
POINT
組織には感情があり，それが風土をつくります。管理者は感情にいかに働きかけるかが大事です。

勇気づけ理論と看護実践をフィードバックする“概念化支援”で，組織変革ができます。

褒める→勇気づける！ 勇気づけコーチングはスタッフの自己効力感・肯定感を高めます。

谷津マサヨ  ナラティブコーチ／こころカードインストラクター／看護師
益田  早苗  関東労災病院　看護師長

アドラーの“勇気づけ”で自己効力感UP！

スタッフに対する概念化支援的
アプローチでニコニコ病棟をつくる

看護は売り物

　私（益田）は常日頃から，看護サービス

という「売り物」の質にこだわっています。

俗に言う，看護の質向上です。一方で，臨

床現場の看護師たちは，自分たちが提供し

ている看護サービスを「売り物」ととらえ，

質を意識しているのでしょうか？

　私が所属する病棟は45床で，循環器・

心臓血管外科・歯科口腔外科を主科として

います。スタッフは毎日のカテーテル検査

や治療に加え，手術やがん化学療法など多

くの業務に追われている日々です。さら

に，入院患者の高齢化に伴い，高齢者特有

の精神症状であるせん妄や認知症などの対

応も加わり，安全を担保することで精いっ

ぱいな状況です。このような状況下におい

て，看護サービスを「売り物」ととらえ，

患者・家族が十分満足するサービスを提供

しなさい，とは到底言えない状況でした。

それどころか，業務過多・日々の残業によ

看護は売り物看護は売り物看護は売り物看護は売り物看護は売り物看護は売り物 る慢性的な疲弊が生み出す職場の険悪な雰

囲気を少しでも改善することに必死です。

　そこで，看護サービスを提供するスタッ

フが元気にイキイキとやりがいを持って，

看護という「売り物」に磨きをかけていく，

そんな “ニコニコ病棟” にするためのアプ

ローチの一つとして，部署内教育に概念化

支援とアドラーの勇気づけコーチングを取

り入れました。本稿では，具体例を示して

解説していきます。

組織感情と組織（職場）風土

　私はおおよそ３年ごとに部署異動をして

おり，そのたびに部署独特の雰囲気を感じ

取ります。しかし，それは私だけが特別に感

じているものではなく，異動経験のある多

くの人が感じているのではないでしょうか？

　野田ら１）は著者『あたたかい組織感情―

ミドルと職場を元気にする方法』の中で，

「個人に感情があるように，組織にも感情
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“ギスギス病棟”を“ニコニコ病棟”に変える段取りと仕掛け特集1
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がある」と述べています。

・あの職場は，みんなイキイキと働いてい
て，明るくて元気がいい
・あの職場は，みんなが優しくて，あたた
かい感じがする
・あの職場は，みんながイライラして，何
か攻撃的になっている
・あの職場は，淡々と仕事をしていて，暗
い雰囲気が漂っている

　このような，組織全体に波及した感情・

気分といったものが組織には存在しており，

これを「組織感情」と呼んでいます。すな

わち，私が感じていた部署独特の雰囲気

は，その時のその部署に存在している「組

織感情」だと理解してもよいのかもしれま

せん。

　一方で，組織風土は「その環境で働いて

いる人によって直接的，間接的に認知され

る職場特性の記述であり，その人のモチ

ベーションや行動に影響を及ぼすもの」と

定義されています２）。職場特性を考えた時

に，その時のスタッフ構成（経験年数，ラ

ダーなど）や診療科特性，医師を含む他職

種との関係など，人的・物理的特性が多く

を占めていることを考えれば，「組織感情」

が「組織風土」を築き上げていく要素の一

つととらえることができます。

部署異動で感じた
「組織感情≒組織（職場）風土」

　以前私が所属していた組織でのことで

す。2012年に私は部署長として手術室に

異動しました。前年度に多くの離職者があ

り，慢性的なマンパワー不足とは反対に手

術件数は右肩上がりで，多くのスタッフが

疲弊していました。その際感じた雰囲気が，

まさに “ギスギス・冷え冷え感情” でした。

自分の感覚が合っているのか，実際にデー

タをとってみたところ，ギスギス感情が最

も高い状態でした。

　そして，人のモチベーションや行動に影

響を及ぼす「組織感情」を “イキイキ・あ

たたか感情” へと変化させ，その感情を継

続させていくことが組織風土を変えていく

ことにつながると考えていた時に，アドラー

心理学の「勇気づけ理論」を知りました。

「勇気づけ理論」の
アドラー心理学とは

　アドラー心理学とは，アルフレッド・ア

ドラー（Alfred Adler）が築き上げた心理

学であり，「勇気づけ」を重要視していま

す。勇気づける人と勇気をくじく人につい

ては，表１を参考にしてください。例えば，

インシデントが発生した際に，報告・連

絡・相談が不十分なあなたの責任だと主張

する場面に遭遇したとします。その際に，

インシデントが起こったのは報告・連絡・
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尊敬と信頼で動機づける

楽観的・プラス思考

聴き上手

目的（未来）志向
プロセスも重視

大局を見る
何が本質かを観る

ユーモアのセンスがある

恐怖で動機づける

悲観的・マイナス思考
競争原理

聴き下手

原因（過去）志向
結果重視

細部にこだわる

皮肉っぽい

表1  勇気づける人とくじく人の違い

岩井俊憲：勇気づけの心理学，P.76，金子書房，2002.
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相談が不十分であったからだという「原因

論」ではなく，インンシデントを起こさな

いためにはどうすればよいかという「目的

論」で考えることが，アドラー心理学の基

本です。

　この理論を学び，まずは私自身が勇気づ

ける人であること，そして，組織の核とな

る人材たち（以下，リーダー）に勇気づけ

る人であってほしいとの願いを込め，勇気

づけ理論を日々の中で実践すべく，リー

ダー会で検討を開始しました。

離職者が大幅減！

勇気づけの実践が組織感情，
組織（職場）風土を変える

　幸いにも，リーダーたちは勇気づけ理論

の考えと実践していくことに賛同してくれ

ました。そして，１年間の実践の結果，組

織感情が “ギスギス・冷え冷え感情” から

“イキイキ・あたたか感情” へと変化しまし

た（図１）。組織感情の変化と共に，2013

年度の離職はもともと予定していた２人の

みであり，2014年度には健康事情による

１人のみと，離職率が激減しました。

勇気づけコーチング研修が
生まれたきっかけ

　2006年に認定看護管理者教育課程ファー

ストレベルで出会った谷津氏とは，長年友

人関係が続いていました。その谷津氏が，

アドラーの勇気づけをベースとした「勇気

づけコーチング」を学習し，その後プロ

コーチとなりました。そんな中，先述の取

り組みによって手術室スタッフの離職に歯

止めがかかり，私はＡ病棟に異動となりま

した。Ａ病棟では，前年度に中堅看護師が

複数人退職し，残った若手看護師が黙々と

働いている状況でした。ナースステーショ

ンにはほとんど会話もなく，とても冷え切っ

た感情が蔓延していました。頼りにしたい

中堅看護師が少なく悩んでいた矢先，谷津

氏の力を借り，勇気づけ理論をスタッフ個

人が理解し，実践する力を養うことで自律

した人材育成につながり，個人のパワーが

集団のエンパワメント（能力開発）に影響

するのではないかと考え，私は谷津氏に部

署内研修の講師を依頼しました。

　同時に，私自身はプロコーチではありま

せんが，谷津氏の助言を活かしたスタッフ

への勇気づけコーチとしてのかかわりを強

化しつつ，日々の看護実践を流さずに意味

づけを行う概念化支援を行うことに注力し

ました。このようなプロセスの中で生まれ

たのが，勇気づけコーチング研修と概念化

支援的アプローチです。

　では，勇気づけコーチングとはどのよう

なものか，解説していきたいと思います。

（以上，益田早苗）
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図1  組織感情の変化（2013年）

野田稔，ジェイフィール：あたたかい組織感情 ミドルと職場を
元気にする方法，ソフトバンククリエイティブ，2009.
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POINT
部署の雰囲気を変えるのは可能！ 人を大切にすることに“価値”を置くよう方向づけます。

人を大切にする雰囲気に変えていくツールとしてカンファレンスが有効です。

カンファレンスにおける①時間，②態度，③話題を守ることが大切です。

よい経験を積める病棟の
“人をモノ化しない仕掛け”をつくる
～カンファレンス（会議・ミーティング）で実践する

人を大切にする職場づくり

新納美美　育ちの支援オフィス　かんごの木　代表保健師・修士（看護学）・博士（理学）

主任はスタッフがよい経験を
積むことを助ける

　「互いに気持ちよく円滑に業務を進めて，

充実感のある仕事をしたい」。それは，職

種を問わず，働く人皆の願いです。以前，

ある一般企業の係長さん（病棟で言えば主

任と同じ職位にある人）が私に，「職場は
大人にとって学校のようなところ」とおっ
しゃいました。確かに，１日24時間のう

ち３分の１以上を過ごしている職場は，長

い目で見ると，人がつくられる場だと言え

ます。もちろん，対価を得るために労働力

を差し出しているのに違いありませんが，

人間は労働のための機械ではないため，そ

れだけでは安定して働けません。職場は，

家族以外の多様な個性を持つ仲間と一緒に

人としての成熟を重ねていく場でもあるた

め，リーダーには職務を通じて人としての
よい経験を積むことを助けるセンスや考え
が求められるのです。
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は，人をモノ化しないこと，つまり，人を
大切にすることです。言い換えれば，人間

としての「私（自己）」が損なわれずに，

安全に働けるということです。これは，職

員同士が道徳的配慮の下に行動すること，

つまり，それを支える倫理的な考え方を要

求しています。大人は，学校で道徳を教え

られるのではなく，自らと他者をモノ化せ

ず，互いに道徳的に生きることを職場で実

践するのです。職場は効率よく成果を導き

出すことを求めますし，保健医療福祉の現

場も（制限付きですが）市場経済の仕組み

を導入しているため，放置しておけば人が

モノ化されやすい性質を持っています。そ

のような環境で人がモノ化されないように

生きるには，自助努力が必要なのです。で

は，職務経験を重ねる日々の出来事の中で

「人を大切にする」とは具体的に何をする

ことなのでしょうか。

“ギスギス病棟”を“ニコニコ病棟”に変える段取りと仕掛け特集1

27Vol.28  No.5主任看護師  管理・教育・業務



「人を大切にすること」とは？

　「人を大切にすること」とは，個人の能

動的な行為で言えば「聴く」こと，受け身

の経験で言えば「聴かれる」こと，集団の
態様で言えば「聴き合う」こと※１だと思

います。ここでの「聴く」は，相手の状態

を聴く，つまり，ありのまま理解しようと

する「異なる価値※２に開かれた態度」を

伴った聞き方を表します。つまり，「聴く」

ということは，こちらの都合で価値付けず

に相手の在り様を受け取る，そのような態

度で相手とその場をともにすることと言え

ます。もともと「聴」という字には，真っ

すぐに耳を傾けるという意味があるそうで

す。相手の状態を解釈することなく真っす

ぐに受け取るという心構えで対話するイ

メージを持つとよいと思います。

　このような「聴く」のイメージで「聴き

合う」という現象を構成するには，どのよ

うにすればよいのでしょうか。主任が多大

な努力で孤軍奮闘してスタッフ全員の話を

聴くという方法を取ったとしても，決して

有効ではありません。大切なのは，聴いて

もらった分，他人の言い分も聴き，結果的

におおむね50：50になるような「聴く循

環」が適度に回ることだからです。また，

看護職が理解している「聴く」には，「対

象者のニーズ（欲求）を満たすことがよい

ことである」という価値が伴っているもの

ですが，ここは十分整理しておく必要があ

ります。先述の聴き方によって満たされる

のは「その人の存在」に対する承認欲求で

あって，その人の主張や行為を無条件に承

認することとは違います。そこが大人版の

学校と言われるゆえんで，互いに調整し

て，発揮すべき方向に力を発揮できるよう

学び合うことが課題なのです。しかし，そ

のことを声に出して伝えれば解決するとい

うわけではありません。自然に呼吸するよ

うに学び合える「空気のようなもの」を生

み出すことが大切なのです。

「対話」の内容よりも
パターンを重視する

　空気のようなとらえどころのないものを

生み出すなど，多くの人は「ムリ！」とさ

じを投げたくなるものです。しかし，よく

ある集団の自然を思い出してください。ど

のような人で構成された集団・組織にも

「雰囲気」というものがあります。雰囲気

はほかでもない「人」でつくられます。つ

まり，それを醸し出す「仕掛け」があるの

です。

　集団の雰囲気を醸し出す仕掛けは，集団

を機能させる対話と意思決定のパターンで

す。対話という現象には，「話す」という

人間の行為と「交わされる情報」が含まれ

ています。両者の背景には，それぞれが認

識している「大切なこと」，つまり「価値

を置いていること」があり，集団の意思決

定と，その後の個々の行為の選択や制御に

影響します。このメカニズムを「人を大切

にする」ように方向づけていくのです。言

い換えれば，「対話と意思決定」の背後に

ある「大切なこと」を「人が人として存在

すること」にすればよいのです。

「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？「人を大切にすること」とは？

「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも
パターンを重視する
「対話」の内容よりも
パターンを重視するパターンを重視する

※１　これが，後に紹介するカンファレンスに通じています。

※２　価値とは，評価主体によって，よい・悪い，好・悪の対象となる性質のことを言います。
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集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

　さて，病棟で雰囲気づくりを実践してみ

ようとして現実を見るわけですが，師長の

影響も受けながら主任の立場で「雰囲気」

をつくるのは困難だなあと思うのが通常の

反応です。ましてや，出来上がっている雰

囲気を変えるなど，どうしても「不可能」

の３文字しか思い浮かばない！　そんな読

者も多いかもしれません。

　正直に言いましょう。もちろん困難です。

ある程度時間もかかりますし，もしかした

らこれから私が提案することを実践する過

程でしんどいと感じることがあるかもしれ

ません。そして，努力しても思いどおりに

なる（成功する）とは限りません。しかし，

解決の可能性は確実に高まりますし，大き

な変化はなくても，手応えは感じられるは

ずです。手応えを感じる経験ができたら，

それを客観的に振り返り，よかった点と改

善点を押さえて，継続していきましょう。

継続は力なりで，あなたとあなたの周囲に

いつの間にか変化が訪れるはずです。成果

は後から付いてくるものだからです。

　では，本題に入りましょう。方法論は複

数ありますが，ここでは管理の基本である

集団の視点を生かしたものを紹介します。

主任はスタッフの顔も動きもよく見える立

場にあるため，ほとんどの人は個別のケー

スに悩み，対応に追われます。それはそれ

で，これまで話した内容（「大切なこと」

と「対話のパターン」）を個別の対応や業

務の調整に応用すればよいのです。これま

で話してきた内容は，方法論ではなく原理

原則に届くものなので，どんな行為にも応

用が利きます。ここで提案する集団への働

きかけ（カンファレンス）の背景にも，こ

れまで話してきた内容が生きています。

  Step１  あなた自身の内側を整える
　明るい未来の実現可能性を信じてくださ

い。現実はいつも不確実性に満ちていて，

成功の保証が欲しいと思うほど臆病にな

り，明るい未来を思い描けなくなるもので

す。しかし，未来が不確実だからこそ，実

現可能性もあるのです。なぜ方法論に入る

前にこんなことを？　と思うかもしれませ

んが，とても大事なことです。それは，組

織・集団のリーダーにとって，環境の変化

を柔軟に受け取めながら信念形成を続けて

いくことが大切だからです。やみくもに幻

想を信じてはいけませんが，「未来は皆で

創造するものだ」という当たり前の自然を

信じることは，管理実践にとって必須（前

提）条件です。未来の不確実性に押し潰さ

れず，へこたれずに自らを成長させられる

柔軟な精神を養い続けましょう（職位が上

がるほど課題は大きくなるため，この修行

に終わりはありません）。スタッフを変え

よう，大きな成果を上げようと思う前に，

課題をくれる師長やスタッフと共に学んで

自ら成長していこうと真摯に思うこと，そ

れが変化の第一歩になります。

　Step１は，折に触れて立ち返るべき深い

水準の文脈（生き方，姿勢）をつくります。

  Step２   師長と歩調を合わせる
　あなたの内側が整うことで，師長との関

係も変化するかもしれません。病棟で見え

ている問題点を共有し，改善していくため

の考えを伝え，師長の立場からそれらがど

のようにとらえられるのか意見を聴きま

しょう。もちろん，思いどおりにことが運

集団の問題は集団に働きかけるべし集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用

集団の問題は集団に働きかけるべし
～カンファレンスの活用
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ぶとは限りませんが，少なくともこの過程

を経ることで，あなたは自らが所属する組

織の特性を理解でき，戦略を練りやすくな

ります。同時に，あなたの職務姿勢を上司

に理解してもらうことにもなります。

　Step２は，あなたのチャレンジが続く限

り，何度も繰り返されます。あなたのチャ

レンジを地に足がついたものにする社会的

文脈をつくります。

  Step３   カンファレンスを仕掛ける
　スタッフが抵抗なく受け入れやすいよう

に，「業務の範囲内ですべきこと」から少

しずつ変革のタネをまいていきます。変革

のタネは「人を大切にする」という隠し

テーマ（価値）であるため目に見えません

が，目に見える素材に埋め込むのです。変

革のタネが埋め込まれた対話は，暗に人を

大切にするパターンを持っています。それ

が繰り返されることで，自然に隠しテーマ

である「人を大切にする」という価値が共

有されてくるのです。変革のタネが芽を出

し，チームで共有すべき実践の心に根付い

ていくには，対話の場をコンスタントに設

け，同じパターンで対話できるように主任

の立場で支援することが必要です。

お勧めの方法： 
ケースカンファレンスから着手する

　変革のタネを埋め込みやすく芽が出やす

い素材は，ケースカンファレンスです。そ
の理由は，変革のタネを埋め込む素材を拡

大していくための戦略的イメージを持つこ

とでつかめます。カンファレンスの実践法

に触れる前に，その背景にある展望と精神

（意図）を押さえておきましょう。

　ケースカンファレンスで話し合いのパ

ターンに慣れてきたら，業務改善のカン

ファレンスや委員会活動などに少しずつ拡

大していくのが無難です。拡大のイメージ

として理想的なのは，スタッフ自ら「いつ

ものケースカンファレンスのような感じで

やりましょう」と他の会議のスタイルを変

容させていく感じです。意図的にこちらが

変革を迫るよりも，その方がずっと効果が

大きいのです。なぜなら，自然に波及効果

が出るということは，すでにスタッフの中

に「人を大切にする」価値が定着してきて

いるからです。

　定着の兆しが見えてきたタイミングで，

管理者（師長，主任）がしっかり評価して，

「これでいきましょう」という流れをつ

くってしまうとよいでしょう。評価の時に

は，間違っても「人を大切にできています

ね」などと言わないことです。当たり前の

分かりきったことを評価的態度で言われる

と，誰もがカチンときますし，バカにされ

たように感じる人もいます。

　評価をする時には，誰もが実感できるこ

との中から，評価に値する「事実」を示し
ます。「難しい！」と思われるでしょう。

だからこそ，ケースカンファレンスから取

りかかるのがよいのです。患者のプラスの
変化なら，具体的で，誰もが実感できるは
ずです。そして，患者の状態が改善してく

ると，スタッフの業務負荷も低減してきま

すし，心理的報酬が増します。つまり，や
る気が出て，もっとこんなふうになればい

いのにと思う人が増えてきます。それが変

革の推進力になるのです。

  Step４   やってみる 
〜カンファレンス実践編

　さあ，実践です。ここで大事なことを確

認しておきましょう。
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Q1．何を実践しますか。
A1．ファシリテーション法のエッセ

ンスを効かせたカンファレンス

です。

Q2．何のためにファシリテーション
法のエッセンスを効かせるので
すか。

A2．「人を大切にする」価値を共有し

た「雰囲気」をつくるため，そ

の雰囲気がある証拠として「聴
き合う」経験ができるチームを
つくるためです。

　実践について語る段階になって，やっと

冒頭の「人を大切にすることとは？」の水

準に戻ってきました。雰囲気をつくるとい

うことの難しさはここにあるのです。つま

り，管理者（リーダー）の姿勢や考え方と

行為，そして，スタッフが経験することの

背景にある価値や考え方が一貫しているこ

とが大事だからです。もちろん，実践して

いるうちに矛盾することはたくさん出てき

ます。その時は，「人間，悩んでなんぼ」

の世界ですから，一緒に悩めばよいので
す。散々悩んだ末に決断する時には「人を

大切にする」ということを懸命に考えて，

その時可能で妥当な決断をすればよいで

しょう※３。

　カンファレンスに話を戻しましょう。

ファシリテーション法には，実に「人を大

切にする」という精神を生かすことができ

る方法論がそろっています。それを分かっ

ていて方法論を使うこと，これが「エッセ

ンスを効かせた」という意味です。分かっ

ていないで何となく素敵なファシリテー

ターのまね事だけしても，全くと言ってよ

いほど効果はありません※４。

ファシリテーション法に学ぶ 
「人を大切にする」精神を生かせる方法論
　端的に言えば，次のａ〜ｃの３つの方法

を使って話し合うことです。ファシリテー

ターは，特にａで提示する３つの枠をスタッ

フが自然に守れるように「援助（ケア）」

します。話しやすくできればOKです※５。

ファシリテーションの方法論を学びたい人

は，実用書を読むなどして補強しましょう。

　そして，慣れるまでは主任自らがファシ

リテーター役を買って出ます。「私も慣れ

ていないけれど，一緒にやってみましょ

う！」というスタイルは，自然とサポー

ティブなムードにつながります。主任が率

先して「人を大切にする」ファシリテー

ションを実践する，つまり，「聴き合う」

場をつくる過程に力を注ぐのです。そうす

ることが結果的にスキルアップにつながる

ため，間違っても格好いいファシリテー

ターになろうとしないことです。

　誌面の都合上，詳細は他の資料に譲り，

※３　道徳的思考法という倫理理論があり，筆者はそれを大切にしていますが，本稿ではその方法論を割愛しま
す。関心がある人は，師長対象の情報誌「ナースマネジャー」のVol.20，No.６，７を参照してください。

※４　その態度に埋め込まれた「素敵なファシリテーターのように振る舞いたい」という欲求と，それを支え
る「とりあえず動ければよい」という価値が読み取られてしまうからです。「ひどいじゃないですか！　
私はそんなんじゃありませんよ！」と思っても，多くの人が誤解したらアウトです。立派である必要は
ないため，物事の本質を押さえること（自分で納得できるところまで理解すること），何を正しいとす
べきなのか，常に問題意識を持ち悩むこと――そんな姿勢が，多くの目に曝される管理職にとってとて
も大切なことなのです。なぜなら，その姿勢は「人を大切にすること」と重なるからです。

※５　発言を促すには「発問」が有用です。議題で話し合っていることに関連する「問い」を，素朴な疑問と
して，その場の空気に向かって発する感じです。問いを発信してみた後，話したそうにしているスタッ
フに水を向けてみます。
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ここでは簡単にエッセンスを述べたいと思

います。

 ａ．枠を取る 
　目的は「このカンファレンスで何が大事

なのか」を明確にし，「安全な話し合いの

場」を確保することです。具体的な枠は３

つあります。

①時間の枠
　何時まで何分間のカンファレンスなのか

を決め，厳守します※６。話し合いの途中で時

間が来そうであれば，終了時間の数分前に

何がどこまで話し合われたのか，残された

課題は何かを確認し，板書（後述）をその

まま残すか，画像として記録しておきます。

②話題の枠
　このカンファレンスで何をどこまで話し

合うのか，話し合いの焦点を絞って決めて

おき，板書しておきます。焦点を絞る熟慮

の作業は，カンファレンスが始まる前に済

ませておきます。ケースを担当しているス

タッフが何に困っているのか，何を話し合

いたいのか，聴きながら一緒に焦点を絞っ
ておく※７とよいでしょう。

③参加者態度の枠
　グランドルールを全員が見える位置に貼

りましょう※８。内容は，表の例を参照し，
スタッフの特性に合わせてアレンジします。

また，集中して話し合いができるように，

コールや外来者の対応をする人も決めてお

きましょう。業務を理由に話し合いを抜け

させたり，「ながら作業」をさせたりしては

いけません。そうならないように配慮して
おき，それでも「ながら作業」をするスタッ

フがいたら，話し合いに参加するよう促し
ます。なぜでしょうか。こうした配慮が繰

り返されることによって，ケースを担当す

るスタッフやこのカンファレンスに協力し

ようとするスタッフを大切にできる，すな

わち，「人を大切にする」という価値が「本

物」の実感として読み取られるからです。

 ｂ．ログを取る 
　目的は，①議題や話の流れを見失わない

ようにすること，②流れてしまった話題を

後から拾って発言可能にすること，③発言
されたことが同等の重みで扱われるように
することの３つです。特に３つ目は「人を
大切にする」という価値の共有にとって大

事です。板書係は，できるだけ忠実に発言

を記録し，同じ意見だと思っても安易に他

の意見に統合することなく，発言者の言葉

遣いの個性を残した記述をするよう心がけ

ます。板書は「聴く」「整理する」「書く」

※６　安易な時間延長は「言っていることとやっていることが違っても許される」というメッセージです。

※７　このかかわりも「人を大切にする」かかわりとしてスタッフにインプットされていきます。このよう
にして，個別対応もすべて「人を大切にする」という価値を基盤に行っていきます。いつも100点満
点にはいきませんが，意識し続け，振り返って内省し，実践を心がけ続ける「過程」が大事です。

※８　異動や中途採用による新入メンバーには，病棟オリエンテーションで説明しておくとよいです。

１．互いに対等な一人の人として参加する
（○○さん）

２．話は最後まで聴く

３．私を主語にして意見を述べる
（私は○○と思います）

４．相手を否定せずに意見の違いを述べる

５．理解するための質問・確認をする
（分かったつもりはNG）

６．最低一度は発言する

７．ここでの発言はここで収める

表  グランドルール（例）
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という一連の作業のトレーニングとして有

用であるため，趣旨を説明した上で，ス

タッフ全員で回していくとよいと思います。

 ｃ．方針を取る 
　議題によりますが，方針を決めなければ

ならない場合は，カンファレンス終了前に

いったん話し合いをやめ，板書全体を全員

で眺める時間を取ります。意見が文字になっ

ているため，「誰の発言か」といった余分

な価値がそげ落ち，採否の判断がしやすく

なっているはずです。この時に，患者が人

として大切にされる，すなわち，患者の声

を最も聴くことができている意見はどれ

か，同時に，健康回復支援として妥当かと

いう観点から，最もよい方針を選択します。

　決められなければ無理をせずに，課題を

確認し，時間で切ってカンファレンスを終

了します。課題として残されたことにス

タッフが取り組み，後日，改めて同様の話

し合いを行います。

まとめ
　いかがでしたでしょうか。日々の実践を

通して，非言語で「人を大切にする」とい

うメッセージを発信し続け，そのような流

れ（パターン）をつくる存在になっていく

ことが大切です。今回割愛した個別対応に

おいても原理原則は同じです。人は多忙を

極めると，つい尖った空気を放ってしまう

ものですが，そんな時にはテンションを下

げる習慣をつけ，少しの余裕を身にまとっ

て，「困ったらいつでも話しかけてね」と

いうサインを出しておきましょう。ローマ

は一日にして成らず。変化が訪れると信じ，

チャレンジを楽しみましょう。

PROFILE

にいろみみ●東京大学医学部卒，札幌医科大学大学院，
北海道大学大学院理学院博士後期課程修了。看護師・
保健師として実務を経験した後，大学・大学院で看護学
を専攻。以後，首都圏の大学と札幌市立大学で11年間看
護教育・研究に従事しフリーとなる。近年は北海道大学で
科学哲学を専攻し博士（理学）の学位を取得した。職場風
土と職員間コミュニケーションに関するフィールドワーク
の経験が豊富。最近は，危機管理を視野に入れた社会関
係づくりをテーマに在野で哲学系研究を続けている。看
護管理者向けの研修講師としても活動しており，組織風
土や組織の倫理についての講義は「あるある事例と楽し
い演習」で好評を得ている。

新納美美氏

プログラム

管理実践は「変革」と「冒険」の旅！
必要な思考と道具を学ぶ

仙台
19年 6/22（土）
ショーケー本館ビル

岡山
19年 7/28（日）
福武ジョリービル

札幌
19年 5/25（土）
道特会館

［時間］10：00～16：00

本誌購読者 16,000円
　　　一般    19,000円

参加料
税込 日総研 14667ねらい・お客様の声は 検索検索

育ちの支援オフィス かんごの木 代表
保健師・修士（看護学）・博士（理学）

“倫理的意思決定”
“人を大切にする風土”づくり

と
 看 護
管理者の
 看 護
管理者の 1.組織風土と価値を判断するマネジメント

　●風土の正体：モヤモヤ感をスッキリ整理
　●風土はつくるもの？ それとも自然に出来るもの？　ほか

2. 人を大切にする組織風土づくりの仕掛け人になろう
　●感性を磨こう～ブレずに粘り強く悩める管理者をめざします
　●大切にしていること（生み出したい価値）を掘り出し磨く　ほか！

３．人を大切にする管理実践Q&A
　●指導とパワハラ、その境界は？
　●何でも本音が言える職場って本当に良い職場なの？  ほか

４.  演習で育む  管理者の指導が浸透しない
　   病棟の風土改革を何とかしよう
　　～他施設の方と知恵を出し合い、実践力も補おう！
　●「危険な応用手順（裏マニュアル）が常態化してた！」
　●「その看護業務は誰のための看護なの？」　ほか

“あるある事例”と演習で学ぶ「価値マネジメント」 著者セミナー
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苦手意識はどこからくるのか？
習うより慣れろ！
　レポートや報告書を提出しなければなら
ない時，何となく苦手と感じたり，ついつ
い後回しにしてしまったりという経験のあ
る看護師が多いのではないでしょうか？　
この苦手意識はどこからくるのでしょうか？
　ズバリ，文章を書くことに慣れていない
からではないかと思います。私たちは「看
護の実践者」であり，ケアの提供者として
教育・訓練を受け，実践に価値を置いて常
に現場にいます。そのため看護師は，報告
書など職場で作成されるビジネス文書につ
いて教育・訓練を受ける機会が少なく，慣
れていないのです。ですから，書けるよう
になるためにはどうすればよいか…答えは
簡単，「慣れる」ことです。

ビジネス文書の基本は何か？
「簡潔に」と「論理性」が
文書の基本！
　報告書の最も重要な目的は，「情報を共

苦手意識はどこからくるのか

ビジネス文書の基本は何か

有する，正確に伝達する」ということだと
思います。情報を伝達するためには，分か
りやすい，読みやすいということを心がけ
なければなりません。そのためには，「簡
潔に表現すること」が必要です。報告の基
本は，それが「口頭での報告」であれ，「文
書による報告」であれ，「簡潔に」という
ことだと思います。普段の口頭での報告か
ら，簡潔にしていく必要があります。
◉簡潔な文章を作成する第一歩
～無駄の削除
　「簡潔に」書くためには，できるだけ無
駄を省くことから始めましょう。ボリュー
ムが少ないと何となく不安になって，あれ
もこれも付け足したくなりますが，無駄を
できるだけ削除することが分かりやすい文
書作成の第一歩です。
　無駄と共に削除したいのがあいまいさで
す。日本の文化は，欧米のローコンテクス
ト・カルチャー（イエスはイエス，ノーは
ノー，慮ったり推察したりせず，そのまま
を受け止める文化）と異なり，ハイコンテ
クスト・カルチャー（相手の言いたいこと
を慮り，推察し，文脈から判断する文化）

文書が書ける主任に！
～委員会の議事録や出張報告書，要望書を
サクサクこなして業務の効率アップ！

小川赤十字病院　看護部長 木島明美

▲

簡潔に，論理的な文章を書くことを心がけましょう。▲

テンプレートを活用して，効率よく整理された文書を作成しましょう。▲

上司にイエスと言わせる「要望書」は，効果を見える化・数値化しましょう。
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に分類されます。私たちは，日本人として
ハイコンテクスト・カルチャーの中で育っ
ていますし，何となく婉曲に述べることが
奥ゆかしい感じがするかもしれません。し
かし，報告書のような正確性と論理性を求
められる文書においては，あいまいな奥ゆ
かしさはできる限り排除しなければなりま
せん。
◉「論理的な文章」の作成
～誰もが納得できる「なぜなら」を
　明らかにしよう！
　論理的文章とは，結果（意見）と理由が
明確でずれのない文章です。ビジネスの世
界では，たまたまエレベーターで乗り合わ
せた投資家やエグゼクティブに，エレベー
ターが目的階につくまでの間に簡潔にプレ
ゼンして，自分のことや提案を理解しても
らう「エレベーター・スピーチ」「エレベー
ター・ピッチ」という言葉があります（映
画「ワーキング・ガール」の中で，主人公
がエレベーターに乗っている短い時間でプ
レゼンしたことからこの名前が付いたよう
です）。限られた短い時間に自分の主張を
理解してもらうために，まず結果を述べ
て，なるほどと思わせる理由「なぜなら」
を述べることが基本です。忙しい相手に，
短時間で自分の主張を理解してもらうため
には，まず結果を述べてその理由を明らか
にすることが求められます。
　エレベーター・ピッチほどでなくても簡
潔に報告をする時は，PREP（Point-Reason-
Example-Point）による報告を意識すると，
相手に分かりやすく報告することができま
す。つまり，結果，そして理由を意識した
報告を心がけましょう。

ルールを知って情報伝達を
効率的に行う文書作成
～テンプレートを活用して効率アップ

　ビジネス文書には，「簡潔に」「論理的に」
という文章の性質以外にも，決められた
ルール（型）があります。その型は，これ
から書こうとする文書の種類・目的により
決まってきます。どのような型が適してい
るか，テンプレート（ほかにひな形，フォー
マットと呼ばれるようなもので，施設によ
り呼び方は異なる）をいくつか持っている
と書くことが簡単になります。また，何を
どこに書くべきかはそのテンプレートで指
定されるので，ガイドとなり，書く時に迷
いが生じず，分かりやすい文章になります。
◉どのようなテンプレートを使ったら

よい？　目的に合わせて使い分け！
　テンプレートは，文書の種類・目的によっ
て決定されます。施設では議事録，出張報
告書，要望書などを作成する機会があると
思います。
　施設で指定されたテンプレートがあれ
ば，そのテンプレートに記入する必要があ
ります。決まったテンプレートがない場合
も，基本的な構成内容は決まってきます。
特にメンバーが固定されているような委員
会の議事録においては，テンプレートを
ワードなどの文書作成ソフトであらかじめ
作成しておき，必要な部分を変更して同じ
フォルダに会議の回数や開催時期を明示し
て基本テンプレートと保存しておくと整理
もできて便利です。エクセルで作成する場
合は，シートごとにそれぞれの会議をまと
めて開催時期あるいは回数をタグに示して
保存しておくと，すっきり整理されて後で
見やすくなります。

ルールを知って情報伝達を
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　文書の種類ごとにテンプレートを確認し
てみましょう！
◉実践を変える「議事録」の作成（資料１）
　施設では，組織目標を達成するためにさ
まざまな仕組みをつくり，委員会活動やチー
ム活動を行っています。委員会やチーム活
動では会議が持たれ，検討事項を話し合
い，決定します。会議での決定は，参加者
が直接話をして各部署に伝達されますが，
交代制勤務を行っている看護師が全員そ
ろって確認できることはまれであり，書類
による確認が重要となります。
　議事録には次のような目的があります。
①参加者，欠席者（関係するすべての人）

に対する決定事項の周知

②各部署への伝達，周知徹底，実践の根拠

としての機能

③上司に対しての報告

④証拠としての機能

　議事録の一義的な目的は，会議で決まっ
たことを出席者・欠席者に周知し行動を促
すことです。委員会活動などは，それぞれの
委員が部署を代表して出席していますので，
各部署へのフィードバックの根拠にもなり
ます。また，施設あるいは看護部の組織とし
て指示を受けて活動しているため，議事録
を作成して上司に報告する必要があります。
　本来の機能の「決定事項の周知」とは別
に，議事録は証拠としての機能を持ちます。
一度決定したことが部署単位あるいは個人
によって少しずつずれていくことがあり，
そういう時に決定事項を再確認し，実践を
修正する根拠となります。また，誰が出席
して誰が欠席したのか，フルネームで，で
きれば配属部署も明らかにしておくとよい
でしょう。診療報酬上，医療安全，感染管
理，褥瘡予防に関する委員会は，病棟の勤

務時間に含めてよいと規定されていますが，
その他の委員会（リンクナース会など）は，
病棟の勤務時間から削除しなければなりま
せん。第三者が見て出席した個人を特定で
き，勤務表に照らし合わせられるよう普段
から書式を整えておくと，調査の時などい
ざという時に慌てずにすみます。
　議事録は，最終的には実践を変えていく
ための決定事項を記載するものです。その
ためには，「誰かがするのだろうな」と思
わせるあいまいな表現は避け，誰が，いつ
までに，何をするのかということを明記す
ることが重要です。また，議事録をいつま
でに作成したらよいか，施設で規定がある
場合があるかもしれません。規定がない施
設でも，できるだけ速やかに作成し，決定
事項の周知徹底に役立てましょう！

平成30年12月８日
主任会議リーダー　看護太郎

平成30年度　第７回　主任会議議事録

【日　時】平成30年12月５日（水）　15：30～16：30

【場　所】５階会議室

【出席者】小川花子（外来）　看護太郎（４階病棟）
鈴木一子（５階病棟）　佐藤二美（６階病棟）
　　　　　　　　　　　　　　　　  は欠席者

【議　題】看護手順の見直しについて
報告事項：主任19人で担当を振り分け，担当箇
所の資料と既存の手順を照らし合わせチェッ
クを行っている（進捗状況）。

決定事項：それぞれの担当者は１月末までに見
直し，疑問点など全体で討議した方がよいこ
とを抽出しておく。２月以降確認作業を行
い，承認されたものから差し替えを行う。３
月末までに差し替えを終了することとする。

次回までの検討事項：手順の周知，実践の評価
方法について

【次回の予定】平成31年１月９日（水）　５階会議室

資料 議事録

63Vol.28  No.5主任看護師  管理・教育・業務



◉読み手を意識した 
「復命書・出張報告書」の作成（資料２，３）
　各施設では，教育目的や業務推進のため
に，業務命令によって研修や施設見学，会
議への出席を目的に出張する機会があると
思います。出張した職員は，業務を遂行し
報告することが求められます。当院では，
「復命書」としてテンプレートがあります。
復命書という言葉は耳慣れない方もいると
思いますが，業務命令で出張した際に，業
務を遂行し，報告するという業務命令に呼
応した「復命書」という形をとっているも

のです。施設によっては，復命書の提出を
もって旅費の支給を行うケースもあります。
　当院の復命書の報告内容は次のとおり
です。
①出張名　　　②期日

③場所　　　　④議題（内容）

⑤その他参考となる事項（資料）

⑥所感

病院長様

１．出張名 排尿ケアチーム活動見学
２．日時 平成30年９月15日
３．場所 ○×病院
４．講義（内容）
５．その他参考となる事項（資料）
６．所感
　○×病院においては，排尿ケアチームの活動を開始
するに当たり，準備として以下のように取り組んでいた。
①コアメンバーの院外研修への参加
②施設見学
③チームメンバーの選出
④院内マニュアルの作成
⑤膀胱用超音波画像診断装置の購入
⑥病棟スタッフに対する排尿自立支援に関する勉
強会実施

⑦リンクナース会の活動
　特にチーム活動においては，基準に合ったメン
バーを選出するために，脳神経外科の医師や理学療
法科との調整を行っていた。また，活動開始に当
たっては，症例の抽出や情報収集を円滑に行うた
め，基準に従って，各病棟のリンクナースが中心と
なって活動していた。メンバーに過度な負担が生じ
ないよう，２病棟から開始している。現在は20～
30人/週の排尿自立支援を行っている。状況が把握
できるようになったことから，さらに４病棟につい
て拡大して活動する予定とのことである。
　今後，当院でも排尿自立支援を実施するために，
排尿自立指導料の算定要件となっている研修の受
講，排尿ケアチームの設置（メンバー設定），マニュ
アル作成，膀胱用超音波画像診断装置の購入，ス
タッフ教育などを行い，活動を開始したい。

復命書

病棟名：６階病棟
職名　：看護師　　　氏名：看護太郎

復命書：施設見学資料

病院長様

１．出張名 主任研修会

２．日時 平成30年10月15日

３．場所 △○研修センター

４．講義（内容） 「看護管理者に必要な概念化能力」

５．その他参考となる事項（資料）

６．所感
　概念化能力とは，周囲で起こっている事柄や状況
を，構造的・概念的にとらえ，事柄や問題の本質を
見極める能力，抽象的な考えや物事の大枠を理解す
る能力である。見えないものを把握し，問題が何で
あるのか，全体像をとらえることは，思考の質を高
めることであり，管理者としての行動の質を高める。
そのためには，
●批判的に，いろいろな方向から物事をとらえること
●俯瞰（メタ認知）すること
●ある現象から，なぜ⇒なぜ⇒なぜ…と突き詰めて
原因を探る
ということが管理者には必要であると学んだ。自ら
の実践を振り返ると，目の前にある事象ばかりにと
らわれ，結論を急ぎ，問題をモグラたたき的に解決
しがちである。
　今後は，上記３点に留意し，物事の本質をとらえ
て看護管理を行うよう取り組んでいきたい。

復命書

病棟名：６階病棟
職名　：看護師　　　氏名：看護太郎

復命書：研修受講報告資料
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　報告書は，もちろん報告者と受け手がい
て初めて成立します。受け手が何を期待し
て報告書を読むかということを押さえるこ
とが必要です。例えば，ケアの質の向上を
目指して職員を研修に参加させた場合，病
棟で勤務調整した看護師長，あるいは報告
を受ける看護部長は何を期待するでしょう
か？　ズバリ，「学んだことをどう実践に
生かすことができるか」ということです。
そのため，「⑥所感」は単なる感想とは違
い，「何を学んだか（研修内容）」「自分は
どう考えたのか」「今後の実践にどのよう
に生かすか」という３点について簡潔にま
とめます。所感の部分に３つの小見出しを
あらかじめ準備しておき，必須項目を記入
するとすっきりと書くことができます。小
見出しを明示しなくても，これらの項目を
念頭に置いて書きましょう。

研修受講報告のポイント
　研修などでは，個人的な知識・技術の向
上にとどまらず，明らかになった最新の方
法やケアの向上のために，自施設では取り
入れられていない方法を知る絶好の機会で
す。それらについて，簡潔にまとめて報告
することにより，施設全体のケアの質の向
上に向けて取り組むきっかけをつくること
ができるかもしれません。そのため研修内
容の中で，ぜひ知ってもらいたいことが伝
わる文書を作成し，研修が最大限生かされ
るようにすることが必要です。
施設見学報告のポイント
　新規事業を導入する時には先行して取り
組んでいる施設に見学に行き，参考にする
機会があります。そのような施設見学の報
告書に期待される内容は次のとおりです。
①見学した施設では，どのように懸案事項

について準備したか（組織づくり，ルー

ルづくり，物品の準備など）

②どのような課題があり，どう解決したのか

③実施後の状況（結果）

④当施設で実施する時に，どう取り組むか

　そして，新規事業が効率的に行われるよ
う，見学した内容を整理して報告します。
◉上司にイエスと言わせる 
「要望書」の作成（資料４）
　主任となり，施設・看護部の組織を動かし
ていく時，新たな委員会や組織をつくったり，
業務遂行のために物品の購入を申し出たり
する機会があるかもしれません。そういった
時に要望書を作成し，上司に申し入れます。
　物品購入を要望する場合の主旨は簡単で，
「○○を買ってください」ということです。
現在，楽々経営できているという施設はそ
うそうありません。多くの施設が，経営健
全化に向けて四苦八苦している状況です。

平成30年10月４日
日総研施設
院長　小川太郎　殿 排尿自立支援準備チーム

６病棟主任　看護花子

「膀胱用超音波画像診断装置購入」要望書

　平成28年度の診療報酬改定において，排尿自立指
導料が算定できるようになっております。排尿自立指
導料は，膀胱内留置カテーテルの入っている患者に対
し，定められた６項目の包括的排尿ケアを行った場合
に算定されるものです。このうち残尿測定をするため
に，膀胱用超音波画像診断装置が必要となります。今
後，排尿自立支援はますます重要なケアとなってくる
と共に，診療報酬を算定できることから装置の購入を
要望いたします。
　なお，包括的排尿ケア実施時１回200点算定でき，
患者１人あたりにつき６回まで算定できます。試算を
行ったところ，１年以内に経費を回収する見込みとな
ります。

以上

資料 要望書
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そんな中，「必要だから買ってください」
という言葉だけでは，なかなか物品の購入
はしてもらえません。その購入により，施
設に何がもたらされるのかを明らかにする
ことが求められます。そしてその「何が」
が，質という漠然とした言葉ではなく，数
値で表されるとさらに幹部を説得しやすく
なります。物品の購入がいつも診療報酬に
結びつくことばかりではありませんが，効
果を見える化・数値化する努力をして，説
得力のある要望書を作成しましょう！
まとめ
　施設内で発生する報告書は，業務の円滑
な遂行という目的のために，正確で分かり
やすい文章にする必要があります。そのた
めには，無駄を省き「簡潔な」文書である
こと，“なぜ”が分かる「論理的な文章」
であることが求められます。
　また，目的に適したテンプレートを用い
ることにより，効率よく必要な内容を漏らさ
ず報告することができます。一度テンプレー
トを整えることにより，業務の効率化を図る
と共に，整理・保存もすっきりできます。
　苦手意識（あるいは厄介だと思う気持
ち）を払拭し，報告書をサクサクこなして
組織運営の円滑化を図りましょう！

参考文献
１）神谷洋平監修：困った時にすぐに使える！　ビジネ
ス文書書き方＆マナー大事典，学研パブリッシン
グ，2014.
２）永山嘉昭：できる！　ビジネス文書の作り方が身に
つく本，高橋書店，2013.

きじまあけみ●1985年大宮（現・さいたま）赤十
字看護専門学校卒業，同年小川赤十字病院就
職。1998年日本大学通信教育部法学部卒業。

2005年ラ・トローブ大学看護学部修士課程（通信）卒業。2008
年認定看護管理者資格取得。2011年より小川赤十字病院看護
部長，現在に至る。2014年より埼玉県看護協会の認定看護管
理者教育運営員として看護管理者教育に携わっている。

プログラム

主任・リーダーの
役割・判断・調整法と
チームマネジメント
宮子あずさ氏 看護師・著述家・看護学博士

　東京厚生年金病院でのスタッフ、主任、師長を経て、精神科
病院の非常勤として勤務。東京女子医科大学大学院看護学
研究科博士後期課程看護職生涯発達学修了。著書は、『看
護師専用お悩み外来』（医学書院）、『ナースな言葉』（集英
社）、『宮子式シンプル思考　主任看護師の役割・判断・行動』
（日総研出版）など40冊以上ある。主任や管理職になりたくな
かった講師が、その魅力に目覚めた経過や仕事の進め方を紹介！

１．主任・リーダーの役割と効果的な仕事の進め方
●場所が変われば業務も変わるー主任、リーダーの役割とは
●看護師長補佐・代行のツボ　●スタッフへの仕事の振り方
●主任、リーダーに求められる判断とは
●求められるリーダーシップとマネジメント　
●宮子流「師長納得の報告・連絡・相談の進め方」　
●宮子流いまどきの家族看護　ほか

２．宮子流「主任・リーダーの悩み・
　  現場のトラブル解決法」
●宮子流現場の悩み・トラブル解決法　●チーム内の連携
●人間関係の悪化解消！ チームマネジメントのコツ
●裏表のあるスタッフへの関わり方　ほか

３．ケース検討　師長やスタッフとの職場内のトラブルなど
４．参加者の困った事例にアドバイス

参加者が抱える困った事例に直接回答
聞きたい質問・事例を事前にお送り下さい。
詳しくは参加証送付時にご案内します。

大阪
19年 6/15（土）
田村駒ビル

東京
19年 6/23（日）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

札幌
19年 12/7（土）
道特会館福岡

19年 10/12（土）
日総研 研修室（第７岡部ビル）

名古屋
19年 7/13（土）
日総研ビル

広島
19年 5/25（土）
RCC文化センター

［時間］10：00～16：00／札幌のみ13：00～18：00

日総研 13712ねらい・お客様の声は 検索検索

本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込

A5判 200頁　定価 2,500円＋税

主任の
悩みに答えた
現場判断の物差し！

増刷出来

講師著書

日総研 601819 検索検索
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