
スタッフ育成における主任の役割

　看護におけるマネジメントは，病院をは

じめとする組織において，「経営」という

広い枠組みの中で，「質の高い医療・看護

の提供」と「経営効率」の両立を図ること

とされています１）。マネジメント活動の一

つである「人材を育成し定着させること」

は，主任の役割として位置づけられている

ことが多いと思います。人材は財産であり，

経営面の重要な鍵となり，組織理念を実践

できる能力を持つ人材の育成によって良質

な看護の提供が可能となります２）。マネジ

メントは，自ら実践することではなく，ス

タッフに指示や命令，指導を行って，積極

的・自発的にその活動に参加して貢献でき

るよう誘導することとされています３）。し

たがって，新卒者の育成に当たっては，プ

リセプターを担う中堅層を支援することが

主任の役割と言えます。

　2016年の日本看護協会の調査では，常

勤看護職員の離職率10.9％，新卒看護職員

の離職率7.8％と新卒者の離職が減少しま

した。このような成果が見られたことは，

さまざまな教育システムが導入されたこと

はもちろんですが，「新卒者の早期離職の

予防に向けて，強く叱らない・困らせない」

という中堅層の忍耐と，主任が中堅層をサ

ポートしてきたことなどが関与しているの

ではないでしょうか。

育成に戸惑う新卒者を
どのように表現すべきか

　このように育成すべき環境を整備しても，

プリセプターが戸惑い疲弊してしまう新卒

者の存在を耳にします。精神構造などが普

通の人間には理解し難いものになることを

“モンスター” と表現され（実用日本語表

現辞典），子どもに過保護なあまり周囲に

理不尽な要求を突きつける親は「モンス

ターペアレント」，自分勝手な行動を取る

人々は「モンスター化した」などと言われ

ます。精神構造が理解し難い人の中には，
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“ちょっと手がかかる”新卒者を指導する
プリセプターへの支援
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POINT
人格障害や発達障害を理解し，対応方法を工夫することで，
対人関係のトラブルを防ぎましょう！

“ちょっと手がかかる”人は，症状が当てはまるからといって「人格障害」「発達障害」と
分類することは困難であり，分類するのは不適切です。

“ちょっと手がかかる”人への指示は，一つずつ伝えましょう。できるだけ前もって
スケジュールを提示し，突発的で急な変更や追加は控える配慮が必要です。

「卒後３～５年目」「中途採用者」の離職を食い止めよう！特集1
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診断を受けて治療が必要な人格障害，発達

障害，新型うつ病，統合失調症などを持つ

人が含まれているのかもしれません。

　しかし，私たちが戸惑う新卒者は，意図

的にクレームをつけたり，困らせようとし

たりする “モンスター” ではなく，知識・

技術が不十分で職場環境にも慣れていない

ために，個人としての性格や育ってきた環

境の相違から私たちが戸惑うような言動を

示しているに過ぎません。これは，時間の

経過と共に社会化していく “新卒あるある”

であり，“ちょっと手がかかる” という表

現が適切ではないかと考えます。

理解し難い精神構造

　“ちょっと手がかかる” 人に限らず，誰

もが多少なりとも対人関係や性格に偏りを

持っており，必ずしも診断や治療が必要と

いうものではありませんが，ここで人格障

害，発達障害，新型うつ病について理解し

ておきたいと思います。

　繰り返しになりますが，“ちょっと手が

かかる” 人は患者として診断が必要なわけ

ではないため，症状が当てはまるからと

言って，「人格障害？」「発達障害？」と分

類することは困難であり，分類するのは不

適切と思われます。問題となるのは二次的

な障害で，周囲からの叱責や失敗体験から

自信喪失となり，対人関係でトラブルと

なったり，暴力的行為を起こしたりして出

社拒否となり，離転職を繰り返し，うつ病

や不安障害などの精神疾患を発症すること

です。対人関係や性格の偏りを理解し，対

応方法を工夫することで，大きな問題行動

に至りません。

新型うつ病
　うつ病は几帳面，真面目，責任感が強い

という人に多いと言われてきましたが，最

近は新しいタイプのうつ病が急増していま

す４）。この新しいタイプのうつ病では，出

勤している間は憂うつで仕事が手につきま

せんが，家に帰ると好きなことに熱中でき

ます。他罰的で過眠や過食になり，他人の

言動に傷つきやすい「拒絶過敏症」を呈し，

感情はネガティブで，ささいなことに激し

く腹を立て，物に当たったり，暴力的に

なったりしやすいです４）。

　このタイプは治療が難しく，従来のうつ

病の薬物療法では効果がありません４）。診

断書が出ても，療養をせず旅行に行くなど

の行為から，周囲からの共感も得られにく

いです４）。

　新型うつ病の人への対応では，苦しさは

理解するが甘やかしすぎない，休養は取ら

せるが逃避を助長させない，時には元気づ

けるが叱責や非難はせず，自尊心を傷つけ

ない，仕事が生活の中心であることを忘れ

ないように努力させ，よいところを見つけ

たら褒めて自信をつけさせることが必要で

す。安易に素人判断をせず，職場の責任者

や産業医，主治医と相談して進めることが

重要です。また，相手の体調を見ながら負

荷をかけない配慮が必要です。

発達障害
　発達障害とは，自閉スペクトラム症，注

意欠如・多動症，限局性学習症（学習障害）

などを含む幅広い概念を指します５）。社会

性の障害，コミュニケーションの障害，創

造力の障害が見られます５）。社会的な常識

や慣習を重視し，場にそぐわない言動，自

分で決めたルールや以前のルールをかたく

理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造理解し難い精神構造

新型うつ病

発達障害
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なに守ろうとします。また，親密さが分か

らず，感情の共有ができず，状況や社会的

な理解ができないため，問題解決の方法が

未熟です。非言語的なコミュニケーション

が困難で，読み取れないため，相手への気

遣いができません５）。つまり，言葉を字義

どおりに受け取り，冗談や比喩が分からな

いのです。さらに，同時に２つ以上の情報

を正確に受け取ることができず，メモが取

れないことがあります。そして，異性との

交際や職業に対するこだわり，地位や偏差

値の高い大学に強くこだわる傾向が見られ

ます５）。

　発達障害の人への対応では，特性につい

て理解し，特別な対応を周囲で共有するこ

とが重要です。特別な対応とは，得意なこ

とを生かせる仕事内容を提案し，不得意な

ところをカバーする環境を調整し，仕事内

容や時間枠を明確にして視覚的な手本を示

し，どのくらい伝わったのかを確認するこ

とです。例えば，指示は１つずつ伝え，１

つの指示のメモを書き終えてから次の指示

を伝えるようにし，できるだけ前もってス

ケジュールを提示し，突発的で急な変更や

仕事の追加は控える配慮が必要です。また，

推測や憶測が困難で，真意をくみ取ること

が難しいことをチームで理解し，叱咤激励

はせずに認める方向で接し，伝えたいこと

は一から十まで伝え，「いつもどおりに」

「常識の線で」といった表現は控えます。

周囲は自分の価値観や体験，社会的規範を

基準にした対応をしないことが必要です。

人格障害
　適切な人間関係が持続的に保てず，職業

に従事することが困難で，社会不適応な行

動パターンを取ります。認知（自分や他人，

出来事を理解し，考えたりすること），感情

（感情の反応の広さ，強さ，不安定さ，適

切さ），対人関係，衝動のコントロールが

できず，その人格には柔軟性がなく，本人

が悩むか，あるいは周囲が悩まされます６）。

　さまざまなタイプの人格障害があり，Ａ

群，Ｂ群，Ｃ群に分類されます（表）６）。
Ａ群は，遺伝的に分裂病気質を持っている

ことが多く，自閉的で妄想を持ちやすく，

奇妙で風変わりな傾向があり，対人関係が

うまくいきません。Ｂ群は，感情的な混乱

が激しく，演劇的・情緒的で，移り気に見

え，ストレスに弱い傾向があります。例え

ば，他人の権利を無視し信頼感や誠実さに

欠けるため対人関係が結べない，衝動的で

感情の起伏が激しいため対人関係がいつも

不安定，常に周りの人の関心を集め自分が

中心でいないと気が済まず，思いどおりに

いかないと感情を爆発させる，自分は特別

なもので非難されるのに耐えられず自己中

心的などの症状が見られます。Ｃ群は，不

安や恐怖感が非常に強く，周りからの評価

や視線などが非常にストレスになります。

例えば，他人からの拒絶や批判を恐れて恥

をかくことに非常に敏感で，失敗を恐れ出

社拒否も見られます。甘えが強く，自分で

決められず，他人の判断に任せて責任を他

人格障害

Ａ
群

Ｂ
群

Ｃ
群

遺伝的に分裂病気質を持っていることが多く，
自閉的で妄想を持ちやすく，奇妙で風変わりな
傾向があり，対人関係がうまくいかない。

感情的な混乱が激しく，演劇的・情緒的で，移
り気に見え，ストレスに弱い傾向がある。

不安や恐怖感が非常に強く，周りからの評価や
視線などが非常にストレスになる。

表  人格障害の分類

福島章他編：人格障害，P.93 ～ 159，金剛出版，1995.を基に作成

15Vol.28  No.6主任看護師  管理・教育・業務



人に押しつけます。秩序やルールにとらわ

れすぎて柔軟性や効率性に欠け，他人の視

点や考えに妥協せず頑固です６）。

　人格障害の人への対応では，指導方法に

よって行動変容が可能な対象なのか，社会

不適応の偏りが強く，プリセプターや主任

では担いきれず，組織対応が必要な対象な

のかを見極めます。つまり，知識や技術の

習得を図ることで組織に適応できるのか，

指導によって追いつめられてうつ状態に

なったり，時には暴力行為や自傷行為に

至ったりし得るのかの判断が必要です。し

たがって，「指導に応じられず，チームに

適応しにくいが，指導方法をパターン化し

たり，叱り役と褒め役を決めて追い込まな

いようにすることなどで改善が得られる」

のか，「チームの一員としての行動が取り

にくいが，部署異動やチームが一丸となっ

て特性を理解し対応を統一するなどの環境

調整で適応が図れる」のか，「チームの一

員としての役割が果たせず，組織や患者に

害をもたらす恐れがあり，産業医や専門医

に相談が必要」なのかという視点で観察し

ます。

“ちょっと手がかかる”場面から
検討する

プリセプターの指導が
気に入らないと黙り込む
　プリセプターの指導を受けた新卒者が

「心が傷ついた」と訴えたため，上司は

「ゆっくりでよいので優しくね」とプリセ

プターに指導しました。新卒者はその後，

指導が難しいと感じると黙ってしまい，泣

き出すこともあり，周囲にプリセプターの

悪口を吹聴するようになりました。

“ちょっと手がかかる”と感じる点
　他人の言動に傷つきやすい「拒絶過敏

症」からささいなことに腹を立てた（新型

うつ病の症状），親密さが分からず，感情

の共有ができないために状況や社会的な理

解ができなかった，非言語的なコミュニ

ケーションが困難で相手への気遣いができ

なかった（発達障害の症状），衝動的で感

情の起伏が激しいために対人関係が不安定

で，周りの人の関心を集め自分が中心でい

ないと気が済まない（Ｂ群人格障害の症

状），自己中心的で他人からの拒絶や批判

を恐れて恥をかくことに非常に敏感で，い

つも元気づけや励ましが必要な人（Ｃ群人

格障害の症状）など，性格や対人関係の偏

りが強い人と危惧した場合です。

“新卒あるある”と感じる点
　指導に対して黙ったり，泣き出したり，

プリセプターの悪口を吹聴したりするの

は，上司がプリセプターに助言したことを

自分を保護する手段として学習し，自分に

とって有効なサイクルを行使したのではな

いかととらえることができます。つまり，

これは “新卒あるある” で，多くの新卒者

は不安を抱きながらも「すみません。教え

てください」と踏み出すことができるので

すが，この新卒者は性格や育ってきた環境

からうまく対応できない人なのかもしれな

いと判断した場合です。

主任の役割
　主任がプリセプターと話し合い，指導す

べき点は次の３つです。

　１つ目は，時間の経過に伴って体験を増

やし職場になじむことで社会化できる “新

卒あるある” と判断できるかどうかを相談

します。

　２つ目は，新卒者の言動にひるまず，ア

“ちょっと手がかかる”場面から
検討する
“ちょっと手がかかる”場面から
検討する
“ちょっと手がかかる”場面から
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“ちょっと手がかかる”場面から
検討する
“ちょっと手がかかる”場面から
検討する
“ちょっと手がかかる”場面から“ちょっと手がかかる”場面から“ちょっと手がかかる”場面から“ちょっと手がかかる”場面から“ちょっと手がかかる”場面から“ちょっと手がかかる”場面から
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サーションを活用するように伝えます。例

えば，できている点を評価して褒め，「前

も同じことを指導され，すでに体験しまし

たよね？」ではなく，毎回省略せずに繰り

返し説明します。また，主語を「Ｉ」にし

て，「どうしてあなたはできないの？」では

なく，「私はあなたに正確にこのケアを提

供してほしいのです」などの表現を用いま

す。アサーションは自分も相手も大切にし

ようとする自己表現で，自分の意見や考え，

気持ちを正直かつ率直にその場にふさわし

い方法で表現し，異なる意見もあることや

葛藤を生じることも覚悟して相手に歩み寄

る方法です。相手を操作したり，YESと言

わせたりするための方法ではなく，自分も

相手も大切にするコミュニケーション７）

を選択するよう伝えます。

　３つ目は，看護師資格を取得したからと

言って，すぐに行動の変容を求めるのでは

なく，見守ることを伝えます。人間の変容

は４つのレベルでとらえることができ，変

容に要する時間と難易度は，①知識の変容，

②態度上の変容，③個人行動上の変容，④

集団行動ないし組織行動の変容の順に増大

するとされています（図）。知識の変容は
学習の結果として起こり，最も容易に変化

が起こりますが，価値観や感情の変化を伴

う態度や行動の変容は時間がかかり困難と

なる８）ため，まず知識の習得を目指して，

ゆっくり態度や行動の変化を見守るという

指導方法を話し合います。

　そして，プリセプターの心理面を支援

し，過剰に自己否定をしたり，新卒者にネ

ガティブな感情を抱いたりしないよう，つ

らい時は主任に言語化するよう伝えます。

プリセプターが指導すると
不穏な行動をし続け返答しない
　４人の患者を受け持っており，経鼻経管

栄養の注入食が終了する直前に白湯でショッ

トするように伝えましたが，レベルのよい

患者と話が弾み，気がつくと胃管が詰まっ

ていました。なぜ実践できなかったのかを

振り返ってもらおうとすると，メモをめ

くったり，身体を動かしたりと落ち着きが

なくなり，返答が全くなく時間ばかりが経

過しました。

“ちょっと手がかかる”と感じる点
　親密さが分からず，感情の共有や相手へ

の気遣いができず，空気を読むことができ

ないために自分が必要とされていると思い

込み患者と話し込んでしまいました。また，

同時に２つ以上の情報を正確に受け取るこ

とができず，並行業務ができなかった（発

達障害の症状）ととられた場合です。そし

て非難されることに耐えられずプリセプ

ターを無視した（Ｂ群人格障害の症状），甘

えが強く，自分で決められず，他人の判断

に任せ，周りからの評価や視線などが非常

にストレスで，プリセプターとの振り返り

が脅威となった（Ｃ群人格障害の症状）な

どととらえた場合です。

（高）

↑ 

困
難
度

（低）
（短） ← 必要時間 →

知識

態度

個人行動

集団行動

（長）

図  変革に対する人間の変容の難易度

ポール・ハーシィ他著，山本成二他訳：行動科学の展開―人的資源の
活用（新版），P.６，生産性出版，2000.を参考に作成
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“新卒あるある”と感じる点
　経鼻経管栄養のショットができなかった

のは，具体的な時間を伝えなかった，ある

いは患者と話し込んでいるのを容認したこ

とで誰かが実施してくれると判断したため

ではないかととらえ，指導時の落ち着きの

なさは不本意に責められている，もしくは

返答できないくらい窮地に追い込まれてい

たのではないかと考えた場合です。つまり，

知識や技術が未熟で経験が少ないために失

敗したと判断した場合です。

主任の役割
　プリセプターには，次のことを伝えます。

・指示をする時は，視覚的な手本を示して
はっきりと具体的に繰り返し，メモは取
れているのか，どのくらい伝わったのか
を確認する。
・手順の説明は一度にせず，段階に分けて
理解できたか確認しながら行う。
・必要なことを１つに絞り，余分なことは
言わず，「適当に」「常識の線で」などの状
況に合わせて行うような言葉を使わない。
・やんわりと遠まわしに言うのは誤解を生
みやすいため明確に伝える。
・注意はその都度行い，まとめて言わない。
・本人の長所に目を向け，具体的に褒めた
り，励ましたりする。
・プリセプターの価値観や体験に基づいて
指導しない。
・可能な限りスケジュールの変更や仕事の
追加は控え，仕事内容や時間枠を明確に
する。
　プリセプターの心理面の支援としては，

時間をかけて指導したり，振り返りを行っ

たりする時は，主任が同席することを提案

し，つらい時は言語化するように伝えます。

　プリセプターの役割を担う中堅層と，

“ちょっと手がかかる” 新卒者の離職を食

い止めるために，主任は病棟の噂話や圧力

に屈しない覚悟が必要となります。「本当

にチームの一員になり得るのか。医療事故

を起こさないかと不安だ」などの感情が，

あたかも全スタッフの思いという圧力がか

かることもあります。これらに対応するた

めには，感情論を否定し，理解し難い精神

構造の知識および特有な特徴を踏まえた対

応方法をスタッフに指導し，“新卒あるあ

る” の一類型であることを受け入れてもら

いましょう。チームが同じ方向を向くこと

ができれば，新たな風をもたらす人材にも

なり，より多くの価値を付加した病棟づく

りにもなり得ると思います。
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PROFILE

おおつかつねこ●天理高等看護学校卒業後，公益財団法
人天理よろづ相談所病院，兵庫医科大学病院での勤務を
経て，1996年に仁明会病院の看護部長に就任。2006年
に日本看護協会の認定看護管理者資格を取得。2010年
11月に精神衛生研究所副所長，訪問看護ステーション所
長に就任，現在に至る。主任時代の紆余曲折，経験を基
にしたリーダーシップ研修などは好評を博している。
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