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各シートを拡大してプリントアウトしたり、コピーした
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評価基準の理解❸
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評価の基準項目 レ
課題の
理解

思考過程

論述能力

論点が課題に対応している
論旨が一貫している
専門用語や概念の解釈が適切である
事実や経験を概念化することができる
問題意識を持って批判的に考えることができる
先見性を持って変化への対応を考える
理論や概念を事実に適応し分析することができる
多面的な考察を総合して判断できる
今後の課題が主体的に選択できる
文章が明確で平易である
文章が論理的に構成されている
適切な日本語表現である



看護管理実践計画書の構成❼
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レはじめに
自組織の概要
目的・意義
現状分析
課題の明確化
戦略目標の立案
アクションプラン
実施・評価
まとめ
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使い方解説とレポート作成
４つのコツ（ULTRA®）
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ファースト・セカンドレベルにも役立つ！



ワークシートの使い方

　「合格レポート完成ワークシート」（以下，ワークシート）は，ULTRA® という「合格答案を書く

４段階のコツ」を実践しながら，ネタを書き込み，自然と合格レポートの構成ができてしまうよう

に設計されています。ULTRA® に従い，付属の PDF ファイル「合格レポート完成ワークシート」

の❶から❾までのシートを完成していくことによって，さまざまなタイプの要求に応じられます。

　その応用範囲は，とても広いです。認定看護管理者教育課程ファーストレベル・セカンドレベル

のレポートが完成するだけでなく，看護研究や学会に提出する論文，さらには看護管理実践計画書

の構成も，このワークシートの応用で完成することができます。

　たくさんのレポートを書く必要がある方は，ぜひワークシートを何枚もコピーして，拡大するな

ど使いやすい形にして，レポート・論文のたたき台にしてください。慣れてきたら，レポートを書

くことへの苦手意識が払拭されるばかりか，執筆が楽しくなってくるに違いありません。

ULTRA®で書く合格レポート

　では，何をどのようにワークシートに記入していけばよいか，そのプロセスである ULTRA® のタ

ネ明かしをしましょう。

　私は，「論理的なレポートの書き方」といったタイトルの日総研セミナーに登壇するようになって

15 年以上が経過します。また，日本看護協会神戸研修センターや各都道府県の看護協会，全国の病

院でも「論理的な問題解決力・表現力の養成」「わかりやすい文章の書き方」といった研修を 10 数

年にわたってファシリテートしてきました。

　その結果，全国の看護管理職の皆さんから「無事にファーストを修了できました」「セカンドレベ

ルのレポートは，自分でも不思議なくらいほとんどがＡ評価でした」「サードレベルの論文試験に合

格しました」といった喜びの声をいただくようになりました。

　セミナーや研修でお伝えしている「説得力のある文章の書き方」とは，ULTRA® というキーワー

ドによって示される作業工程，いわば「合格レポートを書くための王道」です。では，ULTRA® と

はどのようなプロセスなのでしょうか。端的に言うと ULTRA® は，文章の執筆における理解

（Understand），論理（Logic），整理（TRimming），表現（Action）という４段階の工程です（❶）。

TRimming（整理）の工程のみＴとＲの２文字で表します。

　なお，実際にレポートを執筆する時には，それぞれの工程が済んだかどうかを❶のチェック欄に

「レ」を記入しながら進めるとよいでしょう。

Understand から始める理由

　まず，執筆にとりかかる前に「何を書けばよいのか」（テーマと要素），「どう書けば合格になるのか」

（評価基準）など，レポートを提出する先が求めていることを理解する段階からスタートします。こ

が足りないから仕方がない』といった諦めの姿勢になっているので，これでは合格基準を満たして

いない」と気づいたら，問題解決の策を講じましょう。

Logic はレポートの中身を創る工程

　Understand の次には，書くべき内容（中身）をつくる工程である Logic（論理）に進みます。

論理の工程では，さまざまな「理（理由，根拠）」を探り，「私は……考える」という「論（意見・考え）」

を導きます。すなわち，「論」と「理」のワンセットを創るのが「論理」の工程なのです。

　例えば，先ほどの例題で考えてみると「自部署では……パート職員が……である（原因）。それゆえ，

……という解決すべき課題が生じている（結果＝課題）。それに対して，私は……といった解決策が

有効であると考える（論）。なぜなら……だから（理由）」という論理のセットを創って文章にすれば，

❸の評価基準の 11 番目にあった「文章が論理的に構成されている」といった条件をクリアするこ

とができます。

　論理を創るには，帰納法と演繹法の２つのアプローチがあります。１つ目が，与えられたテーマ

に関して具体的に生じている事実，現象を探るところから始める論理創りの過程「帰納法」です。

帰納法
　先の例題で考えてみると，「パート職員の方々がかかわっている看護サービス提供上の課題」につ

いて，自部署で生じている具体的な事例を想起します。次のような例を思い出すところからスター

トします。

　そういえば，先週患者様からこんなクレームがあった。「すでに入院まで飲んでいた薬の名前

はお薬手帳を見せて，看護師のＡさんに伝えました。なぜ，再び説明しなければならないのでしょ

うか」と。調べてみると，パート職員のＡさんは，勤務時間が終了したため，そのことを引き

継がずに帰ってしまったということだ。同じ内容のクレームが，同じくパートの看護師Ｂさん

担当の患者様からも寄せられている。

　このことから「パート職員は時間給で働いているためか，勤務時間を気にして職員間でしっかり

コミュニケーションを取らないこともある。その結果，患者様の満足度の低下（＝提供する看護サー

ビスの質の低下）を招くことがある」といったＡさんやＢさんに限定されない「パート職員にあり

がちな傾向」を導くことができます。

　このように，事実から傾向（概念）を導くことが「概念化」です。なお，概念化は「一般化，抽象化，

普遍化」といった言葉にも言い換えられます。帰納法によって，このように傾向，概念を導き出し

たことを示せば，❸の評価基準の４番目「事実や経験を概念化することができる」の条件をクリアす

ることができます。

　さらに例題では，「課題解決策」を述べることも求められていますので，その後，自部署で講じた

対策とその成果などについても具体的事例を収集します。例えば，次のような事例を探してみます。

　ＡさんやＢさんと話していると，「子どもの迎えや親の介護などがあるので定時で帰らないと

いけないのです。だから，勤務時間どおりに終わって帰らなければなりません」といった事情

が分かった。そこで，ＡさんとＢさんに「では，定時 30 分前から報告内容の整理と引き継ぎに

取り組み，漏れのないようにしたらどうか」と提案したところ２人とも承諾し，その後は職員

間コミュニケーションの不備が是正され，患者様からのクレームも減った。

　こうした事例から，次のような一般的な傾向（概念）を導くことができます。

　パート職員に情報共有と職員間コミュニケーションの大切さについての意識を向上してもら

い，実践できる環境を整えると患者満足度も高まる。

　傾向（概念）が抽出できたら，それを理由，根拠として，結論（論）を決めます。その際，「だか

ら何なのか（So what ？）」といった問いを立ててみると，メッセージ性の強い意見を導くことがで

きます。

　例えば，「時間給で働いているパート職員は，勤務時間を気にして職員間でしっかりコミュニケー

ションを取らず，その結果提供する看護サービスの質の低下を招く」といった傾向に対して，So 

what ？と問いかけてみると「だから，それは解決すべき課題だ」といった論を導くことができます。

また，「職員間コミュニケーションによる情報共有の重要性に対するパート職員の意識向上とそれを

実践できる環境整備が実現できれば，提供する看護サービスの質も高まる」といった傾向に対しても，

So what ？と問いかけてみると「だから，そうした意識向上と環境整備についての施策は，課題解

決策として有効だ」といった論が導けます。

　これで，例題についてUnderstandで示したａ，ｂ，ｄの要素は整いました。帰納法を用いてレポー

トの論理を創る思考プロセスとして，❹にフローチャート（流れ図）を示しました。認定看護管理者

教育課程や看護研究のレポート執筆を直前に控えた方は，与えられた課題に取り組む際に，❹に記入

しながら帰納法で考えてみてください。

演繹法
　２つ目の論理創りの過程は「演繹法」です。与えられたテーマに関して活用できそうな傾向（概念・

理論・法則）は，受講している講義で紹介されることがあるでしょう。また，特に紹介されない場合は，

自分自身で文献研究して発見することもできます。いずれにしても，演繹法ではそうした理論や法

則を理由，根拠として結論（論）を導きます。

　例えば，文献を検索していたら「パート契約の看護職は職務時間内に再教育・育成の時間が設定

されていることにより職務満足度が高まる」といった趣旨の実証データを伴う論文を発見できたと

します。客観的にも認められるこうした理論・法則を探ることができたら，それは理由・根拠とな

るでしょう。そして，そこからSo what？と問いかけて，次のように結論を導き出すことができます。

　だから，自部署でもパート契約の看護職の勤務時間内に再教育・育成の時間を設定すること

により帰属意識や職務満足度を高めることができ，看護サービスの質も向上する。

　ただし，これでは一般論として終始してしまい，実証を伴っていません。それゆえ，「本当に自部

署で生じている課題の解決策として有効なのか」といった批判精神を持ち，この論理が自部署でも

成り立つことを検証する必要があります。

　例えば，次のように演繹法で導いた論（仮説）を実際に実践し，その有効性を確かめてみるのです。

　実際，自部署でも研修への参加を無償にしていた時期には，パート職員の 1 年未満の離職率

が○% だったが，必要な研修を職務時間として時間給を計上したら受講率が高まり，それ以降

患者満足度も高まり，クレームの件数も減った。

　演繹法を用いてレポートの論理を創る思考プロセスとして，❺のような演繹法の過程を踏むフロー

チャートを示しました。さまざまなレポート執筆に際して，与えられた課題に取り組む際には，❺に

記入しながら考えてみてください。

　なお，可能ならば帰納法と演繹法は，両方使うとよいでしょう。レポート・論文の説得力がより

増します。

TRimming する際は「読みたい構成」を意識して

　論理，すなわち「書くべき内容（自分はこう考える =論，なぜなら～だから＝理）」が完成したら，

考え散らかした内容を「読み手が分かりやすい構成にする」，すなわち整理する必要があります。そ

れが第３の工程である TRimming です。前述したように，この工程のみ TR と初めの２文字を採用

しています。

　読み手が分かりやすい構成とは，２タイプに分けられます。第一に「こんな構成で書いてほしい」

などと指定された場合，そのとおりに書く構成です。第二に，特に構成を指定されない場合は「言

いたいことを先に書く（英語では “Main Point First”）」パターンです。

　例えば，日本看護協会での研修に登壇した際，「背景・現状・分析・考察・提案といった５部構成

での文章の書き方もカリキュラムに入れてください」といったご要望をいただいたことがあります。

その際には，Logic までで考えた内容をその構成どおりに整理する必要があります。例題をこのよ

うな構成で整理するとすれば，次のようにまとめることができます。

背景：地域包括ケアシステム構築のため，多様な施設での看護師の需要が高まり，慢性的な人手不

足が続いている。それゆえ，パート職員の活用は当院でも必須課題となる。

現状：自部署では，パート職員の職員間コミュニケーションの重要性についての意識が低く，実際

に実践できていない。その結果，提供する看護サービスの質が高まらない。

分析：パート職員が「職員間コミュニケーションの徹底」よりも「時間どおりに帰ること」を優先

させる背景には，パート職を選ばざるを得ない家庭事情などがある。

考察：契約した時間内で必要な職員間コミュニケーションを実践してもらうには，職員間コミュニ

ケ―ションもルーティンワークの中に入れる施策が有効であろう。

提案：パート職員の勤務時間のラスト 30 分は，引き継ぐ職員に伝えるべき情報の整理と情報伝達

に充てるような勤務体制を築く。提供する看護サービスの質がどのように変化するかは，「患者様

からのクレーム数」でモニタリングしたい。

　❻には，この構成のテンプレート（雛形）を示しました。「背景，現状，分析，考察，提案」といっ

た形式での執筆を依頼された場合は，❻に書き込んでみてください。

　また，看護管理実践計画書の構成として，「はじめに（背景）」「自組織（自部署）の概要」「目的・意義」

「現状分析」「課題の明確化」「戦略目標」「アクションプラン（行動計画）」「実施・評価（考察）」「まとめ（結

語）」といった９部構成が推奨されています。この構成で例題の構成を考えると次のようになります。

はじめに：著しい高齢化の進展により，厚生労働行政では地域包括ケアシステムの構築を急いでいる。

その中心的役割を担うのが看護師であり，退院支援などのシーンにおいて他職種とのコミュニケー

ションは必須となる。しかし，国全体での看護師需要の高まりにより，さまざまな医療機関，介

護施設での看護師不足は常態化している。そんな中，パート職員は，重要な労働力になる。しかし，

パート職員があまり職務にコミットしないことにより，提供する看護サービスの質が低下すると

いう問題も随所で生じている。

自組織（自部署）の概要：自施設（自部署）は（医療圏，病床数，看護師数など）。

目的・意義：パート職員の職務へのコミットメントを高めるための施策を講じ，実践し，その結果，

提供する看護サービスの質を高めたい。

現状分析：パート職員が職務にあまりコミットしていない原因として，さまざまな家庭の事情が存

在することが分かった。職務にあまりコミットし過ぎると，勤務超過になってしまい，ワークラ

イフバランスが崩れるというのだ。社会的問題にもなっていることなので「ライフを削ること」

を課すことなどできない。それゆえ，パート職員の勤務時間の厳守を前提とした策を講じる必要

がある。

課題の明確化：パート職員が勤務時間内に必要不可欠な情報の引き継ぎなどを終えられる勤務体制

が築ければ，職員間コミュニケーションの不備といった問題は解決できる。

戦略目標：全パート職員に「職員間コミュニケーションの重要性」についての意識を定着させ，実

践できる環境を整備する（コスト）。そのことによって，提供する看護サービスの質の向上を図り，

地域から指示される医療機関になり，収益向上を目指す（成果）。

アクションプラン（行動計画）：計画として（いつ，誰に，何を……などを伝える）。

実施・評価（考察）：計画を実施した結果，（かかったコストと得られた成果など）。

まとめ：パート職員の意識向上とパフォーマンスの向上を実現することにより，提供する看護サー

ビスの質が組織全体で高まった。そのメカニズムをさらに分析し，他組織にも分かち合いたい。

 

　看護管理実践計画書の構成テンプレートを❼に示しました。執筆する際には，こちらに落とし込

んで構成を整えてみてください。

　さらに，看護研究や学会に提出する論文では，「はじめに（背景）」「目的（意義）」「方法」「結果」「考察」

「結論」「まとめ（結語）」といった７部構成が推奨されています。こちらの構成例は省かせていただ

きますが，テンプレートとして❽に示しました。看護研究や論文を執筆する時にご活用ください。

　構成に関して指示がない場合は，最もシンプルな「序論」「本論」「結論」の３部構成で書くと伝

わりやすいレポートになります。なお，序論には「導入（背景），論点（論の焦点＝テーマ設定），論」

を盛り込みます。本論には「論拠（論の根拠＝理由），具体例（事実，データ）」を盛り込みます。

結論には「論の確認，方向性」を盛り込みます。

　例題を序論・本論・結論の構成でまとめると，次のようになります。

序論：パート職員の有効活用が地域包括ケアシステムの構築にとっても必要だ。しかし，現状では，

パート職員との職員間コミュニケーションに不備があり，看護の質の低下といった問題も招いて

いる（導入）。では，どのような解決策を講ずればよいか（論点）。結論から言えば，パート職員

の勤務時間の中で職員間コミュニケーションが十分にできるルーティンを盛り込めばよい。その

ことにより，情報交流が活性化し提供する看護の質の向上にも繋がろう（論）。

本論：パート職員が，パートという雇用形態を選ぶ理由の一つに家庭事情がある。看護の世界でもワー

クライフバランスの重要性が叫ばれる中，ライフを犠牲にする施策は現実的でない。それゆえ，パー

ト職員の勤務時間中に，しっかり職員間コミュニケーションのルーティンを組み込めば，情報の

共有は進む（論拠）。実際に，自部署でもそうした施策に取り組んだが，パート職員の職務満足度

と患者様の満足度の双方が上がった（具体例）。

結論：以上の考察より，パート職員の意識の向上を図り，職員間コミュニケーションを活性化させ

るには，ルーティンの中に情報伝達を盛り込む策が有効となる。その結果，提供する看護サービ

スの質も高まる（論の確認）。こうした施策が病院運営にどのような影響を及ぼすか，継続的にモ

ニタリングし，その結果を発表し他施設とも分かち合っていきたい（方向性）。

　序論・本論・結論のテンプレートを❾に示しました。特にどのような構成で書くかについて求め

られていない場合は，このテンプレートを活用してみてください。また，報告書，復命書などを書

く際にも，序論・本論・結論の構成で書くことをお勧めします。

正しい表現で膨らませながらAction する

　実際に執筆をする段階が，最後の工程である Action（表現）です。整理の段階で練った構成を膨

らませながら，正しい日本語で書く仕上げのプロセスです。

　注意すべきポイントは，２つあります。第一に，正しく分かりやすい言葉で表現することが大切

です。具体的には，次に示す点などに注意しましょう。

・１文はできるだけ短くする。

・自信のない語句は調べてから書く。

・係り結び（呼応）表現の結びに気をつける（「まったく～ない」「よもや～まい」など）。

・時間表記の単位など，文章全体で統一した表現で書く。

・回りくどい表現（反語，二重否定など）はせず，ストレートに書く（「解決が必要なのではないか」⇒「解

決が必要だ」「問題がないことはない」⇒「問題がある」など）。

　第二に，TRimming の段階でつくった構成の「骨組み」を，いわば「肉付け」して膨らませなが

ら書くことも大切です。❻～❾などのテンプレートを使って構成を考えても，実際に文章にしてみた

ら，指定字数に届いていないかもしれません。

　そこで，膨らませる技術を知らないと，関係ないことを書いてしまうことがあります。すると「論

旨が一貫していない」といったマイナスの評価を受けてしまいます。それゆえ，一貫性を持って文

章表現を豊かに膨らませる技術を最後に紹介します。

　ここで紹介するのは「換言・詳述・列挙・深耕・譲歩」といった５つの技術です。それぞれの技

術について，次に詳しく説明します。

換言：「つまり」「すなわち」「言い換えると」「換言すれば」などの接続語を用いて，別の表現に言

い換える方法です。例えば，次のように膨らませることができます。

　（例）「後輩に対する私の支援は不定期なものだった。」

　→「後輩に対する私の支援は不定期なものだった。すなわち，支援できる週もあれば，支援がおざ

なりになる週が続くこともあったのだ。」

詳述：具体例を述べたりする時，5W2H（when, where, why, what, who, how, how many, how 

much）などをより詳しく述べる方法です。リアリティーのある描写になり，読者がイメージしや

すくなります。次に例を挙げます。

　（例）「私は師長から定期的な支援を得られていた。」

　→「私は２年目から主任になるまで，業務に関して，また今後の看護職としてのキャリア形成につ

いて，週に一度は必ず師長から定期的な支援を得られていた。」

列挙：複数の論拠や具体例を上げることにより，多角的な論証ができます。例えば，次のように膨

らませることができます。

　（例）「師長のフィードバックは実に豊かな人間性に溢れていた。」

　→「師長のフィードバックは実に豊かな人間性に溢れていた。例えば，私が失敗した時には悲しい，

悔しい気持ちに寄り添ってくれながらも厳しく諫めてもくれた。また，退院した患者さんが挨拶

に来てくれたことを報告した時には，一緒に喜んでくれた。」

深耕：大人の話には，省略が多いものです。しかし，その大人の話に対して，子どもは頻繁に「なんで」

と質問を投げかけます。書いたレポートの文章の中にも飛躍や省略がないか，一度説明したことを，

「なぜか」と自問してみます。すると，次のようにさらに掘り下げられた深い内容になります。

　（例）「師長のフィードバックには自己開示や感情への傾聴も含まれ効果的だった。」

　→「師長のフィードバックには自己開示や感情への傾聴も含まれ効果的だった。なぜそうした

フィードバックが有効なのか。それは，上司とは一方的に尊敬の対象になってしまいがちだが，

そうした存在になる過程で自分と同じような失敗や挫折があったことを開示されると，現在の自

分の延長線上に上司の姿があることをイメージでき，上司をロールモデルとすることが現実味を

帯びてくるからだ。」

譲歩：自分の意見への反論を想起し，一度その反論に「譲り，歩み寄り」，後から持論の妥当性を訴

える方法です。「なるほど（もちろん，確かに）～かもしれない。しかし，……」といった構文を

用います。一方的な主張ではなく，平衡感覚のある論理展開になります。以下に例を挙げます。

　（例）「学びの支援をルーチンワーク化することが重要だ。」

　→「学びの支援をルーチンワーク化することが重要だ。なるほど，ルーチンワーク化しても急変患

者への緊急対応などにより，支援が反故にされることもあるかもしれない。しかし，緊急対応が入っ

た場合でも支援の時間が取れるようなバッファを備えたスケジュール管理をすることによって定

期的な支援活動は可能となる。」

＊　＊　＊

　この❶から❾までのワークシートを活用し，より多くの看護師の皆さんが説得力のあるレポート，

論文，報告書などを書けるようになることを心よりお祈りいたします。

うしたことを理解せずに執筆を始めても，すべての作業が無駄になってしまうかもしれないからで

す。

　例えば，「看護サービスの質の向上について，パート職員の人材育成という観点から論じなさい」

といったテーマでレポートを課されたのに，その理解があやふやだと，結果的にこんなレポートに

なってしまう可能性があります。

　パート職員よりも，自部署では正職員，特に主任クラスの人材育成が喫緊の課題である。ゆ

えに，主任育成に重点を置いて，看護サービスの質の向上を図りたい。

　これでは，合格の評価はいただけませんね。それゆえ，レポート執筆に取り組む際には，まず

Understand から始めることが重要なのです。例えば，下の【例題】のような課題が出た場合，次

のように書くべき要素をあぶり出し，❷に書き出してみます。そして，レポートを書いた後に，チェッ

ク欄にその要素が入っているか否かを確認するとよいでしょう。

【例題】

　自部署における看護サービス提供上の課題と自身の立場からの課題解決策について 1,200～

1,600字で述べなさい（本文のみ）。なお，サブテーマを「パート職員の人材育成」とし，レポー

トの論述内容に合った（メイン）テーマもつけること。

〈レポートに盛り込むべき要素〉

ａ．自部署における看護サービス提供上の課題について述べる

ｂ．自身の立場からの課題解決策を述べる

ｃ．本文を1,200字以上1,600字以内でまとめる

ｄ．サブテーマを「パート職員の人材育成」とすること

　例題で示されたレポートを執筆し，合格の評価を得るには，少なくとも上記ａ～ｄの４つの要素

を満たさなければなりません。そうした指針を明らかにするために，「書くべき要素」を初めに理解

しておくことが肝要なのです。

　また，認定看護管理者教育課程の主催者は，レポートの評価基準も明示しています。主要な 12

の基準を❸に示しました。ここでは，それぞれの基準についての詳細な解説は割愛しますが，レポー

トを書く前に「この基準に合うように完成させよう」といった意識を持つことは大切です。そして，

書き終わった後にはすべての要素が満たされているかどうか，チェック欄に「レ」を記入しながら

確認しましょう。

　例えば，❸の５番目に「問題意識を持って批判的に考えることができる」といった評価基準があり

ますが，「自部署で生じている問題に対して，『これではいけない』といった現状に対する批判精神

は示されている」と判断できたら，この点は OK です。逆に，「現状の問題に対して，結論が『人手
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ワークシートの使い方

　「合格レポート完成ワークシート」（以下，ワークシート）は，ULTRA® という「合格答案を書く

４段階のコツ」を実践しながら，ネタを書き込み，自然と合格レポートの構成ができてしまうよう

に設計されています。ULTRA® に従い，付属の PDF ファイル「合格レポート完成ワークシート」

の❶から❾までのシートを完成していくことによって，さまざまなタイプの要求に応じられます。

　その応用範囲は，とても広いです。認定看護管理者教育課程ファーストレベル・セカンドレベル

のレポートが完成するだけでなく，看護研究や学会に提出する論文，さらには看護管理実践計画書

の構成も，このワークシートの応用で完成することができます。

　たくさんのレポートを書く必要がある方は，ぜひワークシートを何枚もコピーして，拡大するな

ど使いやすい形にして，レポート・論文のたたき台にしてください。慣れてきたら，レポートを書

くことへの苦手意識が払拭されるばかりか，執筆が楽しくなってくるに違いありません。

ULTRA®で書く合格レポート

　では，何をどのようにワークシートに記入していけばよいか，そのプロセスである ULTRA® のタ

ネ明かしをしましょう。

　私は，「論理的なレポートの書き方」といったタイトルの日総研セミナーに登壇するようになって

15 年以上が経過します。また，日本看護協会神戸研修センターや各都道府県の看護協会，全国の病

院でも「論理的な問題解決力・表現力の養成」「わかりやすい文章の書き方」といった研修を 10 数

年にわたってファシリテートしてきました。

　その結果，全国の看護管理職の皆さんから「無事にファーストを修了できました」「セカンドレベ

ルのレポートは，自分でも不思議なくらいほとんどがＡ評価でした」「サードレベルの論文試験に合

格しました」といった喜びの声をいただくようになりました。

　セミナーや研修でお伝えしている「説得力のある文章の書き方」とは，ULTRA® というキーワー

ドによって示される作業工程，いわば「合格レポートを書くための王道」です。では，ULTRA® と

はどのようなプロセスなのでしょうか。端的に言うと ULTRA® は，文章の執筆における理解

（Understand），論理（Logic），整理（TRimming），表現（Action）という４段階の工程です（❶）。

TRimming（整理）の工程のみＴとＲの２文字で表します。

　なお，実際にレポートを執筆する時には，それぞれの工程が済んだかどうかを❶のチェック欄に

「レ」を記入しながら進めるとよいでしょう。

Understand から始める理由

　まず，執筆にとりかかる前に「何を書けばよいのか」（テーマと要素），「どう書けば合格になるのか」

（評価基準）など，レポートを提出する先が求めていることを理解する段階からスタートします。こ

が足りないから仕方がない』といった諦めの姿勢になっているので，これでは合格基準を満たして

いない」と気づいたら，問題解決の策を講じましょう。

Logic はレポートの中身を創る工程

　Understand の次には，書くべき内容（中身）をつくる工程である Logic（論理）に進みます。

論理の工程では，さまざまな「理（理由，根拠）」を探り，「私は……考える」という「論（意見・考え）」

を導きます。すなわち，「論」と「理」のワンセットを創るのが「論理」の工程なのです。

　例えば，先ほどの例題で考えてみると「自部署では……パート職員が……である（原因）。それゆえ，

……という解決すべき課題が生じている（結果＝課題）。それに対して，私は……といった解決策が

有効であると考える（論）。なぜなら……だから（理由）」という論理のセットを創って文章にすれば，

❸の評価基準の 11 番目にあった「文章が論理的に構成されている」といった条件をクリアするこ

とができます。

　論理を創るには，帰納法と演繹法の２つのアプローチがあります。１つ目が，与えられたテーマ

に関して具体的に生じている事実，現象を探るところから始める論理創りの過程「帰納法」です。

帰納法
　先の例題で考えてみると，「パート職員の方々がかかわっている看護サービス提供上の課題」につ

いて，自部署で生じている具体的な事例を想起します。次のような例を思い出すところからスター

トします。

　そういえば，先週患者様からこんなクレームがあった。「すでに入院まで飲んでいた薬の名前

はお薬手帳を見せて，看護師のＡさんに伝えました。なぜ，再び説明しなければならないのでしょ

うか」と。調べてみると，パート職員のＡさんは，勤務時間が終了したため，そのことを引き

継がずに帰ってしまったということだ。同じ内容のクレームが，同じくパートの看護師Ｂさん

担当の患者様からも寄せられている。

　このことから「パート職員は時間給で働いているためか，勤務時間を気にして職員間でしっかり

コミュニケーションを取らないこともある。その結果，患者様の満足度の低下（＝提供する看護サー

ビスの質の低下）を招くことがある」といったＡさんやＢさんに限定されない「パート職員にあり

がちな傾向」を導くことができます。

　このように，事実から傾向（概念）を導くことが「概念化」です。なお，概念化は「一般化，抽象化，

普遍化」といった言葉にも言い換えられます。帰納法によって，このように傾向，概念を導き出し

たことを示せば，❸の評価基準の４番目「事実や経験を概念化することができる」の条件をクリアす

ることができます。

　さらに例題では，「課題解決策」を述べることも求められていますので，その後，自部署で講じた

対策とその成果などについても具体的事例を収集します。例えば，次のような事例を探してみます。

　ＡさんやＢさんと話していると，「子どもの迎えや親の介護などがあるので定時で帰らないと

いけないのです。だから，勤務時間どおりに終わって帰らなければなりません」といった事情

が分かった。そこで，ＡさんとＢさんに「では，定時 30 分前から報告内容の整理と引き継ぎに

取り組み，漏れのないようにしたらどうか」と提案したところ２人とも承諾し，その後は職員

間コミュニケーションの不備が是正され，患者様からのクレームも減った。

　こうした事例から，次のような一般的な傾向（概念）を導くことができます。

　パート職員に情報共有と職員間コミュニケーションの大切さについての意識を向上してもら

い，実践できる環境を整えると患者満足度も高まる。

　傾向（概念）が抽出できたら，それを理由，根拠として，結論（論）を決めます。その際，「だか

ら何なのか（So what ？）」といった問いを立ててみると，メッセージ性の強い意見を導くことがで

きます。

　例えば，「時間給で働いているパート職員は，勤務時間を気にして職員間でしっかりコミュニケー

ションを取らず，その結果提供する看護サービスの質の低下を招く」といった傾向に対して，So 

what ？と問いかけてみると「だから，それは解決すべき課題だ」といった論を導くことができます。

また，「職員間コミュニケーションによる情報共有の重要性に対するパート職員の意識向上とそれを

実践できる環境整備が実現できれば，提供する看護サービスの質も高まる」といった傾向に対しても，

So what ？と問いかけてみると「だから，そうした意識向上と環境整備についての施策は，課題解

決策として有効だ」といった論が導けます。

　これで，例題についてUnderstandで示したａ，ｂ，ｄの要素は整いました。帰納法を用いてレポー

トの論理を創る思考プロセスとして，❹にフローチャート（流れ図）を示しました。認定看護管理者

教育課程や看護研究のレポート執筆を直前に控えた方は，与えられた課題に取り組む際に，❹に記入

しながら帰納法で考えてみてください。

演繹法
　２つ目の論理創りの過程は「演繹法」です。与えられたテーマに関して活用できそうな傾向（概念・

理論・法則）は，受講している講義で紹介されることがあるでしょう。また，特に紹介されない場合は，

自分自身で文献研究して発見することもできます。いずれにしても，演繹法ではそうした理論や法

則を理由，根拠として結論（論）を導きます。

　例えば，文献を検索していたら「パート契約の看護職は職務時間内に再教育・育成の時間が設定

されていることにより職務満足度が高まる」といった趣旨の実証データを伴う論文を発見できたと

します。客観的にも認められるこうした理論・法則を探ることができたら，それは理由・根拠とな

るでしょう。そして，そこからSo what？と問いかけて，次のように結論を導き出すことができます。

　だから，自部署でもパート契約の看護職の勤務時間内に再教育・育成の時間を設定すること

により帰属意識や職務満足度を高めることができ，看護サービスの質も向上する。

　ただし，これでは一般論として終始してしまい，実証を伴っていません。それゆえ，「本当に自部

署で生じている課題の解決策として有効なのか」といった批判精神を持ち，この論理が自部署でも

成り立つことを検証する必要があります。

　例えば，次のように演繹法で導いた論（仮説）を実際に実践し，その有効性を確かめてみるのです。

　実際，自部署でも研修への参加を無償にしていた時期には，パート職員の 1 年未満の離職率

が○% だったが，必要な研修を職務時間として時間給を計上したら受講率が高まり，それ以降

患者満足度も高まり，クレームの件数も減った。

　演繹法を用いてレポートの論理を創る思考プロセスとして，❺のような演繹法の過程を踏むフロー

チャートを示しました。さまざまなレポート執筆に際して，与えられた課題に取り組む際には，❺に

記入しながら考えてみてください。

　なお，可能ならば帰納法と演繹法は，両方使うとよいでしょう。レポート・論文の説得力がより

増します。

TRimming する際は「読みたい構成」を意識して

　論理，すなわち「書くべき内容（自分はこう考える =論，なぜなら～だから＝理）」が完成したら，

考え散らかした内容を「読み手が分かりやすい構成にする」，すなわち整理する必要があります。そ

れが第３の工程である TRimming です。前述したように，この工程のみ TR と初めの２文字を採用

しています。

　読み手が分かりやすい構成とは，２タイプに分けられます。第一に「こんな構成で書いてほしい」

などと指定された場合，そのとおりに書く構成です。第二に，特に構成を指定されない場合は「言

いたいことを先に書く（英語では “Main Point First”）」パターンです。

　例えば，日本看護協会での研修に登壇した際，「背景・現状・分析・考察・提案といった５部構成

での文章の書き方もカリキュラムに入れてください」といったご要望をいただいたことがあります。

その際には，Logic までで考えた内容をその構成どおりに整理する必要があります。例題をこのよ

うな構成で整理するとすれば，次のようにまとめることができます。

背景：地域包括ケアシステム構築のため，多様な施設での看護師の需要が高まり，慢性的な人手不

足が続いている。それゆえ，パート職員の活用は当院でも必須課題となる。

現状：自部署では，パート職員の職員間コミュニケーションの重要性についての意識が低く，実際

に実践できていない。その結果，提供する看護サービスの質が高まらない。

分析：パート職員が「職員間コミュニケーションの徹底」よりも「時間どおりに帰ること」を優先

させる背景には，パート職を選ばざるを得ない家庭事情などがある。

考察：契約した時間内で必要な職員間コミュニケーションを実践してもらうには，職員間コミュニ

ケ―ションもルーティンワークの中に入れる施策が有効であろう。

提案：パート職員の勤務時間のラスト 30 分は，引き継ぐ職員に伝えるべき情報の整理と情報伝達

に充てるような勤務体制を築く。提供する看護サービスの質がどのように変化するかは，「患者様

からのクレーム数」でモニタリングしたい。

　❻には，この構成のテンプレート（雛形）を示しました。「背景，現状，分析，考察，提案」といっ

た形式での執筆を依頼された場合は，❻に書き込んでみてください。

　また，看護管理実践計画書の構成として，「はじめに（背景）」「自組織（自部署）の概要」「目的・意義」

「現状分析」「課題の明確化」「戦略目標」「アクションプラン（行動計画）」「実施・評価（考察）」「まとめ（結

語）」といった９部構成が推奨されています。この構成で例題の構成を考えると次のようになります。

はじめに：著しい高齢化の進展により，厚生労働行政では地域包括ケアシステムの構築を急いでいる。

その中心的役割を担うのが看護師であり，退院支援などのシーンにおいて他職種とのコミュニケー

ションは必須となる。しかし，国全体での看護師需要の高まりにより，さまざまな医療機関，介

護施設での看護師不足は常態化している。そんな中，パート職員は，重要な労働力になる。しかし，

パート職員があまり職務にコミットしないことにより，提供する看護サービスの質が低下すると

いう問題も随所で生じている。

自組織（自部署）の概要：自施設（自部署）は（医療圏，病床数，看護師数など）。

目的・意義：パート職員の職務へのコミットメントを高めるための施策を講じ，実践し，その結果，

提供する看護サービスの質を高めたい。

現状分析：パート職員が職務にあまりコミットしていない原因として，さまざまな家庭の事情が存

在することが分かった。職務にあまりコミットし過ぎると，勤務超過になってしまい，ワークラ

イフバランスが崩れるというのだ。社会的問題にもなっていることなので「ライフを削ること」

を課すことなどできない。それゆえ，パート職員の勤務時間の厳守を前提とした策を講じる必要

がある。

課題の明確化：パート職員が勤務時間内に必要不可欠な情報の引き継ぎなどを終えられる勤務体制

が築ければ，職員間コミュニケーションの不備といった問題は解決できる。

戦略目標：全パート職員に「職員間コミュニケーションの重要性」についての意識を定着させ，実

践できる環境を整備する（コスト）。そのことによって，提供する看護サービスの質の向上を図り，

地域から指示される医療機関になり，収益向上を目指す（成果）。

アクションプラン（行動計画）：計画として（いつ，誰に，何を……などを伝える）。

実施・評価（考察）：計画を実施した結果，（かかったコストと得られた成果など）。

まとめ：パート職員の意識向上とパフォーマンスの向上を実現することにより，提供する看護サー

ビスの質が組織全体で高まった。そのメカニズムをさらに分析し，他組織にも分かち合いたい。

 

　看護管理実践計画書の構成テンプレートを❼に示しました。執筆する際には，こちらに落とし込

んで構成を整えてみてください。

　さらに，看護研究や学会に提出する論文では，「はじめに（背景）」「目的（意義）」「方法」「結果」「考察」

「結論」「まとめ（結語）」といった７部構成が推奨されています。こちらの構成例は省かせていただ

きますが，テンプレートとして❽に示しました。看護研究や論文を執筆する時にご活用ください。

　構成に関して指示がない場合は，最もシンプルな「序論」「本論」「結論」の３部構成で書くと伝

わりやすいレポートになります。なお，序論には「導入（背景），論点（論の焦点＝テーマ設定），論」

を盛り込みます。本論には「論拠（論の根拠＝理由），具体例（事実，データ）」を盛り込みます。

結論には「論の確認，方向性」を盛り込みます。

　例題を序論・本論・結論の構成でまとめると，次のようになります。

序論：パート職員の有効活用が地域包括ケアシステムの構築にとっても必要だ。しかし，現状では，

パート職員との職員間コミュニケーションに不備があり，看護の質の低下といった問題も招いて

いる（導入）。では，どのような解決策を講ずればよいか（論点）。結論から言えば，パート職員

の勤務時間の中で職員間コミュニケーションが十分にできるルーティンを盛り込めばよい。その

ことにより，情報交流が活性化し提供する看護の質の向上にも繋がろう（論）。

本論：パート職員が，パートという雇用形態を選ぶ理由の一つに家庭事情がある。看護の世界でもワー

クライフバランスの重要性が叫ばれる中，ライフを犠牲にする施策は現実的でない。それゆえ，パー

ト職員の勤務時間中に，しっかり職員間コミュニケーションのルーティンを組み込めば，情報の

共有は進む（論拠）。実際に，自部署でもそうした施策に取り組んだが，パート職員の職務満足度

と患者様の満足度の双方が上がった（具体例）。

結論：以上の考察より，パート職員の意識の向上を図り，職員間コミュニケーションを活性化させ

るには，ルーティンの中に情報伝達を盛り込む策が有効となる。その結果，提供する看護サービ

スの質も高まる（論の確認）。こうした施策が病院運営にどのような影響を及ぼすか，継続的にモ

ニタリングし，その結果を発表し他施設とも分かち合っていきたい（方向性）。

　序論・本論・結論のテンプレートを❾に示しました。特にどのような構成で書くかについて求め

られていない場合は，このテンプレートを活用してみてください。また，報告書，復命書などを書

く際にも，序論・本論・結論の構成で書くことをお勧めします。

正しい表現で膨らませながらAction する

　実際に執筆をする段階が，最後の工程である Action（表現）です。整理の段階で練った構成を膨

らませながら，正しい日本語で書く仕上げのプロセスです。

　注意すべきポイントは，２つあります。第一に，正しく分かりやすい言葉で表現することが大切

です。具体的には，次に示す点などに注意しましょう。

・１文はできるだけ短くする。

・自信のない語句は調べてから書く。

・係り結び（呼応）表現の結びに気をつける（「まったく～ない」「よもや～まい」など）。

・時間表記の単位など，文章全体で統一した表現で書く。

・回りくどい表現（反語，二重否定など）はせず，ストレートに書く（「解決が必要なのではないか」⇒「解

決が必要だ」「問題がないことはない」⇒「問題がある」など）。

　第二に，TRimming の段階でつくった構成の「骨組み」を，いわば「肉付け」して膨らませなが

ら書くことも大切です。❻～❾などのテンプレートを使って構成を考えても，実際に文章にしてみた

ら，指定字数に届いていないかもしれません。

　そこで，膨らませる技術を知らないと，関係ないことを書いてしまうことがあります。すると「論

旨が一貫していない」といったマイナスの評価を受けてしまいます。それゆえ，一貫性を持って文

章表現を豊かに膨らませる技術を最後に紹介します。

　ここで紹介するのは「換言・詳述・列挙・深耕・譲歩」といった５つの技術です。それぞれの技

術について，次に詳しく説明します。

換言：「つまり」「すなわち」「言い換えると」「換言すれば」などの接続語を用いて，別の表現に言

い換える方法です。例えば，次のように膨らませることができます。

　（例）「後輩に対する私の支援は不定期なものだった。」

　→「後輩に対する私の支援は不定期なものだった。すなわち，支援できる週もあれば，支援がおざ

なりになる週が続くこともあったのだ。」

詳述：具体例を述べたりする時，5W2H（when, where, why, what, who, how, how many, how 

much）などをより詳しく述べる方法です。リアリティーのある描写になり，読者がイメージしや

すくなります。次に例を挙げます。

　（例）「私は師長から定期的な支援を得られていた。」

　→「私は２年目から主任になるまで，業務に関して，また今後の看護職としてのキャリア形成につ

いて，週に一度は必ず師長から定期的な支援を得られていた。」

列挙：複数の論拠や具体例を上げることにより，多角的な論証ができます。例えば，次のように膨

らませることができます。

　（例）「師長のフィードバックは実に豊かな人間性に溢れていた。」

　→「師長のフィードバックは実に豊かな人間性に溢れていた。例えば，私が失敗した時には悲しい，

悔しい気持ちに寄り添ってくれながらも厳しく諫めてもくれた。また，退院した患者さんが挨拶

に来てくれたことを報告した時には，一緒に喜んでくれた。」

深耕：大人の話には，省略が多いものです。しかし，その大人の話に対して，子どもは頻繁に「なんで」

と質問を投げかけます。書いたレポートの文章の中にも飛躍や省略がないか，一度説明したことを，

「なぜか」と自問してみます。すると，次のようにさらに掘り下げられた深い内容になります。

　（例）「師長のフィードバックには自己開示や感情への傾聴も含まれ効果的だった。」

　→「師長のフィードバックには自己開示や感情への傾聴も含まれ効果的だった。なぜそうした

フィードバックが有効なのか。それは，上司とは一方的に尊敬の対象になってしまいがちだが，

そうした存在になる過程で自分と同じような失敗や挫折があったことを開示されると，現在の自

分の延長線上に上司の姿があることをイメージでき，上司をロールモデルとすることが現実味を

帯びてくるからだ。」

譲歩：自分の意見への反論を想起し，一度その反論に「譲り，歩み寄り」，後から持論の妥当性を訴

える方法です。「なるほど（もちろん，確かに）～かもしれない。しかし，……」といった構文を

用います。一方的な主張ではなく，平衡感覚のある論理展開になります。以下に例を挙げます。

　（例）「学びの支援をルーチンワーク化することが重要だ。」

　→「学びの支援をルーチンワーク化することが重要だ。なるほど，ルーチンワーク化しても急変患

者への緊急対応などにより，支援が反故にされることもあるかもしれない。しかし，緊急対応が入っ

た場合でも支援の時間が取れるようなバッファを備えたスケジュール管理をすることによって定

期的な支援活動は可能となる。」

＊　＊　＊

　この❶から❾までのワークシートを活用し，より多くの看護師の皆さんが説得力のあるレポート，

論文，報告書などを書けるようになることを心よりお祈りいたします。

うしたことを理解せずに執筆を始めても，すべての作業が無駄になってしまうかもしれないからで

す。

　例えば，「看護サービスの質の向上について，パート職員の人材育成という観点から論じなさい」

といったテーマでレポートを課されたのに，その理解があやふやだと，結果的にこんなレポートに

なってしまう可能性があります。

　パート職員よりも，自部署では正職員，特に主任クラスの人材育成が喫緊の課題である。ゆ

えに，主任育成に重点を置いて，看護サービスの質の向上を図りたい。

　これでは，合格の評価はいただけませんね。それゆえ，レポート執筆に取り組む際には，まず

Understand から始めることが重要なのです。例えば，下の【例題】のような課題が出た場合，次

のように書くべき要素をあぶり出し，❷に書き出してみます。そして，レポートを書いた後に，チェッ

ク欄にその要素が入っているか否かを確認するとよいでしょう。

【例題】

　自部署における看護サービス提供上の課題と自身の立場からの課題解決策について 1,200～

1,600字で述べなさい（本文のみ）。なお，サブテーマを「パート職員の人材育成」とし，レポー

トの論述内容に合った（メイン）テーマもつけること。

〈レポートに盛り込むべき要素〉

ａ．自部署における看護サービス提供上の課題について述べる

ｂ．自身の立場からの課題解決策を述べる

ｃ．本文を1,200字以上1,600字以内でまとめる

ｄ．サブテーマを「パート職員の人材育成」とすること

　例題で示されたレポートを執筆し，合格の評価を得るには，少なくとも上記ａ～ｄの４つの要素

を満たさなければなりません。そうした指針を明らかにするために，「書くべき要素」を初めに理解

しておくことが肝要なのです。

　また，認定看護管理者教育課程の主催者は，レポートの評価基準も明示しています。主要な 12

の基準を❸に示しました。ここでは，それぞれの基準についての詳細な解説は割愛しますが，レポー

トを書く前に「この基準に合うように完成させよう」といった意識を持つことは大切です。そして，

書き終わった後にはすべての要素が満たされているかどうか，チェック欄に「レ」を記入しながら

確認しましょう。

　例えば，❸の５番目に「問題意識を持って批判的に考えることができる」といった評価基準があり

ますが，「自部署で生じている問題に対して，『これではいけない』といった現状に対する批判精神

は示されている」と判断できたら，この点は OK です。逆に，「現状の問題に対して，結論が『人手
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