
苦手・嫌い・違和感・理解できない人…チームの人間関係を円滑にする主任らしいかかわりとは？2特集

　あなたにとって苦手な人はどのような人
ですか？
　性格的に合わない人とでも，仕事は仕
事，患者さんのために，あるいはスタッフ
同士が円満になるためにと思い，スタッフ
の業務調整に日々奔走している看護師は多
いと思います。実際，皆さんはどのような
対応をされていますか？
　視界に入れないようにしていたり，無視
していたり，体当たり（真っ向勝負）して
いたり，自分の性格だから仕方がない・仕
事だから仕方がないと割り切って対応して
いるのでしょうか。
　本稿では，そんな性格的に合わない，イ
ライラするなど，苦手な人に接する時のコ
ミュニケーションのコツをお伝えします。

苦手な人と思う前に 
知っておこう

誰だって苦手な人はいる！
　十人十色，三者三様，千差万別，百人百
様，多種多様，これらはどれも似たような
意味を持つ言葉ですが，人それぞれさまざ
まに違いがあるという意味を表す言葉で
す。これらの言葉のとおり，職場のスタッ
フは個性あふれる専門職集団ですから，苦
手な人がいても当たり前。人の数だけ当た

り前があります。そのことを頭の片隅に置

いておきましょう。

集団の理解・推進力と抑止力
　集団とは，「目的を達成するために集まっ
た，互いに影響を与え合い依存しあう複数
の人々」１）と定義されます。集団に参加す
るメリットには，表１にあるように，安心
感・ステータス・自尊心・親密さ・力・目
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◦苦手な人のことを考える前に， 
「人の数だけ当たり前があること」 
「組織には非公式と公式集団があること」 
「ジョハリの窓」を知っておきましょう。

◦リフレーミングなどで，着眼点や発想力を 
身に付けましょう。

◦苦手な人に言いにくいことを伝える時は， 
①先入観をなくす，②人でとらえず，ことでとらえる， 
③自分の気持ちを考える， 
④伝えたいことを具体的にまとめる， 
⑤伝えたいことを確認する，ようにしましょう。
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標達成があり，実際にどんな部署にも集団
が発生します。
　そして，集団には「働きありの法則」が
当てはまります。「働きありの法則」とは，
何か物事を進める時には，２割は進んで物
事を進める推進者となり，２割は阻害する
人，残りの６割の人は決められたことをす
るという法則です。本当に不思議ですが，
阻害する人・推進者がいなくなったとして
も，新たな人が阻害する人・推進者になり，
２・６・２の割合となります。また，組織
には非公式と公式集団があることも頭の片

隅に置いておきましょう。

ジョハリの窓
　アメリカの心理学者ジョセフ・ルフトと
ハリー・インガムが対人関係について提唱
した概念に，研究者２人の名前をとった
「ジョハリの窓」（図）があります。この
ジョハリの窓は，自分が他人にオープンに
している部分，自分が気づいていない部分，
他人に隠している部分，自分も他人も知ら
ない未知の部分があることを示しています。
　自分が気づいていない部分の例として，私
は自分が気づいていない口癖をスタッフに
指摘されて，ハッとしたことがありますが，
皆さんはどうでしょうか？　例えば，私の生
まれは群馬で，小さい頃から「あなたは…」
ではなく「あんたは…」と言う環境で育ちま
した。最近になり，「あんたって言われちゃっ
た」とスタッフから言われ，意味を再確認
すると，親密な関係の人や目下の人に使う
言葉でした。“目下の人に使う言葉＝威圧
的”とスタッフは感じたのかもしれません。
　ジョハリの窓を頭の片隅に置いておくこ
とで，自分の気づいていない部分に聴く耳

表 1　人はなぜ集団に参加するのか

ステファン・Ｐ・ロビンス著，高木晴夫監訳：組織行動のマネジメント，
P.144，ダイヤモンド社，1997.，井部俊子，中西睦子監修，井部俊子，
勝原裕美子編：看護管理学習テキスト２―看護組織論　第１版，P.10，
日本看護協会出版会，2008.

理由

安心感

ステータス

自尊心

親密さ

力

目標達成

メリット
集団に参加することにより，人は「孤立」
の不安を軽減できる。集団の一員となっ
た方が心強く，自己不信を緩和でき，脅
威に対する抵抗力が高まる。

他人に重要視される集団の一員になるこ
とで，そのメンバーは承認とステータス
を得る。

集団は自分の価値を感じさせてくれる。
つまり，集団に属することにより，集団
外の人々にステータスを感じさせるだけ
でなく，メンバー自身も自分の価値をよ
り感じることができる。

集団は社交的欲求を満たしてくれる。集
団に加入すれば，常時交流を楽しむこと
ができる。多くの人は親密さへの要求の
大部分を，仕事上のこうした交流によっ
て満たしている。

個人では達成できないことも，集団活動
を通じてなら可能な場合が多い。そこに
は「数の力」がある。

あるタスクを成し遂げるには，１人の力
では足りない時がある。ある職務を成し
遂げるためには，才能，知識，力を結集
する必要がある。こうした場合，マネジ
メントは公式集団に頼ることになる。

図　ジョハリの窓
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を持つことができ，他人からの助言を受け
入れやすくなります。そしてこのことは，
他人に対しても同じことが言えます。

着眼点・発想力を身につけよう
→リフレーミング

　着眼点や発想力を身に付ける一つの方法
として，リフレーミングがあります。リフ
レーミングとは，心理的枠組み（フレーム）
を変えてみることです。“フレームを変える
＝見る視点・考える視点を変える”ことによ
り，物事の印象や意味が変わり，有効な状態
にしていくことです。ただし，すべてをプ
ラスに変換するということではありません。

リフレーミングの種類
　リフレーミングには，状況のリフレーミン
グと内容のリフレーミングがあります（表２）。

リフレーミングの 
具体的な６つの方法

①言葉の定義をリフレーミングする
　「○○とは☆☆である」（＝Ｘ）という言
葉の定義を，Ｘ＝Ｙ（ＸイコールＹである）

またはＸ→Ｙ（ＸだからＹ）のように言い
換えてリフレーミングします。
Ｘ＝Ｙの例：頑固だね＝信念だね，堅物だ

ね，きまじめだね

Ｘ→Ｙの例：今回，失敗したから具体的に

伝えることを学べた

②アズイフ（As If）フレームで 
　リフレーミングする
　「もしも○○××なら」のように，仮定の
状況を用いてリフレーミングします。
例：もしもこの部屋がイエローでなく，モ

スグリーンならば，もっとリラックス

できる

③時間軸でリフレーミングする
　未来から見た自分，過去から見た自分を
リフレーミングします。
例：未来から見た自分：今は毎日大変だけ

れど，このことを乗り越えたら，１つ

階段を上っているわ

過去から見た自分：30代の頃からコ

ミュニケーションが大事と思い学んで

きたから，今，自信を持って皆に伝え

ることができる

④Wantでリフレーミングする
　「どうなりたい」「なりたい自分を考えて

表 2　リフレーミングの種類

種類
方法

例

状況のリフレーミング
状況や背景のフレームを変えて物事を見ること

この絵は何に見えますか？
（右図）

答え：若い女性と老婆

内容のリフレーミング
意味や内容のフレームを変えて物事を見ること

●のろま→慎重に物事を進められる，癒される
存在
●自信がない→思慮深い，学べる視野がある
●無神経→積極的である，まじめである
●優柔不断→臨機応変に対応ができる，キャパ
シティが広い
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みる」「○○したい」のように，望むこと
からリフレーミングします。
例：○○主任のように，ベッド調整ができ

るようになりたい

例：１年後の私は，患者・家族のことも考

えた退院調整看護師になりたい

⑤メタファーでリフレーミングする
　格言や名言，自分の体験談からリフレー
ミングします。ただし，自分の体験談を伝
えて相手をリフレーミングする場合は，必
ず「私の場合は」とつけます。
例：社会学者レビンは「理論なき実践は盲

目であり，実践なき理論は空虚である」

と言っているが，まさしく看護実践の

根拠を伝えると人に伝わりやすいよね

例：スケジュールを考える時に，私（の場

合）は，これまでの経験から，少し時

間に余裕を持って時間調整をしていま

す。例えば，提出日など締め切り日が

決まっている時は，２〜３日前に集め

るようにしています

⑥解体してリフレーミングする
　大きな物を小さくしてみます。そして，
抽象的なものを具体化していきます。例え
ば具体的にはどんなこと？　何が不明な
の？　問題は何だろうか？　と解体します。
例：あなたはどんな看護師になりたいです

か→あなたは具体的にどんな看護がし

たいですか？

人に何かを伝える時に 
陥りやすい落とし穴

　人に何かを伝える時に，ここぞとばかりに
たくさんのことを伝えたくなりますが，あれ
やこれや伝えても，相手は受け取れません。

コミュニケーションはキャッチボールです。
相手の受け取れるボールを送りましょう。
変化球や豪速球は，コミュニケーションで
はNGです。相手が受け取りやすいボール
を投げることを心がけましょう。

苦手な人とかかわる 
場面の考え方，行動の仕方を 
事例を通して考えてみよう

物に八つ当たりするＳ看護師の 
対応に困っているＡ主任の事例

　Ｓ看護師は，自分で仕事を抱えてしまい，

忙しいと時折物に八つ当たりをして，バー

ンと机を叩いたりします。Ａ主任は時折現

場を見ていましたが，どのように伝えたら

よいのか悩んでいました。	 	

　そんな時に卒後３年目のＢ看護師より，

「その日は定時入院が５人あり，緊急入院

も４人あって，日勤者はほぼ全員が入院患

者の受け入れ業務をしていました。Ｓ看護

師は手術患者を受け持っていたので，緊急

入院も最後に依頼をしたのですが，『何で

私なのよ。私は，今日は褥瘡処置・評価と

手術患者も受け持っていて忙しいのよ。受

け持ち人数だけで決めないでよ』と，ナー

スステーション内でバインダーをバーン

と机に叩きつけたので，そこにいたスタッ

フが一瞬唖然として固まってしまいまし

た。私も怖かったです。いつものことだけ

れども，何とかしてほしいです」と言われ

ました。	 	

　Ａ主任は，自分が見かけた時にＳ看護師

に一度話をしましたが，スタッフも困って

いることを知りました。
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　あなたなら，このような場面でどう言い
ますか？　一緒に考えていきましょう。
①Ｓ看護師はどんな人か
・Ａ主任から見たＳ看護師：Ｓ看護師は自
分が思っているようにしか動かないから，
言っても仕方がない。私より勤続年数が
長く，看護師経験も多い先輩だから言え
ない。機嫌のよい時には，率先して入院
対応をしてくれる頼りになる存在。

・Ｂ看護師から見たＳ看護師：気分にムラ
があり，機嫌を損ねると助けてもらえな
い。自分自身まだできないことも多いか
ら，助けてもらえなくなると困るので言
えない。

②事実は何か
・臨時入院の受け入れ時にバインダーを机
に叩きつけた。

・組織として１日の入院制限数はなく，入
院依頼を断わらない方針である。

・当日の入院患者数は９人で，受け持ち看
護師は６人，リーダー看護師２人，フ
リー看護師１人であったため，全員が入
院患者の受け入れ業務をするしかない体
制であった。

  ポイント  
◦事実は何かということに着眼する

◦役割として伝える

③自分の気持ちを考える 
（内省→マイナス・プラス感情を 
たくさん考えてみよう）

〈マイナス感情〉

・Ｓ看護師やほかのスタッフに，「うるさ
い人」「生意気」と思われないか？

・伝えることで，病棟の雰囲気が悪くなっ
たらどうしよう…。

・言いにくいことを言わないといけない，
間に挟まれるなら，主任はやりたくない。
・間に挟まれて，私自身どうしたらよいの
か分からない。困ってしまう。

〈プラス感情〉

・風通しのよい職場にしたい。みんなで協
力していきたい。
・Ｓさんは頼りになる人だから，一緒に病
棟運営に参加してもらいたい。力を貸し
てほしい。

④伝えたいことを具体的にまとめる
・緊急入院の受け入れは，病院の方針である。
・バインダーで机を叩かない。

［実際の会話例］
Ａ主任：「Ｓさん，先日は手術患者を受け持
ちながら，緊急入院の対応をありがとう。	
その日のことで話したいことがあるんだ
けれど，業務調整してもらって，午後２
時に面談室でお話できるかしら」
Ｓ看護師：「何ですか？　今言ってくださ
いよ」
Ａ主任：「落ち着いたところで話したいから，
午後２時にお願いします。時間は10分く
らいで済むから」
Ｓ看護師：「10分ですね。分かりました」

  ポイント  
◦伝えたいことを具体的に明らかにする

◦時間と場所

◦対面はNG

◦座る位置は90度～45度くらい

◦ハの字に座る

（面談室にて）

Ａ主任：「Ｓさん，時間をつくってくれて
ありがとう。座ってください」
Ｓ看護師：「何ですか？　話って」
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Ａ主任：「先日の忙しかった日のことなん
だけれど，どんな様子だったか教えても
らえますか？」

  ポイント  
◦クローズな質問でなく，オープンな

質問をする

◦相手が気づけるような問いをする

Ｓ看護師：「あの日はとても忙しくて，私
は手術患者を受け持ちながら，○○さん
の褥瘡処置もあり，大変でした」
Ａ主任：「本当に忙しくて大変でしたね。
入院も多かったみたいですよね」
Ｓ看護師：「そうなんですよ，定時入院の
ほかに臨時の入院が多くあり，私も臨時
入院の対応をしたんですよ」
Ａ主任：「Ｓさん，手術患者を受け持ちなが
ら臨時入院の対応まで，本当にお疲れ様
でした」
Ｓ看護師：「そうですよ。すごく忙しかった
んですよ。みんなも入院対応してたけど何
で私ばっかりって思って，頭にきて，思わ
ず机の上をバインダーで叩いちゃいました」
Ａ主任：「そうでしたか。大変だったんで
すね。でも，臨時入院は病院として受け
入れる方針なので，忙しくても皆で協力
していきましょう。

  ポイント  
◦組織として受け入れるということを

伝える

◦相手を認める

机を叩いたことで，皆さんびっくりした
みたいですよ。先日も私が日勤の時に同
じようなことがありましたよね。その時，
話をしましたが，覚えていますか？」

  ポイント  
◦継続している事実を伝える

Ｓ看護師：「そうでした。でも，あの日私
は本当に忙しかったんですよ」
Ａ主任：「そうですよね。みんな大変な１
日でしたよね。でも，忙しいことと，バ
インダーを叩きつけることとは関係あり
ませんよね。バインダーで机を叩く行為
はやめてください」
Ｓ看護師：「…」	

  ポイント  
◦この後は立ち去る

◦立ち去らないと，伝えたいこと以外

のことも話すことになる

◦１回の対話で伝えたいことは１つ，

長くても10分ぐらいまで

◦伝えたいことを短く具体的に伝える

職場会議で決まったことをすぐに
変えてしまうＮ看護師への対応に
困っているＥ主任の事例

　保清リストの作成は，リーダー業務から

遅番業務に変更すると職場会議で決定しま

した。数日後，職場会議に参加しなかった

Ｎ看護師が，「何で遅番の仕事なの？　リー

ダー業務を減らして，遅番の仕事ばかり増

やして。保清リストの作成が残業の原因に

なるからって，リーダーの怠慢なんじゃな

いの」と言い出し，勤務しているスタッフ

に同意を求めました。その日は師長不在

で，Ｅ主任が部署の責任者でしたが，Ｎ看

護師の剣幕に押されてしまい，結局Ｎ看護

師に反対することができずに，保清リスト

はリーダー業務に戻ってしまいました。Ｅ
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主任の部署は，職場会議で決定したこと

も，結局は部署の中の一部のメンバーの采

配により変わってしまう職場風土となって

いました。

①Ｎ看護師はどんな人か
・部署に長く勤務しているお局様で，師長
よりも長く勤務しているので，医師との
意思疎通も上手。看護師の多くが苦手な
医師との橋渡しも上手で，機嫌がよい時
は頼りになる先輩。また，長く務めてい
る人たちのボスで，結束力が高い。部署
で決まったことを，面倒だと言ってやっ
ていないことが多いが，若い看護師はＮ
看護師に言えないので，自分たちが代
わっている。人に厳しく自分に優しいタ
イプ。

②事実は何か
・職場会議で保清リストの作成を遅番業務
に変更した。

・部署の決定事項は，職場会議で決めるこ
とが共通認識となっていない。

③自分の気持ちを考える 
（内省→マイナス・プラス感情を 
たくさん考えてみよう）

〈マイナス感情〉

・Ｎ看護師に押し切られてしまった自分が
情けない。

・味方してくれる人がいなくて寂しかった。
・何で私だけが悪い役回りなの。言いにく
いことを言わなければいけない損な役回
りばかりで嫌になる。困った。

・職場会議で，みんなで決定したのに残念だ。
〈プラス感情〉

・風通しのよい職場にしたい。
・一部の意見だけでなく，みんなで決定で

きる部署にしたい。
④伝えたいことを具体的にまとめる
・職場会議で決めたことは会議で変更する。

［実際の会話例］

Ｅ主任：「保清リストのことで話をしたい
んだけれど，ちょっと時間もらえるか
しら」
Ｎ看護師：「14時30分過ぎならいいですよ」
Ｅ主任：「では，14時30分に面談室にお願
いします」

  ポイント  
◦初めに相手の都合を確認する

◦落ち着いた場所を準備する

（面談室にて）

Ｅ主任：「職場会議で決めた保清リストの
ことだけど，どうしてリーダー業務に戻
したの？」
Ｎ看護師：「だって，今でも遅番業務は雑
用がメインだけど，リーダー業務は臨時
入院とかがなければ，定時で上がれるか
ら，お願いしたいなぁ〜と思って。一緒
にいたＧさんもＭさんも，みんな遅番
じゃなくてリーダーの方が患者さんのこ
とが分かっているからいいって言ってま
したよ。職場会議では意見を聞いてもら
えなかったと言ってたし」
Ｅ主任：「Ｎさん，私は，『職場会議で決め
たのにいつ変わったんですか？』とみん
なに聞かれ，困っています」
Ｎ看護師：「主任が困っていると言われて
も，変えた日に主任もいたし，今さら困
るって言われても，こっちの方が困りま
すよ。みんなで決めたことじゃないって
みんな言ってますよ」
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  ポイント  
◦相手の言い分は最後まで聴く

◦自分の気持ちをアイメッセージ（表

３）で伝える

◦Ｎ看護師には集団のメリット（安心

感・ステータス・自尊心）（表１）が

生じている

Ｅ主任：「分かりました。今度の職場会議で，
職場会議で決めたことは次の職場会議ま
で継続するというルールを提案します」
Ｎ看護師：「でも，会議で決定しても，不
具合があったらその都度勤務しているメ
ンバーで変えてたから，反対意見が出る
と思うけれど」
Ｅ主任：「Ｎさんは，職場会議で決まった
ことが勝手に変わっていたら，どう思い
ますか」
Ｎ看護師：「職場会議で意見を言わない方
が悪いんじゃないですか。今回，私は参
加していなかったけれど，参加していた
ＧさんもＭさんも元に戻した方がいいっ
て言ってたから」
Ｅ主任：「分かりました。ありがとう。今

度の職場会議で，職場会議で決めたこと
は次の職場会議まで継続することを協議
しましょう」

  ポイント  
◦問題の本質を，人でなく，ことで考

える（この場合：Ｎさんではなく決

定機関）

◦提案が受け入れられない場合は次の

提案をする（この場合：提案から協議）

◦１回の対話で伝えたいことは１つ，

こまめに伝える

◦伝えたいことを短く具体的に伝える

おわりに
　コミュニケーションはキャッチボールで
す。コミュニケーションは人間が互いの意
思・感情・思考を伝達する際に使用するも
ので，言語・視覚，声のトーン，抑揚，身
振り，態度，表情などの非言語・文字など
の手段があります。
　コミュニケーションは人間関係を築く上
で大切な手段です。ミラーリング，ペーシ
ング，バックトラックなどを活用し，信頼
関係を築いていきましょう。そして，相手

表 3　アイメッセージとユーメッセージ

アイメッセージ ユーメッセージ

意味

具体例

自分を主語にして話す
自分自身がどう感じるか，感じたかを伝える
自分の感情で，相手を決め付けたりしない

アイメッセージ例
「あなたと一緒で助かったわ。ありがとう」

アイメッセージ例
「私は寂しかったわ。次回は連絡してくれる
とうれしいわ」

相手を主語にして話す
相手は○○と伝える
隠れユーメッセージとは，「私は○○…」と私
を主語にしているユーメッセージ

ユーメッセージ例
「あなたは，いつもどうして連絡をくれないの」

隠れユーメッセージ例
「あなたが頑張ってくれたから，私は助かったわ」
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に対して，自分に対して，誠実・率直・対
等・責任を持ったコミュニケーションをし
ていきましょう。
　今回は用いませんでしたが，「申し訳な
いのですが」「言いにくいのですが」「すみ
ませんが」などのクッション言葉を利用す
ることも可能です。ただし，クッション言
葉を使うことで弊害が生じる場合もあるの
で覚えておきましょう。
　最後に，日常会話の出来事を通してコ
ミュニケーションについて，アサーティブ
トレーナーのほのぼのブログでお知らせし
ていますので，参考にしてください。

引用・参考文献
１）井部俊子，中西睦子監修，井部俊子，勝原裕美子
編：看護管理学習テキスト２―看護組織論　第１版，
P.９，日本看護協会出版会，2008.

２）ステファン・Ｐ・ロビンス著，高木晴夫監訳：組
織行動のマネジメント，P.144，ダイヤモンド社，
1997.

３）前掲１），P.10.
４）伊藤守：図解コーチングマネジメント―人と組織
のハイパフォーマンスをつくる，P.61，ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン，2009.

５）Life＆Mind＋―自分を高めて人生を120％楽しむ　
ホームページ：NLP・心理学【完全理解】一瞬で世
界を変えるリフレーミングの効果と活用事例，2017
年２月14日. 
https://life-and-mind.com/reframing-effects-3789
（2019年11月閲覧）

すいたきぬえ●1982年国立埼玉病院
附属看護専門学校卒業後，国立埼玉
病院に入職。その後家庭に入り育児に

専念。30歳で職場復帰し，民間病院で数多の役職に
就任。2010年認定看護管理者取得，2015年更新。
2000年から看護師教育に携わり，さまざまな経験を
する中で，自分も相手も尊重したコミュニケーション
技術を身につけたいと考え，アサーティブトレーナー
を取得。2016年からアサーティブヒューマンセンター
の副代表に就任。2015年医療法人健和会柳原病院
に勤務し，2017年総看護師長に就任，現在に至る。 日総研 13771 検索検索

主任の役割に直結する
看護管理・組織運営の基礎と

対人スキル

大塚恒子氏
　天理高等看護学校（現・天理看護学院）卒業後、公益財
団法人天理よろづ相談所病院と兵庫医科大学病院を経
て、1996年に財団法人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月から仁明会精神衛生研究所副所長、訪問看護
ステーション所長、現在に至る。一般社団法人日本精神科
看護協会 副会長を歴任。主任時代の紆余曲折、実経験に
基づく研修で好評を博す。「高齢患者の特徴を踏まえて
ケースに臨む」（精神看護出版）総編集など。

「マネジメント」と「リーダーシップ」の違いがわかると
「管理職としてのかかわり方」が変わる！

一般財団法人仁明会 精神衛生研究所 副所長
前・一般社団法人日本精神科看護協会 副会長

アサーションと認知行動療法を合わせた
理想的なコミュニケーション方法！

［時間］10：00～16：00

現場で役立つ様々な主任の役割を事例を通じて紹介

プログラム

“自分にもできるかも”と前向きに！

名古屋
20年 2/1（土）
日総研ビル

東京
20年 2/11（火・祝）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

１．主任・リーダーに求められる能力
①スタッフのケアマネジメント力を発展
②リーダーの「権限」「行動」「能力」のバランス
③リーダーに必要な要件や倫理性
④自分に最適なリーダーシップを見つける
⑤事例紹介

２．組織の性質を理解して
主任の役割を割り出そう
①悪い雰囲気が作られるワケ／職場風土改善
②ディズニーランドの例に学ぶ良い看護サービスの循環
③組織の二つの顔、「ワーク」と「ヒューマン」のバランス
④強い組織文化を作るコツ
⑤事例紹介

３．主任の現場で役立つ！
アサーションと認知行動療法
①対応困難な患者・家族、不適応なスタッフの理解と対応
②同僚や他職種との実践的な対人交流
③事例紹介

４．質疑応答
皆さんが抱える困った事例にお応えします  

看護部の運営方針を理解し、規範を示しつつ、スタッフの意向を代弁する立
場にある主任は難しい立ち位置にいます。不満が噴出し、意見が食い違う
中、主任は何ができるのかといった事例を基にマネジメントとリーダーシッ
プの違いを学び、明日から自信を持って立ち回るコツを伝授します。

お客様の
生の声は
Webへ
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看護師長　竹内多真枝
看護師長　草間　里美
看護師長　吉原　好子

国立病院機構
水戸医療センター

吉原さん草間さん竹内さん

新連載

当院の概要
　「国立病院機構」とは，全国で141病院
を運営する日本最大の病院グループであ
り，当院は関東信越グループ32病院の中
の１病院です。
　水戸市（人口27万人）の中心部よりやや
南西９kmに位置し，医療圏は全県下および
隣接県に及んでいます。病床数は500床で
あり，特色として，がん，循環器疾患，ドク
ターヘリ基地病院救命救急センターとして

の第三次救急医療，エイズ医療，原子力災
害医療，脳血管疾患，教育研修，地域医療
機関との連携などに貢献しています（資料）。

当院の副看護師長※とは？

◦看護管理者になるための受験資格
　機構病院などに勤務する看護師であっ
て，選考を実施する年の翌年４月１日現在
において，①看護系短大３卒後の経験年数
６年以上，看護系短大２卒後の経験年数７
年以上または看護系４大卒後の経験年数が
５年以上の者，②在級１年以上の者，③所
定の研修を終了した者，これらすべての要
件を満たす者となります。選考種目は筆記
試験と面接であり，合格すると幹部看護師
任用候補者選考に挙げられます。そして，
副看護師長に昇任する時が訪れます。
◦副看護師長への教育支援
　当院の看護管理者は，看護部長１人，副
看護部長２人，看護師長16人，副看護師
長27人です。
　副看護部長と当該部署の看護師長が「国
立病院機構看護師長・副看護師長ハンド
ブック」を活用したサポート体制をとって
います。看護管理者に関する院内（副看護
師長研修）・院外（管理者研修・認定看護

主任・副師長が代行時に
困難と感じる23の場面

関東信越グループ32病院の中の１病院
病床数：500床　　標榜診療科：34科
基本理念：私たちは地域の人々より信頼されるよう日々
研鑽し，安全で良質な医療を提供します
看護部の理念：私たちは真心をこめ，患者さんに満足
いただける看護を提供いたします
看護体制：急性期一般入院基本料１（７対１）
特色：がん，循環器疾患，ドクターヘリ基地病院救命
救急センターとしての第三次救急医療，エイズ医療，
原子力災害医療，脳血管疾患，教育研修，地域医療
機関との連携など

資料 当院の概要

※�主任に相当する職位。本連載では「副看護師長」
と表記します。
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管理者教育課程ファーストレベル）研修へ
参画し自己研鑚できる支援などがありま
す。最大の教育支援は，配属された部署で
看護師長と協働しながら与えられた役割を
実践する過程でのOJTであると考えます。
◦各看護単位の看護管理者構成
　看護師長１人と副看護師長２人が配属さ
れていますが，年単位で異動します。よっ
て，３人が同じメンバーで各看護単位を任
せられる時期は数年間です。副看護師長の
立場からは，上司となった看護師長によっ
て考え方や重視する視点の違いを感じるこ
とが多いと思われます。
◦副看護師長の役割
　上司の命を受けて，交替制による看護業
務などに従事すると共に，看護師長を補佐
し，所属看護単位の管理業務を担います１）。
これは，副看護師長が，看護師長不在時に
師長代行として病棟の看護管理責任者の役
割を担うことを意味します。

看護師長は副看護師長を 
どのようにとらえているか？
　副看護師長には，私たち看護師長が不在
の時でも任せられる期待を持っています。
そして，時にその期待に満たなかった場合
は，次に対応できるようにその場面を一緒
に振り返りたいと思っています。
　副看護師長から看護師長に報告をした際
に，看護師長からいろいろ質問されて困っ
たことはありませんか？　看護師長が次々
に質問する理由は，（看護師長の頭の中で
は）報告を受けながら状況を多方面から的
確にとらえたいと思うあまり，焦りが態度
に出てしまうからです。決して副看護師長
を責めているのではありません。結果が未
達成であってもその理由を明確にする，そ

して次に同じような場面で達成できるため
の支援方法を考えているのです。
　しかし，看護師長によってとらえ方は違
います。例えば，師長代行の日に転倒のイ
ンシデントが発生しました。副看護師長は
インシデントレポートの完成までを当事者
に指導したとします。看護師長への報告
ノートに，「転倒のインシデントレポートを
提出します。その日はとても忙しかったの
でカンファレンスは明日行います」と記入
しました。そして翌日，副看護師長は看護
師長へ「昨日のインシデント，すみません
でした。今日，カンファレンスします」と
報告しました。そしてカンファレンスの時
間になりましたが，副看護師長は他の業務
で忙しく参加していませんでした。
　この副看護師長の行動はいかがでしょう
か。業務が忙しいから仕方がないと思いま
すか？　この場面では，インシデントレ
ポート内容の指導は適切であったからそれ
でよいと評価する看護師長もいると思いま
す。反対に，カンファレンスに参加して今
後の対策が確実に実施できるよう指導する
べきと評価する看護師長もいると思います。
あるいは，患者の身体的影響の程度や家族
への説明と理解の程度，看護記録記載内容
なども適切に指導してほしいと思う看護師
長もいると思います。このように，インシ
デント１場面においても，副看護師長の師長
代行業務に求める成果には違いがあります。
　また，看護師長は，将来同じ職位である
看護師長として働く仲間としてどうあるべ
きかを考えています。この「どうあるべき
か」は，一言で表現することは難しく，前
述したように，看護師長の考え方には優先
順位・重点内容に違いがあり，示す行動も
まったく違うのですが，看護管理者として
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必要な能力や対象者への倫理的配慮，取り
組む姿勢・態度など，将来看護師長になる
看護管理者としての意識を持って行動して
ほしいと思っています。
　皆さんは，師長代行として看護管理者の
役割を発揮する１日を，どのような思いで
実践しているのでしょうか？（表１）　師
長代行を通して，看護管理者としての成長
につなげられる経験であると思います。看
護師長は，副看護師長が師長代行を通して

次々に起こる現場の問題に向き合い，ス
タッフと協力して問題解決に向けて取り組
んでいく姿を期待しています。

看護研究への取り組み

◦看護研究のきっかけは？
　私（竹内）は，自分の考えや行動が副看
護師長に伝わらないことに困っていまし
た。このままの状況が続く先にはよい結果
は得られないと思いました。しかし，改善
する方法が見つからず，同僚に相談したと
ころ，同様に困っている看護師長がいるこ
とを知りました。
　私たち看護師長が，副看護師長に師長代
行を依頼した後，モヤモヤした気持ちにな
るのはなぜでしょうか？　「なぜ，依頼し
た内容を最後まで実践しなかったのか？」
「“やります”と意思表示したのに取り組ま
ない理由はなぜか？」「看護師長に報告せ
ず取り組んでいるのはなぜか？」「依頼し
た内容とまったく別の方向に進んでいるの
はなぜか？」など，さまざまななぜなぜ場
面がありました。
　看護師長がモヤモヤしているのだから，
おそらく副看護師長もモヤモヤしていると
思いました。「看護師長の考えが分からな
い」「依頼されても受け入れられない」「そ
れは，看護師長がやることじゃないの…」
と思う場面も多くあったように思います。
副看護師長と看護師長との関係性はよいに
越したことはありませんが，「関係性がよ
い」とは「仲がよい関係」だけを指すわけ
ではありません。看護師長と副看護師長が
目標に向かって理解し合いながら行動に示
していくことが大事だと考えます。
　そこで，モヤモヤした気持ちを何とかし
たいと思い，看護研究に取り組みました。

８：30

９：00

９：15

10：00

12：00

13：30

15：00

16：30

17：15

看護師長からの申し送り内容を確認
業務開始あいさつ，情報共有事項を伝達，病棟
ベッドコントロールを調整・指示

救命救急センターに集合し全体ミーティング参加
救命救急センターから転入患者選定
当日予定入院患者が入らない病棟と調整

副看護部長に書類などを提出
職員の年休用紙・勤務時間管理簿・その他書類
などを提出

看護部長・副看護部長の病棟ラウンド
患者数・入退院数・患者報告・職員勤務状況報
告・インシデント対応に関する追加報告を行う
入院患者から個室料金に関する説明を依頼され対応
緊急入院の依頼を受け，リーダーと受け入れ準備
患者の使用するトイレの水漏れがあり状況確認
と点検依頼
リーダー看護師から業務の進捗状況の報告を受
け調整の指示

休憩

委員会活動

病棟カンファレンス
インシデント対策について周知
スタッフの業務をサポート
翌日の内服薬をセット・薬剤部から払い出され
た注射薬内容を確認
翌日の入院患者の把握と他病棟とのベッドコン
トロール
リーダーから病棟管理日誌内容の報告を受ける
超過勤務時間に係るスタッフを把握し，調整

夜勤師長に病棟管理日誌内容報告
翌日の勤務者を確認し，役割分担と業務内容を
スタッフと調整
看護師長へ申し送る内容をまとめる

退勤

表１ 看護師長不在の代行業務のある１日
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◦副看護師長が担う師長代行について
看護師長が感じた問題

　今回，私たちは，副看護師長が師長代行
を担った際に，問題への対応不足を感じた
り，問題改善に向けた検討をしないままにし
ていたりする場合があることを問題視しま
した。そのような問題に対して，看護管理責
任者としての役割を自覚し，即時対応の必
要性を副看護師長に理解してもらうことを
意図した指導を行っています。しかし，同様
の対応不足が繰り返されると，行動改善に
つながる指導が難しいと感じました。このよ
うに副看護師長の指導に難渋する原因は，
副看護師長が看護管理責任者としての役割
を遂行する上で困難に感じていることが何
であるかを看護師長が理解できず，その困
難の克服を支援できるようなかかわりが行
えていないからではないかと考えました。
◦困難克服に向けて研究に取り組む
　副看護師長は，看護師長と共に部署の「成
果を出すこと」と「人を育てること」が求
められています２）。これは，病棟の看護管
理者として，看護師長と副看護師長が効果
的に協働する必要性を示します。また，先
行研究３）は，部署運営や問題解決につい
て話し合える機会，看護師長からの助言や
指導があることが，副看護師長のやりがい
の要因であることを明らかにしていました。
これらは，看護管理者としての役割を遂行
する上で，看護師長からの支援が副看護師
長のやりがいにおける必須事項であること
を示します。
　そこで，「副看護師長が，各看護単位にお
いて看護管理者の役割を遂行する上で困難
と認識していることを明らかにし，その困
難克服のための支援について示唆を得るこ
とを目指す」研究に取り組みました（表２）。

１．研究対象者：関東地区同一法人27病院におい
て，看護師長が管理を担う部署の師長代行経
験がある副看護師長404人

２．データ収集：質問紙
•副看護師長が師長代行時に，対応が難しいと感
じた場面の有無と具体的な事象

•対象者背景：副看護師長経験年数など

３．分析方法
•副看護師長が師長代行の際に対応が難しいと感
じた場面の具体的な記述を意味内容の類似性に
より集約し，カテゴリ化

•対象者の背景は回答をコード化し，記述統計値
を算出

研究方法

結果および考察

〈対象者の背景〉

副看護師長
経験年数

看護師経験年数

院外の
看護管理研修

年齢

性別

特性項目 項目の範囲・種類および度数

０～21年　平均5.3年（SD4.4）

７～37年　平均18.0年（SD7.4）

参加している 80人（39.0％）

参加していない 125人（61.0％）

不明 １人（0.0％）

20歳以上30歳未満 ７人（3.4％）

30歳以上40歳未満 83人（40.5％）

40歳以上50歳未満 79人（38.5％）

50歳以上60歳未満 36人（17.6％）

不明 １人（0.0％）

女性 176人（85.9％）

男性 29人（14.1％）

ｎ＝206

研究対象者404人

質問紙の返送206人（回収率50.9％）

意味内容の
類似性により集約

師長代行時に副看護師長が認識する
困難23カテゴリ

師長代行の難しさを認識177人（85.9％）

自由回答式質問への回答有174人の記述
分析対象

表２ 副看護師長の困難を明らかにする看護研究
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具体内容
「患者からの苦情の対応」「家族からの苦情に対する対応」
「患者の家族から苦情の電話を受けて，無理な要望など言われた時」

「スタッフが病気などで急に勤務変更が必要になった場合の対応」
「スタッフの急な休みによる勤務交代」
「副師長経験が浅いため急な勤務変更は戸惑う」

「インシデント発生時の対応が難しい」「医療事故の時どのように対応したらよいか」
「転落のヒヤリハット発生時の家族への説明や対応」
「患者の無断離院で院内だけでの対応ではなく，警察が介入する事例があった時」

「他部門との連携調整をしなければならない時」
「多施設との連携調整をしなければならない時」
「感染症が発症した際の連携」

「スタッフ同士の人間関係の調整」「患者間のトラブル対応」
「人間関係をどう調整したら病棟がまとまるか助言をもらいたい」

「年上のスタッフへの指導」「メンタル疾患のあるスタッフへの対応」
「スタッフに負担をかける際の声のかけ方，モチベーションの上げ方」

「急な転院」「職員の勤務中のけが」

「ベッドコントロールによりチームの看護度に偏りが出てしまう」
「入退院のベッドの確保・調整」

「患者の状態の急激な変化に伴う家族への対応」「医師への対応」

「至急な対応を求められる時に自分の判断が間違っていないか」
「自部署のスタッフの能力を考慮した患者の受け入れ」

「師長が考えていることに沿うベッド管理」
「師長の考えを考慮した急な欠勤や勤務変更などの勤務調整」

「勤務交換など，自分に知識がないため考えられない」
「勤務表のことを聞かれた時，適切に答えられない」

「解剖が行われる場合の書類や手続き」
「書類の提出方法が分からない」

「師長から伝達のなかった内容の件」
「もともと決まっていた委員会の集まりや工事など，師長から伝えられていないことが起
こった時」

「師長代行をしながら患者も受け持つことがあり代行業務に集中できない」
「病棟業務を行いながらの場合もあり，両立することが難しい」

「経験のない場合の事象についての判断が正しいのか」
「経験のない場合の対応」

「代行で出席した病床管理会議などで，自病棟での動向と分析を意見として求められた時」
「会議に出席された他職種から意見を求められても答えられない」

「施設の整備の件で不具合が発生した時」
「物品故障時の対応」

「患者からのクレームがあった時に代行では納得されないことがあり対応が難しいと感じる」
「家族からのクレームがあった時に代行では納得されないことがあり対応が難しいと感じる」

「契約している業者から直接質問されたりすること」
「医師から教育や対処など尋ねられ困ることがある」

「超過勤務の指示の仕方」「超過勤務になる時の命令と指導」

「代行１人でクレーム対応をしないといけない時に調整能力が未熟であることを痛感する」
「自分の文章力に自信がなくスタッフからレポートなど文章の指導を依頼された時の対応」

「臨時のICT会議の出席など，ほとんど１人で対応しなければならなかったので，相談で
きる相手がおらずとにかく大変だった」
「誰に相談してよいのか明確になっておらずベッドコントロールに迷う」

カテゴリ名
１．患者・家族からの
苦情対応

２．スタッフ事情に伴う
勤務調整

３．インシデント・アクシ
デント・医療事故対応

４．他部署との連携・調整

５．他者間の人間関係の
調整

６．スタッフの個別性への
対応

７．予定外事項への対応

８．スタッフ対応能力・
先を見据えた
ベッドコントロール

９．代行業務時の相互行為

10．病棟管理責任者として
の意思決定

11．師長の考えに基づく
決定

12．勤務表に関する
知識不足

13．事務手続きに関する
知識不足

14．師長からの
情報提供不足

15．代行業務専念困難な
勤務状況

16．未経験事項への対応

17．代行で出席する
会議での発言

18．設備・物品の
不具合への対応

19．病棟管理責任者として
の未承認

20．業者・他職種による
質問への対応

21．超勤削減への働きかけ

22．病棟管理業務遂行能力
不足の自覚

23．相談者不在

表３ 師長代行時に副看護師長が認識する困難を表すカテゴリと具体内容
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◦師長代行時に副看護師長が認識する
困難場面は23種類

　対象者206人のうち，師長代行として病
棟の看護管理責任者の役割を担う際の対応
の難しさを認識している対象者は177人
（85.9％）であり，このうち自由回答式質
問への回答があった174人の記述を分析対
象としました。

　これらの記述は意味内容の類似性により
集約され，23カテゴリ，すなわち師長代
行時に副看護師長が認識する困難23種類
が明らかになりました。表３に，カテゴリ
とその具体内容についてまとめました。こ
の23種類は，割合別では多少の差はあり
ましたが，すべて共感できる内容でした。
誰もが同じような場面で困難を痛感してい
ることが分かりました。これら23種類の
困難を「どのようなことに起因している困
難か」の視点で検討したところ，７つの特
徴が見いだせました（表４）。

＊　＊　＊
　次回は，この７つの特徴に沿って，副看
護師長が師長代行時に認識する困難を克服
するための支援を示します。
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特徴

①問題解決のための知
識・技術・態度の不
足

②スタッフ指導に必要
な知識・技術・態度
の不足

③病棟管理業務遂行の
ための知識・技術・
態度の不足

④円滑な代行業務遂行
のための環境調整・
支援不足

⑤代行者として行使す
る組織の意思決定

⑥自身の経験を直面す
る状況に照合し行動
する力の不足

⑦病棟管理責任者とし
てのコミュニケー
ションスキルの不足

カテゴリ

 １．患者・家族からの苦情対応

 ７．予定外事項への対応

16．未経験事項への対応

 ６．スタッフの個別性への対応

21．超勤削減への働きかけ

 ２．スタッフ事情に伴う勤務調整

12．勤務表に関する知識不足

13．事務手続きに関する知識不足

18．病棟管理・運営の知識

20．業者・他職種による
質問への対応

22．病棟管理業務遂行能力不足の
自覚

11．師長の考えに基づく決定

14．師長からの情報提供不足

15．代行業務専念困難な勤務状況

23．相談者不在

10．病棟管理責任者としての
意思決定

17．代行で出席する会議での発言

 ３．インシデント・アクシデント・
医療事故対応

 ８．スタッフ対応能力・先を見据
えたベッドコントロール

 ４．他部署との連携・調整

 ５．他者間の人間関係の調整

 ９．代行業務時の相互行為

19．病棟管理責任者としての
未承認

表４ 師長代行時に副看護師長が認識する
　　困難を示すカテゴリとその特徴

たけうちたまえ●1990年４月国立水戸病院入職。
2003年４月同院副看護師長昇任。2006年12月国立
病院機構栃木病院看護師長昇任。2012年４月国立
病院機構水戸医療センター看護師長。2015年３月認
定看護管理者教育課程ファーストレベル研修修了。
2019年３月認定看護管理者教育課程セカンドレベル
研修修了。

よしはらよしこ●1994年４月国立霞ヶ浦病院入職。循
環器内科，消化器外科，精神合併症病棟，呼吸器科配
属。2008年10月国立病院機構霞ヶ浦医療センター副
看護師長昇任，女性病棟配属。2013年４月国立病院
機構水戸医療センター看護師長昇任，消化器外科，
HCU配属。2017年４月循環器内科，心臓血管外科，
ICU配属，現在に至る。

くさまさとみ●1987年４月国立霞ヶ浦病院入職。
1996年４月同院副看護師長昇任。2001年３月認定
看護管理者教育課程ファーストレベル研修修了。
2003年４月国立病院機構栃木病院看護師長昇任。
2010年４月国立病院機構水戸医療センター看護師
長。2019年11月認定看護管理者教育課程セカンドレ
ベル研修受講中。

PROFILE

39Vol.29  No.3主任看護師  管理・教育・業務


