となる
ための準備教育」を実施するための方策を考えました。
 
マネジメント学習マップ

私たちは「看護管理者の継続学習指針」を、管理者の能力開
発の軸として設定しています。管理者の準備教育についても、
この学習指針に書かれた思考技術や態度を習得していくこと
を軸に考え、「問題解決」「論理的思考」「対話的であること」

「リフレクティブネス」の４つの要素について、それぞれが
含む具体的な思考・行動に落とし込み、合計８つの学習項目
を設定しました。そして、主に新卒１年目を想定した「新人」、
プリセプターや新人指導担当者となる３年目前後を想定した

「若手」、日々の業務のリーダーを担える「リーダー」を経て、

管理者のレベルに至るという４段階のステップを設定しまし
た。この８×４のマトリクスで、マネジメント能力の開発に
取り組めるよう、学習・経験項目をマッピングしています。
新人がマネジメントするのは、自分が担当している患者さん
の療養生活です。もちろん先輩・チームの支援を受けながら
ではありますが、患者・家族の悩みや困りごとを聴き、それ
を論理的に整理して、問題解決を支援していくことが求めら
れます。自力で解決できないことがあるのは仕方ありません
が、自分が見聞きしたこと、実施したことを正確に報告でき
ることは専門職としての最低限の責務となるでしょう。若手
になると、看護職として患者・家族の支援を行うのはもちろ
ん、新人（後輩）の育成に携わるようになり、新人から困っ
ていることを聴き出して、自力で解決するプロセスを支援す
る役割が求められるようになります。また、起こったことを
ただ報告するだけでなく、その原因を考えて解決策を提案す
ることも期待されます。リーダーになると、支援対象はチー
ム全体になります。自分自身で患者・家族に関わるよりも、
ケアの最前線にいるメンバーに働きかけ、必要に応じて変化
を促したり、問題解決の支援を行うことが求められます。
 
マネジメントが看護師の職能の核となる

このように書き出すと「マネジメントを支える思考技術・態
度」は、看護実践においても必要であることに気づかされま
す。それは看護がチーム・組織で行う仕事だからでしょう。
医療技術や専門知識の高度化はどんどん進んでおり、一つひ
とつのテクニカル・スキルの専門性は高まっています。医師
が診療科別の専門医に分かれていくように、看護師が全ての
診療科に跨って専門性を発揮するのは、特に急性期の医療機
関では難しくなっていくでしょう。しかし、患者さんの療養
生活を支え、様々な専門職が関わる医療においてチームと組
織を的確に動かしていくというマネジメントの能力は、どこ
で働くとしても確実に必要になってきます。
看護職のテクニカル・スキルの開発の指針となるクリニカル
ラダーとともに、マネジメント分野の学習・能力開発の指針
を活用し、新人・若手から学びを積み重ねることが求められ
るでしょう。このマネジメント学習マップが、各医療機関で
マネジメントの学習機会を拡充する際の指針になることを期
待するとともに、今後はこのマップに対応した学習素材の開
発に取り組んでいきたいと考えています。
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CNML養成プログラム

① PDP入門 ② PDP演習

①難解で複雑になった「看護管理」を問い直し、「看護師が前向
きに働き続けられる職場を作る」ことに立ち返って、問題解決を軸
とした「看護管理者の継続学習指針」のコンセプトを理解する
②看護管理者どうしが継続的に学び合うための共通フレームワ
ークとしてのPDPについて理解し、展開の仕方を体験する

想定する職位：主任・副師長以上を目安（制限はなし）

時間

対象

【講義（約２時間）】 
 看護管理を問い直す
 マネジメントとは何か／看護管理の中核的な仕事とは／
 Nurse Centered Management
 看護管理者の継続学習指針
 複雑で難しい「看護管理」からの脱却／問題解決能力がすべての基盤となる
 ／問題解決を支える能力・態度
 レジリエンス概説
 学習性無力感／レジリエンスを高めるアプローチ
 論理的思考概説
 正しく伝えることの難しさ／筋道を立てて物事を記述する／全体像を意識した
 文章の書き方
 PDPフレームワークの概説
 問題解決とは何か～困りごとから始めよう～／「困る力」の重要性／PDPの
 展開方法／継続学習指針とPDP
【演習】
 PDP展開デモンストレーション（約１時間）
 参加者の困りごとを取り上げ、実際にPDPを展開してAction Planを導く
 デモンストレーションを行う
 PDP体験演習（３～４人グループ・約２時間）
 困りごと整理シートを使い、互いの困りごとを整理し合う／
 行動計画立案シートを使い、Action Planの立案を体験する
 まとめ・振り返り

プログラム

目的

10:30～1６:30

①PDPワークを繰り返し実践することで、問題解決の手法を定
着させる
②グループメンバーのPDPの展開を支援することで、問題解決支
援の力を向上させる

①PDP入門、またはPDPに関する研修の受講歴がある方
想定する職位：主任・副師長以上を目安（制限はなし）

時間

対象

【講義・デモンストレーション（約1.5時間）】
 PDP展開デモンストレーション
 PDPの展開の復習
 PDPグループワークの進め方
 PDPワークのメンバーの役割
 シートと付箋の使い方のコツ
 陥りがちな落とし穴とその対策
【演習（約3.5時間）】
 PDPグループワークの実践（４人グループ）
 役割を交代しながら４事例でAction Planまでの展開を経験する
 質疑・振り返り・まとめ

プログラム

目的

10:30～1６:30

①看護管理者の継続教育および、次世代の看護管理の担い手
の育成にあたるために必要な、組織学習に関する基本的な理解
と、教育設計の手法を身につける
②問題解決モデルと目標達成モデルの思考の共通点・相違点を
理解し、PDPの考え方を活用した目標達成モデルの思考枠組を
実践できるようになる
③組織分析や目標設定に使われる様々なフレームワークについ
て適切な使い方を理解する
④「目標」を言語化し、そこに至るまでのステップ・プロセスを設計
する手法を理解する

①PDP入門、②PDP演習を受講済の方
想定する職位：教育担当師長、副部長／CNML認定希望者 など

時間

対象

【講義（約1.5時間）】
 教育設計概論
 学習・教育に関する理論の概観
 学習する組織とは何か
 インストラクショナル・デザインの基本的な理解
 マネジメント生涯学習マップの説明
 教育計画と目標管理
 問題解決モデルと目標達成モデル
 組織分析に使われる様々なフレームワークの功罪
 なぜ「目標管理」が難しいのか
 「教育計画」と「目標による管理」の共通点
【演習（約3.5時間）】
 教育計画立案のデモンストレーション
 ビジョンの言語化（ペアワーク）
 教育計画立案の実践（グループワーク）
 質疑・振り返り

プログラム

目的

10:00～1６:30

①PDP-PDCAを使った、組織的な問題解決への取組手法を理
解する
②PDPワークを通じて、支援対象の「真の困りごと」の導き方を
身につける
③「困りごと」を具体化・細分化する支援を繰り返し経験し、支援
のコツをつかむ
④組織内でPDPによる問題解決支援を行う際のファシリテーター
としての課題を共有し、より良いファシリテーション方法を考える
※本研修は、PDPの手法を概ね理解し、PDPを使って部下・組
織の問題解決支援を実践した上で受講してください。実践経験
や、その中で感じた課題について共に考えることで、ファシリテー
ションの方法について学びを深める構成となっています

①PDP入門、②PDP演習を受講済の方
想定する職位：師長以上／CNML認定希望者　など

時間

対象

PDPによる問題解決支援の振り返り（グループワーク）
全体討議（PDPによる問題解決支援の課題について）
講義（PDP-PDCAの手法／ファシリテーション概説）
PDPファシリテーション検討会（２グループ相互）
全体討議
講義（ファシリテーターの院内での役割：事例紹介）

※進み具合に応じて、多少調整する可能性があります

プログラム

目的

10:00～1６:30

③ ファシリテーション ④ 教育計画

ファシリテーションに関する概論的な知識ではなく、
PDPを使って、部下や組織が直面する問題をチーム
で解決するための関わり方について学ぶコースです。

！

！
PDPの展開は、何度も演習を繰り返すことで、次第
に慣れていきます。納得がいくまで②を繰り返し受
講していただくのも効果的です。

事業期間を通じて行ってきた実証講座をもとに、2018 年度
以降も、継続的に教育プログラムを提供していきます。

【① PDP 入門】および【② PDP 演習】は、PDP の考え方・
フレームワークの使い方を理解し、実践できるようになるこ

とをねらいとします。主任・副師長以上をめやすとして、職
位にかかわらず、様々な方にご参加いただけます。特に①は、
PDP の基礎を多くの方に学んでいただくため、全国各地で
開催してまいります。【③ファシリテーション】および【④

教育計画】では、①・②で学んだ内容を土台とし、CNML
として管理者の支援や教育に関わるための考え方をお伝えし
ます。主な対象は統括師長や副部長で、①および②、また
はその他 PDP に関する研修に参加していることが受講の条

件になります（詳細は WEB サイト等でご案内いたします）。
①～④の全てを受講すると、CNML の認定を受けることが
できます。また、理解を深めるために同じ講座を複数回受講
すること、CNML 認定後に講座を受講することも可能です。
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シンポジウム報告

• 同じ地域の修了生と連絡をとり自施設研修に活かし
たいです。

• 頭で考えていることも言葉にしてみると違った問題
であったことに気付かされました。

• 実際の教育プログラム（師長・主任）のマネジメン
トラダー構築に役立てたいです。PDP の考え方はい
ろんな場面で活用できる手法であると思うので、ま
ずは小さい場面から始めてみたいと思いました。

• 受講した方の多くが自分より上の役職の方で、職位
の異なる人の悩みが聞けるよい機会でした。

• 課題の捉え方の違う人に学んだ内容を伝えるのは難
しいと思っていますが、同じ考えの人を少しずつ増
やしていきたいと思っています。

• 次世代の看護管理者の育成のため、私たちの世代は
SWOT 分析、GAP 分析から問題を抽出していたが、
最近の管理者研修ではそれさえも難しいと聞いてい
るので、今回のワークを取り入れて小さいことから
取り組めるよう育成できたらと思いました。

開催概要
【対象】看護部長・副部長・統括師長等
【日程・開催地】
○ 2017 年 9 月 23 日、10 月 15 日、12 月 16 日
　（於：三重大学医学部附属病院、参加者 35 名）
○ 2017 年 10 月 21 日、11 月 18 日、2018 年 1 月 21 日
　（於：文京区民センター、参加者 48 名）
○ 2017 年 12 月 18 日、12 月 19 日、2018 年 1 月 26 日
　または 2 月 6 日
　（於：文京区民センター・日本橋ライフサイエンスビル
　ディング、参加者 42 名）

【講師】平林 慶史（有限会社ノトコード　代表取締役）

プログラム

開催概要
【日時】平成 30 年 1 月 27 日（土） 　
【会場】日本赤十字看護大学 201 大講義室

プログラム
①看護管理者教育の現状と課題『看護管理者はいきいき
　と働けているのか』
　・次世代は看護管理者になりたいと思えているのか
　・このプロジェクトの問題設定
②院内で看護管理者の継続教育を推進する『問題解決を
　軸に、管理者が学び合う組織を作る』
　・ 臨床看護マネジメントリーダー（CNML）養成を振
　　返って
　・医療機関・グループの取り組み事例の紹介
　・パネルディスカッション
③次世代の看護管理者をどう育てるか『 マネジメント能
　力の生涯に渡る開発に向けて』
　・本事業で開発した「マネジメント能力 学習マップ」の
　　紹介

登壇者（敬称略） 　　CNML養成講座 アンケート結果（東京会場）

参加者の感想

　　シンポジウム：
　　 院内で看護管理者を育成する

１．看護部長・副部長等
２．師長

３．副師長・主任等

n=９０

CNML養成講座参加者の職階内訳

1%

77%

22%

第 1 日 9:10
9:30

12:30
13:30
16:30

開場・受付
講義（看護管理を問い直す
／論理的思考と問題解決）
（昼休み）
演習（問題解決ワークの実践）
解散

第２日 9 :10
9:30
12:30
13:30

16:30

開場・受付
講義・演習（ファシリテーション）
（昼休み）
演習（問題解決ファシリテーション
の実践）
解散

第３日 9:10
9:30

12:30
13:30
16:30

開場・受付
演習・講義（自施設での実践の振り返り
／教育計画立案）
（昼休み）
演習（院内教育の計画立案）
修了式・解散

他施設で、PDP
活用の研修講師を
務められると思う

講座の内容を踏まえて、現在・今後の管理者教育に
　　　 ついて考えをお聞かせください。

（％）

院内のリーダーとし
て、PDPの活用
推進ができそうだ

１．できそうだ
２．チャレンジしたい

３．まだ学習が必要
４．到底ムリだ

0 20 40 60 80 100

7%

17% 66%

49% 32%19%

11%

n=90

日本赤十字社医療センター　
副院長・看護部長

三重大学医学部附属病院　
副看護部長

日本赤十字社医療センター　
看護副部長

JCHO東京新宿メディカルセンター　
看護部長

国立病院機構東京医療センター　
副院長

古川 祐子

森 多佳美

井本 寛子

野月 千春

久部 洋子

研修・セミナー報告
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事業終了にあたって

３年間に渡り、文部科学省の委託事業という形で、看護
管理者の継続教育のプログラム開発に取り組んで参りま
した。実証講座や問題解決セミナーを通してたくさんの
管理者の方々と接することができ、本当に多くの学びと
気付きをいただきました。素晴らしい機会を頂いたこと
に、まずは関係者の皆様、そして研修やイベントに参加
して下さった皆様に深く感謝申し上げます。
私はもともと教育学部で教員のストレスに関心を持って
いましたが、大学院への進学を考えていた頃に看護師の
ストレスや教育に関心を持つようになり、研究に取り組
みました。当時は若い看護師のヒアリングをすることが
多く、「婦長さん」と言えば凄腕のちょっと怖い存在…
というイメージでしたが、看護管理者の教育や支援に関
わるようになると、組織とスタッフの間に挟まれ、相談
できる仲間も少ない中で、へこたれそうになりながらも
なんとか頑張っている姿が見えるようになりました。思
えばこの十数年の間に、看護師を取り巻く支援環境は（仕
事自体は大変になっているものの）かなり充実してきて
いると感じます。しかしその分、看護管理者にかかる負
担や歪みはむしろ増えているかもしれません。
本プロジェクトの会議でも「多忙で疲れている師長の姿
を見て、自分も管理者になりたいと思えない中堅が多い」
という指摘がありました。次世代の管理者の教育体制を
整える必要があるのはもちろんですが、まずは今の管理
の担い手が楽しく活き活きと働けるようにし、看護管理
者を魅力的な仕事にしなければならない…そう感じさせ
られたのです。だからこそ、このプロジェクトで実施し
た研修やセミナーは、「管理者が楽しく学べること」や「管
理者の気持ちが楽になること」を大切にしました。看護
管理を「難しい」「大変な」ものから、「楽しい」「希望
のある」ものに変えていきたい…、そんな思いを込めて
きたつもりです。
また、認定看護管理者教育をはじめ、様々な管理者研修
に関わる機会を頂くうちに、多くの管理者（候補）が

「ちゃんと自分のものにできていない知識や枠組」を使
い、「納得感のない学習に時間を割いている」とも感じ
ました。外部の人間から見ると、看護師は物事を丁寧に
観察し、相手の立場に寄り添って事物をとらえ、丹念に
言葉にしていく経験を積み重ねてきています。看護過程
の展開は高度な論理的思考を要求するものであり、数字
で表現できる経営コンサルタントよりも難しい問題解決
に日々取り組んでもいます。それだけの経験や蓄積があ
るにもかかわらず、他分野から輸入したフレームワーク
や腑に落ちない理論に振り回されているのは、とても勿
体ないことだと思うのです。
そんな思いから、このプロジェクトで開発したＰＤＰは、
看護過程がモチーフになっています。経営コンサルタン
トの分野から輸入したものではなく、看護師が実践の中
で培ってきた思考枠組を管理に応用したのです。もちろ
ん、ＰＤＰの展開は決して簡単ではなく、何度も繰り返
さなければ自分のものにはできません。しかし管理を担
うような経験ある看護師は、学生時代から何度も試行錯
誤を繰り返し、自分なりの看護展開の思考を身につけて
きているでしょう。ですから管理に関しても、「困りごと」
についてきちんと事実を見据えて情報収集し、適切なア
セスメント（分析と原因追求）をすることで、適切な解
決策にたどりつく力があるはずなのです。
文部科学省の事業は平成 29 年度をもって終了し、今後
は有志による PDP 研究会という形で「看護管理者の継
続学習」に取り組んでいくこととなりました。これから
も、研修会、教材、WEB サイトにおける情報提供など
を通じて、看護管理者が楽しく学び、困った時に互いに
助け合える、そんな仕組みづくりに少しでも貢献してい
ければと思っています。

CNML実証講座／
問題解決セミナー 講師担当（実行委員）
平林　慶史

　　看護管理を楽しく、希望のあるものに

委員	 井本	寛子（日本赤十字社医療センター　看護副部長）
	 小森	和子（日本赤十字社　看護部　部長）
	 高田	早苗（日本赤十字看護大学　学長）
	 野月	千春（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部長）
	 久部	洋子（国立病院機構理事・国立病院東京医療センター副院長）

平林	慶史 （有限会社ノトコード　代表取締役）
松原	かおり（東京都福祉保健局　医療人材課長）
村木	京子 （埼玉県看護協会　専務理事）
森　多佳美	（三重大学医学部附属病院　副看護部長）
山田	智子 		（東京都立荏原看護専門学校	統括課長代理）

委員	 勝矢	菜穂（日本赤十字社医療センター	看護師）
	 中田	菜摘（有限会社ノトコード）
	 中根	直子（日本赤十字社医療センター	看護師長）

平林	慶史（有限会社ノトコード	代表取締役）
福家	幸子（国家公務員共済組合連合会	虎の門病院	看護部次長）

平成29年度　文部科学省委託「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」
「臨床看護マネジメントリーダー」の養成を通じた、看護管理職の院内継続教育の推進
（受託団体：日本赤十字医療センター）

（委員は50音順、敬称略）

本事業の成果を活かした後継続活動

PDP研究会（継続可能な看護組織を考える研究会）

文科省事業で策定した「看護管理者の継続学習指針（第２版）」を踏まえ、問題解決を軸にしたシンプルな看護管理の考え方を普及し
ていきます。具体的には、看護過程と似た思考プロセスを持つ PDP フレームワークを使い、マネジメントに関する組織学習を推進し
ます。また「看護管理は難しい」というイメージを払拭し、現場のニーズに応じた「シンプルでわかりやすい、楽しく取り組める」も
のに、看護管理の学びを変えていくことを目指しています。

本研究会では、看護管理者が所属施設や地域において、継続的に学び合う環境作りを最終目標としています。しかし現在は、認定看護
管理者教育などの「院外での学び」の割合が多く、院内で管理者教育を継続的に実施する体制が整っているとは言い難い状況です。本
研究会でも、まずは院外で学ぶ研修の機会を提供しながら、院内で管理者が継続学習するための教材・ワークシートを開発し、少しず
つ院内での「管理者の学び合い」を推進していくことを企図しています。

・PDP研究会のミッション

管理者が所属施設や地域において継続的に学び合うには、組織的な学習をファシリテートする人が欠かせません。本研究会では、その
担い手である「臨床看護マネジメントリーダー」の養成を文科省事業から引き継いで行っていくとともに、養成講座の修了者（CNML）
のネットワーキングや活動支援を行っていきます。将来的には、医療機関や地域において、CNML がプロデュースした看護管理者ど
うしの学びが自律的に展開されることを目指しています。

・PDP研究会の開催

①PDP研修会 ②PDP演習 ③ファシリテーション ④教育計画
４講座終了でCNML（臨床看護マネジメントリーダー）に認定

平成 30 年 6 月より、全国各地で研修会を開催予定（各回受講料 5400 円～ 8640 円）
詳しくは、http;//cnm.jp をご覧ください。

PDP 研究会発起人
・日本赤十字社医療センター看護部
・三重大学医学部附属病院看護部
・有限会社ノトコード　　　　ほか

PDP 研究会事務局
有限会社ノトコード
TEL:03-5684-0505
http://cnml.jp

新しい看護管理の考え方の普及・啓発

学習機会の提供／教材・ワークシートの開発

臨床看護マネジメントリーダーの養成・活動支援

実行委員　委員長　古川	祐子（日本赤十字社医療センター　副院長・看護部長）

教育プログラム開発分科会　
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高齢化が進み、医療が高度化する現在、看護管理者の役割はますます拡大している。

多くの看護管理者が、日々の業務に追われながら、

組織やスタッフに向き合い、様々な問題を解決する必要に迫られている。

しかし、看護管理者の継続的な学習機会や教育プログラム、

問題解決の支援が十分に提供されてきたとは言い難い。

そこで私たちは、７項目に絞り込んだ「看護管理者の継続学習指針」を策定するとともに、

院内で継続的な看護管理者教育を行うためのプログラムと仕組みの開発に取り組んだ。

今後も、以下の URLで継続的に情報提供していきます。
（持続可能な看護組織を考える研究会／ PDP 研究会）

http://cnml.jp

「看護管理者の継続教育プログラム開発プロジェクト」
平成 29 年度 文部科学省委託事業「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

日本赤十字社医療センター　看護部

協力：
三重大学医学部附属病院　看護部

日本赤十字社
有限会社ノトコード

発行日：2018 年 3 月


