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はじめに
　看護部にとって中間管理職である看護主任（以下，主任）は，組織の実践者であるミドルマネジャー

として重要な役割を担っています。主任の機能は，看護師長（以下，師長）の命を受けて，師長補

佐として管理運営の立場を理解し，円滑に職務を遂行することです。主任は病院組織においても，

現場と管理部門を結びつける重要な人財（人材）であり，主任の仕事に取り組む姿勢はスタッフの

意欲や職場の活気につながっていきます。

　「主任看護師自己評価ツール」（以下，本ツール）の目的は，主任への期待する役割を示しており，

機能評価の達成状況から，自分の強み・弱みを知り自己成長につなげることです。師長は，より実

践的なボトムアップの看護管理の基盤をつくり上げるために，本ツールを活用して自律した主任を

育成していくことを願います。主任には，新しく主任になって，どのように動いたらよいか迷った時，

主任として経験を積んでさらにレベルアップを図りたい時，行動基準として活用してもらいたいと

思います。

１．本ツールの使用方法
　本ツールは，主任の役割を中心に載せています。主任になった時は，評価表全体を眺めていただ

いて，これからの主任業務の参考にしていただければと思います。そして，次に評価表の各項目を

チェックした後，できていない部分を “何とかしなきゃ” と焦らないでください。できていない部

分ばかりに目がいってしまうと，モチベーションが上がらず意欲の低下に結びついてしまいます。

また，自信がないと自己評価が低めになる場合が多いので，他者評価を参考に自分を正当に評価し

ましょう。評価に謙虚さはいりません。できていることを正当に評価して，自分の強みと弱みを知

ることが大切です。自分の強みをさらに強化し，弱みは意識して日頃の業務を実践していきましょう。

　主任全体に低い項目は主任会や主任研修のテーマに挙げて学習や検討を行う，個人として強化し

たい項目は目標管理の個人目標に取り入れて達成していくと効果的です。主任経験５年を過ぎたこ

ろより，師長を目指し主任としてレベルアップに使用するのもよいでしょう。

　評価後，実践項目ごとにグラフ化（レーダーチャートがお勧め）し，評価が高い項目や低い項目，

自己と他者評価の解離などを可視化し，次の取り組みにつなげていきます。

　〈本ツールの活用〉

　１．初めての主任や経験の浅い主任は，これから行う主任業務の参考に

　２．正当に評価し自分の強みはより強化，弱みは意識して日常業務を実践！

　３．看護部としての活用。主任全体に低い項目は，主任会や会議で学習し検討

　４．目標管理の個人目標に取り入れ確実に達成

　５．目安として主任経験5年目以上は，師長を目指しレベルアップ

１）評価方法
　主任の自己評価は，中間評価として年度始めから半年後の９月，最終評価は年度末の２月に行い

ます。他者評価は，所属師長が年度末に行い，備考欄に努力を要する点や自己評価と異なる点など

自由に記入します。

　本ツールは，主任１年目から４年目は「色なし枠」を中心に取り組み，主任５年目以上は「黄色枠」

も含めて全体に取り組み，看護部や病院の重要な中間管理職として役割を担っていくための “すべ

きこと” “果たす役割” の目安にしてほしいと思います。

２）評価尺度
　５：達成できている

　４：ほぼ達成できている

　３：どちらでもない

　２：あまり達成できていない（コメント記入）

　１：達成できていない（コメント記入）

　／：該当なし

３）フィードバック
　所属師長は，主任に他者評価を行った後，本ツールを基に面接し，フィードバックします。面接では，

主任の強みを今後さらに活かすこと，弱みを克服する手立てを共に考え助言を行います。

２．主任に必要な役割
　主任の役割は，多くの施設で師長の補佐・代行といった管理的役割と部下の育成・支援・指導等

の役割モデルとしての看護実践者に大きく分けられます。主任は，師長の命を受けて，師長補佐と

して管理運営の立場を理解し，円滑に職務を遂行することが大切です。

１）管理的役割
　主任は管理的役割を行う上で，病院・看護部の理念・方針を理解し，師長の職務についても理解

している必要があります。また，病院・看護部の方針を受けて，部署の目標達成のために自分の言

葉でスタッフに「目指すもの」などを説明し共に実践していくことが大切です。

　具体的な役割としては，師長と同様の視点で職場運営を行い，補佐・代行を行うこと，病院・看

護部の理念や基本方針を理解し自分の言葉でスタッフに説明すること，師長の意思決定事項をスタッ

フに浸透させて反応を確認すること，部署の問題を抽出し解決に取り組むことが必要です。

２）看護実践者
　主任は，後輩のロールモデルとなることを意識して，確実な知識を持ち，多職種とかかわりながら，

患者への対応などを行っていく必要があります。具体的には，看護実践者としては，スタッフの育成・

指導・支援を行い共に活動すること，日々の看護実践を通して後輩の良き役割モデル（ロールモデル）

となり，臨床現場で患者にとってより良い看護実践を推進していくこと，スタッフが安全で働きや

すい職場環境を整えることです。

３）師長とスタッフのクッション的役割
　主任の最も重要な役割は，師長とスタッフのクッション的役割と考えています。主任は，師長サ

イドに立った管理的役割とスタッフサイドに立った実践者です。係長はスタッフとメンバー業務や

夜勤を共に行う身近な存在であり，現場のことをよく理解しているため，管理と実践を結ぶ重要な

存在です。スタッフの相談や考えに耳を傾け，そしてスタッフのライフサイクルにも理解を示す態

度が大切です。患者やスタッフの管理上必要な情報は師長に提供し，問題は共に考えていく姿勢が

大切です。師長とは意図的にコミュニケーションをとり，情報と価値を共有し良好な人間関係を築

いていくことが重要です。師長・係長のミーティングは，１カ月に一度以上行う必要があると考え

ます。

３．本ツール作成の経緯
　旭川赤十字病院において，従来使用していた「係長（主任と同等）機能評価ツール」は，実践（業務，

患者），管理（人材，労務，安全，会議・委員会），教育，救護に分かれていました。

　2015 年に日本赤十字社より，医療施設の「看護管理者」職務記述書が提示されました。構成は

職位別（看護部長・看護副部長・師長・看護係長）にそれぞれ職務の概要である役割，期待される成果，

主な職務内容が示されています。職務内容は，役割を果たすための成果領域として「理念・目標」「医療・

看護の質」「人的資源」「経営参画」「効率」「地域社会と連携」「組織文化」「倫理」「研究」「危機管理」「赤

十字」の 11領域から構成されています。

　当院も赤十字の医療施設として，「看護管理者」職務記述書を基に，従来の係長機能評価ツールの

評価項目を見直し 2018年に改訂しました。

　職務記述書に記述されている看護係長に期待する役割は以下の５点です。　　

　〈看護係長に期待する役割〉　　　　　　

　①看護部門の理念・方針を理解し，看護部門の運営に協力する。

　②師長を補佐し，看護単位の目標を達成するために，質の高い看護サービスを継続的に実践する。

　③師長の権限と責任を理解し，師長不在時その職務を代行する。

　④病院の理念・方針を理解し，病院経営に協力する。

　⑤赤十字の理念を理解し，赤十字事業を推進する。
日本赤十字社医療施設の「看護管理者」職務記述書より引用　

４．本ツールの概要　
１）構成
　本ツールは，上述した「看護管理者」職務記述書の職務内容である役割を果たすための成果領域

の 11領域を６つのカテゴリーに分けています。

　カテゴリーは，「Ⅰ．目標管理」「Ⅱ．人材育成」「Ⅲ．労務」「Ⅳ．安全」「Ⅴ．コミュニケーション」「Ⅵ．

看護実践」と見出しをつけ，見出しⅠ～Ⅳが主任の管理的役割，見出しⅤが師長とスタッフのクッショ

ン的役割，見出しⅥが看護実践者として構成しています。

　今回，一般施設用のツールとしての活用をイメージし，「赤十字」の領域を外して提示しました。

２）期待される成果
　主任の経験別に期待することを区別しました。主任５年目以上のベテランに期待することは黄色

の塗りつぶし枠，新主任・２～４年目に期待することは塗りつぶしがない枠にして区別しています。

しかし，経験の浅い主任も，黄色枠のベテラン主任に期待されている項目は無関係ではなく，積極

的に参加していく姿勢が大切です。

Ⅰ．目標管理

項目１．看護部門の目標達成を看護師長と共に部署の目標を策定し達成する。

　主任は管理的役割を行う上で，病院・看護部の理念・方針を理解し，部署の目標達成のため

にスタッフに説明し共に実践していくことが必要です。師長と共に部署の方針・目標を策定し，

評価，改善策まで検討します。また，主任として部署カンファレンス・係活動・看護部の委員

会活動などに参加すること，日常の業務量を把握し限られた条件の中で効率的に質の高いケア

を提供できる人員配置を行っていくことが大切です。

項目２．病院・看護部門の運営状況を理解し協力する。

　看護部門は病院の中で最も多くの職員が属する部門です。看護管理者の「経営参画」は，ベッ

ド運用も含め重要な役割です。病院・看護部の運営状況を理解し，病院の方針に従って協力し

ていくこと，医療・保健・福祉の動向を把握して部署の運営に協力することが必要です。主任

の経験年数と共に，部署の運営に対して提案・提言できることを期待します。ベッドを効率的

に運用するためには，入退院状況，入院患者の重症度，医療・看護必要度などを十分に把握し

ている必要があります。

Ⅱ．人材育成

項目１．看護師長と共に部署の人的資源を有効に活用する。

　職員を人的資源として管理していくのは，看護管理者として重要な課題です。看護実践を通

して，患者・家族の満足が得られると同時に，看護師が専門職として活き活きと仕事ができる

勤務体制や看護方式を検討することが必要です。主任の経験年数と共に，看護師の確保や定着

への協力，昇進者などの推薦，リーダーの育成などにかかわっていくことが必要です。

項目２．看護の質向上のため，看護職員の能力開発，教育的環境づくりに協力している。

　看護の質向上のためには，部署の教育・研修の計画・実施・評価が必須です。スタッフには，

院内外研修の機会を与えると同時に積極的に参加するよう働きかけることが大切です。

　職場内で，学会や研修会参加者による伝達講習会の開催など，お互い学び合い相互啓発がで

きる場の設定を行うことも必要です。新人教育は，プリセプターをサポートできるシステムや

部署異動者に対しても業務が円滑に遂行できているか確認し支援することが大切です。

項目３．看護師長と共に部署の倫理水準を継続的に高める。

　主任として倫理観を持ち，組織の倫理規定や看護職の倫理綱領を理解し，スタッフと読み合

わせを行い周知していくことが必要です。倫理的な問題を吸い上げ解決に向けて検討する機会

を持つことが必要です。

項目４．患者の人権が守られるよう指導している。

　患者への言葉遣いや態度など，人間としての尊厳を尊重し看護を実践することは看護職であ

れば必須です。患者の治療・検査・清拭や排せつ場面などで肌の露出を避けプライバシーの保護，

個人情報が洩れないための対策，興味本位で必要のないカルテを閲覧しないなどのスタッフ指

導が重要です。

項目５．看護師長と共に部署の職員が自己成長できるような組織文化を醸成する。

　職場の活性化，自分の考えを自由に表現できる開放的な職場づくりを推進しましょう。スタッ

フの意見を尊重し，対話する機会を設ける必要があります。具体的には，部署全体で看護観を

共有する場や自分を省みるリフレクション（内省）を行い，より良い行動に結び付けていくこ

とも効果的です。この時，話し手に対し傾聴の姿勢で否定せず，認める発言をすることが大切

です。スタッフの人間関係を把握し，時に看護業務に支障のないよう配慮することも必要です。

項目６．看護師長と共に部署の看護研究を推進する。

　部署の看護研究は，研究への参加から院内外で発表と段階的に経験できるシステムづくりが

必要です。主任は，積極的にスタッフにかかわり，研究的データを基に看護や業務改善につな

げていく成果を大切に推進していくことが大切です。

Ⅲ．労務

項目１．労務管理に関する法令，就業規則を守るよう指導している。

　労務管理に関する法令の所在を確認し，就業規則に準じて勤務時間や休憩時間を守るようス

タッフ指導が大切です。毎日の業務が時間内に終了しない場合には，原因を調査し改善に向け

て業務内容を整理する必要があります。

項目２．健康管理を行い，心身共に健康な状態で勤務できるよう指導している。

　スタッフの話を聞き心身の状態を把握し助言を行います。勤務に支障がある場合は師長に報

告しましょう。

Ⅳ．安全

項目１．看護師長と共に部署の危機管理体制を機能させる。

　日頃から部署に起こり得るリスクを予測し，発生した場合の手順や報告体制などの周知や災

害や停電などの実動訓練を実施し，いざという時に迅速に対応できるようにしておくことが重

要です。　　

項目２．職員や職場の感染管理および医療廃棄物等の安全な処理方法を指導している。

　各マニュアルに基づいて，感染対策や医療廃棄物の取り扱いを守られるようスタッフ指導し

ていくことが重要です。施設・設備の破損や故障時は，速やかに報告・対処し，職員が安全お

よび快適に使用できるよう改善しましょう。

項目３．事故発生時の対応が適切にできるよう指導している。

　医療事故防止マニュアルは，チェックリストを定期的に実施することで周知に効果的です。

医療事故発生時の対応は，連絡・報告，患者家族への対応，正確な記録（正しい時間で経時記録）

ができるようスタッフに指導していきます。その後，事実確認を行い再発防止に向けてスタッ

フと共に検討します。

項目４．災害防止と発生時の対応策について指導している。

　災害時における連絡網が整備されているか確認し，最低年１回は訓練することが必要です。

Ⅴ．コミュニケーション

項目１．看護師長とスタッフのクッション的役割を担う。

　師長・主任会議を最低でも月１回開催し，情報交換や積極的にコミュニケーションを図るこ

とが大切です。一方で，スタッフの苦情や不安，提案などを聴く姿勢を持って，情報収集を行

い助言します。

項目２．看護職員および多職種との人間関係の調整を図っている。

　主任会議や看護部委員会活動は，積極的に参加し相互啓発の場にしましょう。また，医師を

はじめ多職種の役割や立場を理解し，日頃からコミュニケーションを図り，協力が得られるよ

うに調整していくことが大切です。

Ⅵ．看護実践

項目１．質の高い医療・看護を実践する。

　看護体制は，患者のニーズに対応し，24 時間通して質の高いケアを提供していくことを考え

決定しなければなりません。患者の状況を把握した上で看護要員の経験年数や看護職としての

熟練度を考慮し，業務量の多い時間帯に人員を多く配置できるようシフトの見直しも考慮しま

す。質の高いケアを実践するためには，看護基準や手順をスタッフが活用できるよう整備し，

指導していくことが大切です。主任の経験を積むに従い，多職種と協働してチームでケアを実

践していくことも必要です。

項目２．適切な看護記録が記載できるようスタッフ指導している。

　看護過程に沿って，計画・実践・評価・修正の記録が記載されているか，急変時の記録は継

時的に記載されているかなどを監査しスタッフに指導していきます。記録は時間外勤務につな

がるケースが多いので，効率良く記録する検討も行う必要があります。

項目３．患者が安心安全に療養できるよう支援する。

　患者の状態を把握し，ニーズに合った看護ケアが実践できているかスタッフ指導を行ってい

きます。患者を訪問して，緊急入院時は患者も家族の不安が大きいこと，終末期は人生最後の

時であることを踏まえて，一人ひとりに声かけすることが重要です。

項目４．患者が継続した看護・介護が受けられるよう関連部門・地域との連携を実践する。

　医療と介護を一体化した地域包括ケアシステムが推進されている中，地域との連携は大変重

要です。自施設の役割を理解し，患者・家族に合わせて社会資源の活用や退院支援を推進して

いきます。継続看護を行うために，看護要約や転院書は外来で活用できるように継続事項を明

確に記載し，転院や施設に退院する場合は看護職でなくとも理解できるように記載していくこ

とが必要です。

項目５．看護師長と共に部署の資源を効果的・効率的に活用する。

　患者数，入退院数，重症者などの部署の状況や業務量を把握し，配置された人員で効果的・

効率的に看護業務を行えるよう検討し実践していきます。医療機器や備品などの資源を有効活

用し，スタッフの時間管理も行っていくことが重要です。

おわりに
　今回，一般病院で活用していただけるように改変した本ツールを紹介し，簡単ですが内容紹介と

使用法を説明させていただきました。実際には当院看護部では，本ツールと同様の「機能評価」と

今回提示していないコミュニケーションやリーダーシップなどの管理職全般にかかわる「能力評価」

を行い自己成長につなげています。主任が役割を理解し実践していくことで，職場に活気が出ます。

今後，本ツールを活用していただけましたら幸いです。
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はじめに
　看護部にとって中間管理職である看護主任（以下，主任）は，組織の実践者であるミドルマネジャー

として重要な役割を担っています。主任の機能は，看護師長（以下，師長）の命を受けて，師長補

佐として管理運営の立場を理解し，円滑に職務を遂行することです。主任は病院組織においても，

現場と管理部門を結びつける重要な人財（人材）であり，主任の仕事に取り組む姿勢はスタッフの

意欲や職場の活気につながっていきます。

　「主任看護師自己評価ツール」（以下，本ツール）の目的は，主任への期待する役割を示しており，

機能評価の達成状況から，自分の強み・弱みを知り自己成長につなげることです。師長は，より実

践的なボトムアップの看護管理の基盤をつくり上げるために，本ツールを活用して自律した主任を

育成していくことを願います。主任には，新しく主任になって，どのように動いたらよいか迷った時，

主任として経験を積んでさらにレベルアップを図りたい時，行動基準として活用してもらいたいと

思います。

１．本ツールの使用方法
　本ツールは，主任の役割を中心に載せています。主任になった時は，評価表全体を眺めていただ

いて，これからの主任業務の参考にしていただければと思います。そして，次に評価表の各項目を

チェックした後，できていない部分を “何とかしなきゃ” と焦らないでください。できていない部

分ばかりに目がいってしまうと，モチベーションが上がらず意欲の低下に結びついてしまいます。

また，自信がないと自己評価が低めになる場合が多いので，他者評価を参考に自分を正当に評価し

ましょう。評価に謙虚さはいりません。できていることを正当に評価して，自分の強みと弱みを知

ることが大切です。自分の強みをさらに強化し，弱みは意識して日頃の業務を実践していきましょう。

　主任全体に低い項目は主任会や主任研修のテーマに挙げて学習や検討を行う，個人として強化し

たい項目は目標管理の個人目標に取り入れて達成していくと効果的です。主任経験５年を過ぎたこ

ろより，師長を目指し主任としてレベルアップに使用するのもよいでしょう。

　評価後，実践項目ごとにグラフ化（レーダーチャートがお勧め）し，評価が高い項目や低い項目，

自己と他者評価の解離などを可視化し，次の取り組みにつなげていきます。

　〈本ツールの活用〉

　１．初めての主任や経験の浅い主任は，これから行う主任業務の参考に

　２．正当に評価し自分の強みはより強化，弱みは意識して日常業務を実践！

　３．看護部としての活用。主任全体に低い項目は，主任会や会議で学習し検討

　４．目標管理の個人目標に取り入れ確実に達成

　５．目安として主任経験5年目以上は，師長を目指しレベルアップ

１）評価方法
　主任の自己評価は，中間評価として年度始めから半年後の９月，最終評価は年度末の２月に行い

ます。他者評価は，所属師長が年度末に行い，備考欄に努力を要する点や自己評価と異なる点など

自由に記入します。

　本ツールは，主任１年目から４年目は「色なし枠」を中心に取り組み，主任５年目以上は「黄色枠」

も含めて全体に取り組み，看護部や病院の重要な中間管理職として役割を担っていくための “すべ

きこと” “果たす役割” の目安にしてほしいと思います。

２）評価尺度
　５：達成できている

　４：ほぼ達成できている

　３：どちらでもない

　２：あまり達成できていない（コメント記入）

　１：達成できていない（コメント記入）

　／：該当なし

３）フィードバック
　所属師長は，主任に他者評価を行った後，本ツールを基に面接し，フィードバックします。面接では，

主任の強みを今後さらに活かすこと，弱みを克服する手立てを共に考え助言を行います。

２．主任に必要な役割
　主任の役割は，多くの施設で師長の補佐・代行といった管理的役割と部下の育成・支援・指導等

の役割モデルとしての看護実践者に大きく分けられます。主任は，師長の命を受けて，師長補佐と

して管理運営の立場を理解し，円滑に職務を遂行することが大切です。

１）管理的役割
　主任は管理的役割を行う上で，病院・看護部の理念・方針を理解し，師長の職務についても理解

している必要があります。また，病院・看護部の方針を受けて，部署の目標達成のために自分の言

葉でスタッフに「目指すもの」などを説明し共に実践していくことが大切です。

　具体的な役割としては，師長と同様の視点で職場運営を行い，補佐・代行を行うこと，病院・看

護部の理念や基本方針を理解し自分の言葉でスタッフに説明すること，師長の意思決定事項をスタッ

フに浸透させて反応を確認すること，部署の問題を抽出し解決に取り組むことが必要です。

２）看護実践者
　主任は，後輩のロールモデルとなることを意識して，確実な知識を持ち，多職種とかかわりながら，

患者への対応などを行っていく必要があります。具体的には，看護実践者としては，スタッフの育成・

指導・支援を行い共に活動すること，日々の看護実践を通して後輩の良き役割モデル（ロールモデル）

となり，臨床現場で患者にとってより良い看護実践を推進していくこと，スタッフが安全で働きや

すい職場環境を整えることです。

３）師長とスタッフのクッション的役割
　主任の最も重要な役割は，師長とスタッフのクッション的役割と考えています。主任は，師長サ

イドに立った管理的役割とスタッフサイドに立った実践者です。係長はスタッフとメンバー業務や

夜勤を共に行う身近な存在であり，現場のことをよく理解しているため，管理と実践を結ぶ重要な

存在です。スタッフの相談や考えに耳を傾け，そしてスタッフのライフサイクルにも理解を示す態

度が大切です。患者やスタッフの管理上必要な情報は師長に提供し，問題は共に考えていく姿勢が

大切です。師長とは意図的にコミュニケーションをとり，情報と価値を共有し良好な人間関係を築

いていくことが重要です。師長・係長のミーティングは，１カ月に一度以上行う必要があると考え

ます。

３．本ツール作成の経緯
　旭川赤十字病院において，従来使用していた「係長（主任と同等）機能評価ツール」は，実践（業務，

患者），管理（人材，労務，安全，会議・委員会），教育，救護に分かれていました。

　2015 年に日本赤十字社より，医療施設の「看護管理者」職務記述書が提示されました。構成は

職位別（看護部長・看護副部長・師長・看護係長）にそれぞれ職務の概要である役割，期待される成果，

主な職務内容が示されています。職務内容は，役割を果たすための成果領域として「理念・目標」「医療・

看護の質」「人的資源」「経営参画」「効率」「地域社会と連携」「組織文化」「倫理」「研究」「危機管理」「赤

十字」の 11領域から構成されています。

　当院も赤十字の医療施設として，「看護管理者」職務記述書を基に，従来の係長機能評価ツールの

評価項目を見直し 2018年に改訂しました。

　職務記述書に記述されている看護係長に期待する役割は以下の５点です。　　

　〈看護係長に期待する役割〉　　　　　　

　①看護部門の理念・方針を理解し，看護部門の運営に協力する。

　②師長を補佐し，看護単位の目標を達成するために，質の高い看護サービスを継続的に実践する。

　③師長の権限と責任を理解し，師長不在時その職務を代行する。

　④病院の理念・方針を理解し，病院経営に協力する。

　⑤赤十字の理念を理解し，赤十字事業を推進する。
日本赤十字社医療施設の「看護管理者」職務記述書より引用　

４．本ツールの概要　
１）構成
　本ツールは，上述した「看護管理者」職務記述書の職務内容である役割を果たすための成果領域

の 11領域を６つのカテゴリーに分けています。

　カテゴリーは，「Ⅰ．目標管理」「Ⅱ．人材育成」「Ⅲ．労務」「Ⅳ．安全」「Ⅴ．コミュニケーション」「Ⅵ．

看護実践」と見出しをつけ，見出しⅠ～Ⅳが主任の管理的役割，見出しⅤが師長とスタッフのクッショ

ン的役割，見出しⅥが看護実践者として構成しています。

　今回，一般施設用のツールとしての活用をイメージし，「赤十字」の領域を外して提示しました。

２）期待される成果
　主任の経験別に期待することを区別しました。主任５年目以上のベテランに期待することは黄色

の塗りつぶし枠，新主任・２～４年目に期待することは塗りつぶしがない枠にして区別しています。

しかし，経験の浅い主任も，黄色枠のベテラン主任に期待されている項目は無関係ではなく，積極

的に参加していく姿勢が大切です。

Ⅰ．目標管理

項目１．看護部門の目標達成を看護師長と共に部署の目標を策定し達成する。

　主任は管理的役割を行う上で，病院・看護部の理念・方針を理解し，部署の目標達成のため

にスタッフに説明し共に実践していくことが必要です。師長と共に部署の方針・目標を策定し，

評価，改善策まで検討します。また，主任として部署カンファレンス・係活動・看護部の委員

会活動などに参加すること，日常の業務量を把握し限られた条件の中で効率的に質の高いケア

を提供できる人員配置を行っていくことが大切です。

項目２．病院・看護部門の運営状況を理解し協力する。

　看護部門は病院の中で最も多くの職員が属する部門です。看護管理者の「経営参画」は，ベッ

ド運用も含め重要な役割です。病院・看護部の運営状況を理解し，病院の方針に従って協力し

ていくこと，医療・保健・福祉の動向を把握して部署の運営に協力することが必要です。主任

の経験年数と共に，部署の運営に対して提案・提言できることを期待します。ベッドを効率的

に運用するためには，入退院状況，入院患者の重症度，医療・看護必要度などを十分に把握し

ている必要があります。

Ⅱ．人材育成

項目１．看護師長と共に部署の人的資源を有効に活用する。

　職員を人的資源として管理していくのは，看護管理者として重要な課題です。看護実践を通

して，患者・家族の満足が得られると同時に，看護師が専門職として活き活きと仕事ができる

勤務体制や看護方式を検討することが必要です。主任の経験年数と共に，看護師の確保や定着

への協力，昇進者などの推薦，リーダーの育成などにかかわっていくことが必要です。

項目２．看護の質向上のため，看護職員の能力開発，教育的環境づくりに協力している。

　看護の質向上のためには，部署の教育・研修の計画・実施・評価が必須です。スタッフには，

院内外研修の機会を与えると同時に積極的に参加するよう働きかけることが大切です。

　職場内で，学会や研修会参加者による伝達講習会の開催など，お互い学び合い相互啓発がで

きる場の設定を行うことも必要です。新人教育は，プリセプターをサポートできるシステムや

部署異動者に対しても業務が円滑に遂行できているか確認し支援することが大切です。

項目３．看護師長と共に部署の倫理水準を継続的に高める。

　主任として倫理観を持ち，組織の倫理規定や看護職の倫理綱領を理解し，スタッフと読み合

わせを行い周知していくことが必要です。倫理的な問題を吸い上げ解決に向けて検討する機会

を持つことが必要です。

項目４．患者の人権が守られるよう指導している。

　患者への言葉遣いや態度など，人間としての尊厳を尊重し看護を実践することは看護職であ

れば必須です。患者の治療・検査・清拭や排せつ場面などで肌の露出を避けプライバシーの保護，

個人情報が洩れないための対策，興味本位で必要のないカルテを閲覧しないなどのスタッフ指

導が重要です。

項目５．看護師長と共に部署の職員が自己成長できるような組織文化を醸成する。

　職場の活性化，自分の考えを自由に表現できる開放的な職場づくりを推進しましょう。スタッ

フの意見を尊重し，対話する機会を設ける必要があります。具体的には，部署全体で看護観を

共有する場や自分を省みるリフレクション（内省）を行い，より良い行動に結び付けていくこ

とも効果的です。この時，話し手に対し傾聴の姿勢で否定せず，認める発言をすることが大切

です。スタッフの人間関係を把握し，時に看護業務に支障のないよう配慮することも必要です。

項目６．看護師長と共に部署の看護研究を推進する。

　部署の看護研究は，研究への参加から院内外で発表と段階的に経験できるシステムづくりが

必要です。主任は，積極的にスタッフにかかわり，研究的データを基に看護や業務改善につな

げていく成果を大切に推進していくことが大切です。

Ⅲ．労務

項目１．労務管理に関する法令，就業規則を守るよう指導している。

　労務管理に関する法令の所在を確認し，就業規則に準じて勤務時間や休憩時間を守るようス

タッフ指導が大切です。毎日の業務が時間内に終了しない場合には，原因を調査し改善に向け

て業務内容を整理する必要があります。

項目２．健康管理を行い，心身共に健康な状態で勤務できるよう指導している。

　スタッフの話を聞き心身の状態を把握し助言を行います。勤務に支障がある場合は師長に報

告しましょう。

Ⅳ．安全

項目１．看護師長と共に部署の危機管理体制を機能させる。

　日頃から部署に起こり得るリスクを予測し，発生した場合の手順や報告体制などの周知や災

害や停電などの実動訓練を実施し，いざという時に迅速に対応できるようにしておくことが重

要です。　　

項目２．職員や職場の感染管理および医療廃棄物等の安全な処理方法を指導している。

　各マニュアルに基づいて，感染対策や医療廃棄物の取り扱いを守られるようスタッフ指導し

ていくことが重要です。施設・設備の破損や故障時は，速やかに報告・対処し，職員が安全お

よび快適に使用できるよう改善しましょう。

項目３．事故発生時の対応が適切にできるよう指導している。

　医療事故防止マニュアルは，チェックリストを定期的に実施することで周知に効果的です。

医療事故発生時の対応は，連絡・報告，患者家族への対応，正確な記録（正しい時間で経時記録）

ができるようスタッフに指導していきます。その後，事実確認を行い再発防止に向けてスタッ

フと共に検討します。

項目４．災害防止と発生時の対応策について指導している。

　災害時における連絡網が整備されているか確認し，最低年１回は訓練することが必要です。

Ⅴ．コミュニケーション

項目１．看護師長とスタッフのクッション的役割を担う。

　師長・主任会議を最低でも月１回開催し，情報交換や積極的にコミュニケーションを図るこ

とが大切です。一方で，スタッフの苦情や不安，提案などを聴く姿勢を持って，情報収集を行

い助言します。

項目２．看護職員および多職種との人間関係の調整を図っている。

　主任会議や看護部委員会活動は，積極的に参加し相互啓発の場にしましょう。また，医師を

はじめ多職種の役割や立場を理解し，日頃からコミュニケーションを図り，協力が得られるよ

うに調整していくことが大切です。

Ⅵ．看護実践

項目１．質の高い医療・看護を実践する。

　看護体制は，患者のニーズに対応し，24 時間通して質の高いケアを提供していくことを考え

決定しなければなりません。患者の状況を把握した上で看護要員の経験年数や看護職としての

熟練度を考慮し，業務量の多い時間帯に人員を多く配置できるようシフトの見直しも考慮しま

す。質の高いケアを実践するためには，看護基準や手順をスタッフが活用できるよう整備し，

指導していくことが大切です。主任の経験を積むに従い，多職種と協働してチームでケアを実

践していくことも必要です。

項目２．適切な看護記録が記載できるようスタッフ指導している。

　看護過程に沿って，計画・実践・評価・修正の記録が記載されているか，急変時の記録は継

時的に記載されているかなどを監査しスタッフに指導していきます。記録は時間外勤務につな

がるケースが多いので，効率良く記録する検討も行う必要があります。

項目３．患者が安心安全に療養できるよう支援する。

　患者の状態を把握し，ニーズに合った看護ケアが実践できているかスタッフ指導を行ってい

きます。患者を訪問して，緊急入院時は患者も家族の不安が大きいこと，終末期は人生最後の

時であることを踏まえて，一人ひとりに声かけすることが重要です。

項目４．患者が継続した看護・介護が受けられるよう関連部門・地域との連携を実践する。

　医療と介護を一体化した地域包括ケアシステムが推進されている中，地域との連携は大変重

要です。自施設の役割を理解し，患者・家族に合わせて社会資源の活用や退院支援を推進して

いきます。継続看護を行うために，看護要約や転院書は外来で活用できるように継続事項を明

確に記載し，転院や施設に退院する場合は看護職でなくとも理解できるように記載していくこ

とが必要です。

項目５．看護師長と共に部署の資源を効果的・効率的に活用する。

　患者数，入退院数，重症者などの部署の状況や業務量を把握し，配置された人員で効果的・

効率的に看護業務を行えるよう検討し実践していきます。医療機器や備品などの資源を有効活

用し，スタッフの時間管理も行っていくことが重要です。

おわりに
　今回，一般病院で活用していただけるように改変した本ツールを紹介し，簡単ですが内容紹介と

使用法を説明させていただきました。実際には当院看護部では，本ツールと同様の「機能評価」と

今回提示していないコミュニケーションやリーダーシップなどの管理職全般にかかわる「能力評価」

を行い自己成長につなげています。主任が役割を理解し実践していくことで，職場に活気が出ます。

今後，本ツールを活用していただけましたら幸いです。
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年度

５　 : 達成できている

４　 : ほぼ達成できている

３　 : どちらでもない

２　 : あまり達成できていない（コメント記⼊）

１ 　: 達成できていない（コメント記⼊）
／ ︓ 該当なし

所属 ⽒名

＊　　旭川赤十字病院　係長評価ツールより引用

３．年度末に所属の看護師⻑は他者評価を⾏う。

　看護主任評価ツール

評価尺度

評価⽅法
１．上記の評価尺度を⽤いて9⽉（6ヶ⽉後）、2⽉（1年後）に
　　　⾃⼰評価を⾏う。
２．備考欄は努⼒を要する内容や、⾃⼰評価と異なる点等を
 　   ⾃由に記⼊する。
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Ⅰ．⽬標管理 他者
評価 備考

実践項⽬１．看護部⾨の⽬標達成を看護師⻑と共に部署の⽬標を策定し達成する。
① 看護師⻑と共に看護部⾨の理念・⽅針・⽬標に基づき、部署の⽅針・⽬標を策定している。

② 部署の⽅針・⽬標を部署の職員に周知している。

③ 部署の⽬標を達成するために職員を⽀援している。

④ 看護師⻑と共に⽬標達成度を定期的に評価し、改善策を検討している。

⑤ 看護部⾨の⽬標を達成するために、各種会議、委員会活動を⾏っている。

⑥ 部署の会議において看護師⻑と共に部署の問題点を明確にし、改善している。

⑦ 部署内の役割、業務分担を看護師⻑とともに明確にしている。

⑧ 看護師⻑とともに業務量に応じた⼈員配置をしている。

実践項⽬２．病院・看護部⾨の運営状況を理解し、協⼒する。
① 医療・保健・福祉の動向を把握し、部署の運営に参画している。

② 部署の運営に対して、提案・提⾔している。

③ 適正な病床管理に協⼒している。

④ 患者の状態や⼊退院状況を考慮し、看護師⻑と共にベッドを効率的に運⽤している。

Ⅱ．⼈材育成
他者
評価 備考

実践項⽬１．看護師⻑と共に部署の⼈的資源を有効に活⽤する。
① 看護師確保と定着に向けた取り組みに協⼒している。

② 看護実践を通して、勤務体制や看護⽅式の課題を挙げ、看護師⻑と共に検討している。

③ 看護師⻑と共に⼈事管理制度に則り、昇任者等を推薦している。

④ リーダーを育成している。

⑤ 専⾨分野で活動している看護師を⽀援している。

① 看護師⻑と共に部署の教育・研修を⽴案し、実施・評価している。

② 院内・院外の教育プログラムに積極的に参加するようスタッフに働きかけている。

③ 看護師⻑とともにスタッフの能⼒が開発できるような機会や役割を与えている。

④ 職員のキャリア開発を踏まえ、施設のキャリア開発ラダーに則り、OJT、Off-JTを推進している。

⑤ 部署の新⼈看護職員研修システムを実践している。

⑥ 新採⽤者や部署異動者が業務を円滑に遂⾏できるよう⽀援している。

⑦ 看護師⻑と共に看護職員個々の学習や相互開発への動機づけを⾏い、教育的な職場⾵⼟を推進している。

実践項⽬3．看護師⻑と共に部署の倫理⽔準を継続的に⾼める。
① 看護主任として個⼈・職業⼈としての倫理観を明確にしている。

② 組織の倫理規定、看護職の倫理綱領を職員に周知・徹底している。

③ 部署における倫理的問題を明確にし、解決に向けて⾏動している。

実践項⽬4．患者の⼈権が守られるよう指導している。
① 療養⽣活において、患者の⼈間としての尊厳を尊重し看護実践できるよう指導している。

② 医療（治療・看護・検査）の場で患者のプライバシーを守られるよう指導している。

③ 患者に関する情報の守秘義務を守るよう指導している。

主任機能評価表

理
念
・
⽬
標

経
営
参
画

⼈
的
資
源

実践項⽬２．看護の質向上のため、看護職員の能⼒開発、教育的環境づくりに協⼒している。

⾃⼰評価
9⽉　　2⽉

⾃⼰評価
9⽉　　2⽉

倫
理

NO.1
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