
そ
の
業
務
改
善
は

何
の
た
め
？ 

誰
の
た
め
？

ど
う
や
っ
て
成
功
さ
せ
る
？

特
集
1

　私は看護師出身のコンサルタントとして，
10年以上の長期にわたり医療現場の業務
改善のお手伝いをしてきました。業務改善
は実行に移すと楽しいものですし，意外と
簡単に進めることができるという事実を伝
えたいと思い，筆を執りました。多くの病
院の業務改善のお手伝いを業務として進め
ていくことを楽しみながら，コンサルタン
ト業を営んでいます。過去の看護師という
経験も踏まえていますが，今や看護師経験
よりもコンサルタント経験の方が長くなっ
てしまいましたので，コンサルタントとし
てさまざまな病院の課題解決のお手伝いを
してきた経験から，スムーズに業務改善を
進めていく上でのヒントを伝えたいと思い
ます。

うまくいく業務改善の
進め方とは
　そもそも業務改善を行うとはどういう

うまくいく業務改善の

ことなのかという点を知ってほしいと思い
ます。
　「KAIZEN」という言葉は，トヨタ自動
車の工場の業務改善の手法に代表される業
務改善活動が，世界的に認められた言葉と
して有名です。日々の業務に対して課題を
見つけて変革を進めていくことが業務改善
ですが，ややこしく考える必要はまったく
ありません。困っていること，大変なこと
をよりシンプルにできる方法を探すこと
が，改善の基本です。
　工場などの製造現場での業務改善は，「時
間を短く，コストを安く，品質を高く」と
いう３つのテーマに基づいて改善ポイント
を探していく作業となります。飲食の吉野
家では，「早い・安い・うまい」を経営コ
ンセプトに掲げて業務改善に取り組んでい
ます。実に分かりやすいテーマだと思いま
す。基本的な考え方は，吉野家の掲げる３
つのキーワードに集約されているのです。
医療の現場でも，「コストをかけずに，安

簡単！ 無駄のない！
業務改善の効果的な進め方

仁科利文 株式会社NSコンサルタンツ　代表取締役

▲

改善の基本は，コストをかけずに安全性を担保し，品質を上げていくにはど
うしたらいいのかを考えることです。▲

現状把握を行うには，今課題と感じていることや気になる点を付箋紙などに
書き出して，ポートフォリオで確認するとよいです。▲

業務の5Sを行うことが業務改善であり，無駄な業務を可能な限り削減し，
安全性が高まるシンプルなオペレーションを追及しましょう。
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全性を担保し，品質を上げていく」にはど
うしたらよいかという点を軸に検討してい
く作業が，業務改善の進め方の基本となり
ます。
　さまざまな思いつき，アイデア，気にな
る点，もっとこうしたらよいのではという
気づき，どうにかしたいという思い，なぜ
こんなことをしているのだろうという不満
など，業務改善を企画する上での要素はさ
まざまに存在し，多岐にわたります。まず
は，出てきている要素を整理することが必
要となります。変えてよいことと，変えな
い方がよいことなどの整理も含めて，しっ
かりと企画の段階で書き出します。
　業務改善を行う上での発想，考え方のポ
イントを表に示します。効率的にベストな
選択肢ではないですので，それぞれの職場
環境を踏まえながらバランスが取れる方策
を，次のポイントを参考にしながら検討
し，進めていきます。

業務改善の目的を
明確にしよう
　業務改善は，「できる，できない」とい
う視点から着想しません。例えば，ケア品
質を向上させるために，「モジュールナー
シングを導入したい」というように，目的
立脚型の発想を求めます。日々行っている
業務の手順や，ルールを見直す行為が業務
改善ですので，目的の整理と思想・発想が
大切なのです。そして，その目的意識を組
織内で共有できて初めて，協力的な取り組
みが生まれます。
　先に申し上げておきますが，どんな業務
改善を行っても反対勢力は存在します。そ
の反対勢力と戦う必要はまったくありませ

ん。反対意見の人もついつい参加したくな
る環境を整えることがポイントとなります。
　私が以前から，残業ゼロ志向を標榜した
業務改善を進めていくことを指導してきた
点も，まさにその考え方に立脚しています。
「子どもと一緒に夕飯が食べられる環境を
整えるためには，定時で帰れる環境をつく
る」というテーマを実現するために，さま
ざまな角度から検討して業務改善を行って
きています。ちなみに，業務改善に終わり
はなく，永遠に続けていくものだという点
にも注意を払う必要があります。「頑張っ
て一定の目標にたどり着いた時期もありま
したが，元に戻ってしまいました」という
ことがないような取り組みを目指したいも
のです。
　目標は可能な限り分かりやすい点で設定
した方が，皆に伝わりやすいです。今まで
私が実践してきた業務改善のテーマは，離
職率５％未満にしたい，無駄な残業をゼロ
にしたい，考えて行動するスタッフを増や
したい，記録を簡素化したい，といった点を
取り上げて業務改善を企画してきています。

業務改善の目的を

仕組みづくりのキーワード

●この作業（業務）は本当に必要ですか？

●この作業の順番はこのとおりでよいですか？

●この作業はあなた（その職種）でないとダ
メですか？

●この作業を変更するとどのような障害が考
えられますか？

●この作業は一緒に（まとめて）作業できま
せんか？

●この作業はこの場所でないとダメですか？

業務改善を進めるためのポイント表
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　また余談ですが，業務改善は簡単
だといつも言っていますが，実際の
ところ，改善を行うという実施作業
は分担して計画を実行に移すだけな
ので，誰でも行えますし，簡単だと
いうことです。
　企画を練り，作戦を立案し，それ
をしっかりと熟考する必要があるの
です。そこで分かりやすいコンセプ
トを探し，課題抽出および解決の方
向性の検証を進めることで，企画が
改善計画に練り上がっていきます
（図１）。改善を進めていく上で，職
場環境，職場の風土などが大きく影
響します。あまり好きではない言葉
ですが，レベルの違いにより取り組
める範囲・内容が変わってきます。
私は現場指導を行う上では，現場の
普通レベルを注視して見ています。
例えば，組織風土上での課題があ
り，師長から主任への権限移譲が進
んでいない組織であれば，企画の段階から
主任を中心に改革案が立てられるよう指導
に入ります。ルールや手順の見直しに入る
よりも，机や棚の位置を変更し，より分か
りやすいレイアウト変更を中心に改善計画
を取り入れる場合もあります。
　もうすでにさまざまな改善に積極的に取
り組んでいる病院に対しては，振り返りの
場を中心に，目標と現実のギャップに対す
る振り返りを行っています。
　現状認識をしっかりと確認し，自院・自
部署で改善を行うべき事項を整理した上で，
スタッフが協力して行える明確で分かりや
すい目的を整理していきましょう。

正しい現状把握の進め方
　現状把握を行う上では，今課題と感じて
いることや気になる点を付箋紙などに書き
出して，ポートフォリオで確認してみると
よいと思います。サンプルとして，残業時
間が減らないという課題を持っている病院
で，関係するキーワードを並べ替えてみま
した。今回は，縦軸を能力依存性，横軸を
緊急性で並べています。
　現状把握を行うには，シンプルにワンフ
レーズでこれが気になるという要素を並べ
ていきます。そのフレーズを並べ替えて関
係する場所に並べ替えてみます。このポー
トフォリオという技法はどこから手を付け
たらよいかが直感的に分かるので，好んで

正しい現状把握の進め方

図 企画を考える上でのポイント

①今までのやり方に疑問を持ってみる
面倒・大変と感じる事案に対するルール・手法に疑問
を持って，検証してみる。なぜこれをしている？　こ
のやり方？
②職場で聞こえる不満に注目してみる
もっとこうしてくれたらよいのに…という何げない不
満の声に注目してみる。
③明確な課題・テーマを持つ
より明確な課題・テーマを探そう！
現状ではなく，本当の課題は潜んでいる。
④アイデアを出す
こんなアイデアは生かせないかな？　という思いつき
は，書き留める習慣をつくろう。
⑤結果を具体的にイメージしてみる
（最終的な状態をイメージ）もし，こんな風に変化し
たらどうなるだろう…。

離職が減ったら

残業がなくなったら

この病院があって
よかったと思って
もらえるには

考えて行動するス
タッフが増えたら

この病院で働きた
いという人が増え
たら
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私は活用します（図２）。端的に言えば，
能力依存が低く，緊急性が低いもの（右下
のブロック）は，すぐに手を付けられる項
目となります。このケースで言えば，「片
づけは補助者に任せる」「今ではなくて，
明日補助者がやるのでも大丈夫」「物理的
な業務が多いものは，やらない業務を探す」
といった具合に，即効性の高い対応が進め
やすくなります。

　ほかの技法としては，要素をツリーに並
べるロジックツリーという技法や，要素を
求めるグルーピング法などがあります。課
題の根幹を探る上ではロジックツリーも有
用な技法となりますので，一応触れておき
ます。ここでは，離職率が高いという課題
に対して，それに関係する要素を階層別に
ツリー構想に並び替えて検証します（図３）。
離職率の関係する要素として，大きく分け

図 ポートフォリオで現状把握

能力依存　大
緊急手術が多い

緊急入院が多い

会議が長い

カンファレンスが長い

記録が終わらない

物理的に業務量が多いナースコールが多い

緊急退院が多い 残業が当たり前の風土

後片付けが多い

残業して稼ぎたい

指示がころころ変わる
大
緊急性

小

小

図 ロジックツリーで思考整理

レベル２レベル１

職場環境見直し

業務効率向上

残業ゼロ

有休取得率向上

福利厚生の充実

広報・宣伝

入職者開拓

雇用待遇見直し

職員の定着率向上

新規入職率向上

教育体制の充実 主要課題：離職率低下

職場環境見直し

業務効率向上

残業ゼロ

有休取得率向上

福利厚生の充実

広報・宣伝

入職者開拓

雇用待遇見直し

離
職
率
低
下

職員の定着率向上

新規入職率向上
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ると，職員の定着率向上と新規入職率向上
という上位階層があり，上位階層ごとに
対策・対応が異なるということが整理され
ます。
　私が現場調査を進めていく上で実際に指
導している内容は，次の８点です。
①時間帯ごとの業務の流れ・動きを確認す

る。

②レイアウト上での動線を追跡する。特に

動線混戦の状況を確認し，写真撮影など

を行う。

③ホワイトボードなどの情報共有ツールの

使用状況を確認する。

④整備されているマニュアル類などを精査

確認する。

⑤カート，ワゴンなどの利用状況（配薬

カート・回診車・救急カートなど）を確

認する。

⑥チェック表，管理表を確認する（チェック

のチェックを行うようなものはないか）。

⑦患者状況を識別できる掲示・明示の手法

を確認する。

⑧チームで手伝いながら仕事ができる仕組

みになっているかを確認する。

　細かい業務の内容については，ワークフ
ローにて検証作業を行う場合がありますが，

これは現場の改善チームに実際に行っても
らいます。面倒なこと，大変なことがあれ
ばそこが改善した方がよい項目として，検
討課題に挙げていきます。また，細かい現
場作業の課題があれば，削減できそうな業
務内容を精査していきます（図４）。

問題点の洗い出し
　問題点の洗い出しについては，現状調査
を行い，課題になる要素を見つけたら，今
行っているプロセスを抽出した上で問題の
構造化を進めていきます（図５）。今起こっ
ていること，困っていることは，「結果＝
現状」というブロックに入ってきます。離
職が多くて困っているならば，このブロッ
クに対して「年間離職率15％」というよ
うな発生している事実を記載していきます。
結果は，現在起こっている事実を記載して
もらいますので，これは課題でも問題でも
ないのが特徴です。
　当然ですが，プロセスを経たものが結果
ですので，なぜそうなっているのかという
現状プロセスを記載していきます。プロセ
スは，現状を整理して書き出すことをお勧
めします。図表化することは，客観視する

問題点の洗い出し

図 現場作業の中身を分析しよう

改善発見のチェックポイント作業の基本

実質業務を行う

基本動作の数を最小に

作業動作の距離を最短に

作業動作を楽にする

手持ちや保持作業が多い。

探す，選ぶ，考えるなどの作業
が多い。途中歩行作業がある。

作業動作が大きい。腕を動かす
距離が長い。

ムリな疲れやすい作業がある。
力を必要とする作業がある。

ムダな作業 正味作業

付随作業

作業

付加価値
　を生む

付加価値を
生まない

現状の作業条件では
やらざるを得ない作業
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上で重要な事項です。書き出し，整理する
ことで，より多くの目で確認検証でき，い
ろいろな意見も出せる状況が生まれます。
多くの業務改善の手伝いをしてきて感じる
ことは，本質的な改善に目がなかなか向か
ないケースが多いという点です。
　私はよく，髪を切る散髪に例えます。「枝
毛」を一生懸命に整えていく美容師さんが
いたら，どんなデザインイメージなのだろ
うと疑念を持ちますし，いったいいつ終わ
るのだろうと頭を抱えてしまいます。こう
したいという髪型のデザインが決まってい
れば，だいたいのデザインに向けて断面を
ざっくりカットしていき，その後微調整を

行っていきます。細かい点を一生懸命どう
にかすることは無駄ではないのでしょうが，
ゴールが遠いように思います。目的を明確
化した上で，課題を整理できたのであれば，
解決の方向性をデザインする必要がありま
す。おおむねこんなデザインにしたいとい
うイメージを具現化し，分かるように文字
に起こしてみてほしいと思います（図６）。

現場で実践できる
改善計画の作成法
　当社では，３つのシートを使って業務改
善計画を指導しています。

現場で実践できる

図 問題の構造化

制約条約とは，自分の力では修正不可能な要素

制約条件

入力は，手段

入力

今起こっている現実
（結果）

結果＝現状

ギャップ＝問題
目標と現実の差が
問題（課題）である

プロセスとは，活動行為を指す
現状でどのように実施活動をしているのか？

プロセス

目指すべき姿

目標

図 年間離職率５％以下を目指す場合の例

職員教育にスタッフを割く余裕がない（慢性的
人員不足）
指導スタッフが少ない（平均経験年数が短い）
待遇面に対する不満が強い

制約条件

積極的に採用
活動を実施し
ている

入力

年間離職率15％
結果＝現状

ギャップ＝問題

３年以内の離職率が50％
安全なケアを実践するため指導教育を
重ねたいが，十分な指導時間がとれず，
基礎技術のみの指導となっている

＃１　年間教育目標が職員と共
有できていない

＃２　やりがい・仕事での喜び
を持たせる指導が不十分

＃３　新人職員・中堅職員への
関心が薄い

プロセス

年間離職率５％以下
目標
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　今起こっている「結果」が，なぜ起こっ
ているかというプロセスを記載し整理した
上で，どうやって改善の方向に向かうのか
という点を整理していきます。私たちはこ
れをコンセプトマップと呼んでいますが，
目的を明確化して実践に向かっていこう
と，全体的に網羅した内容で項目を整理し
ています（図７）。
　実際の改善計画の内容は，サブシステム
という項目に上がっている内容で，これを

詳細に表出したものが改善の行動計画とな
ります。ややこしく考えなくてもよいです。
本質的な改善計画を策定していく場合，項
目に沿って埋めていけば，改善計画が作成
できるようになっています。内容・精度・
具体策などに関しては，訓練を積めば積む
ほどレベルアップしていきます。改善計画
書とは，企画書だと認識しています。一般
企業では，企画書を作成するというのは一
般的な行為なのですが，病院では特別なこ

表 コンセプトマップ

医
療
法
人
　
○
○
会

法
人
職
員

●医療人としての責任感を持ち，誠実に業務を遂行
できる人材育成を目指す。

●この病院があってよかったと言われる医療サービ
スが提供できる人材を育成する。

●卒後３年間の新人教育の拡充（特に２年目以
降に注力する）
●主任・課題を目指すマネジメント教育の拡充
●専門・認定看護師を目指す専攻スタッフの拡充

○○病院

外来部門

入院部門

検査部門

リハビリ部門

薬剤部門

管理部門

看護協会 病院協会

教
育
委
員
会

ビジョン ターゲット

基本システム

●卒後３年間の研修により，院内で
の基礎教育を完了させる
●他部署を手伝える指導を実施

卒後３年
研修

●取得資格に見合った待遇の設定
●キャリアを目指す体制の整備

キャリア
パス制度

●院内認定制度の策定により，法人の
運営方針に沿った人材育成の強化

院内
認定制度

●次世代のリーダーの育成を図り，
マネジメント体制の強化を図る

リーダー
育成

●残業ゼロの効率的な業務へ改善業務改善

サブシステム

●現状の離職率10％で
推移だが，産休職員が
多く，看護職員の維持
に困窮している。

●中途職員・短時間勤務
職員の増加により院内
ルールの徹底ができて
いない。

職場環境認識

●人材不足のため，教育
にかける時間の捻出が
難しい。

●新卒スタッフの入社が
少なく，職員の経験構
成が大きくばらつく。

●医局サイドの教育への
協力が得られにくい。

阻害要因

●看護師養成校に対
し，院内の教育体
制をPR
●中途採用プログラ
ムを積極的にPR
●現有職員が友人に
対しPR

インフォメーション

●看護師充足率
  110％
●離職率10％以下
●院内認定取得者
30％
●患者数増加
●残業労務費削減

達成目標

各学会　医師会

新人研修

卒後教育プログラム

プリセプター制度

キャリアパス制度

院内認定制度

リーダー研修

管理者研修
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とのように錯覚されている点が残念です。
　客観的に課題を整理し，潜んでいる課題
を顕在化し，期限を切った行動計画にまで
立案した上で改善に取り組んでもらいたい
ものです。
　ちなみに，以前も日総研の雑誌で取り上
げた，私の作成した職員教育に関する企画
書を参考に載せておきます（図８）。

　各シートのフォーマット

が日総研Webサイトよりダ

ウンロードできます

https://www.nissoken.com/ck292/

まとめ
　企業でも病院でも，５Ｓが重要だという

表 職員教育に関する企画書

教育方針

職
員
が
定
着
し
、
継
続
的
な
教
育
が
実
施
で
き
る
体
制
の
構
築

院内認定制度の策定と
キャリアパスとの連動

キャリアパスプログラ
ムの活用で評価に客観
性を持つ

離職率低下に向けた職
場環境の整備

業務改善を遂行し，残
業ゼロの実現・継続

各部門が協力できる業
務体制の構築

責任感を持ち，誠実に医療に取り組むスタッフを
育成する。

テーマ：教育目標

●教育プログラムをキャリアパス制度と連動予定
であり，給与体系を含めたシステムに変更した。
●中間管理職が若年化しており，ベテランからの
指導が十分に行きわたらない。

●業務が煩雑で，教育に十分かける時間的ゆとり
が少ない。

内的要因

●客観的なキャリアパス制度の活用により，
職場全体の人材評価の仕組みを見直し，
離職率年10％以下とする。
●他部門からの応援できる多能職員体制を
整備する。
●業務改善に積極的に取り組み，残業ゼロ
の実現を目指す。

成果目標

基本戦略

●社会人としての人間教育を基本とし，医療人と
して地域・社会に貢献できる人材を育成する。

●少ない時間での集合研修でも，最大限の効果を
発揮できるように取り組む。

●離職率の低下を図れ，職場に安定をもたらす。
●共通業務が策定でき，職場間の応援体制をつくる。

対策の具体的な狙い

●地域での看護師獲得競争が激化しており，新卒
の採用が進みにくい。

●ゆとり教育の影響か，新人が長続きしない。
●中途採用・短時間勤務の採用者が増加している。
●家庭を持つ職員が多く，夜遅い時間の研修は困
難である。

外部環境
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ことは認識されていると思います。業務改
善とは，５Ｓ活動の一環だと認識していま
す。私は，業務の５Ｓを行うことが業務改
善であり，無駄な業務を可能な限り削減し，
安全性が高まるシンプルオペレーションを
追求していけばよいのだと思います。「や
やこしいことを簡単に！」という視点で業
務改善に取り組んでほしいです。「もっと
こうなったらいいのに！」ということはど
んなことでも実現可能です。ですが，変
わった時にどんな効果があるのかをしっか
りと検討して，方向を間違わないように進
めてほしいと思います。方向を間違うと残
念な結果も待っています。コンセプトを整

理して，漏れがないよう全体的な課題を整
理した上で，作戦を立てていきましょう。
　皆さんの病院が業務改善を継続し，職員
が働きやすく，患者に一生懸命な病院であ
り続けることを期待します。

にしなとしふみ●東京慈恵会医科大
学附属第三病院で，看護師として７年
間勤務。その後，企業経営・コンサル
タント関連の会社に勤務し，2006年

に株式会社NSコンサルタンツを設立。診療所・病
院・社会福祉施設・介護事業者を対象に，コンサル
ティング，講演活動を行っている。得意分野は，原価
低減による経営体力増強支援，意識改革を伴う現場
改善支援，職員教育。
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　近年医療に対するニーズは多様化し，よ

り質の高い看護が求められます。病院は患

者から選ばれ，時代に合ったサービスを提

供していかなければなりません。患者ある

いは関連する地域住民との人間関係づくり

はとても大切です。友だち言葉や馴れ馴れ

しい態度は周りにもよい影響を与えませ

ん。また，多職種のスタッフとのコミュニ

ケーションも重要であり，部門間のコミュ

ニケーション不全は，医療事故につなが

る危険性として指摘されるようになって

います。

　当院では，2012年度より主任会が３つ

のチームに分かれ，統括副看護部長のサ

ポートを受けながら，それぞれのテーマの

下に年間目標を立案し，活動をしています。

　本稿では，「接遇・PS（patient satisfac-

tion）マナーの推進」チームが主任会の活

動を通して実践してきた，院内全職員を対

象とした接遇・PSマナー研修会の企画・

運営について紹介します。

主任会による接遇研修会の企画

接遇研修会開催への経緯
　当院の接遇研修会は，年２回開催してい

ました。１回目は年度初めに新入職者，中

途採用者を対象に行われる研修会で，２回

目は年度途中に全職員を対象に行われる研

修会です。いずれも外部講師によるもので

した。それ以外は，各部署独自の勉強会や

研修会に任されていました。

　接遇と聞いて多くの人は「これはみんな

知っていることだ」「私はきちんとやって

いる。これは誰かほかの人の問題だ」など

と思うことがあるのではないでしょうか。

医療機関での接遇は患者やその家族におい

て，今や大きな位置を占めてきています。

主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画主任会による接遇研修会の企画

接遇研修会開催への経緯

主任会による全職員対象とした
接遇・PSマナー研修会の
企画・運営の進め方

POINT

看護職員間だけではなく，他職種とのコミュニケーション不全も医療事故につながる
危険性があるので，日頃から接遇・PSマナーの高い職場風土を築いていきましょう。

研修会では，身近な事例で自己を振り返る内容やロールプレイ，動画などで
視覚的に学ぶことが効果的です。

危険危険危険危険危険危危険危険危険危険危険危険危険険危険危険危険危険危険危危険危険危険険危危危険険危険危険性が性が性が性が性性が性が性性が性性が性性性性が性が性が性が性が性が性性が性が性性が性性性が性がが性性があるあるあるあるあるあるあるあるああああるあるあるあるあるあるああああるああああああるるあるあるあああるのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでででのでのでのでのののでのでのでのででのででのでのででで，日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃か頃かか頃か頃か頃頃頃か頃かかか頃かか頃か頃か頃かか頃か頃頃頃から接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接ら接接接接接接らら接ら接接接接接ら接接接接ら接接接接遇・遇・遇遇遇・遇・遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇・遇遇遇遇 PSPPSPPSPSPSSPSPSPPSPSPSPSPSPPSPPPSSSSSSマナマナマナマナマナママナマナマナマナマナマナマナナマナマナママナマナマナナナマママナママナマナマナマナマナナナーののののののののののののののののののののののののののの高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高い高いい高い高い高い高いい高いい高い高高い高いい高いい職場職場職場職場職場職場職場職場職場職場職場場場職場場職場場職場職場職場職場職場職場職場場場場場職場職場場場場場場職場風土風土風土風土風土風風土風土風風土風風土風土風土風土土風土土風土風土風土風土土土土風土風風風風土風風土土土風 を築を築を築を築を築を築を築を築を築をを築を築を築を築を築築を築を築築をを築を築を築を築築を築を築ををを築を築いていていていていていていていていていていていていていいていていてていていていていいいていていていいていてていててていきいきいきいいきいきいききいきいきいきいきいきいいきいききいきいききいきいいきいいいききいいいきいききいききききましましままましましまましましましましましましままましましまししまましまましままししまままししょうょうょうょうょょうょうょょうょうょうょうょううょうょうょうょうょううょうょょうょううょうょ 。

古屋純子  主任　　　橿村香利  副看護部長
山口県済生会　山口総合病院

長

本稿で紹介している接遇研修の
動画が閲覧できます。       
https://www.nissoken.
com/ck292/

スタッフの“憧れ＝実践モデル”となる主任の接遇マインドとクレーム対応特集2
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そこで，2012年より主任会の１チームが

「接遇・PSマナーの推進」について活動を

開始することとしました。

　接遇やマナーについては，「知っている」

ことがイコール「できている」ではありま

せん。接遇のよし悪しは自分自身が決める

ことではなく，それを受ける，見ている相

手（他人）が決めることです。最も見えに

くいのは自分自身であり，それを自覚する

ことで，スタッフ個々における接遇力の向

上につながるような研修会の開催が必要で

あると考えました。

スタッフに接遇について
関心を持ってもらうための工夫

　まず，院内の接遇・PSマナーの基準を再

確認し，研修会の企画・運営に向けて，ほ

かの接遇研修へ参加し勉強会を実施しまし

た。自己の接遇やマナーも振り返り，チー

ムの主任で見直しを行い，自身の接遇・

PSマナーを意識しながら行動するように

心がけました。主任会において，接遇・

PSマナーの向上につながる研修会とする

ために，対象，開催回数，形式，内容につ

いて，また主任として「スタッフへどのよ

うに働きかけるのか，どのように行動する

か」について検討しました。

　合同主任会において，「済生会職業人と

して相応しい身だしなみや態度を育成し，

個々の接遇力の向上を図る」ことを目標と

していること，接遇・PSマナーの向上の

ための研修会を企画していること，その研

修会はスタッフに関心を持ってもらえるよ

うな会にしたいことを説明しました。その

上で，「済生会職業人として必要なこと」

「接遇・PSマナー研修の重要性」などにつ

いて意見交換を行い，全主任で情報共有・

共通認識を行いました。

　研修会は，身近な事例で自己を振り返れ

る内容であること，ロールプレイなど視覚

的に伝える内容であることが関心を持って

もらうために大切だと考えました。そこで，

患者・家族からいただいた意見の中で，「接

遇・PSマナー」に関連した内容の意見や，

年１回毎年QI（Quality Indicator）委員会

で行っている「患者満足度調査」の身だし

なみや態度・言葉遣いの質問の回答を基に，

研修会を構成することにしました。

　企画当初は，看護部の全体研修として看

護師・看護補助者を対象に「接遇・PSマ

ナー研修会」を開催していましたが，統括

副看護部長からの提案により，病院全体の

質向上に向け，研修会を全職員対象に行う

こととしました。そのためには，研修会の

構成を再考することが必要となってきま

す。そこで，看護師・看護補助者・事務・

コメディカルに対して，「接遇・PSマナー

で現状で感じていること」，研修会におい

て「どのようなことを伝えてほしいと感じ

ているか」「どのようなことが聞きたいと

思っているのか」について聞き取り調査を

実施しました。

　その結果，現状で感じていることは，「TPO

を使い分けた言葉遣いやあいさつが十分で

きていない」，研修会においては「意識する

ことの大切さ，職場の風土や環境をつくっ

ていくことの重要性」など，「あいさつ・

正しい敬語の使い方，言葉遣い・職員同士

の良好なコミュニケーション」の内容に対

する要望が多く，研修会の形式ついて「動

画や演習など視覚的に学べる内容はとても

効果的であると思う」という意見がありま

した。これらの意見を基に，チーム主任会

において研修会の構成を再考し，「病院の
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中でよくありがちな場面」についても視覚

的に伝えていくこととしました。

　このように，対象に合わせて研修会の構

成を再考するなどの工夫をすることは，ス

タッフの関心を高めることにつながると考

えています。

主任会による接遇研修会の
進め方

スタッフに接遇力を高めてもらう
ための研修の進め方と工夫

　チーム主任会で検討を行い，いよいよ

2014年度第１回の接遇・PSマナー研修会

を開催することになりました。できるだけ

多くの看護師・看護補助者が出席できるよ

うに，同じ内容で年２回開催することとし

ました。言葉を聞くだけでは身に付けるこ

とはできません。浸透させるためには，視

覚的に学び，実際に体験することが重要と

考え，形式は講義式から演習を交えた参画

型としました。

研修会の流れ
　まず「済生会職業人」であることを自覚

してもらうために，病院創立の経緯や歴史

を伝え，病院理念，看護部理念，目標を伝

えました。具体的内容については，患者・

家族の声，満足度調査結果はグラフや表な

どを活用し当院の現状について伝えました。

　あいさつの演習では，チーム主任がモデ

ルとなり，正しい姿勢，お辞儀の仕方を実

演し，その後研修生と全体で行い，研修生

同士で鏡を持参してもらい，表情や笑顔の

チェックを行いました。この演習が，職員

が互いに注意し合える，気づくことができ

る職場の風土づくりにつながることを期待

しています。

　病院でよくありがちな場面などの身近な

事例については，チーム主任が考案したシ

ナリオで，実際に動画を撮影し視覚的に伝

えるなど，参加者個人が振り返り考えるこ

とができ，研修に集中できるように工夫し

ました。また，動画視聴後には研修参加者

でディスカッションを行い，その後，主任

会メンバーがファシリテーター役となり，

感想や意見などを聞く時間を設け，参加者

を巻き込みながら研修会を進めていきまし

た。実際に言葉を発することで，さまざま

な職種と考え方や意見などを共有し，自己

の接遇力を振り返り，考える場をつくるこ

とにつながったと考えています。

研修参加への取り組み
　研修参加率は，2014年の開催初年度は

約60％でした。そこで，研修会の開催回

数を２回から３回へと増やし，合同主任会

で研修会への参加啓蒙の協力を要請しまし

た。また，統括副看護部長に対しては，師

長会議でのアナウンスと，師長に対してで

きるだけ多くのスタッフが参加ができるよ

うに勤務調整を依頼しました。さらに，研

修対象者も看護師・看護補助者から徐々に

拡大し，2018年度には全職員を対象とし

た院内研修とし，事務職，薬剤師，理学療

法士，診療放射線技師，臨床検査技師，医

師の参加を得ることができました。2018

年の研修会では，看護師・看護補助者での

参加率は92％，病院全職員での参加率は

60％となりました。

接遇・PSマナー研修会の実際

　ここでは，当院が行っている接遇・PS

主任会による接遇研修会の
進め方
主任会による接遇研修会の主任会による接遇研修会の
進め方
主任会による接遇研修会の
進め方
主任会による接遇研修会の
進め方
主任会による接遇研修会の
進め方
主任会による接遇研修会の主任会による接遇研修会の主任会による接遇研修会の主任会による接遇研修会の主任会による接遇研修会の

研修会の流れ

研修参加への取り組み

接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際接遇・PSマナー研修会の実際
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マナー研修会の実際の内容について詳しく

紹介します。

 前半  講義にて接遇・PSマナーの 
重要性を伝える

　前半は，済生会職業人であることをしっ

かりと自覚し，接遇・PSマナーの重要性に

ついて理解してもらうための講義をします。

１）済生会職業人として　済生勅語とは		
済生会の成り立ち

２）当院の理念
３）接遇・PSマナーとは
４）10のポイント

①身だしなみ，あいさつ，表情
②応対・態度
③説明・理解
④周りの目・耳への配慮
⑤物の渡し方，言葉添え
⑥謝罪の姿勢
⑦聞く姿勢
⑧言葉遣い
⑨プラスαの配慮
⑩周りへの配慮

 後半  演習を取り入れ， 
実際に体験してもらう

　後半は，演習を取り入れ，実際に体験す

ることで理解と浸透を図ります。病院でよ

くありがちな場面などの身近な事例を基に，

少人数で感じたこと，意見などを話し合っ

て発表してもらい，その後に解説をします。

５）Episodeから考える
		Episode			カーテンを勢いよく「シャッ」
　医師から採血の指示を受け，カーテンで

区切られたスペースで待つ患者の元へ行っ

た看護師。採血を終えると，「はい，しば

らく針を刺した部分を押さえていてくださ

いね」と笑顔と共に伝えて，“次の患者の

ところへ急がなくては” とばかりに，カー

テンを勢いよく「シャッ」と閉めました。

残された患者はビックリ。「そんなに勢い

よく閉めなくったって…，なんだか突然遮

断されたようで，冷たい感じ」

〈Episodeの解説〉
　さて，このエピソードの言葉や動作が，

なぜ受け手に不快感を与えるのでしょうか。

それは，「ギャップ」の問題です。

　Episodeでは，カーテンを閉める時の「動

作」に問題があります。素早い動作や動作

から発生した「シャッ」という音に対して，

人はとても冷たい印象を受けてしまうこと

も少なくないのです。笑顔で優しく言葉を

かけてくれたのに，その直後の動作が速す

ぎる。そのギャップも冷たさを感じさせて

しまいます。もう一つには，「素」の様子

を垣間見させてしまったことも挙げられま

す。つまり，カーテンを静かに閉めた方が

よいことは，皆さん理解できていますよね。

けれども，大勢の患者を少しでもお待たせ

しないようにと，テキパキと仕事をこなし

ているうちに望ましくない動作が出てしま

うことがあります。頭では理解できている

のですが，行動で表せていないのです。そ

のような医療者の素の事情を見せてしまう

のも，怖さ・不安感を与える一因になるの
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です。忙しくても共感的な対応ができるの

がプロの医療人です。

〈よくない印象を与えてしまう「行動・動作」〉
◦素に戻っている顔
　特に笑顔で対応した直後の素の無表

情な顔，物を考えている時の真剣すぎる

顔を見せられて，戸惑う患者もいます。

◦速すぎる動作
　「テキパキ」「きびきび」はよいので

すが，状況に似合わない速すぎる動作

は，冷たさを感じさせてしまいます。

◦型にはまった笑顔
　相手の様子や状況にかかわらず，い

つでも同じ笑顔，いわゆる営業スマイ

ルは，相手に不信感を与えることもあ

ります。

６）動画を観て考える
場面：入院患者が発熱を訴え，診察を待っ

ている患者家族が心配になってスタッフ

センターに問い合わせに来た際の対応事

例（資料）

〈動画の解説〉
　まず，状況をしっかり把握し，待たせた

ことについて謝罪をします。クラークは

座ったままでなく，立ち上がって「お待た

せして申し訳ありません」と謝罪を述べ，

気持ちを伝えています。患者の名前を聞く

時にクッション言葉を使いながら，「お待

たせして大変申し訳ありません。お調べし

ますので，恐れ入りますが，お名前をフル

ネームで教えていただけますか？」などの

ように，依頼形で名前を尋ねているところ

もポイントです。

　クラークも看護師も家族の気持ちを汲み

取って，“つらいのですね” とリフレイン

し相手の気持ちに寄り添うような声かけが

できています。

〈シナリオ〉
　　家族：「あのー，もう20分ぐらい待っているんですけど，診察までまだ時間かかりますか？」
クラークは立ち上がり対応
クラーク：「お待たせしてすみません」

「すみませんが，患者さんのお名前をフルネームでお願いしてもよろしいですか？」
　　家族：「○○○○です」
クラーク：「○○○○さんですね。看護師に確認して，どのくらいで診察できるかお知らせします。申し訳あり

ませんが，５分ほどお待ちいただいてよろしいですか？」
　　家族：「そうですか。うちのおばあちゃん待っているのがつらそうなんです。早く診てもらえないでしょうか？」
クラーク：「熱があってつらそうなんですね。分かりました。急いで看護師に伝えます。それまでお部屋で待っ

ていただいてよろしいですか？」
　　家族：「お願いします」
クラークは，看護師に伝えに行く。看護師にはこれまでの経緯を詳しく伝えた。
看護師は，クラークより経過を確認し，その部屋に訪室した。
　看護師：「お待たせして大変申し訳ありません」

「○○さん熱が上がったみたいですね。熱を測ってみましょう」
「先生は今処置中でして，もう10分ぐらいかかりそうです。それまで氷枕をして待ちましょうか？」

　　家族：「そうしてもらうと助かります」

場面：入院患者が発熱を訴え，診察を待っている患者家族が心配になってスタッフセンターに問い合わ
せに来た際の対応事例

資料  研修で使用した動画のシナリオ
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まとめ
　当院の主任看護師には，「師長の命を受

け，師長・副師長を補佐し，看護業務が円滑

に遂行されるように努め，スタッフのサポー

ト・指導に当たる」という役割があります。

　接遇研修会を継続していくことで，主任

会の考える個々の接遇力向上が，現代の医

療サービスにおける質の向上に重要な役割

であると発信することができていると考え

ます。これからも接遇を改めて考える場を

設け，意識を風化させない工夫が必要で

す。今後も，職場風土として定着していく

よう継続していくことが重要と考えます。

PROFILE
ふるやじゅんこ●2002年防府看護専
門学校卒業後，山口リハビリテーショ
ン病院入職。2008年に山口県済生会山口総合病院へ
入職し，腎センター，外科を経験。2015年に主任となり
外科を経験。2018年より循環器内科主任。2017年認
定看護管理者教育課程ファーストレベル修了。

かしむらかおり●1985年山口大学医
療技術短期大学部看護学科卒業後，
山口県済生会山口総合病院入職。脳
神経外科，手術部，整形外科を経験し，
1997年に脳神経外科の主任となる。
2002年看護師長となり循環器内科，外来，外科を経験
し，2014年より副看護部長。2009年認定看護管理者
資格取得。2013年山口県立大学健康福祉学研究科健
康福祉学専攻博士課程修了。
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