
主任看護師の働き方改革で「何でも屋」を卒業！？
これからの主任は「何をすべきか？」→「何をしないか？」に思考変換

1特集

当院における
看護主任の役割とは?
　看護長の職務は，自身が担当する看護単
位において看護部長の指揮の下に理念・方
針・目標を周知徹底し，目標達成のため計
画立案・実施・評価に責任を持つことであ
るとされています。一方，看護主任の職務
は，看護長の指揮の下にその業務を補佐す
ることとされています。大きな違いは，「看
護実践におけるリーダーとしての役割を果
たしながら」「看護長に指導および指示や
援助を受けながら」というところです。具
体的な業務内容としては，看護長不在時の

当院における
看護主任の役割とは?

代行，勤務表の作成などの労務管理，チー
ムリーダーとしての実践，学生や新人看護
師への教育的役割などです。位置づけは，
看護長の下，スタッフの上とまさに「中間
管理職」ですが，行動においても「自律」
と「共立」の中間をバランスよく成り立た
せなければなりません。

求められるのは
「オールマイティー」ではなく
「スーパーサブ」!
　看護主任として部署を見渡して，自身
が日常的に行っている業務を洗い出して
みた時に，「本当に看護主任にしかできな
い業務はどれなのか？」と考えることがあ
ります。
　例えば，繁忙だからとメンバー業務や
リーダー業務を担当することがあり，その
日はとても円滑に部署が運営され，一見何
の問題もないように感じます。しかし，ス
タッフでもできるメンバー業務やリーダー
業務を看護主任の自分が担当することで，
その日を乗り切る「オールマイティー」の
役割を常に果たすのはどうでしょうか？　
看護主任は，看護現場の第一線で実践する
ことは看護副主任・スタッフに任せて自分
は「スーパーサブ」に徹し，困った時の現
場の声を拾い上げ，現状を分析して問題の
本質に迫り，看護長と問題解決に向けて協
働することこそが役割であり，部署におい
て円滑に主任業務が遂行されていると言え
るのではないかと考えます。

求められるのは
「オールマイティー」ではなく
「スーパーサブ」!

脱何でも屋！
「すべき」から「しない」
「任せる・協働する」を
実践しよう

藤田医科大学病院　
西川圭二　 回復期リハビリテーション病棟　看護主任

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

水野友紀　 中央手術室　看護主任
手術看護認定看護師

■看護主任は実践業務のスーパーサブに徹し，
スタッフができることは任せましょう。
ただし，任せるかどうかの判断や，
いざという時の支援，任せたことの責任は
看護主任が持ちます。

■他職種と協働する必要があることは，
まずは看護主任が協働のための調整を行い，
実務レベルのことはスタッフに任せましょう。
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主任ならではの業務を
見極めよう
多忙な業務の中での優先順位のつけ方
　各チームの細かな活動，OJTでの現場教
育方針は，各チーム担当の看護副主任に任
せます。その際，任せきりにするのではな
く，進捗状況や現状の問題点について情報
交換し，看護長が示した部署の目標とチー
ムでの活動の間にずれがないかを意識的に
確認します。
　繁忙度が高い部署では日々の業務対応に
追われがちですが，その中で看護主任とし
て「任せる」上で大切にしていることは，
スタッフや看護副主任に考えさせるかかわ
りです。スタッフや看護副主任は，日常的
にさまざまな看護実践や業務に対し意見を
出しますが，前向きな提案ができているか，

組織として改善に取り組む必要のある事案
かどうかを考えさせる言葉かけが大切です。
そして，発生している問題に対し，組織図
におけるチームリーダー，サブリーダー，
看護副主任の誰が中心となって改善に向け
て取り組むか，役割発揮に結び付く機会と
するにはどうしたらよいかという視点で考
えます。同時に，問題提起があった事象の
現状の裏付けを取るために，必要な情報の
収集と分析を行い，「こんなふうに考えたら
よいのではないか」と解決に向けての道筋
を描き，スタッフや看護副主任が行き詰まっ
た時に助言できるように準備します（図１）。

緩衝役としての役割
看護長が描くビジョンを目指すための
看護長・スタッフ間の緩衝役
　看護長の業務を代行する上では，看護長
が病棟管理において描いているビジョンに
ついて理解し，共に計画を考え，目標に向
かって進めていく必要があります。
　看護長がスタッフにビジョンや目標，計
画を説明した際には，間違って解釈してい
たり，理解できていなかったりするスタッ
フがいます。また，説明に対し，その場で
看護長や看護主任に直接意見を言えるス
タッフもいますが，経験の少ないスタッフ
は自分から言うことができません。そこで，
看護主任としてスタッフが正しく理解でき
ているか確認し，看護長の意図が分かるよ
うに説明をする必要があります。さらに，
自分から意見の言えないスタッフに対して
はこちらから声をかけたり，経験の少ない
スタッフが声をかけやすいスタッフから意
見を聞いてもらったりします。このように
して現場のスタッフの意見や思いを汲み取

主任ならではの業務を
見極めよう

図 1　業務の優先順位のつけ方
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り，看護長に報告しています。これは，看
護長とスタッフをつなぐ主任としての大切
な役割であると思っています。
　そして，スタッフの意見から改善できる
ことを行っていきます。そうすることで，
管理者は目指す病棟管理を実践することが
でき，スタッフは自分たちの意見により病
棟が改善することを実感でき，よりよい病
棟にすることにつながると考えます。
人材育成における
看護長・スタッフ間の緩衝役
　また，人材育成についても看護長と連携を
取り，スタッフ一人ひとりの１年後，３年後，
その先を見据えて，どのように指導してい
くかを看護長と共有して指導していきます。
　そこで大切になるのが，面談と雑談です。
面談は，スタッフと１対１で話すことがで
きるとても貴重な時間です。その貴重な時
間の中で，スタッフ自身が病棟で目指す看
護は何か，今後看護師としてどのようにな
りたいと考えているかなどについて話して
もらい，しっかりと聞いていきます。そし
て，それらの思いを踏まえ，管理者が考え
ているスタッフそれぞれのビジョンを伝え
ることで，スタッフへの動機づけとなり，
成長につながっていくと考えます。雑談は，
本音と建前の「本音」を垣間見ることがで
きます。休憩室でのささいなやり取りか
ら，「このスタッフはこんなことを考えて
いるんだ。こんなことを楽しみながら日々
を過ごしているのだな」と，改めてスタッ
フの魅力に気づくことがあります。
　しかし，このような効果を出すためには，
スタッフとの信頼関係が必要になります。
信頼関係がなければ，スタッフは自分の思
いを言わず，管理者の意見も聞きません。

そのため，日頃からスタッフの仕事への姿
勢や表情を観察しながらコミュニケーショ
ンを取り，信頼関係を築いていくことが大
切です。優しい中にも厳しさを持ちつつ信
頼される看護主任像が理想であり，そのた
めの人間性を磨くことが看護主任である自
分たちが「しなければならないこと」だと
思っています。難しくもあり，やりがいに
つながる部分でもあります。

スタッフに任せたり協働したり
する上で気をつけるポイント
　発生した事象に対し，まずは緊急性を判
断することが最優先です（図１）。特に看
護実践の場面では，患者の生命にかかわるよ
うな重要な事象が発生する場合があります。
　そして，発生した事象が，スタッフに任
せたり協働したりすることができる内容な
のかを考えます。労務や委託業者，他部
門・他職種との調整は管理者が行うことが
望ましいため，看護主任が積極的に対応し
ていきます。その中で大切なのは，看護長
への報告・相談です。看護主任は「管理補
佐」であるため，看護長が推し進める方向
性と相違がないかを常に意識することを心
がけています。そして，緊急性がなく，管
理上の問題でない事象については，なるべ
くスタッフに「任せる・協働する」ように
しています。管理者が決定したことは押し
付けになる危険性がありますが，スタッフ
が自分たちで決めたことは守らなければい
けない意識が芽生え，多くのスタッフにポ
ジティブに広がっていきやすいからです。
　スタッフに任せる時に大切にしているの
は，ミスなどがあった時はスタッフを決し

スタッフに任せたり協働したり
する上で気をつけるポイント
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て責めず，最終的な責任は任せた自分にあ
るとすることです。そのため，進捗状況の
確認や最終確認は必ず行います。また，ス
タッフに過度な負担がかかっていないか適
宜確認していきます。スタッフは，初めて
任された仕事などでは過度のストレスを感
じていることがあります。そのため，ス
タッフの表情や普段の仕事への取り組み方
などに変化がないか観察し，適宜声をかけ，
精神面のフォローも行っていきます。
　また，他職種に任せたり協働したりする時
は，職種が異なると業務内容や考え方なども
異なるため，相手の職種の役割や特長を十分
に理解してかかわっていく必要があります。

スタッフや他職種に任せたり
協働したりした実践事例
事例１　中央手術室での取り組み
　中央手術室では，目標手術件数の達成に

向けての手術室運営や，90人以上在籍す
る看護スタッフの人事・業務・労務管理，
教育指導・目標達成に向けての支援などを，
２人の看護長の指揮の下，３人の看護主任
と６人の看護副主任で行っています。5
チーム制をとり，各チームに担当看護副主
任１人とチームリーダー・サブリーダーを
配置し，看護主任が看護副主任の相談役と
してマネジメントしています。
　周術期管理センターで術後外来を開始し
たところ，術前外来と術後外来の患者が混
在し，周術期管理センターの業務が過多と
なりました。患者の待ち時間は長くなり，
業務が遅延し，スタッフからヘルプサイン
が出るという状況が発生しました。そこで，
図２に示したような手順で優先順位をつけ，
問題解決に取り組みました。
　まず，スタッフが何に負担を感じている
のか，患者は受診しやすい環境なのか，周
術期管理センターの業務内容を把握し，現
場を視察しました。次に，患者数と受診時
間の分布，受診患者の背景などを調査し，
グラフや表に可視化しました。それらを看
護長と情報共有した結果，業務整理をする
ためには体制面のコントロールを行うと共
に，他部門との協働が必要でした。そのた
め，これについては副主任・スタッフに任
せるのではなく，看護長に相談しながら，
看護主任が主体となって取り組みました。
具体的には，患者の受診時間を分散させ，
業務の密集をコントロールすることと患者
の待ち時間短縮を図り，スタッフと患者双
方の負担感を軽減させるねらいで，術後外
来診療予約枠の設定を他職種との会議に提
案し，了承を得ました。また，術後外来診
療予約枠の設定後は，周術期管理センター

スタッフや他職種に任せたり
協働したりした実践事例

図 2　術前外来開始に伴う問題発生に対する
　　 業務の優先順位

PDCAサイクルを循環させ，
継続して改善後もモニタリング

評価

スタッフからのヘルプサイン！

周術期管理センターの業務内容の把握，現場の視察

要因追求のためのデータ分析
（患者数と受診時間の分布，受診患者の背景など）

看護長と情報共有

収集したデータを活用し，看護長や他部門と交渉

術後外来診療予約枠の設定を提案
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内での業務の調整はスタッフに任せ，評価
やモニタリングは看護主任が行いました。

事例２　�回復期リハビリテーション
病棟での取り組み

　回復期リハビリテーション病棟は60床
あり，すべての患者に365日リハビリテー
ションができるよう患者の全身状態の管理
や日常生活の援助を行い，早期社会復帰を
目指すために，看護師，介護福祉士，診療
補助合わせて40人以上が在籍しています。
管理者は看護長１人，看護主任１人，介護
主任１人で，業務や労務管理，人材育成な
どを行っています。また，現場のリーダー
である看護副主任２人と協働して，スタッ
フの教育を行っています。
　回復期リハビリテーション病棟では，麻
痺や感覚障害などにより，退院後の生活を
変えなければならない患者が多くいます。
そのため，患者や介護する家族が安心して
自宅で生活できるよう，積極的に退院前後
訪問に取り組んでいます。当初，退院前後
訪問の必要な患者の選定は，医師と理学療
法士または作業療法士が行っていましたが，
患者の病棟での生活を24時間見ている看
護スタッフこそが，退院後の生活を考える
職種としてふさわしいのではないかと感じ
ました。そこで，看護スタッフも生活の視
点で退院前後訪問の必要な患者の選定に加
わることを他職種へ相談し，一緒に選定を
行うことになりました。さらに，スタッフ
が患者をアセスメントし，退院前後訪問の
必要性を判断できるように，アセスメント
の視点や必要性を指導し，多職種カンファ
レンスで自ら発言するようにしました。そ
の結果，多職種カンファレンスの場で看護

スタッフから退院前後訪問の必要性を提案
することができるようになりました。
　また，当初は退院前後訪問に行くスタッ
フは看護主任と看護副主任が中心で，「す
べき」業務になりつつありました。しかし，
回復期リハビリテーション病棟は入院期間
が２〜３カ月あり，その間の療養を担当し，
患者・家族と信頼関係のある担当スタッフ
が退院前後訪問に行くことが，患者・家族
にとってよりよい支援につながるのではな
いか，つまりスタッフに「任せる・協働す
る」業務に移行できるのではないかと考え
ました。ところが，退院前後訪問に行くス
タッフの経験によって，指導内容に差が出
てしまうという問題に直面しました。そこ
で，基本的な観察項目を決め，すべてのス
タッフが同じ視点で観察できるように，病
棟独自のチェックシート（資料）を看護主
任が中心となって管理的視点で作成しまし
た。その結果，経験が少ないスタッフでも
訪問に行くことができるようになり，退院
後の自宅での生活を知る貴重な経験をする
ことができました。さらに，その経験を次の
入院患者の看護や退院に向けての支援に活
かすことができるようになってきています。
　看護主任として「すべき」ことを行い，
他職種に働きかけシステムを構築すること
によって，経験の少ないスタッフであって
も退院前後訪問に行けるようになり，「ス
タッフに任せる・協働する」を実践するこ
とで看護の質の向上につながる取り組みに
なったと考えます。
まとめ
　優先順位や業務内容を考えてスタッフや
看護副主任に任せたり，協働したりしてい
く中で，「看護主任にしかできない実践は
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何なのか？」という壁にぶつかることがし
ばしばあります。看護主任にしかできない
実践として念頭に置いていることは，管理
的な視点を持っての戦略的な思考と，それ
を裏づけるデータを持って課題に取り組む
こと，そして「任せる・協働する」を見据
えたシステムを構築していくことです。
　その上で重要なのは，看護長に対しても
スタッフに対しても，決定したことを報告
するだけではなく，進捗状況の「報告・連
絡・相談」をしっかりとすることや，シス
テムを構築する段階から共に取り組んでい
るという協働意識を高めるアプローチです。
そして，取り組みを進めていく過程の中で，
看護長が描くビジョンと相違がないか，自
身が考える方法は看護副主任・スタッフが
感じている問題の解決につながる最善の方
法なのか，緩衝材となり，常に中間的な立

場でコミュニケーションを密に取りながら
課題に取り組むことが大切だと考えます。
　何でも自分でやろうとはせず，自分の中
での優先順位をつけ，「しない」「任せる・
協働する」の境界線をしっかりと描いた上
で部署での実践を見渡すことが，「すべき」
から「しない」「任せる・協働する」を実
践していくコツなのではないかと考えます。

資料　退院前後訪問で使用するチェックシート（一部抜粋）

１．家屋内外動作
場所 動作 動作問題点

住宅改修の
有無・内容

□家族　　□施設スタッフ
□医師　　□ケアマネ
□療法士　□看護師

住宅改修の相談者
●不要　○要
○不可

門から玄関

車庫から玄関

玄関

□家族　　□施設スタッフ
□医師　　□ケアマネ
□療法士　□看護師

●不要　○要
○不可

□家族　　□施設スタッフ
□医師　　□ケアマネ
□療法士　□看護師

●不要　○要
○不可

２．しているADL（FIMで評価）

３．社会資源

食事
トイレ動作
シャワー移乗

介護保険　　　　　　　　手帳　身体　　　　　　　精神
サービス
　訪問看護
　デイケア

　　訪問リハ
デイサービス

　　　訪問入浴
ショートステイ

訪問看護
　その他

整容
排尿管理
移動

清拭
排便管理
階段

更衣（上）
ベッド移乗

更衣（下）
トイレ移乗

にしかわけいじ●2006年に藤田医科
大学病院入職，脳神経外科病棟に配
属。2013年脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師の資格を取得。2018
年より回復期リハビリテーション病棟
に所属。同年看護主任となる。

みずのゆき●2000年に入職し，中央
手術室に配属。2007年７月手術看
護認定看護師の資格を取得。2009
年に看護副主任となり，その後ICUに
異動。2013年中央手術室へ再配属
され，2014年看護主任となる。
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「あなた自身」と「あなたの病棟」に合ったリーダーシップを見極めよう！2特集

　当院は，580床を有する高機能医療を提
供する地域の中核的な病院です。私たち看
護部は，より安全できめ細やかな看護を提
供すること，看護師一人ひとりがやりがい
を持てる働きやすい環境にすることを目指
して業務構築に取り組んできました。その
１つが，2007年の電子カルテ導入と同時に
行った固定チームナーシングからモジュー
ル型への看護体制の変更でした。受け持ち
看護師が患者の診療介助やケアすべてに責
任を持ち，自立して看護が提供できるよう

にと考えられてのことでした。しかしその
後，徐々にこの方式が新人を含めた若年層
の看護師の自立を支援する体制となってい
るのか問題視されるようになりました。現
場ではさまざまな問題に対して各部署で工
夫や努力を重ねてきましたが，期待するよ
うな成果につながらず壁にぶつかっていま
した。
　こうした試行錯誤の中から，管理的な視
点と看護実践力を併せ持つ副看護師長※１

主導で問題の根本的解決を図るしかないと
いう考えに至りました。そして，もう一度
「①責任を持って継続した質の高い看護を
実践する」「②看護スタッフのやりがい感，
自己実現を目指す」「③医療チームの一員
として看護を実践する中で人が育つ（教育
できる）」ことを目指して副看護師長会※２

で現状把握や問題の抽出，課題の明確化を

副
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◦看護提供方式の変更には， 
管理的な視点と看護実践力を併せ持つ，
副看護師長が主導者として適任です。

◦実際に看護提供方式を変更するに 
当たっては，看護部・他職種との調整や，
リーダー・メンバーの理解が不可欠で， 
各病棟では副看護師長と主任看護師が 
協働することなども重要です。

〈病院概要（2019年12月現在）〉
・病床数：580床（ER・救命救急センターICU12床，HCU 

12床，ICU６床，CCU12床〈心臓血管外科含む〉）
・診療科：内科，外科，小児科など26科
・看護職員：682人
・１日平均入院患者数：477人
・平均在院日数：11.4日（2018年度）
・稼働率：97.1％（2018年度）
・施設基準：一般病棟入院基本料（７対１入院基本料）
・各種指定：DPC対象Ⅱ群病院，地域がん診療拠点病院，

地域災害拠点病院，地域医療支援病院，病院機能評価
認定病院（３rdG：Ver2.0）

※１）副看護師長：当院では師長の補佐や現場実践と病棟
管理を行う。

※２）副看護師長会：全病棟，手術室，救命救急センター
の副看護師長で構成されている会。
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行い，看護提供方式を新生固定チームナー
シングに変えるという取り組みを2017年
から始めました。
　本稿では，副看護師長のリーダーシップ
の実践事例として，看護提供方式を変える
取り組みとその過程において発生した課題
についてスタッフにどのようにアプローチ
したかを紹介します。

副看護師長会での 
新生固定チームナーシング 
導入の準備

　2017年６月より副看護師長会で「リー
ダーの位置づけの見直し」「気づきの看護が
できる看護師の育成」のための看護体制の
再構築に向けて活動を開始しました。まず，
副看護師長会で各看護方式を学習しました。
その中で当看護部に必要な「看護職の責任
と継続性のある看護の提供，またリーダー
シップを取り，日々の看護を行う」ことに
有効と言われている看護方式が固定チーム
ナーシングであると分かりました。
　そこで，新しい看護提供体制として固定
チームナーシングを導入することになりま
した。副看護師長が主体となって取り組み，
企画書や計画書の作成を行い，それに伴う
ソフト面，ハード面についてはグループを
つくって活動することになりました。具体
的には，業務手順書などの枠組みを作成・
整備したり，副看護師長会で各病棟での説
明用の資料を作成したりしました。各病棟
では，副看護師長が勉強会を実施し周知し
ました。また，看護が時系列で把握でき，
コメディカルと連携するために電子カルテ
の患者スケジュール表を開発しました。こ

れについては副看護師長会で何度も話し合
い，内容のすり合わせを行いました。

導入初期の課題を 
副看護師長会で検討

固定チームナーシングの各役割の
定義づけ
　2018年２月より固定チームナーシング
に移行しました。しかし，モジュール型看
護方式との混乱や役割の理解が浸透しきれ
ず，さまざまな問題点が抽出されました
（表１）。
　そこで，副看護師長会で現状の問題点を
整理し，内容を俯瞰して成果目標を立て直
し，2019年３月までに病院理念，看護部
目標に沿った役割の明確化と固定チーム
ナーシングの各役割の定義づけを整備し，
各病棟で固定チームナーシング上の組織図
と役割，業務の一覧を作成しました（表２，
図１）。また，緊急指示の場合は，リーダー
看護師へ連絡してもらうように医師にも協
力を要請し，安全な医療が提供できるよう
に調整しました。

リーダー看護師の育成
　当院では，日々のリーダー看護師の定義
（表２）に「リーダーシップ研修を受講し
た者」と条件付けています。卒後３年目，
４年目の集合教育でリーダーシップ研修を
段階的に組み，臨床では個人のレディネス
に合わせて各部署で主任看護師と協力しな
がら副看護師長が中心となってリーダー看
護師の育成を図っています。病棟では，固
定チームナーシングのリーダーの役割やさ
まざまな状況を想定したシミュレーション
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教育などを行い，不安なくリーダー業務が
できるよう配慮しています。
　リーダーシップ研修の対象は，次年度
リーダーとなる者，リーダー歴１〜３年目
とし，１〜２カ月ごとに部署で起こり得る
問題や困難事例についてディスカッション
や模擬体験を行い，対応力の向上に生かし

ています。また，予測できない困難な状況
になった時，リーダーとしてどのように状
況をアセスメントしメンバーを采配するの
かといった判断力の学習も助けています。
シミュレーション教育を通して，自己の強
み・弱みを表出できるよう，自己理解を深
める働きかけをしています。各病棟での

表 1　固定チームナーシング導入初期の問題点

問題点 成果（outcome）

情報の把握，アセスメントが個人の能力に依存している
ため，アセスメントに差がある。

治療に関する知識や病状把握の差があり，医師の指示解
釈を間違うことがある。

情報収集やケア内容の転記作業に時間を要している（勤
務前の時間外勤務の発生）。

個人完結の傾向に陥りやすく，チームとしての情報の共
有や指導などが行いにくい。

医師や他職種，ほかのスタッフとの情報共有が不十分で，
コミュニケーションエラーが発生している。

個々人に各勤務帯のケアが任されているため，内容に差
があり（提供する看護の質の管理が難しい），継続した
看護の提供が行いにくい。

チームや病棟全体の患者や看護の状況を俯瞰的にとら
え，マネジメントする能力の育成が難しい。

副看護師長，主任，プリセプターなど個人についている
役割とリーダーやメンバーなどその日の役割の両方を果
たせていない（経験の浅い看護師へのサポートの不足）。

一つひとつの業務手順が複数のマニュアルに分散されて
いて，何がどのマニュアルにあるか把握できていないた
め，記憶に頼った口頭での伝達となり，やり方にばらつ
きがあり，業務効率も悪い。また，標準化されていない
ものも多いため，ローカルルールが多く，安全上問題と
なっている。

Ⅰ→Ⅱ，Ⅱ→夜勤への引き継ぎができない風土から，慢
性的な時間外勤務となっている部署がある。

・看護過程の思考プロセスに沿った実践になるようフロー，
システムの整理，改変を行う。

・日々のミーティングや受け持ち看護師の役割習得支援体
制をつくる。

・申し送りや看護記録，カンファレンスなど思考の言語化
を支援する。

・担当領域の知識やアセスメント力を持つリーダーが患者
に適切な医療・看護がチームで提供できる仕組みと教育
体制をつくる。

・転記作業が少ないツール（スケジュール表・注射ワーク
シートなど）の作成と効率的な運用手順をつくる（使い
慣れる）。

・リーダーとメンバーの役割の明確化と相互の役割の理解，
情報共有できる場をつくる。

・情報共有の手段を整理し，コミュニケーションエラーが
起こりにくい仕組みをつくる。

・コミュニケーション力トレーニングの機会としての申し
送りや看護記録，カンファレンスのあり方と教育方法を
つくる。

・看護過程の思考プロセスに沿った実践になるようフロー，
システムの整理，改変を行う。

・日々のミーティングや受け持ち看護師の役割習得支援体
制をつくる。

・チームリーダー，日々のリーダーとメンバーの役割を明
確にする。

・各々の役割を遂行する上で，習得すべき能力の明確化と
育成方法を検討する（試行→評価・修正→実施）。

・自分とチームメンバー双方の役割や立場を理解し，実行
できる仕組みをつくる（周知・教育方法の検討も要）。

・何を見れば最新の正しい方法か分かるか（教育できるか）
主な業務マニュアルガイドとなるものを作成する。

・ローカルルールの中で医療安全上重要な業務手順（例：
持参薬確認など）の標準化とマニュアルを作成する。

・役割を明確にし，各勤務者，各勤務帯の業務の再分担を
することで，風土の改革と時間外勤務を減らす。
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表 2　固定チームナーシングにおける各担当の定義・役割・業務一覧（一部抜粋）

固定チームリーダー

定
義

役
割

業
務

・固定チームナーシングにおける固定チームのリーダーであり，チーム運営
に関する責任と権限を持ち，師長が任命する。
・当該年度の病棟目標に沿って，チーム目標の立案と目標達成に向けて，関
係者と調整しながらチーム全体を統制・指揮する。
・レベルは主任以上もしくは同等の能力があると認められた者で，リーダー
シップ論Ⅱの受講を修了している者。
・リーダー会に出席して報告と支援を要請する。
・任期は通常１年とする。
・担当する固定チームの患者や看護の特徴を把握する。
・担当する固定チームの各メンバーに求められている職務遂行能力の達成度
や特徴を把握する。
・チームが担当する患者の看護問題解決や患者によい看護を提供するための
看護師を育成，支援できるチーム運営を目指す。
・担当する固定チームに必要な看護が適切に提供できる実践力が習得できる
ようメンバー個々のレベルに合わせた学習や経験の機会を計画する。
・次期固定チームリーダーを育成する。
・病棟目標に沿ったチーム目標を立案・共有し，日常看護業務を円滑に遂行
する。
・必要事項は適宜，師長に報告・相談する。
・チーム目標の立案と成文化とチーム目標の達成度の評価
・年間計画作成とスケジュール管理
・チームの看護スタッフ支援と教育，評価
・チーム会の企画・運営，評価
・ケースカンファレンス実施計画と指導，評価

固定チームサブリーダー
・固定チームリーダーを補佐し，固定チーム
リーダー不在時は代行する。
・サブリーダーは師長とチームリーダーが協
議し，任命する。
・レベルはⅣ以上で，リーダーシップ論Ⅱを
受講していることが望ましい。
・リーダー会に出席してリーダーに協力する。
・任期は通常１年とする。
・チーム目標をチームメンバーが理解し，目
標達成に向けて主体的に参画できるように
チームリーダーと協働する。
・チームリーダーから委譲された役割を遂行
する。
・必要事項は適宜，師長・チームリーダーに
報告・相談する。

日々のリーダー（日勤・夜勤共）

定
義

役
割

業
務

・患者の安全を第一として当該勤務帯の看護業務が円滑に遂行するようメン
バーの業務割り当てをする。
・自らも看護を実践しながら患者の把握とメンバーの看護ケアの質を評価す
る者である。
・担当チームの患者の治療計画が円滑に進むよう，他部門や他職種と連携，
調整を行う。
・メンバーが看護補助者と効果的な連携ができるよう指導，調整を行う。
・レベルⅢ以上で，リーダーシップ論Ⅰの受講を修了している者。

・各勤務帯の業務分担とサポート体制を現状に合わせて検討し，看護補助者
も含めてチーム全体が安全に看護実践できるよう調整する。
・当日のメンバー（看護学生含む）の実践能力に応じて担当患者のケアプラ
ンのアドバイスや技術指導を行い，日々の実践が質の高い，継続した看護
につながるようリーダーシップを発揮する。
・メンバーに対して，適宜，報告や連絡，相談を求め，必要に応じて自身で
事実確認を行い，緊急度や優先度を判断し，行動する。
・担当チームの患者の治療方針を把握し，治療計画が円滑に進むよう，医師
や他職種との連携や調整，提案などを行う。
・応援が必要な時は，師長，他チームリーダーと相談して応援を求める。
・必要事項は適宜，師長（代理）・当直師長に報告・相談する（師長不在時は，
当該勤務帯のトップリーダーが師長代行として判断，行動する）。
・患者および担当看護師の状況を把握した上で，業務を分担・調整する。
・メンバーの教育計画，教育的配慮をしつつ業務分担すると共に，新人など
経験の浅いメンバーや看護実習生に対して必要なサポートが受けられるよ
う上級看護師に役割を付与する。
・１日の業務が円滑に行われるように業務調整する（緊急入院時，患者急変
時，休憩配分，カンファレンスの時間など）。
・患者の安全管理上の重要事項など，部署およびチーム内で共有すべき情報
は日々発信し，メンバーに周知する。また，よい看護実践ができた場合に
ついてもメンバーにフィードバックする。
・患者の病状の変化や看護ケアの提供状況など必要時，自身で事実確認を行
い，評価する。

日々のサブリーダー
・基本的に固定チームの中で，その日の受け
持ち患者を担当する看護師で，受け持った
患者に提供した看護の責任を持ちながら，
リーダーの補佐役を担う。
・日々のリーダーを補佐し，日々のリーダー
不在時は代行する。
・リーダー役割が果たせる人，またはリー
ダー役割を習得する段階の人。
・主任などの上級者，または次期リーダーに
なる人。
・患者ケアにおいては「担当看護師」に準じる。
・休憩などリーダー不在時の代行や若いメン
バーやリーダーのサポートを行う（リー
ダーができる人，主任など上級者）。
・次期リーダーとして，休憩などリーダー不
在時にリーダーから移譲された役割を遂行
する。
※夜勤や休日の勤務では，複数リーダーがい
る場合，１人がトップでもう１人がサブ
リーダーとなる（師長代行としての役割習
得）。

１．大阪警察病院における固定チームナーシングにおける各担当の定義・役割・業務
〈導入目的〉
・責任を持って継続した質の高い看護を実践する。　　・看護スタッフのやりがい感，自己実現を目指す。
・医療チームの一員として看護を実践する中で，人が育つ（教育できる）。
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リーダー看護師の育成状況は，副看護師長
会で持ち寄って情報を共有しています。

日々のサブリーダーの配置
　解説図書では，固定チームナーシングに
おける日々のリーダー役割について「各勤
務帯の業務分担と応援体制を現状に合わせ
て検討して，安全に実践できるように調整
する」２）とありますが，当院では日々の
リーダーに追加して「日々のサブリー
ダー」も設定しました。当院は急性期病院
であるため，日々の患者の状態の変化や入
退院の入れ替わりが激しく，リーダー看護
師だけが指示を受けていると，リーダーの
業務量が増えてしまい，本来求めている看
護の評価や若い看護師の育成といった，
リーダーの役割を遂行できないという問題
点があったからです。
　日々のサブリーダーは，リーダー看護師
と共に患者の把握や若い看護師の教育的支
援を担います（表２）。しかし，新たな取
り組みのため，導入当初は日々のサブリー

ダーの役割が十分に認識されていないとい
う問題点もありました。現在は，その役割
を明文化した上で勤務表に該当者を示し，
当事者が意識的に行動できるよう取り組ん
でいます。

各病棟での浸透のための 
副看護師長と 
主任看護師の連携

　各病棟では，副看護師長が中心となって
固定チームナーシングの推進を行っていま
したが，より浸透できるように，主任看護
師※３と連携し活動を拡大しました。
　主任看護師へは，集合研修実施後，リー
ダーの役割と目標管理の決定権を委ね活躍
できる場を設けました。主任看護師が中心
となってチーム目標を立て，目標から行動
レベルの具体策に落とし込むことでチーム
全体が主体的に，また個人の目標とつなげ

図 1　当院固定チームナーシング　チーム活動の組織図

１年一緒に
看護します

情報共有

固定
リーダー

固定
サブリーダー

メンバー

小集団
チーム

固定
リーダー

固定
サブリーダー

メンバー

Ａチーム
副看護師長

Ｂチーム
副看護師長

小集団
チーム

固定
リーダー

固定
サブリーダー

メンバー

小集団
チーム

固定
リーダー

固定
サブリーダー

メンバー

小集団
チーム

師長

… … … …

※３）主任看護師：当院では次期副看護師長として位置付
けている。
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て取り組めるようになりました。病棟での
取り組みは病棟会議などで検討しています
が，以前は意見を出す人が限られていまし
た。しかし現在は，小集団活動の効果も相
まって，若年層でも意見が述べやすくなり
ました。
　実践の看護では，日々のリーダーがメン
バーに細かな指示を出し，メンバーはその
都度報告・連絡・相談を徹底することで，
患者の情報をタイムリーに把握でき，正し
くアセスメントすることができるようにな
りました。また，日々のリーダーは患者ケ
アをメンバーと共に実施することや，病棟
患者のラウンドを行うことで，患者が求め
るニーズにより早く気づき対応できるよう
になりました。
　リーダーはメンバーの看護実践力に合わ
せた教育的支援をしています。リーダーと
メンバーが患者の情報を共有し看護を行う
ことから，コミュニケーションが活発とな
り，リーダーは「メンバー看護師の考えや
理解度を認知」でき，メンバーは「相談で

きる相手が明確であり，安心して看護がで
きる」ようになったなどの感想があり，看
護方式の変革が効果的に働いたと考えます。

日々の業務の中での 
副看護師長のアプローチ例

　図２は，ある日の一場面ですが，このよ
うにリーダー，サブリーダー，メンバーが
自分の役割をうまく果たせていないことが
あります。そのような時に副看護師長や
リーダーはそれぞれに次のようなアプロー
チをします。
①指示受けの量が多くて患者のところへ行

けないリーダー看護師へのアプローチ

　図３のＡ看護師やＢ看護師のように，患
者の症状アセスメントに補足が必要な場合
は，状況の確認と判断がリーダーに求めら
れており，Ａ看護師，Ｂ看護師が指示の文
脈を理解して指示受けできるように助言す
る必要があります。しかし，Ｃ看護師は，
リーダーの役割もできており，受け持って

図 2　ある日の固定チームナーシング　日々の看護提供体制（平日日勤）

情報共有

日々の
サブリーダー

日々の
サブリーダー

Ａチーム
日々のリーダー

Ｂチーム
日々のリーダー

メンバー メンバー メンバー メンバー メンバー メンバー

師長①指示受けの量が
多くて患者のところへ

行けない

③メンバーの
自立ってどう育てれば

よいのかな

②何を
サポートすれば
よいのかな

④誰に
聞いたら
よいのか
分からない

フリー（処置係など，分担して一括して実施する業務）・看護助手・クラーク＝共同業務

⑤指示は
リーダーが
取って
くれるよね
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いる患者の把握や状況の変化をアセスメン
トできています。そのためリーダーはＣ看
護師には必要な指示を受けるように説明
し，状況の報告をしてもらうように働きか
けます。
　このように，指示受けが多くて患者のと
ころにリーダー看護師が行けない場合，
日々のリーダーは，スタッフの理解度やア
セスメントレベルに応じて，自分の業務の
優先順位や取捨選択をする必要があること
を，副看護師長からアドバイスします。
②何をサポートすればよいのか分からない

サブリーダー看護師へのアプローチ

　リーダーは明文化したサブリーダー役割
（表２）を行動レベルで説明し，サブリー
ダーが若い看護師へのサポートの実践を自
発的に発揮できるように支援します。
③メンバー看護師に自立してほしいリー

ダー看護師へのアプローチ

　リーダーには，メンバーの自立を促すア
プローチ方法について，具体的な行動レベ
ルで説明します。例えば，メンバーが指示
内容の意味を掘り下げて理解し，看護実践
できる看護師になれるように発問を繰り返

すことや，メンバーの看護実践の結果だけ
でなく，看護実践のプロセスを確認するこ
とで看護の力量などを把握でき，成長具合
も分かり，看護師の自立を促すアプローチ
ができます。
④誰に聞いたらよいか分からないメンバー

看護師へのアプローチ

　リーダー会やチーム会でメンバーの役割
を確認し，場面想定ごとに振り返ることか
ら，メンバーはリーダーやサブリーダーに
相談することを学びます。副看護師長は，
日々の実践の中でさせてみる状況をつく
り，定期的にメンバー看護師のスキルを確
認します。
⑤指示はリーダー看護師が取ってくれると

思い込んでいるメンバー看護師へのアプ

ローチ

　日々のリーダーレベルの看護師がメン
バーをしている時は，リーダーとコミュニ
ケーションを取りつつ，指示を受けるよう
指導します。また，若年層のメンバーには
自発性を促すために指示の意味やアセスメ
ントについて問いを重ねるなど，現場で実
践教育をします。

図 3　指示受けの量が多くてリーダー看護師が患者のところへ行けない状況

指示受けの量が多くて
患者のところへ行けない場面

Ａ看護師

Ｂ看護師

そうね，私も○○さんの
様子を看たけど，つらそ
うね。Ｃさんから○○医
師へ連絡して指示を受け
てください。

Ａさん，○○さん（患者）の○○の指示を
見て。状態を一緒に見にいきましょう。

○○さん（患者）の状態はどうでしたか？
Ｂさん，○○の指示が○○だから出ているのよ。
では○○してきて，また報告して。

○○の値がいつもより低いです。
しんどそうに思います。はい！

○○さん（患者）から
の○○の訴えがあった
ので○○医師へ連絡し
て対応します。詳細報
告します。

はい，○○で異常なしでし
た。○○の指示が出ている
のは分かっていましたが，
そういう意味だったんです
ね。分かりました。

Ｃ看護師 リーダー
看護師

リーダー
看護師
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　このような状況を副看護師長は整理し，
リーダーとメンバーとのコミュニケーショ
ンを意図的に行う必要があります。
　自立した看護師を育てるために，まずは
目標や役割をすべての看護スタッフで共有
する取り組みが必要です。また，個々の看
護実践力に合わせた教育的かかわりを整備
し，共有する必要があります。これらの土
台づくりを基に，看護師長，副看護師長，
主任看護師で協力し，スタッフへ新生固定
チームナーシングが浸透するように教育的
にかかわり，評価，修正を繰り返します。

新生固定チームナーシングの
現状と副看護師長としての
リーダーシップの発揮

　看護提供体制を固定チームナーシングに
変更し，約２年が経過しました。2019年６
月に各部署で固定チームナーシングの浸透
度，現場の状況についてチェックリスト１）

に沿って確認したところ，すべての項目を
クリアしている部署はありませんでした。
固定チームナーシングの理解や浸透が十分
ではないことが分かり，本来の目的である
「看護師が責任を持って継続した質の高い
看護を実践する」ためには，さらなる努力
が必要であると痛感しました。
　しかし，体制の導入後からはリーダーと
メンバーの双方向のコミュニケーションが
活発となり，若いスタッフからは「安心し
て看護が提供できるようになった」という
声を聞くなど，よい変化が見られています。
まだ課題はありますが，副看護師長・主任
看護師が一丸となって問題点を共有し共に
取り組むことで，「大阪警察病院固定チー

ムナーシング」を確立していくことができ
ると確信しています。
　副看護師長としてのリーダーシップとは，
「看護スタッフそれぞれの個性を見いだし，
やりがいを感じ，生き生きと働けることが
できるよう意図的にかかわる仕掛けをつく
ること」や「率先して問題点や現状に目を
配り，活動すること」であると考えます。
今後も医療の変化や新しい世代の看護師育
成に対応するために，実践現場でのリーダー
となる副看護師長が現状に満足することな
く先見の目を持ち現場の声に耳を傾け，柔
軟に課題に取り組み，リーダーシップを最
大限に発揮していきたいと思います。

引用・参考文献
１）西元勝子他：固定チームナーシング―責任と継続
性のある看護のために，第３版，P.67〜68，医学書
院，2012.
２）前掲１），P.88.
３）河野秀一他：概念化スキルが確実に身につく本―
５つの思考軸で問題解決できる！，メディカ出版，
2015.
４）杉野元子：看護チームリーダーハンドブック，第
２版，医学書院，2008.

やおさちこ●2001年大阪警察病院入
職。中央手術室，呼吸器内科・外科，
泌尿器科病棟を経て，2013年４月副
看護師長昇任。2015年８月認定看護
管理者教育課程ファーストレベル研修

修了。2017年４月より糖尿病・内分泌内科，耳鼻科，
形成再建外科・美容外科，小児科病棟配属となり，現
在に至る。

あかまつさちこ●2002年国立療養所
和歌山病院入職。呼吸器科病棟配属。
2005年淀川キリスト教病院へ転職し
腎臓病内科で透析室配属。３学会合
同呼吸療法認定士資格取得。2008

年に大阪警察病院へ入職。呼吸器内科・外科，泌尿
器科の混合病棟配属となり，2014年に副看護師長
昇任。2016年２月認定看護管理者教育課程ファー
ストレベル研修修了。現在に至る。
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新連載

まごころ貴子

東京都立医療技術短期大学助産学専攻科修了。東京都
衛生局（現・福祉保健局）入局。都内の３次救急総合病
院産婦人科病棟に勤務し，数千人の周産期医療に携わ
る。結婚，転勤により退職。家庭での人間関係に悩んでい
た時，アドラー心理学と出会う。自身の生き方や，３人の子
どもたちの劇的な変化に，助産師として，アドラー心理学

をライフワークとすることを決意。助産院を開業，子育て支援事業として，ア
ドラー心理学に基づくセミナー・講演会活動を行い，現在，アドラーメディ
カル研究所を併設。看護協会研修講師をはじめ，クリニック・企業研修，経
営者向けのメンタルヘルスカウンセリングなど，活動の幅を広げている。

アドラーメディカル研究所・まごころサロン育児相談室
独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター附属看護学校
元・非常勤講師／助産師／看護師／アドラーカウンセラー

　主任の皆さんは，スタッフとして働いて
いた頃と比べ，今の立場をどう感じていま
すか？　皆さんは，管理職の中でも経験や
年齢などがスタッフと近い方が多く，親し
みやすい存在ではないかと思います。ス
タッフからは，嬉しい報告だけでなく，悩
みやストレスなどネガティブな相談を受け
ることもあると思います。
　一方で，師長や看護部からは，スタッフ
を教育しまとめるだけでなく，部署内の課
題への対応を求められることもあると思い
ます。日々，上司・スタッフ双方からさま
ざまな相談，対応などを求められ，自分の
ことは置いて他者への貢献に尽力するあま
り，主任という役割だけでなく，看護職そ
のものをバーンアウトしてしまう方も少な
くありません。
　私は，看護師，助産師として臨床で働いた
後，現在はカウンセラーや看護協会などの研
修講師としてアドラー心理学に基づいた研
修講師として登壇しています。本連載では，
主任の皆さんのお悩みや困った事例を基に，
アドラー心理学の選りすぐりの理論や楽し
くできる簡単なワークを紹介していきます。
現在，皆さんが上司やスタッフに恵まれな
い環境にいると感じているとしても，アド

ラー心理学を実践することで，機嫌よく働き
続けることができるヒントをお届けします。

アドラー心理学とは

在したアルフレッド・アドラーという人物
の名前に由来しています。
　アルフレッド・アドラーは，1870年オー
ストラリアに生まれた，心理学者・精神科
医です。看護の世界で心理学と言えばフロ
イトやユングが一般的ですが，欧米では，
この２人と並ぶ精神医学・心理学界の三大
巨頭の１人と言われるほど，大きな功績を
残しています。欧米では，「個人心理学」
（Individual Psychology）と呼ばれてい
ますが，日本では「個人」と言うと「社会
と対比した意味での個人」としてのイメー
ジが強く印象づけられるため，提唱者の名
前を取った「アドラー心理学」として知ら
れています。
　アドラー心理学は，別名「勇気づけの心
理学」と呼ばれ，人々が幸せに生きるため
には勇気が必要不可欠なことと位置づけて
います。この勇気とは，一般に言う危険を
顧みず，勇敢に立ち向かうことではありま
せん。勇気とは，その人が人生で出合う困

アドラー心理学とは

主任としての自分を
どう扱っていますか？
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　アドラー心理学では，自分の居場所や自
己有用感を持って，人々とよい関係の中で
協力し合って生きていける感覚を共同体感
覚といい，その共同体感覚を育てていくこ
とを教育の目標としています。
　連載を通して詳細を解説しますが，ほか
の心理学との大きな違いは，人間の内面を
一方の方向へ追究する心理学ではなく，人
と人，つまり対人関係に特化して即実践で
きること，そして実生活に役に立つ心理学
であることです。この点が，皆さんにアド
ラー心理学を学んでいただく際の最高のギ
フトになると思います。
人間の悩みを紐解くと
対人関係の悩みに行き着く
　主任として役割を遂行していく上で最も

頭を悩ませ問題となることは，看護の専門
性に特化した業務もさることながら，実は
自分を含めた「対人関係に基づく悩み」と
言えるのではないでしょうか。「あの人に
学生担当になってほしいけど，でも…」「ス
タッフが，『師長の理解がなくてもう辞め
たい！』と言ってきたが，当事者の師長に
相談することもできず，どう答えたらよい
のだろう」など，師長とスタッフとの間で，
どうかかわっていけばよいのか困ることが
あります。
　つまり，一見仕事の悩みのように見えた
としても，その中身を紐解くと，対人関係
に行き着くことが多いのです（図４）。

今日から使える心理学

　本連載では，タイトルのとおり，自分で
自分の機嫌を治していく方法をお伝えしま
す。皆さんが，日頃頭を悩ませている問題
を解決したり，自分のモチベーションを向
上させたり，心地よいコミュニケーション
を通してチーム力を向上させたりすること
に役立てることができるでしょう。

「あれもできない，これも…」と
嘆く前にできる大切なこと
　主任という管理職としての第一歩を踏み
出した皆さんは，正解やマニュアルのない，
見えない役割を担っています。
　スタッフとして働いていた頃は，日々目
が回るほど業務に追われていたのに，主任
になってからは，その上に，スタッフの相
談に乗り，上司の立場も踏まえてアドバイ
スしていかなければなりません。これらの
業務は，自分で想像していた以上に，自分
にも他人にも見えないココロの負担となっ
てはいないでしょうか。
　私は助産師として，出産前後の妊産婦の

今日から使える心理学今日から使える心理学

自己受容

貢献感 他者信頼

幸福の
条件

図３ 　幸福の３つの要素
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図４ 　人間の悩みを紐解くと
　　　対人関係の悩みに行き着く
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相談に乗ることが多くありました。当時は
カウンセリング的な要素を学ぶ機会のない
立場でしたが，助産師として，一般の妊産
婦に対して行っていた保健指導や育児相談
は，知識や技術を踏まえた教授的な要素が
多く，それはある意味で正解のあるアドバ
イスとも言えます。
　しかし，皆さんが置かれている，同じ職
場で同じ専門職の悩みを聞き，解決し，寄
り添っていく立場は，カウンセリングを学
んだ今の私でもそう容易でないことは想像
がつきます。マニュアルに沿って教えるだ
けではなく，職場内の人間関係などすぐ解
決できない問題が多くあるからです。初め
ての管理職としての役割や，終わりが見え
ない業務を抱える中で，スタッフから繰り
返される質問や問い合わせに，つい大きい
声で対応し，感情を露わにしてしまい，落
ち込んだ経験のある方は少なくないのでは
ないかと思います。
　しかし，「自分はつい感情的になってしま
う」「あれもまだ終わっていない」…など，
できない部分にフォーカスするだけでは得
策とは言えません。主任になったのだから，
このくらいはできて当たり前と考えるので
はなく，自分では明確化しにくいストレスに
気づき，自分が当たり前のようにこなしてい
る努力や成長にもフォーカスしてください。
皆さんのココロの負担感が大きいのは当然
だと思います。まずは，自分に優しい，自
分への勇気づけの眼差しを向けましょう。
自分への勇気づけの第一歩とは
　多忙な主任業務の中で疲弊感にさいなま
れている方へ，看護の現場を見てきた私が
推奨する勇気づけの第一歩は，まず，日々
頭を巡る勇気くじきをやめること。その次
に，自分を勇気づけること。他者を勇気づ

けることは，実はその次のステップなので
す。他者への貢献に多くの関心を注ぐあり
方も素晴らしいですが，自分の心にも気づ
くことが，主任としてだけでなく，看護職
を続けていく上でも非常に大切です。そし
て，気づいたら，かけがえのない自分のコ
コロや感情にも丁寧に寄り添い，ねぎら
い，いたわり，勇気づけてあげること。そ
れが，実は他者との関係をよくしていく第
一歩なのです（図５）。
　あなたはあなたの感情をどう扱っていま
すか？　皆さんが，自分の感情を大切にして
いくことが，大きな鍵になっていくのです。
自分の感情を大切にするとは 
～怒らないことがゴールではない
　自分の感情を大切にするとは，感情をあ
りのままに出すことではなく，逆に怒らな
いことをゴールにすることでもありません。
自分の中にある，できて当たり前という，
気づかぬうちに自分で掘っていた見えない
落とし穴に気づき，その時の感情を丁寧に
聞いてあげること，そして大切な友人に声
をかけてあげるように，結果ではなく，ま
ずは主任として真摯に向かっている自分に
寄り添ってあげることが大切です。
　一般的には，感情的と耳にすると，怒り
の感情と直結し，何とか爆発させないよう
に排除しようと奮闘しますが，まずは怒り

他者を勇気づける

自分を勇気づける

勇気くじきをやめる

図５ 　まごころ貴子の推奨する
　　　勇気づけのステップ

岩井俊憲：勇気づけの心理学，増補・改訂版，
金子書房，2011.を基に一部改変
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