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主任ならではの見方？
　「主任さんから見てどう思う？」と聞かれ，答えに戸惑った経験
はありませんか。また，答えたことに対し「管理職の視点で見ると
どうだろう？」と追加され，「求められていることは違ったのかな…」
と感じたことはありませんか。どうやら暗黙の前提として，「主任
さんは〇〇という見方をしなければならない」という期待があるよ
うですね。
　私も急な勤務変更の調整に対応した後，師長から「変更する時に
何を大事にしたの？」と聞かれたことがあります。影響が大きく出
ない範囲で臨機応変に変更したつもりではありましたが，主任とし
て求められていることはそれだけではないんだと気づいた経験でし
た。そもそも師長と主任の役割や責任は違うため，見ているものや
判断の基準も当然異なります。しかし，看護管理者のファーストレ
ベルにいる主任の役割の一つに「師長の活動を補佐する」というも
のがあるため，看護管理者としての見方を知る必要があるのです。
　今まで気づかなかった見方に気づくと，「そんな見方があったの
か！」と視野が広がり，新しい自分を発見したような気持ちになり
ます。本稿では，そんな看護管理者としての「見方のコツ」につい
てお伝えします。

主任ならではの見方？

看護管理者としての見方のコツ
～「そんな見方があったのか！」は成長のチャンス

森河琴美　 医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院
看護介護部　部長

■看護管理者は狭い視点での「部分最適」ではなく，
広い視野での「全体最適」の思考が必要です。
■主任は４つの視点（鳥の目，虫の目，魚の目，コウモリの目）を
使い分けて現状分析をしましょう。
■主任としての判断や行動に自信を持つためには，
経験・視点をリフレクションしましょう。
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視点の広がり
　看護師としての見方を最初に学ぶのは，
新人看護師の時です。入職後１～２カ月ご
ろにチームメンバーとして担当患者を受け
持ち，周りを認識しながらケア実践を始め
ます。そして，患者の訴えや依頼への対応
やナースコールによる業務中断など，予定
どおりに業務が進まず多重課題が発生し，
どうしてよいか判断に悩む時期を迎えます。
そのころに，「多重課題解決」「優先順位」
などをテーマとした集合研修が行われ，業
務の重要度と緊急度の判断や，報告・連
絡・相談などのスタッフ間でのコミュニ
ケーションの取り方について学び，周りを
見ることや抱え込まないことを指導されま
す。これを機会に，スタッフの動きや担当
している患者以外の患者にも目を配ること
ができるようになります。これが，自分自
身に向いていた視点が周囲に広がる最初の
きっかけのように思います。
　次の視点の広がりは，新人や学生の指導
に携わるころでしょうか。新人や学生，教
員などとの複数の第三者とのかかわりを通
じ，多様な価値観や個性に触れることにな
ります。教育は，相手の見え方や考え方を
理解しながら，こちらの見え方や意味付け
の判断を伝え，相互に成長していく経験で
す。この経験が，看護師としての視点を広
げ，看護観を深めていくのだと思います。
　その後，リーダーやチームリーダーの役
割を通じて，チームスタッフや患者，病棟
全体の動きを見る経験をすることになりま
す。優れたチームリーダーは，病棟運営を
担うキーパーソンと言われることがありま
す。私は，リーダーの許可なく患者のベッ

ド移動を行ったために，再度患者に移動を
お願いしなければならない事態を発生させ
た苦い失敗経験があります。リーダーは，
患者同士の関係性や疾患，チーム間の重症
度のバランスなど，多岐にわたる視点で患
者の病床管理を行っていたことに気づいた
経験でもありました。優秀なリーダーの看
護実践は，ジェネラリストとしての視点と
マネジメントの視点が統合された広い視点
に基づくものだったのです。
　このように，「看護師としての視点の広
がりは１日にして成らず」です。さまざま
な経験と，人や出来事，状況との関係性の
中で広がっていくことが分かります。
　それでは，スタッフと看護管理者の視点の
本質的な違いは何かについてお話しします。

役割と視点の違い
　看護管理者の視点を語る時，スタッフと
の役割の違いが大きく関係します。役割を
果たすために見なければならないことは当
然異なるためです。
　日本看護協会は，看護師の実践能力を
「論理的な思考と正確な看護技術を基盤に，
ケアの受け手のニーズに応じた看護を臨地
で実践する能力」１）と述べています。看護
師の責務は，ケアの受け手に対し適切な看
護を実践することです。そのため，ケアの
視点は，ケアの受け手にとって最善で最適
なケアを行っているのかということになり
ます。
　一方，看護管理者は，「看護の対象者の
ニーズと看護職の知識・技術が合致するよ
うに計画し，財政的・物質的・人的資源を
組織化し，目標に向けて看護職を導き，目

視点の広がり

役割と視点の違い
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標の達成度を評価することを役割とする
者」２）とし，「看護スタッフを活用し，病
院を超えて，看護を必要とする人々の健康
とQOLの向上に大きく関与していく責務
がある」３）と述べています。つまり，ケア
の受け手とケアを提供する看護師，物やお
金といった資源の活用など，病院内だけに
とどまらず病院の外にも目を向け，関与し
なければならないと言っているのです。
　このように，スタッフの時は目の前の患
者や周りのスタッフ，チームを見ていた視

点が，看護管理者になると，病
院全体や地域，社会にまで視点
を広げ，現状や未来を考えるよ
う求められます。部分最適から
全体最適の判断が行えるよう
に，点で見ていたものを広い視
野で見て考えていくことが必要
となるのです。

看護管理者に求められる
視点とは？
　では，全体最適の判断が求められる看護
管理者にどのような視点が求められるか，
マネジメント能力と認定看護管理者の教育
カリキュラムから細かく探ってみます。
　日本看護協会の病院看護管理者のマネジ
メントラダーでは，６つの管理能力【組織
管理能力】【質管理能力】【人材育成能力】
【危機管理能力】【政策立案能力】【創造す
る能力】を評価することになります（表１）。
その中で，【組織管理能力】【政策立案能力】
【創造する能力】の３つが，今までの経験
にはない新たな視点のように思います。
　また，認定看護管理者のファーストレベ
ルの教育カリキュラム基準表では，６つの
教科目が設定されています（表２）。その
中では，【ヘルスケアシステム論Ⅰ】【組織
管理論Ⅰ】【資源管理Ⅰ】の３つが新しい
視点ではないでしょうか。つまり，社会医
療制度や地域の医療・保健・福祉の視点，
病院組織全体の運営に関する視点，医療を
サービスとして考える視点など，新しい視
点に関する知識や情報を得て，現状を見る
ことを求められるのです。
　ロジカルシンキングでは，視点の持ち方

看護管理者に求められる
視点とは？

表 1　病院看護管理者のマネジメントラダーにおける
　　 ６つの能力とラダー別目標

日本看護協会：病院看護管理者のマネジメントラダー（日本看護協会版），
P.６，10，11，2019.を基に筆者作成

能力 レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ
組織管理能力
質管理能力
人材育成能力
危機管理能力
政策立案能力
創造する能力

自部署の看
護管理者と
ともに看護
管理を実践
できる

自部署の看
護管理を実
践できる

トップマネジ
メントを担う
一員として看
護管理を実践
できる

病院全体の管
理・運営に参
画するととも
に地域まで視
野を広げた看
護管理を実践
できる

表 2　認定看護管理者カリキュラム基準：
　　 ファーストレベル（105時間）

日本看護協会：認定看護管理者カリキュラム基準
【ファーストレベル】，2018.

教科目 単元

ヘルスケア
システム論Ⅰ

組織管理論Ⅰ

人材管理

資源管理Ⅰ

質管理Ⅰ
統合演習Ⅰ

社会保障制度概要
保健医療福祉サービスの提供体制
ヘルスケアサービスにおける看護の役割
組織マネジメント概要
看護実践における倫理
労務管理の基礎知識
看護チームのマネジメント
人材育成の基礎知識
経営資源と管理の基礎知識
看護実践における情報管理
看護サービスの質管理
演習
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次第で結論が変わり，新たな世界を切り拓
くことができると言われています。自分た
ちが行っている看護実践は，社会や地域か
ら，他の病院から，自院の他部署からどの
ように見えているのか。自部署のスタッフ
の能力や技術はどう評価されているのか。
最善と言える質の高い看護を行っていると
言えるのか。このような見方が，主任には
必要になってくるように思います。
　１つ例を挙げます。師長代行の困難な業
務の一つに「病床管理」があります。他部
署から緊急入院の依頼があり，受けるか断
るかの判断を求められた経験は皆さんもあ
るのではないでしょうか。日頃から病床管
理の判断について師長から指導や指示を受
けている場合は判断しやすいのですが，そ
うでない場合はいろいろな考えが頭をよぎ
ります。リーダーやスタッフが困惑する様
子が想像され，師長だったらどうするだろ
うと判断に迷うものです。受けるにしても
断るにしても，判断の基準が自部署にとっ
て最善かだけでなく，他部署の状況や病院
全体のことまで広い視点で考えることが大
切です。もっとも昨今では，緊急入院を断
ることは，経営的になかなか許されるもの
ではないでしょう。
　広い視点を持ち判断するためには，情報
を持っていることもとても重要です。主任
は多くの場合，判断のための情報を知らさ
れていません。教えてくれない師長を責め
ても仕方のないことなので，病院経営のこ
とや他部署のベッド状況やスタッフの充足
状況などの情報を得られるよう，ぜひ自分
から働きかけてください。
　次は，主任としての見方のコツについて
解説します。

いろいろな角度から
眺めるための４つの視点
　自分の見方と他人の見方が異なるのは当
然で，「みる」という言葉も「見る」「観る」
「視る」「看る」「診る」など意味によって
使い分けられています。前後，左右，縦横
斜め，上下，裏表など見る方向の違いや， 
「鳥の目」「虫の目」「魚の目」「コウモリの
目」という見方（表３）も，多角的・多面的
な見方として大切であると言われています。
　「鳥の目」は，高いところから全体を広
く俯瞰して見る目です。「虫の目」は，近
いところから注意深く細かく見る目です。
「魚の目」は，水の流れのように目に見え
ない時間の流れや世の中の流行といった時
流を見る目です。「コウモリの目」は，普
通の見方にとらわれずに，逆さまや反対か
ら見たり，想像を膨らませたり，自分の固
定観念を崩して発想を広げる目です。看護
管理者は，特に「鳥の目」や「魚の目」の

いろいろな角度から
眺めるための４つの視点

表 3　４つの目で見よう

鳥の目

虫の目

魚の目

コウモリの目

全体を俯瞰する目
高い所から全体像を見る

詳細な部分を見る目
上から見えない細かなところを見る

流れを感じ取る目
目には見えない流れを見る

別の側面を見る目
逆さま・反対から見たり，固定観念や
常識を疑ってみたりする
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見方が必要とされており，イノベーション
が求められるトップマネジャーになると
「コウモリの目」が必要とも言われます。
　例えば，「日々のカンファレンスが定着
しない」という問題について，見方を変え
て分析すると，表４のようになります。現
状に対する細かな分析は「虫の目」で行い，
そもそもカンファレンスを定着させる目的
は何だったのかという本質的な分析は「鳥
の目」で行います。そして，「魚の目」で
カンファレンス運営に関する最近のトレン
ドを調べ，「コウモリの目」でカンファレ
ンスを行わなければならないという固定観
念を疑い，やめた場合のリスクやメリット
を考えてみるのです。
　私たちが問題を見る時，ついつい目の前
の状況に目が行きます。「スタッフが〇〇
と言っているので△△する」「〇〇では患
者さんが困るので△△を行う」というよう
に発生型問題への対処を行っていると，ま

た同じような問題が繰り返し発生します。
根本的な問題解決を行うためにも，多角的
な視点で，自分の考え方や対処の仕方を
「本当にこれでいいのかな？」と疑ってみ
ることが大切だと思います。
　私は主任になりたてのころ，尊敬する主
任や先輩，上司の目を借りて，「〇〇さん
だったらどう考えるだろう？」「この場合，
△△さんだったらどういう言い方をするだ
ろう？」と他者の目から現状を評価するよ
うにしていました。そうすることで，自分
の判断や行動の幅が広がり，自信を持って
対応できていたように思います。いろいろ
な角度から眺めることができると，師長か
らの「主任としてどう思う？」という質問
に対しても，看護管理者として的を射た判
断と答えに近づくことができるようになる
と思います。

自分の経験（視点）を
リフレクションする
　さて，新しい視点を得て多角的に物事を
見て，自信を持って発言できるようになる
ためには，自分の経験（視点）をリフレク
ションすることが必要だと思います。うま
く対応できたこと，対応できなかったこと
を振り返るからこそ，気づきを得ることが
できるのです。
　ある時，新人看護師の「多重課題と優先
順位」に関するOJT研修の場面を見る機会
がありました。その場面では，指導者が新
人看護師に「あなたには何が見えていた？」
「何を考えていた？」と，見る視点と判断
の基準について確認を行っていました。そ
の後，見る視点と判断の基準を指導者から

自分の経験（視点）を
リフレクションする

表 4　「日々のカンファレンスが定着しない」
　　 ことに対する視点ごとの分析

視点 分析

鳥の目

虫の目

魚の目

コウモリの目

日々のカンファレンスを定着させるこ
との目的は何だったのか？
現状，その目的は達成されているのか？
定着しないと何が困るのか？
他部署はどうしているのか？
看護部の基準はどうなっているのか？

司会の技術，参加者の意識，案内の仕
方，所要時間，スタッフの意見は？

カンファレンスのトレンドはどんな方
法か？（効率的なカンファレンス運営）
世の中では毎日カンファレンスをする
ことは当たり前なのか？

方法や時間を変えてみる
いっそやめて，やめることで困ること
は何かを再評価する
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教えられ，もう一度シミュレーション
を行ってみると，新人看護師は正しい
行動を取ることができるようになって
いました。
　このようなデブリーフィングやリフ
レクションは，看護管理者にも必要だ
と思っています。管理上の課題におい
て緊急度や重要度は知識として知って
いても，対応する場合の優先順位や判
断は看護管理者によって異なることが
あります。前述の他部署からの緊急入
院を受けるか断るかの判断も，「あの
判断でよかったのか？」と振り返りを
行う必要があると思います。コルブの
経験学習モデル（図）でも，「振り返
り」から次に生かす「教訓」を導いて「応
用する」ことが大切だとされています。そ
して，「振り返り」の時には，「事実の確認」
と「感情の確認」の両方を行うことが重要
とも言われています。否定的な感情の経験
では，事実を正しく振り返ることができ
ず，正しい教訓を導けないことがありま
す。それを防ぐためにも，「鳥の目」や「コ
ウモリの目」を使い，俯瞰的に，かつ別の
側面から振り返ることが必要です。
　しかし，リフレクションは必要だと分かっ
ていても，自分で行うと自分の判断基準か
ら抜け出すことができない場合があります。
その解決策の一つとして，私は1on1ミー
ティング（上司と部下が１対１で行う定期
的な面談）を月１回，すべての看護管理者
に行っています。およそ１時間の短い時間
ですが，看護管理者に管理実践について話
してもらい，その時の感情に共感しながら，
何がよくて，何が悪かったのか，多角的な
視点で一緒に評価し，次の目標に気づいて

もらう機会としています。この振り返りを
繰り返し行うと，正しくリフレクションが
できるようになることを実感しています。
　皆さんも，リフレクションのサポートを
上司にお願いしてはどうでしょうか。師長
や看護部長の視点や判断の基準を知る機会
にもなり，一層自分の視点が広がると共に，
一人でも振り返りながら豊かな教訓を積む
ことができるようになると思います。

主任として成長の喜びを
　私は，看護管理は看護技術の一つだと
思っています。まねのできない秘密の技が
あるものではなく，誰もが得ることのでき
る技術です。看護技術同様，できなかった
ことがうまくできる，あるいは分からなかっ
たことが理解できると，「やった！」と喜
びを感じることができるのです。金井はそ
の著書の中で，一皮むける経験は，「自分
について深く知り，個人的な自覚を高める」

主任として成長の喜びを

図　コルブの経験学習モデル

松尾睦：部下育成のためのリフレクション支援
―副看護師長の成長事例と失敗事例から学ぶ，看護管理，
Vol.29，No.５，P.448 ～ 454，2019.より引用，一部改変

経験する経験する

具体的な経験をする具体的な経験をする

得られた教訓を概念に落とし込む得られた教訓を概念に落とし込む

教訓を
引き出す
教訓を
引き出す

新たな状況に適用させ
行動してみる

新たな状況に適用させ
行動してみる

応用する応用する

経験したことを
振り返り内省する
経験したことを
振り返り内省する

振り返る
（リフレクション）
振り返る

（リフレクション）
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経験だと言っています４）。主任の経験は，
まさに一皮むける成長のチャンスです。多
角的な視点を持ち，自分自身を深めながら
成長の喜びを感じてほしいと願っています。

引用・参考文献
１）日本看護協会：「看護師のクリニカルラダー（日
本看護協会版）」活用のための手引き，P.４，2016.
　https://www.nurse.or.jp/home/publication/
pdf/fukyukeihatsu/guidance01.pdf（2020年５月
閲覧）
２）日本看護協会：看護にかかわる主要な用語の解説―
概念的定義・歴史的変遷・社会的文脈，P.38，2007.
　https://www.nurse.or.jp/home/publication/
pdf/guideline/yougokaisetsu.pdf（2020年５月閲
覧）
３）日本看護協会：病院看護管理者のマネジメントラ
ダー（日本看護協会版），P.４，2019.
　https://www.nurse.or.jp/home/publication/
pdf/guideline/nm_managementladder.pdf
（2020年５月閲覧）
４）金井壽宏：仕事で「一皮むける」―関経連「一皮
むけた経験」に学ぶ，光文社，2002.
５）前掲３），P.６，10，11.
６）日本看護協会：認定看護管理者カリキュラム基準
【ファーストレベル】，2018.
　https://nintei.nurse.or.jp/nursing/wp-content/
uploads/2018/04/shusei1_fi rstlevel_ninteikang
okanrishakarikyuramukijunkaiseian.pdf（2020
年５月閲覧）
７）松尾睦：部下育成のためのリフレクション支援―
副看護師長の成功事例と失敗事例から学ぶ，看護管
理，Vol.29，No.５，P.448 ～454，2019.
８）寺岡三佐子：主任看護師が捉えた主任としての役
割，日本看護管理学会誌，Vol.15，No.２，P.158～
165，2011.
９）特集　主任が師長に昇進するために必要なこと，
主任看護師　管理・教育，Vol.28，No.４，P.２～45，
2019.
10）河野秀一：実践　看護マネジメントリフレクショ
ン，メディカ出版，2013.

もりかわことみ●北海道立衛生学院助
産科卒業。1988年医療法人渓仁会手
稲渓仁会病院入職，2008年より副看
護部長。2012年北海道医療大学大学

院看護福祉学研究科修了。2013年認定看護管理者
資格取得。2014年医療法人渓仁会札幌西円山病院
異動，2017年４月看護部長就任，現在に至る。

上村久子氏

１．2020年度診療報酬改定に伴う
看護必要度の変更点

２．項目別必要度データの見方
　１）必要度データを見るポイントとは
　２）疾患別、項目度別データからわかることとは
　３）重症度判定の基準と見方

３．必要度Ⅰ→Ⅱへのスムーズな移行ポイント
　１）ⅠとⅡは何がどう違うのか
　２）選択する上で考えるべきことと方法
　３）Ⅱに向けて取り組むべき院内の動き

４．必要度データを分析するためには、 
　１）看護必要度を考える上で必要なデータと収集方法
　２）データ分析は目的が大切。目的設定の方法とは
　３）看護必要度データのみでわかること
　４）DPCデータを活用するとわかること

５．必要度データの有効活用と
看護マネジメント

　１）ベッドコントロールと入退院支援
　２）人員配置や応援体制
　３）経営的指標としての有効活用

６．今後の看護必要度の行方
７．質疑応答

看護必要度データ分析で経営貢献、
看護マネジメントの根拠に！

自施設の強みを知り、看護マネジメントの根拠に！

プログラム

重症度、医療・
看護必要度データを
病院経営に活かすポイント

2020年度改定対応！
看護必要度の新基準を徹底解説！

名古屋
20年 11/1（日）
日総研ビル

大阪
20年 11/21（土）
田村駒ビル

東京
20年 8/23（日）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

仙台
20年 8/29（土）
ショーケー本館ビル

［時間］10：00～16：00
本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

株式会社メディフローラ 代表取締役
看護師／保健師／病院経営アドバイザー

日総研 14647ねらい・お客様の声は 検索検索

上村氏の記事は49ページ上村氏の記事は49ページ
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連載 
第２回

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は

何
か

あおき・なほこ●臨床看護師，保健所の保健師を歴任。1988年医療法人協和会訪問看護室室
長。1997年川西市医師会　医療法人協和会在宅介護支援センター出向，所長。1999年市立川西
病院看護科長。2000年同院看護部次長。2001年同院看護部長。2008年兵庫医療大学看護学
部（在宅看護学）准教授。2011年兵庫医療大学大学院看護学研究科（在宅看護学）准教授。
2014年関西国際大学保健医療学部（在宅看護学）准教授。2014年医療法人協和会法人本部顧
問。2015年医療法人協和会法人本部統括部長。2018年医療法人協和会理事・法人本部統括部
長。2020年より現職。2008年関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科修了，MBA取得。

青木菜穂子
医療法人協和会　理事長補佐

看護最前線の
マネジメントと
スタッフ・患者家族への
リーダーシップ

リーダーシップと
マネジメントの違い

　まずは，リーダーシップとマネジメント
の違いについて見てみましょう。リーダー
シップ研修の時には必ず通る項目です。こ
の両者はよく混同されるのですが，リー
ダーシップとマネジメントは相互に補完し
合うものであり，そもそも別のものです。
　ジョン・コッター（John P. Kotter）は，
マネジメントは複雑さに対処し，リーダー

シップは変化に対処すると述べています。
看護現場におけるリーダーシップとマネジ
メントの違いについて，コッターの言葉を
引用しながら考えていきます。

マネジメントは「複雑さに対処する」
　看護現場において，複雑さは多々ありま
す。高齢化により複数の疾患を持った患者
に対し，高度なアセスメントと臨床判断力
が求められます。同時に，昨今の病院や施

リーダーシップと
マネジメントの違い

設から在宅での生活への移行支援には広範
囲な知識が必要とされ，加えて在院日数の
短縮により，限られた入院期間で院内外の
他職種と連携を図らなければなりません。
また，医療の進歩により，さまざまな死生
観や価値観を持っている人々と向き合う対
応力が求められます。さらには，地域住民
が医療や福祉の動向を認識しているとは言
い難く，退院支援にはマニュアルを基にカ
スタマイズする力が必要です。これらは，
看護を取り巻く複雑な環境のほんの一部で
しかありません。
　そして，主任看護師はこれらを実践する
と共に，こういった複雑さに対応できるス
タッフを育成する役割を担っているのです。
そのために，目標を立てて計画を立案し，
時には委員会やプロジェクトチームを結成
するでしょう。また，上司の力を借りて統
制を取り，実践の過程で問題が生じれば，
解決に向かう手立てを考えるでしょう。こ
れらの一連がマネジメントなのです。コッ
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ターは「マネジメントは階層とシステムを
通じて機能する」と述べています。

リーダーシップは「変化に対処する」
　リーダーシップという言葉は，看護に限
らずよく耳にすると思います。リーダー
シップ研修には多くの受講希望者があり，
制限をかけることも珍しくありません。皆
さんも「リーダーシップをとって」と言わ
れることが多いのではないでしょうか。
　リーダーシップをとるには，将来に求め
られる看護のあり方を知る必要があります。
なぜなら，皆さんは，今活躍できるスタッ
フを育成するのは当然のことであり，将来
に活躍できる看護師を育成しなければなら
ないからです。研修で「医療や看護の動向」
の話が出るのは，この将来の看護のあり方
を想定する知識を得るためです。
　“組織分析” をする理由もここにあります。
組織分析ツールでよく耳にするのは，SWOT

（スウォット）分析ではないでしょうか。こ
のツールでは，医療や看護を取り巻く外部
環境において，これから来る機会（Oppor
tunity）と脅威（Threat）を知って対応策
を練ります。その対応策を考える過程とし
て，自分の職場の強み（Strength）を知っ
て機会をものにし，脅威を機会に転換させ
ます。そして，弱み（Weakness）を知っ
て克服し，機会を生かしたり，脅威と弱み
の関係を断ち切ったりする方法を考えます。
　では，考えてみましょう。この先，３年後，
５年後，10年後にはどのような看護が求
められるでしょうか。厚生労働省はかなり
先の方向性を示しています。ホームページ
をチェックしてみてください。2040年を
展望した社会保障が示されています。とい

うことは，20年後の2040年に求められる
看護のヒントが出ているということです。
皆さんがレポートに「広い視野を持って看
護を考える」「医療の展望を知って看護師
を育成する」と書くのは，こういった学び
をしているからなのでしょう。
　将来に期待される看護を想定したら，次
にはそれを達成する意味（ビジョン）と方
法（戦略）を明確化し，スタッフと共有し
ます。この時，スタッフが理解するレベル
でとどまるのではなく，納得できるまで支
援し，スタッフ自らがビジョンの実現に向
かうことができるようにかかわります。
　クルト・レヴィン（Kurt Lewin）は，「変
化を求められたり命じられたりするのでは
なく，自分自身が変化に関わる機会があっ
たと実感できるほうが変化をうけいれられ
やすい」としています。そして，ピーター・
ドラッカー（Peter F. Drucker）は，「あ
なたの言葉で，あなたの声で，あなたが目
指すことを，胸をはって語りなさい」と述
べています。コッターは，リーダーシップ
に求められるのは「非常に基本的だが，つ
いつい見過ごされがちな人間関係上の必要
性，価値観，感情などに訴えかけ，モチベー
ションとエンパワメントを推し進める。そ
して人心を統合する」こととしています。
前回（本誌Vol.29，No.５）触れましたが，
職務遂行能力に求められるのは，IQ（In

telligenceQuotient：知能指数）より

もEI（EmotionalIntelligence：心の知

能指数）だと言われるのは，こういったこ

とからなのです。
　将来に求められる看護師を育成し，備え
る。それは主任看護師１人の力でするので
はなく，チームメンバーが理解して納得
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し，自ら向かうことができるように人の心
に働きかけるのです。
　では，どうやって働きかければよいので
しょうか。

リーダーシップの機能

IQよりEI
　多くのスタッフの中から次世代のリーダー
としての潜在性を予測できる指標がEIだと
言われています。リーダーには，もちろん
看護の知識と技術は不可欠ですが，看護の
知識と技術があればリーダーになれるわけ
ではないのです。
　では，EIは何で構成されるのでしょう
か。ステファン・ロビンス（Stephen P. 
Robbins）は次の５項目だとしています。

●①自分の心の動きを認識できる自己分
析力

●②自分の感情や欲求をコントロールで
きるセルフマネジメント力
●③挫折や失敗をしてもあきらめない自
己動機付け

●④他者の心の動きを感じ取れる共感力
●⑤他者の心の動きに合わせたり，対応

できたりする社会的スキル

　皆さんのこれまでの経験の中で「あんな
先輩になりたい」と記憶に残る看護師を思
い出してください。さまざまな研修を受け
て知識が豊富で分析力が高く，未来を見据
えた展望を持って次々とアイデアを出す人
にも憧れるでしょう。しかし，その先輩が
自分のできることを他者ができない時に

「なぜできないの」ととがめたり，自分の
失敗を棚に上げて「そんなことで落ち込ん

でどうするのよ」と叱責したり，感情に任
せて振る舞ったりしているとすれば，憧れ
ることができるでしょうか。その先輩が掲
げたアイデアに「この人に付いていきた
い」と思えるでしょうか。リーダーとして
成功している要因を一流のリーダーと平均
的なリーダーを比較すると，その違いの原
因の90％が基本的な知性ではなくEIの要素
だという研究データが出ているそうです。

誰がリーダーシップを発揮するのか
　ドラッカーはリーダーの要件について，

「地位や特権ではなく，責任とみることで
ある。優れたリーダーは，常に厳しい。事
がうまくいかないとき（中略）その失敗を
人のせいにしない」，そして「リーダーの
最も基本的な条件はフォロワーが居ること
だ」としています。リーダーシップは，役
職に就いている人やリーダーと呼ばれる人
だけが発揮するものではなく，メンバーそ
れぞれが発揮するものです。
　フォロワーシップという言葉もあります。
これはリーダーを補佐する機能です。メン
バーにはこのフォロワーシップも求められ
ますが，リーダーと同等に組織のビジョン
達成に向けて自らも時にはリーダーシップ
を発揮する必要があるのです。
　例えば，専門看護師や認定看護師，得意
な分野を持った看護師は，役職に就いてい
なくても，時にはその分野のリーダーとし
て上司を引っ張ったり，支えたりします。
私は，組織の課題達成に向けて何かを考え
なければならない時や自分の不得意分野に
取り組まなければならない時などは，その
分野に長けた看護師に支援を求めます。私
がかなり大まかでぼやけた言葉で伝えても，

リーダーシップの機能
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的確な言葉にしてくれるので，「そう，そ
れ！　それが言葉にできなかったのよ」と
感謝したり，具体的な計画や案をいくつか
提示してもらえることに「さすがだな」と
感動したりします。こういった時は，その
看護師が私を支えるリーダーシップを発揮
してくれているのです。私は「その方向で
みんなを引っ張っていってほしい。私がす
ることがあったら，いつでも教えて」とお
願いします。
　実は私自身が今日も，最新の知識と技術
を教えてもらったところです。その時の認
定看護師は，「私はまだまだ未熟です。知
らないことが多いです。もっと学ばなけれ
ばならないと思います」と話していました。
教えてもらったことに対しても感謝してい
ますが，看護師として前進しようとするそ
の言葉にも先輩として感謝の気持ちでいっ
ぱいでした。思えば，これまでどれだけの
人たちに支えてもらってきたか。執筆しな
がら多くの人の顔が浮かんできます。
　リーダーシップは組織の誰もが発揮する
ものであり，時にはその対象は上司でもあ
り得るのです。
　余談ですが，メンバーとフォロワーは異
なります。例えば，ジャニーズ事務所の

「嵐」のメンバーは何人ですか。答えは５人
ですよね。リーダーは誰ですか。大野君で
すよね。とすれば，メンバーとはリーダー
を含むわけです。一方，フォロワーとは，
目的達成のためにリーダーを支援する人た
ちのことなので，松本君，二宮君，相葉君，
櫻井君（順不同）になります。つまり，ド
ラッカーの言うリーダーの最も基本的な条
件として，「組織の目的を達成するために
リーダーであるあなたを支援する人が居

る」ということになります。リーダーであ
る大野君を他の４人がフォロワーとして支
えているのかは “知らんけど”。
　リーダーシップの学習では，メンバー
シップ，そしてフォロワーシップについて
学ぶことをお勧めします。

リーダーシップスタイル

状況によって
リーダーシップスタイルを変える
　状況対応型リーダーシップ論という理論
があります。1977年にケネス・ブランチャー
ド（Kenneth H. Blanchard）とポール・
ハーシー（Paul Hersey）によって考案され
たもので，リーダーシップは状況に応じて
異なるべきであるとしています。状況対応
型リーダーシップ理論（SLT：Situational 
Leadership Theory）とも表記されます。
　また，パス・ゴール理論（Pathgoal the
o ry of Leadership）では，リーダーの職
務はフォロワーの目標達成を支援すること
であり，フォロワーの目標が組織の目標と
矛盾しないように方向性を示し，サポート
することだと考えます。パス・ゴール理論
では，リーダーはフォロワーに明確にパス
を渡して職務上のゴールに近づきやすくし，
その過程の落とし穴を減らしてフォロワーの
負担を軽くするというもので，ロバート・ハ
ウス（Robert House）のモチベーション
理論の中の期待理論を応用し，リーダーシッ
プを次の４つのスタイルに分類しています。
　４つのスタイルを紹介する前に，少しだ
け期待理論を紹介します。期待理論は，人
や組織が動機づけられるためには，①魅力
的な報酬，②明確な目標，③必要十分な戦

リーダーシップスタイル
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略の３条件が必要であるとする考え方です。
つまり，行動を起こすことにより目標が実
現し，魅力的な報酬を得ることができると
いう一連の連鎖によってモチベーションが
発生すると言われています。パス・ゴール
理論はこの期待理論を用いて，「環境条件
に適合したリーダーシップ行動パターンを
実行できているかを確認するには，①目標
を明示して情報を共有できているか，②目
標実現のための必要十分な戦略を共有でき
ているか，③目標を実現する意義や，その
成果がもたらす魅力を共有できているか，
を判定すればよい」としています。
　さて，リーダーシップの４つのスタイル
は次のとおりです。

①指示型リーダーシップ

　フォロワーに何を期待しているのか
を明確に伝え，作業スケジュールを
設定して職務達成方法を具体的に指
示する。
②支援型リーダーシップ

　フォロワーのアイデアを尊重し，
ニーズに気遣いを示す。

③参加型リーダーシップ

　決定の前にフォロワーと相談し，そ
の提案を生かした決断をする。
④達成志向型リーダーシップ

　容易に達成きでない目標を設定し，
フォロワーが全力を尽くすことを期
待する。

　研修では，これらのリーダーシップスタ
イルを画面に出して，自身がどのスタイル
かを考えてもらいます。多くの人は支援型
か参加型であり，指示型や達成志向型では
ないと思っているようです。病院単位の研
修では，互いに自分が思うリーダーシップ
スタイルを隣の人と話し合ってもらうので
すが，自分が思っているのと他者が思って
いるのとは異なることがあります。会話か
らは，指示型は上から目線のようで印象が
よくないようです。しかし，ここで言う
リーダーシップスタイルの４パターンが示
唆していることは，リーダーはすべてのス
タイルを獲得し，時によってそのスタイル
を変える技術を持つ必要があるということ
なのです（図）。

図 リーダーの行動スタイルと影響を与える要素

INVENIO：INVENIO LEADERSHIP INSIGHT，パス・ゴール理論

リーダーの行動
•指示型
•支援型
•参加型
•達成志向型

目標達成
•報酬
•満足感

動機付け

メンバー要因
•認識能力　•経験
•自立性

職場要因
•業務内容　•権限体系
•チームワーク
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指示型リーダーシップが 
効果を発揮する場面
　例えば，指示型が最も効果を発揮するの
は，新人に業務などの指導をする時です。
どのようにすれば円滑に業務を進めること
ができるか分からないスタッフに対しては，
明確な道筋を示すことで安心感を与え，信頼
を得ることができるでしょう。反対に，「自
分で考えてみて」と自主性を求めても，困っ
て緊張し，身動きができなくなるでしょう。
　また，チームの中で実質的な対立があっ
て意見がまとまらない時や緊急事態で迅速
な対応が必要な時は，明確な指示を出すこ
とが重要になるでしょう。さらには，フォ
ロワーに自立性が不足していて，統制して
くれるのを待っている時にも，この指示型
アプローチが必要になります。
　指示型リーダーシップは，決して上から
目線のスタイルではないのです。

支援型リーダーシップが 
効果を発揮する場面
　支援型リーダーシップは，指示命令系統
がはっきりしていて，業務がルーティンワー
クである場合に効果を発揮します。日々の
業務に変化がなく，“慣れ” で動ける職場で
は，仕事のそのものの面白みが薄れてしま
いがちです。そこで，リーダーは患者や家
族の反応を伝えたりしながら，看護の醍醐
味や役割の大きさなどを語り，看護の質が
向上する環境を整えます。ある程度経験の
あるフォロワーには，細かなことに口を出さ
ずに見守って支える支援が必要です。そのた
め，常にフォロワーの習熟度やモチベーショ
ンの状況に気を配ることが求められます。

参加型リーダーシップが 
効果を発揮する場面
　参加型リーダーシップでは，フォロワー
に意見を求めたりします。このスタイルが
有効なのは，フォロワーが業務への参加意
欲と自立性が高い場合です。そして，意見
を出せるだけの経験とスキルを持っている
時です。中堅からベテランの看護師，スペ
シャリストなどが当てはまるでしょう。何
か新しいことを始める時，あるいは課題に
取り組まなければならない時に，意見を求
め尊重していくと，モチベーションの向上
につながります。

達成志向型リーダーシップが 
効果を発揮する場面
　達成志向型リーダーシップが有効なのは，
業務遂行の方法が不明確で難題であり，
フォロワーが課題を達成できる能力を秘め
ており，フォロワーが業務遂行に対して意
欲的で自立的であるという３つの要素がそ
ろっている時です。例えば，新しいシステ
ムの立ち上げなどのプロジェクトの企画運
営を任せる場合です。リーダーは細かいこ
とには口を出さず，過程や結果を評価し，
フォロワーが成果を出せるように意見を伝
えるのみにとどめます。
　私がこのスタイルを取る時には，その
チームに「報告・相談のタイミングを常に
意識しておいてください」と伝えていま
す。これまでの経験において，任せたプロ
ジェクトが動く過程の中で本来の目的から
ずれていることに気づかず企画書を持って
きた際，チームが費やした時間と努力を考
えると，ずれているということでモチベー
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ションが下がるであろうと思い，かける言
葉に悩んだことがあったからです。要所要
所で途中経過の報告があれば，その都度小
さなずれを修正することができ，チームメ
ンバーの成果を高く評価できることになり
ます。今でも，業務を任せる時には，「お
かしいな」と思った時や「これでいいのか
な」と思った時には相談に来てほしいと伝
え，報告・連絡・相談のタイミングを獲得
できるようにしています。

＊　＊　＊
　このように，リーダーシップについての
現代的アプローチでは，フォロワーの視点
が理論に組み込まれ，フォロワーの能力発

揮，創造性を促すリーダーシップのあり方
が摸索されるようになったのです。
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