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スタッフ一人ひとりに合った
目標設定でモチベーションを上げる「やりたい」

「なりたい」を

反映！

モチベーション＆エンゲージメントを刺激する目標設定・支援・面接特集

時代に合った目標管理へ

　医療・看護界において目標管理が注目さ

れるようになったのは，財団法人日本医療

機能評価機構が実施している「病院機能評

価」の項目として「目標管理」が登場して

からです。この目標管理の概念を初めて唱

えたのはＰ. Ｆ. ドラッカーで，目標管理の

最大の利点は，自らの仕事ぶりをマネジメ

ントできるようになることだと言われてい

ます。

　そのほかにも目標管理には，組織の目標

と職員一人ひとりの目標を調和させ，個人

の目標達成が組織の目標達成に結びつき，

個人が何をすべきか明確にする，目標達成

による内発的動機づけを高めるといった利

点があります。組織の目標達成や個人の教

育・支援のために，目標管理制度を導入し

ている施設は多いのではないでしょうか。

　近年，ワークモチベーションの変化や価

値観・雇用形態の多様化により，働き方は

若手を中心に変化しています。従来であれ

ば一つの会社に長く勤めることが当たり前

で，組織の中で人間関係を築き，昇進・昇

格を前提としたキャリアアップを目指して

いました。しかし，終身雇用，年功序列の

制度が崩れ，一つの会社で長く働くという

意識が薄くなり，自分のやりたい仕事をす

るために転職を重ねてキャリアアップを目

指す人が増えています。働き方も，残業が

美徳とされていた時代は過ぎ去り，今はで

きるだけ就業時間内に業務を終え，成果を

上げることを目指すようになっています。

　2021年度のミレニアル・Ｚ世代年次調

査（10回目）＊１ではミレニアル世代のビジ

ネスリーダーはウェルビーイングやメンタ

ルヘルスを重要視することが明確になって

おり，財務，実績以外のビジネスの優先事

項として，「ワーク・ライフ・バランスの

徹底」「従業員の身体的健康・メンタルヘ

ルスのサポート」「キャリアスキルの開発

サポート」「従業員が自分らしく働くため

の支援」の４つが挙げられています。

　ミレニアル世代は2025年までに世界の労

働力の最大75％を占めるようになるという

試算もあり，今後の働く世代の中心となる

彼らの考え方に沿ったマネジメントをして

いく必要があります。ミレニアル世代では，

＊１　デロイトのミレニアル・Ｚ世代年次調査
　デロイトトーマツグループが2021年１月～２月に，日本を含む世界45カ国の1983年～1994年生まれのミレニア
ル世代14,655人，1995年～2002年生まれのＺ世代8,273人の計22,928人に対して行った調査。日常生活や社会観，
また就業意識における影響を分析しており，2021年で10回目となる。
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昇給・出世よりも働く意義・仕事のやりが

いを重視する人や，入社した会社の組織風

土や仕事の内容が自分に合わないと感じた

らすぐに辞めてしまう人もめずらしくあり

ません。

　また，新型コロナウイルス感染症の影響

によるリモートワークの増加や歓迎会や忘

年会といった飲み会の自粛，朝礼や会議の

廃止などから，組織としての一体感を味わ

う場面は減少しています。そのため，組織

に対する忠誠心や愛着心を育む機会が失わ

れている状況があります。今の若い世代は

飲み会などに参加したがらないという話は

コロナ禍以前からありましたが，それでも

場を持つことで，同僚や上司との関係性を

構築する機会になっていました。

　このような環境下で，組織への忠誠や愛

着が昔に比べて減少していると思われる今，

組織の理念・目標を達成するために自分た

ちの目標を達成するという目標管理制度を

実現するには工夫が必要です。職員が一丸

となって組織目標に向かうことは大切です

が，それ以前に一人ひとりがどのような価

値観，働き方をしたいのかを把握すること

が必要です。その上で，個々が力を発揮で

き，成果が上がること，すなわち，個人の

価値観を尊重しながら組織の目標と調和さ

せることが現代の目標管理と言えます。

「納得感」が得られる 
目標の設定方法

　目標管理では，スタッフ一人ひとりのや

る気を引き出し，個々の能力やスキルの向

上を図りながら，組織目標の達成に導くこ

とが必要です。そのためには，スタッフが

組織の理念・目標に共感し，この職場で働

き続けたい，この職場でなら自分のキャリ

アを描けることができるという環境をつく

ることが大切です。そして，そのカギを握

るのが，最近よく耳にする「エンゲージメ

ント」です。

エンゲージメントを高める組織づくり

　エンゲージメントとは，「職員一人ひと

りが組織の掲げる理念や目標を適切に理解

して，自発的に自分の力を発揮できる貢献

意欲」のことを表します。

　エンゲージメントを向上させるには，組

織の風土や価値観を肯定的にとらえ，組織

への愛着を高めてもらう必要がありますが，

無理に押し付けるのは逆効果となります。

あくまでも組織の理念や目標に共感しても

らうことが大切であり，そのためには組織

目標を明確化し，日頃からスタッフとコ

ミュニケーションをとり，互いの価値観を

すり合わせることが求められます。

　エンゲージメントを左右する要因として，

表１のようなことが挙げられます。エンゲー

ジメントが高い職場では，環境や労働条件

に満足しているだけではなく，スタッフが

仕事に対して意欲ややりがいを感じていま

す。このことは，モチベーション理論でよ

く示されるハーズバーグの動機づけ衛生理

論＊２でも述べられており，仕事の満足感を

引き出すには「動機づけ要因」にアプロー

＊２　ハーズバーグの動機づけ衛生理論
　職務の満足・不満足を規定する要因は２つあり，一つは満足との関係性が強い「動機づけ要因」で，仕事の達成感，達
成の承認，仕事そのもの，責任，承認，成長の可能性などである。もう一つは不満足を規定する「衛生要因」で，監督の
仕方，政策と経営方針，対人関係，賃金などである。不満足要因（衛生要因）をいくら取り除いても満足を引き出すこと
にはつながらない。満足は，達成感や他者からの承認などといった動機づけの要因がなければ得られない，とする理論。
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チする必要があると表現されています。

　すなわち，衛生要因である給与や労働条

件などを整備しても，不満足感を減らせる

だけで満足感は上がりません。満足感を上

げるには，達成感や承認を受けるなど動機

づけの要因が必要です。なお，表１の❶～

❺が動機づけ要因，❻～❾が衛生要因とな

ります。エンゲージメントを高めるための

師長の役割は，職場環境の調整，目標達成

への支援，日頃のコミュニケーションによ

る承認行動など多岐にわたります。

内発的動機づけを意識した目標設定

　エンゲージメントを高めたら，次に目標

設定を行いますが，目標設定をする際に内

発的動機づけを行うことが重要です。内発

的動機づけでは，次の３つの要素に着目し

ます。

自立性：�自分がやるべきことを自分で決め
ること

成長：�自分の成長やキャリアアップにつな
がること

目的：�患者など他者への貢献につながること
　目標は，組織の理念・目標に共感した上

で自分の役割は何かを考え，自分で決める

必要があります。人から言われた目標，部

署目標や委員会活動に連動した目標ではや

らされ感があり，モチベーションは上がり

ません。また，自分の成長につながる，興

味がある目標を設定することが大切です。

また，医療者として患者に貢献していると

いう実感につながる目標であれば，モチ

ベーションが上がります。

一人ひとりに合った 
目標設定のポイント

　目標設定を行う際に，次の要件を満たし

ているか確認しましょう。

組織の目標と結びついているか
　個人の目標は，組織の目標を念頭に置い

て策定します。病院の目標から看護部の目

標が設定され，看護部目標から部署の目標，

チームの目標，個人の目標へとつながりま

す。自分の属する組織の目標に従い，個人

の役割を考えた目標を設定しましょう。

目標達成が本人の成長や 
キャリアアップにつながるか
　目標を達成することがどのような成長に

つながるかをイメージさせることが大切で

す。例えば，「勉強会を開催すること」が

目標の一つに挙がっている場合，それによ

りどのようにステップアップできるかを考

えます。

創造的でチャレンジ性があるか
　目標設定理論では，あいまいな目標より

エンゲージメントを左右する要因

❶組織文化：職場の理念や目標，業務内
容について納得・共感できているか

❷職務：今の職場で看護師として働くこ
と，また自分の役割に満足しているか
❸自己成長：自分のキャリアを描き，成
長を感じることができる職場か

❹支援：上司や同僚から，業務上または
自己成長の支援を受けることができてい
るか

❺承認：上司や同僚など周りの人から認
められているか
❻組織風土：組織の風土が働く人にとっ
て良い状態か

❼心身の健康：過度なストレスや疲労を
感じていないか
❽人間関係：上司や同僚と良好な人間関
係を築くことができているか

❾環境：給与，福利厚生，職場といった
職員を取り巻く環境に満足しているか

表１
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明確な目標，難易度の低い目標より高い目

標を設定した方が，業績が上がることが確

認されています。なお，チャレンジ性とし

ては「頑張れば到達可能」なレベルが望ま

しいと言われています。

具体的な目標となっているか
　具体的で達成可能な目標の立て方として，

SMARTの法則（表２）がよく使われていま

す。目標には「定量目標」と「定性目標」

があります。看護師の目標は数値に表すこ

とが難しい場合が多いため「定性目標」に

なることが多いですが，数字にできない分，

どのような状況になれば目標達成かをきち

んとすり合わせておくことが大切です。

＊　＊　＊

　以上４つのポイントを踏まえた上で，ス

タッフ一人ひとりの価値観や強み，キャリ

アプランを把握すること，スタッフ個々を

よく知ることから目標設定は始まります。

目標設定支援の実際

　次に，実際の目標設定面談の場面を紹介

します。１年前に既卒入職した５年目看護

師Ａさんに対し，師長が年度始めの目標設

定面談を行う場面です。事前の目標管理

シートでは，Ａさんの目標は「循環器看護

の研修に参加して，知識を深め，より質の

高い看護実践方法を部署に還元する」と

なっています。

　色のついた部分で師長の意識的なかかわ

りを解説していますので，参考にしてくだ

さい。

師長：Ａさんおつかれさま。今日はＡさ
んの立てた今年度の目標について話を
しますね。時間は30分程度で考えて

いますが，業務的に大丈夫ですか？

面談をする環境の確認。面談の所要
時間と目的を告げ，Ａさんが時間的
に余裕を持ち面談に集中できる状況
かを尋ねる。業務が気になって面談
に集中できない状況であれば，面談
を再設定する。

Ａさん：はい，大丈夫です。
師長：では，Ａさんの立てた目標につい
て説明してもらえますか？

Ａさん：はい。今年はこの病院に来て２
年目になりますので，循環器関連の研
修にたくさん参加して知識を深めたい
と思います。そして，チーム会で勉強
会を開催することで，部署全体の知
識・スキルの向上につながればと考え

SMARTの法則

Ｓ Specific
（具体的である）

誰が読んでも分かる，
明確で具体的な表現
や言葉で書き表す

Ｍ Measurable
（測定可能である）

目標の達成度の度合
いが本人にも上司に
も判断できるよう，
その内容を数値で明
確に設定する

Ａ
Achievable
 実現可能な
 範囲である

希望や願望ではなく，
その目標が達成可能
な現実的内容かどう
かを確認する

Ｒ
Realistic
 現実的な
 目標である

所属する部署や施設
の目標に関連する内
容になっているか確
認する

Ｔ
Time
 期限が
 明確である

いつまでに目標を達
成するか，その期限
を設定する

下山節子，江藤節代：新時代の看護マネジメントとリーダーシップ，
P.44～49，メディカ出版，2012.を参考に筆者作成

表２

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）
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ています。
師長：循環器の研修となっていますが，
具体的に考えていることはありますか？

Ａさんの目標を具体的に言葉で表現
する。Ａさんは循環器関連の研修と
言っているため，循環器関連の何を
学びたいのか，内容を掘り下げる。

Ａさん：はい。最近，心不全の再入院の
患者さんが多いことが気になっている
ので，再入院を減らすために心不全指
導に力を入れたいと考えています。そ
のために，心不全に関連する研修を
今，探しています。

師長：それは良いですね。私も同じよう
に心不全の再入院が増えていると感じ
ていました。

共感と承認。Ａさんの思いに共感し，
気づきを承認する。

　Ａさんが部署で勉強会をしてくれた
ら，全体的に指導力が上がって良い影
響がありそうですね。具体的な研修参
加が決まったらまた教えてください。
では，Ａさんはどうなれば年度末に目標
が達成したと感じることができますか？

Ａさん：チーム会で勉強会ができたら，
とりあえず目標達成ですかね…。

師長：それも一つですね。Ａさんは勉強
会をしてチームメンバーにどうなって
ほしいですか？　また，部署がどのよ
うになってほしいですか？

目標達成により，Ａさんや部署がど
うなることが良いのかを確認する。
何のためにその目標を達成するのか
を考えさせる。

Ａさん：みんなが同じような指導を継続
的にできるようになってほしいです。
そうすることで患者さんは退院後の日
常生活をイメージすることができ，再
入院が減るのではないかと思います。

師長：では，勉強会の開催以外にそれを
実践する方法はありますか？

目的に対して目標以外でＡさんがで
きることはないかを確認する。

Ａさん：今は統一して指導するための
ツールがないので，パンフレットやし
おりみたいなものがあれば，みんなが
同じ指導ができて，患者さんも家に
帰ってから再確認できるのでいいなぁ
とは思うのですが…。

師長：それは良いですね！　確かに同じ
ツールを使えば，Ａさんの言うように
統一された継続的な指導ができますね。

共感と承認。Ａさんの思いに共感し，
気づきを承認する。

Ａさん：将来的にはパンフレット作成に
も着手したいと思っているのですが。
とりあえず今は自分が知識をつけるこ
とが最優先だと思いますので，今年は
たくさん研修などで勉強をして実践に
活かせるようにしたいと考えています。

師長：では，今年はＡさん自身が心不全に
ついて知識を深め，勉強会をしてチーム
全体のスキルアップを図り，患者さんに
統一した心不全の指導ができるようにな
る。そして，将来的にはパンフレット作
成も視野に入れているということですね。

目標を整理し，その次のステップを
確認する。
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Ａさん：はい！　共通のパンフレットが
できたらすごく良いと思います。

師長：その時は，Ａさんが中心となって
頑張ってもらいますね。

Ａさんに対してのエンパワーメント
（権限委譲）を行う。

Ａさん：頑張ります！
師長：パンフレットについては，また具体
的にどうするのか相談しながら進めて
いきましょう。勉強会の開催について
も時期を決めておいた方がいいですね。

Ａさん：はい。勉強会は９月には行いた
いので，それまでに研修に参加します。

　この面談により，Ａさんは目標を「部署

全体の心不全患者への指導力向上のため，

関連する研修への参加で知識を習得し，９

月に部署で勉強会を行う」と再設定しまし

た。ここまでは一般的な面談の流れです。

　本人の気持ちに寄り添い，本人の価値観

や働き方，将来のキャリアビジョンも踏ま

えた上で面談を進めていくには，面談の途

中で次のような質問を入れます。

師長：Ａさんはこの病院に来て１年経ち
ましたが，Ａさんが考えていた働き方
ができていますか？

Ａさん：最初は慣れるだけで精一杯でし
たが，最近ようやく自分のしたい看護
ができるようになりました。

師長：Ａさんのしたい看護って，どんな
ことですか？

本人の看護についての価値観を確認
する。

Ａさん：私は，患者さんが入院中だけで

はなく退院後にも安心して生活ができ
るように，入院中から介入したいと
思っています。昔，私のおじいちゃん
が心不全で入退院を繰り返していたの
ですが，入院中は元気なのに家に帰っ
てくるとすぐにしんどくなって再入院
していました。家でも入院中と同じよ
うに過ごせれば，長く家で生活できる
のにと感じていました。

師長：Ａさんはその思いがあるから，心
不全患者の指導に力を入れたいと思っ
ているのですね。

Ａさん：そうです。看護師になったのも
それがきっかけでした。

師長：そうだったのですね。その思いは
すごく大切ですね。Ａさんのその思い
がチーム全体に伝わればきっと，心不
全患者への指導にも力が入りますね。
ところで，Ａさんには５年後，10年
後のビジョンはありますか？

キャリアビジョンを確認する。

Ａさん：具体的には考えていないです
が，将来的には訪問看護をしたいと
思っています。やはり自分は退院後の
生活の場に力を入れたいと思っている
ので。そのために，今はしっかり学ぼ
うと思っています。

師長：将来は訪問看護をしたいと考えて
いるのですね。では，今は将来に備え
てしっかりと知識・技術を身につける
時期ですね。今年の目標もＡさんの将
来したいことにつながると思いますの
で，頑張ってください。

将来のビジョンと今の目標の関連性
について共通認識を得る。

19ナースマネジャー  Vol.23  No.11



　私もＡさんがこの病院で自分のした
い看護ができるよう支援していきたい
と思いますので，また話を聞かせてく
ださいね。

師長としてＡさんを支援していきた
いという気持ちを伝える。

Ａさん：はい！　ありがとうございます。

　以上のように，年間目標についてだけで

はなく，看護師としての価値観や働き方，

将来のビジョンなどもからめて話ができる

と，本人への普段のかかわりや支援がス

ムーズになります。スタッフがどのような

考えを持っているかを知ることは，師長と

して大切です。目標設定の時だけでなく，

普段からコミュニケーションを図って信頼

関係を築き，スタッフの価値観を知り，師

長が支援者であることを認識させることが

求められます。

まとめ

　目標設定で大切なことは，職員一人ひと

りが組織の目標に共感し，組織における自

分の役割を理解することです。また，個人

の価値観や働き方の多様性を踏まえた上で，

目標達成が自己の成長につながるような，

個人にとっても意味のある目標を設定する

ことが重要です。すなわち，組織と個人の

両者が向上するように目標を調和させるこ

とが，今の時代に合った目標管理における

マネジメントであると言えるでしょう。こ

のようなマネジメントを行うことにより，

スタッフはこの組織で働き続けたいと思い，

それがパフォーマンスの向上，すなわち良

い看護の提供へとつながっていきます。ス

タッフの心に響く目標設定をすることは，

師長の重要な役割なのです。
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　たかはし・みえ●1995年大阪医科大学附属病院入職。2003年東宝塚さとう病院（現・医療法人愛心
会東宝塚さとう病院）入職。2007年大阪医科大学附属病院消化器内科で臨床試験コーディネーターと
して勤務。2010年東宝塚さとう病院再入職。2011年から看護師長として外科病棟，集中治療室に勤務。
2018年より副看護部長，2021年４月より現職。2017年にキャリアコンサルタント国家資格を取得し，
病院職員のキャリア支援に注力している。2021年認定看護管理者資格取得。

▼医療法人愛心会東宝塚さとう病院の概要（2021年11月現在）
阪神北地域に位置する循環器内科，心臓血管外科を中心とした急性期病院
病床数：156床（ICU８床，一般110床，療養38床）　　看護部職員数：215人
手術実績（2021年）：心臓カテーテル総数1,783件，心臓血管外科手術424件（心臓大血管手術259件）
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