
　中堅・ベテラン層の活性化というキーワードは，看護管理者や教育担当
者の間ではすっかり定番となっています。知識や経験を十分に保有してい
る中堅・ベテラン層が活躍するかどうかで，現場の質や風土は大きく変わり
ます。教育だけでなく，現場での師長・主任の采配も必要ですが，本特集で
は，集合教育・部署内教育でできること・すべきことについて考えます。自
身の役割や長所に気づき前向きになれるような，退屈な座学ではなく刺激
を与えられるような，そんな教育研修やチームでの支援などを紹介します。

現場の要を伸ばす・生かす！

中堅・ベテランを
“刺激し続ける”教育とは

特集
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当院の概要とリーダー研修

　当院は静岡県中部の山間部，大井川流域に

広がる自然豊かな街に位置しています。人口

約9.7万人の島田市のほか，３市２町の志太

榛原地域の二次救急医療を担う445床の地域

基幹病院です。

　当院看護部は看護専門職としての能力向上

を目指し，2016年に「クリニカルラダー」

から「キャリアラダー」へと名称を変更しま

した。看護師個々の「強み」や「ニーズ」を

尊重したキャリア発達を支援するため，院内

研修はラダーレベル別教育を主軸として計画

し，学ぶ意欲を大切にしています。

　一方，当院のリーダー研修は，卒後３年目

のスタッフ全員を対象とした必須研修と，ラ

ダーレベル別任意研修としてのリーダーシッ

プ育成研修を企画しています。本稿では，中

堅看護師のリーダーシップ育成に向けての効

果的な研修内容について検討，実践したこと

を紹介します。

リーダーシップ育成研修 
意識と行動が同時に変化する 
学習を目指して

　中堅看護師は，看護チームの中核として，

チームリーダーや各種委員会，後輩育成など

さまざまな役割を担っています。その中でリー

ダーシップを発揮するには，チームメンバー

の声に耳を傾け，コミュニケーションを円滑

にすること，自分がどうしたいかではなくチー

ムをどうしたいか，どうすればチーム目標を

達成できるかを考え行動することが求められ

ます。このような他者視点を持つことが必要

と考え，看護部では他者視点の取得を目的と

した体験学習やリフレクションを取り入れた

リーダーシップ育成研修を企画しました。

　研修は，アサーティブコミュニケーション

と集団の意思決定の体験学習，コーチングコ

ミュニケーション，チームメンバーへのかか

わりの場面のリフレクションを年３回に分け

て行いました（表１）。
　体験への動機づけを行い主体的な気づきを

容易にするために，３回の研修は体験学習と

必要最低限のミニレクチャーを取り入れたも

体験学習とリフレクションで効果を高める！
中堅看護師のリーダーシップ育成研修

島田市立総合医療センター　看護部　看護師長　牧田直子

1987年島田市立総合医療センター（旧・島田市民病院）に入職。2002年主任看護師，2012年看護師長に就任。2002年より卒
後２年目・中堅看護師の院内教育に携わっている。2016年リーダー育成研修の担当となり，2018年より体験学習とリフレクショ
ンを取り入れた研修を企画。2021年は師長研修でマネジメントリフレクションの講師を務める。
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のとしました。また，それぞれ追体験をして

自己の体験を振り返り，他者の考え方や自ら

のあり方を見つめることができるように工夫

しました（図１）。さらに，毎回の研修終了
時には研修での気づきと今後の行動目標につ

いて「気づきシート」に記入し，学びを自身

の言葉でまとめ，意識づけができるようにし

ました（資料１，P.４）。
　「気づきシート」は，研修終了後に担当者

がコメントを入れ，本人の今後の目標をOJT

につなげられるように研修生の同意を得て各

所属長にも見てもらいます。

チームを組織化するための知識・技術を習得し，リーダーシップを発揮できる

他者視点を取得し，リーダーとしての自身の行動目標を明確にできる

キャリアラダーレベルⅡ以上・チームリーダーの経験があり研修を希望する者

【第１回】５月　13：15～ 17：15
　１．リーダーシップについて考えよう（講義）
　２．アサーティブコミュニケーションのミニレクチャー
　３．コンセンサス実習（集団の意思決定）

①導入 ②個人決定 ③グループワーク：討議実践
④各チームの結果発表 ⑤振り返り用紙記入 ⑥分かち合い
⑦インタビュー・まとめ（ミニレクチャーの振り返り） ⑧「気づきシート」記入

【第２回】７月　13：15～ 15：15
　コーチングコミュニケーション
①聴く・承認・質問のスキルについて学ぶ（ミニレクチャー）
②コーチングコミュニケーション　実践
③グループで分かち合い・まとめ（ミニレクチャーの振り返り）
④一人一言発言「チームをまとめるためにどうしていくか」「自分がこれからやっていきたいこと」
⑤「気づきシート」記入

【第３回】11月　13：15～ 15：15
　チームリーダーリフレクション
①リフレクションについてのミニレクチャー ②リフレクションシート①～③グループワーク
③分かち合い ④３回の研修のまとめ（ミニレクチャーの振り返り）
⑤一人一言発言 ⑥「気づきシート」記入

到達目標

目標

対象者

研修
プログラム

表１●リーダーシップ育成研修プログラム

【第１回】

•リーダーシップ総論
•アサーティブコミュニケーショ
ン（ミニレクチャー）

•コンセンサス実習（集団の意思
決定）

「５人のツアーガイド」
アサーティブコミュニケーション
を使ってみよう！

【第３回】

•チームリーダーリフレクション
（ミニレクチャー＋演習）
ギブズのリフレクティブ・サイクルに
沿って，チームメンバーとのかかわりを
内省しよう！
学習したコミュニケーションスキルを使
い，効果的にフィードバックをしよう！

【第２回】

•コーチングコミュニ
ケーション（ミニレ
クチャー＋演習）

傾聴・承認・オープン
でパワフルな質問で相
手と会話をしてみよ
う！

ねらい

•共通理解を得る
•自分を知り，相手を知る
•多様性を受容する

•コーチングスキルを使った
会話を体験する

•相手の体験を追体験する

•質の高い気づきを得る
•相手のリフレクション場面を
追体験する

研修での気づきと今後の行動目標を「気づきシート」に記入

図１●研修の概要
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研修の実際 
体感する学習で気づきを促す

第１回 
「アサーティブコミュニケーション・ 
―集団の意思決定―の体験学習」

　まず，リーダーシップ総論について１時間

の講義とアサーティブコミュニケーションの

ミニレクチャーの後，「コンセンサス実習（集

団の意思決定）」を行いました。

　コンセンサス実習のテーマは「５人のツアー

ガイド」で，山登りをするに当たって，それ

ぞれの強みを持つ５人のツアーガイドの中か

ら，「あなたのグループは，どのガイドを選ぶ

か」をメンバーで決定していく過程を体験し

ます。初めに個人で，理由を考えながら優先

順位を決定し，次にグループで討議をした後，

最終決定をします。その後，各グループの意

思決定について理由を述べながら発表します。

　このグループ討議の時には，研修担当者が

各グループにファシリテーターとして入りま

した。そして【分かち合い】の時間をとり，

それぞれのグループの意見を聞いてどう思っ

たか，グループ討議をしてみての気づきを全

員で共有しました。

　最後の【インタビュー・まとめ】の時間で

は，各グループでの気づきや発見が埋もれて

しまわないように，研修生全員にインタビュー

しながら個人の意見を引き出し，補足して伝

えることにも留意しました。この【分かち合

い】と【インタビュー・まとめ】の時間があ

ることで，グループメンバーだけでなくさら

に多くの意見を聞くことができ，有意義だっ

たという感想もありました。

　「気づきシート」では，“山登り” に対する

イメージが一人ひとり違っていることで，ツ

アーガイド選択の優先順位が変わってくるこ

とを実際に話し合いの中で体験し，話し合う

テーマについての共通理解を得なければ話し

合いの中でずれが生じることを理解し，「全

員が同じ方向を向いて検討していくことの大

切さ」を実感していました。

　また，研修生がアサーティブコミュニケー

ションを学習後，「集団の意思決定」という

コンセンサス実習を組み合わせたことで，「そ

ういう考え方もあるのか」という発見や「相

手の意見を聞くことで自身の考えも納得しな

がら変化していく体験ができた」「自分の発

言に対して “そういう考え方もあるね” と受

け止めてもらえた」などさまざまな意見を聞

くことができました。

　このように，アサーティブコミュニケー

ションとコンセンサス実習では，“価値観の

多様性を受容し，少数意見を大切にすること

は考え方の幅を広げる” という気づき，さら

に，“他者視点の認識” という学習効果が得

られました。

資料１●
「気づきシート」
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第２回 
「コーチングコミュニケーション」

　コーチングのミニレクチャーの後，コーチ

ングコミュニケーションの演習（体験学習）

を行いました。ミニレクチャーでは，傾聴・

承認・オープンでパワフルな質問についてと

聴き手・語り手の注意事項・ポイントを学び

ました。

　コーチングコミュニケーションの演習で

は，１グループ３人とし，語り手・聴き手，

そして，両者を見つめる第三者の立場を体験

することで追体験ができるようにしました。

会話のテーマは身近な「チームリーダーとし

て頑張っていること・悩んでいること」と

し，同じ立場での追体験がさらに深まるよう

に工夫しました。

　「気づきシート」では，「普段，いかに相手

の話を聴かずに一方的な指導になっていたか」

を振り返り，他者との対峙の仕方を考える機

会となっていました。また，「承認してもら

うことで互いが安心して話せる，相手との関

係性を築ける」「ただ聴いて承認していただけ

なのに，相手が変化していく様子が分かった」

など，相手を意識する・理解するといった “他

者視点を認識” することができていました。

第３回 
「チームリーダーリフレクション」

　アサーティブコミュニケーションとコーチ

ングコミュニケーションのスキルを使いなが

ら，ギブズのリフレクティブ・サイクル改訂

版（コルブのリフレクティブ・サイクルの改

訂版）（図２）に沿って，指導場面のリフレ
クションを行いました。

　第１回と第２回で学んだスキルを使うこと

で，より質の高いリフレクションができるこ

とをねらいとしました。

　リフレクションシートは，ギブズのリフレ

クティブ・サイクル改訂版の内容に沿って作

成しました（資料２，P.６）。テーマは「指
導場面でうまくいったこと・いかなかったこ

説明（記述・描写）

感情

経験についての
最初の評価

最終評価と
行動計画

まとめ

分析

記述・描写　何が起こったのか？
•場面の概要　•対象の状況　•私の状況　•相手へのかかわり

分析
「状況から意図されること・分かることを探る」
この経験を通じて気づいたことは何か？

感情「自分自身に問いかけてみ
ること」
その時，何を考え，何を感じた
のか？
自分はどのように反応したか？
今でも気になってすっきりしな
いことは何か？

評価
良かったことは何か？
もう少しこうすればよかっ
たと思うことは何か？
•状況における自分の判断
と行動はどうだったか？
•経験による影響（自分の
行動が与えた影響）は
あったか？

総合
ほかに何ができたか？
新しい見方や考え方が生まれ
たか？

行動計画
再び同じことが起こったらど
うするのか？
•どのような課題が明らかに
なったか？

•次はこうしてみようと思っ
たことはあるか？

アセスメント項目と
リフレクティブサイクルとの

対応

図２●バルマンらによるギブズのリフレクティブ・サイクル改訂版
（コルブのリフレクティブ・サイクルの改訂版）

田村由実，池西悦子：看護の教育・実践にいかすリフレクション，P.31，165，南江堂，2014.を基に筆者作成
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と・もやもやしてすっきりしていないことな

ど」とし，その時の状況や自身の思いについ

てリフレクションシート（①～④）に記入し

て，第３回の研修時に持参してもらいました。

　記入する際のポイントは，特に１番目の

〈説明（記述・描写）〉のところでは語り手の

指導場面を，相手もその場にいて映像を見て

いるかのように感じられる，具体的な描写を

するようにしてもらいました。

　次の〈感情〉では，今振り返って「その時，

何を考え何を感じたか」「自分はどのように

反応したか」「今でも気になってすっきりし

ないことは何か」を素直に記入してもらいま

した。そして，〈経験についての最初の評価〉

として，「自分の行動で良かったことは何か」

「もう少しこうすればよかったと思うことは

何か」についても，深く考え率直に記入して

もらいました。

　研修では，第１回・第２回の研修での要点

とリフレクションの進め方についてのミニレ

クチャーの後，リフレクションシートに沿っ

て進めていきました。

　「具体的に記入してあるものを棒読みする

のではなく，その時の感情を思い出し，話し

方に抑揚をつけてください」と研修生に伝え

ました。そうすることで，聴き手も，あたか

も自分がその場にいるような追体験ができま

す。語り手も，メンバーに質の良いコミュニ

ケーションスキルで自分の思いを引き出して

もらうことで，自分自身の行動をより深く振

り返り〈分析〉と大きな気づき〈まとめ〉に

つながります。

　３回の研修のまとめとして，コミュニケー

ションスキルやリフレクションの進め方につ

いてのミニレクチャーで振り返りをした後，

リフレクションでの気づきと今後の行動目標

について，全員で【分かち合い】をしました

〈最終評価と行動計画〉。

　「自分の体験を聴いてもらい，メンバーか

ら質問や承認を受けているうちに頭の中が整

理され，もやもやしていたことが晴れて，ど

うすればよいのかが自分の中で明確になっ

た」「聴き手の質問の仕方で自分の課題に気

づけた」「一方的な指導ではなく，相手の思

いを引き出しながら一緒に考え，アドバイス

したいと思った」「語り手が気づきを得る様

子を見ていて，一方的なかかわりではなく，

相手が成長できるようにしたい，相手の思い

を引き出したいと思えた」など，“自分自身

の在り方” や相手にとって自身のかかわりは

どうだったのかという “他者視点の認識” が

得られていました。

チームリーダーリフレクションシート
 年　　月　　日
自分とメンバーとのかかわりやリーダーとしての意思
決定を振り返る

所属：　　　　　　　　
氏名：　　　　　　　　

①メンバーとのかかわりの中で思い出す忘れられな
い場面（場所・状況・内容など）

②その時，自分はどう思ったか。自分のとった行動
は？

③その経験の中で気になっていること，もやもやし
ていることなど

④（リフレクション後）学んだこと（話し合いを通
して気づいたこと）

⑤これからどうしていくか，どうしていきたいか

資料２●リフレクションシート
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　当院では新人看護師（以下，新人）を対象
に，2018年度から医療安全管理者（以下，安
全管理者）が医療安全の視点で夜勤前研修を
実施しています。これまでの研修は，教育担
当者が中心となって実施していましたが，安
全管理者が実施する初めての試みであり，新
人の夜勤開始に向けて安全を意識した看護実
践ができるよう内容を検討し行っています。
　当院は，毎年30人前後の新人が入職して
います。看護部は他職種に比べて人数が多い
部署であり，患者とかかわる業務のため，イ
ンシデントレポートの提出件数は院内で最も
多くなっています。新人からの提出件数は多
くはありませんが，2017年度では提出される
レポートのほとんどは７月以降であり，月平
均で見ると４～６月の約４倍に増加していま
した（図）。
　この背景には，受け持ち患者数の増加や看
護業務が独り立ちになるなどが考えられま
す。さらに，入職して２～３カ月後には夜勤
業務が始まります。2018年度以降，夜勤が
始まる時期は６月から５月へと早くなり，夜
勤自立時期も12月～１月を目標としていた
ところ，2022年度では10月までと段階的に
現場での自立を早めている傾向にあります。

　その理由として，現場力を必要としている
現状があり，急性期病院として患者変化に対
応できる看護が求められているからです。そ
のため，夜勤前研修を実施することの意義も
大きいと言えます。

研修実施にあたって
　日本看護協会の『医療安全推進のための標
準テキスト』には，「夜勤・交代制勤務や長
時間労働による睡眠リズムの乱れや疲労の蓄
積は，注意力，判断力，作業能力の低下をも
たらすことから，看護職の安全と健康に配慮
した労働環境や労働条件の整備は，医療安全

医療安全を目的とした 
新人看護師の夜勤前研修
～危険を予測した夜勤看護に臨めるために～

IMSグループ　医療法人財団明理会　東戸塚記念病院 
医療安全管理部門 師長（課長）　武内浩子

横須賀共済病院看護専門学校を卒業後，同病院で整形外科・外科・ICUで勤務。2006年IMSグループ医療法人財団
明理会東戸塚記念病院に入職。整形外科・脳神経外科で主任・病棟師長を経験し，2017年から医療安全管理者とな
る。現在は，医療安全管理部門で専従者として，院内の各部門と連携し，医療安全活動に携わっている。
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上必要な対策のひとつである」１）とあります。
夜勤が始まる前に労働環境の現状を知り，夜
勤業務を行う上での心構えや予備知識を習得
しておくことは，安全な看護を提供する上で
必須です。このことから，夜勤が始まる前の
新人を対象に，安全管理の内容も含めた研修
を実施する必要性が高いと考えます。
　また，2018年度の研修実施後，新人が夜
勤時において危険を予測した看護実践に臨む
ため，研修項目の適切性を明らかにすること
を目的として，新人を対象に夜勤が始まった
後に研修内容の理解度と活用度についてアン
ケート調査を実施しました。このアンケート
は，研修項目ごとに質問をし，４段階尺度で
回答してもらう方法としました。

2018年度の研修内容
　2018年度の夜勤前研修は，「安全を意識
した看護実践行動がとれる知識・技術を養
う」を目的としました。また，次の３つを目
標として研修を企画・実施しました。

①インシデント・アクシデントの現状を知
り，事例を通して安全についての理解を深
めることができる

②危険予知トレーニング（以下，KYT）を通
して，危険を予測して対応策を考えること
ができる

③夜勤帯で起こり得る危険性について理解を
深めることができる

　講義は，医療安全に関して知ってほしい内
容を検討し（表１），併せて写真KYT（４ラ
ウンド法※１）に重点を置き，グループワー
ク（以下，GW）を実施しました。
　実施後の研修アンケートでは，「KYTのGW
が難しかった」「KYTがいまひとつ分からな
かった」という意見が聞かれる一方で，「事
故を防ぐには何が危険なのかを考え，対策を
後回しにせず，未然に防ぐことが必要」とい
う前向きな言葉も聞かれており，KYTの必要
性を実感することになりました。しかし，４
ラウンド法で行ったKYTでは，書式に合わせ
て第１ラウンドから第４ラウンドまで進めて
いく過程の中で，記載する表現や選択方法に
戸惑い，時間を要し，思うようにGWを進め
ることができなかった様子も見られました。
次回以降は，GWの方法を見直すと共に，理
解度や活用度についてのアンケート結果を踏
まえて研修内容を再検討する必要があると感
じました。
　その後６月に新人の夜勤が始まり，８月に
実施した理解度・活用度についてのアンケー
トでは，研修項目の中でKYT関連の評価が最
も低い結果となりました。その中でも特に評
価が低かったのは，「４ラウンド法やKYT実
践の流れについて」と「エラープルーフにつ

•医療安全について
•コミュニケーションの大切さについて
•安全文化について
•SBARについて（緊急時の情報伝達の方法）
•人間の特性について（ヒューマンファクター）
•人的ミスへの対処方法について（標準化・マ
ニュアル，エラープルーフ化）

•インシデントレポートについて
•KYTについて
•前年度のインシデント・アクシデントレポート
結果報告

•病棟内のリスク場面
•看護師が置かれている現状
•夜勤に向けて注意すべきこと
•看護記録の重要性
•夜間帯の確認作業場面
•新人が起こしやすいエラー
①知識・経験不足
②機器の取り扱い時
③多重課題の場面

•体調管理の重要性

表１●夜勤前研修の項目

※１　４ラウンド法：問題解決をするために４つの段階を経
て，段階的に進めていく方法。第１ラウンド：現状把
握，第２ラウンド：本質追究，第３ラウンド：対策樹
立，第４ラウンド：目標設定。
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いて」でした。これは，研修後のアンケート
結果とも一致している点です。その一方で，
理解度・活用度が最も高かったのは，「安全
に業務を行うためにはコミュニケーションが
大切である」という項目でした。

KYTについて

　KYTについて杉山は，「まだ起きていない
エラーや事故の可能性を察知し，事前に防止
する手立てを講じる能力を身に着けることが
目的である」２）と述べています。今回研修の
中心となるKYTについては，まずKYTの基
本３原則についての理解を深めていくことが
KYTの活用にもつながるため重要だと感じ
ています。しかし，説明の方法が資料の文章
を読むだけであったため，それがKYTを行う
上でどう重要であるかということの説明が不
足していたと思います。それにより，基本の
３原則の重要性について十分に理解できな
かったかもしれません。
　また，杉山は「トレーニングを進めていく
うえで，KYTの訓練者，すなわちリーダーの
役割は極めて重要です。（中略）リーダーは
４ラウンドの正しい進め方を繰り返し修練さ
せていくことが必要」２）とも述べています。
今回の研修では実践が１回きりであったこと
とKYTが新人看護師のみで行われたことに
より，ファシリテーター的役割が不在で的確
な助言が得られず，理解度に影響を与えた可
能性があると感じています。
　また，安井は「トレーニングの趣旨が理解
できなかったり，合意形成が不十分なまま実
施した場合，効果的なトレーニングにならな
い」３）と述べています。このことから，実践
前の４ラウンド法の正しい進め方の段階から
理解が不十分であり，演習を進める上で，問
題点の抽出→目標設定→指差し呼称項目の実

践という段階的な考え方の理解に影響を与え
た可能性があると感じます。これはアンケー
ト結果にも関連していることから，経験値が
ない新人のレディネスに対してKYTを繰り
返し行い，意図的・計画的・段階的に進めて
いくといった研修構成の検討が必要であった
と考えます。杉山が述べている「繰り返し修
練」することこそ，４ラウンド法の理解を深
め，効果的なトレーニングにつながると感じ
ています。
　また，急性期における患者は，生命危機に
直面しており，看護師は患者の急速に変化す
る状況に対して迅速にケアを提供することが
要求されます。そのため，患者の危険予測能
力を高めていくことは，経験年数にかかわら
ずすべての看護師が備えておくべき能力で
す。だからこそ，KYTを行うことは重要な意
味を持つと考えます。そして，前述したよう
に夜勤時は，日中に比べて注意力や判断力，
作業能力が低下することから，より危険を意
識することが必要であり，そのためにも危険
予知に関する知識・技術を含めた内容を研修
に取り入れていくことはとても重要であると
考えます。

エラープルーフ※２について

　アンケートでは，エラープルーフの理解が
低いという結果でした。人的ミスへの対処方
法の一つであるエラープルーフの具体的な例
として「酸素と吸引の配管や接続部の形状の
違いやシリンジの種類によって接続部が合わ
ない」などを挙げましたが，口頭で説明した
だけで，どのようなものかは視覚的に示して
いなかったため，記憶に残りづらかったと考

※２　エラープルーフ：「作業のやり方」を工夫すること。
「危険排除」「代替化」「容易化」「異常検出」「影響緩和」
の５つの原理がある。
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