多様化時代！

〝Ｏｎｅ ｔｅａｍ〟
は
師長の手腕

特集

いざという時に
「One team」になれる
組織をつくる
マネジメント
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院
看護部長

本庄睦子

本稿では，いざという時にチーム力を発
揮できるチームをつくり上げていくため
医療現場の問題は，いろいろな形で突然

に，日頃から管理者としてどのようなこと

のように現れます。ここ１年間を振り返っ

を念頭に置き，行動するとよいのかについ

ただけでも，地域医療構想による再編成対

て考えてみたいと思います。

象病院公表への対応，自然災害時の危機管

対応や感染への不安，経営状況の悪化など，

チーム医療が求められる
社会情勢の中で
「One team」を目指す

さまざまな問題と直面し，試行錯誤の中で対

2019年の流行語にもなった，
「One team」
。

理などがあります。そして今現在も続いて
いるCOVID-19に関しては，陽性患者への

応策を見いだしていかなければなりません。

ラクビー日本代表がキャプテン・リーチ・

このような問題に直面した時こそ，管理

マイケル選手を中心に一丸となって戦った

者はリーダーシップを発揮し，ほかのメン

Ｗ杯の試合は，皆さんの記憶に新しいとこ

バーと協働し，チームをつくり上げていく

ろだと思います。彼らが強くなっていった

必要があります。しかし，管理者のマネジ

要因には，「コミュニケーション」「信頼」

メントにより，最高のパフォーマンスを発

「ベスト８入りという目標」があり，国籍

揮するチームができる場合もあれば，成果

が異なる選手がいて，いろいろなアイデア

を出すことができない場合もあります。

があったからこそ，ベスト８入りを実現で

Proﬁle
ほんじょう・むつこ●1986年札幌医科大学衛生短期大学部看護学科卒業，国家公務員共済組合連合会斗南病院入職。
2001年同院師長昇格，2009年同院副看護部長昇格。2013年認定看護管理者資格を取得。2014年斗南病院看護部長に就
任。2017年より新小倉病院看護部長に就任。
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表

看護管理者に必要とされている能力およびコンピテンシー
求められている能力およびコンピテンシー
病院看護管理者の
マネジメントラダー＊１

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

看護管理者の
コンピテンシー・モデル＊２

達成重視，イニシアティブ，情報探求，対人関係理解，顧客サー
ビス重視，インパクトと影響力，他の人たちの開発，指揮命令―
自己表現力と地位に伴うパワーの活用，チームワークと協調，チー
ム・リーダーシップ，分析的思考，概念化思考，セルフ・コント
ロール，自己確信，柔軟性，組織へのコミットメント

＊１
＊２

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，日本看護協会，2019.
虎の門病院看護部：看護管理者のコンピテンシー・モデル 開発から運用まで，P.18 ～23，医学書院，2013.

きたと，テレビ取材の中で聞いた覚えがあ

スタッフにかかわりを持っているでしょう

ります。これは，スポーツ界に限ったこと

か。仲間は自然とできていきます。しかし，

ではないと思います。医療の現場は，常に

チームとして考えた場合，その機能は発揮

多職種・多様性に富んだ職場環境です。で

さ れ て い る で し ょ う か。 看 護 管 理 者 は，

は，多職種が協働し，チームワークをより

チーム力を高めるために必要とされるマネ

高めていくための要因として，どのような

ジメント能力をどのように発揮するとよい

ことがあるのでしょうか。

のかということを，常に考えていく必要が

欧米の文化・考え方などの情報をテレ
ビ，インターネットなどで手軽に得ること

あります。
看護管理者として求められる能力はたく

ができるようになった今，集団の中で「個」

さんあります。しかし，すべての能力を発

として活躍できる場も増えています。「個」

揮し，看護管理者として高いパフォーマン

が重視されるようになると，自然に一つの

スを示すことができる看護管理者は，ごく

塊の中でも多様性が生まれてきます。例え

一部です。まずは，自分自身の行動パター

ば，看護師の働き方に関しても，採用され

ンや管理分野における得意・不得意を知る

た病院で定年まで働くという考えから，

ことで，よりパフォーマンスを高めていく

キャリアアップのために転職する，短い勤

ことができると思います。

務時間で働く，組織に縛られず派遣看護師

看護管理者のマネジメント能力指標とし

としていろいろな病院で働く，病院以外の

て，日本看護協会から出されている「病院

地域医療や介護施設で働く，起業するなど

看護管理者のマネジメントラダー」や「看

多様化しています。また，一つの病棟の中

護管理者のコンピテンシー・モデル」など

でも，さまざまな働き方のスタッフがお

があります（表）。今回はこれらの詳細に

り，現場では病棟運営の点で苦労されてい

は触れませんが，どちらについても言える

ることも多いと思います。

こととして，これらに記載されている能力

このように，キャリアや働き方が変容し

を，日々の看護管理において意図的に使用

てきている中，チームワークをつくり上げ

し，部署内の運営・意思決定を行っていく

ていくために，看護管理者として意図的に

ことが非常に重要です。後から振り返り，
ナースマネジャー Vol.22 No.7
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内省するのではなく，常に実践の中で意図

療を展開し，患者の治療・ケアを行ってい

的に能力を発揮してかかわっていくことが，

ます。

今の管理者には求められていると思います。

チームづくりに必要な
マネジメント

と言うことができるのでしょうか。一般的
に，チームづくりに不可欠な要素として，
「目標の共有」「自分の役割を認識」「各自

では，一般的にチームワークづくりに必

が積極的に取り組む」「報告・相談・連絡

要なマネジメントには，どのようなことが

をしっかりと行う」「リーダーシップの発

あるでしょうか。

揮」「円滑なコミュニケーション」 が必要

数 人 集 ま れ ば， そ こ に は「 グ ル ー プ 」

とされています。メンバーが集まった時

「チーム」が自然とできますが，いったい

に，話す相手に合わせ，これらの要素をど

「グループ」と「チーム」では何が違うの

のように使い分けていくかが重要です。

でしょうか。同じようにとらえている人も

風通しが良く，互いの顔が見える関係づ

多いかもしれませんが，実は，言葉の意味

くりができている組織は，何か問題が起

はまったく違います。

こった時にチームワークで最高のパフォー

「グループ」は，同じ作業を行う人（集

マンスを見せることができるということ

団）であるのに対し，
「チーム」は，作業

を，筆者は度重なる経験から知っていま

を行うに当たりメンバー個々が違う役割を

す。チーム力を高めるためにも，組織風土

持っています。作業を行う際に，役割を持っ

を見直し，日頃から不可欠とされる要素を

ているか，共通の目標を持っているかとい

実践できるよう，メンバー間で積極的にコ

う点が違うのです（図）。私たち医療職は，

ミュニケーションを取ることが必要だと思

「グループ」ではなく「チーム」としてメ
ンバー一人ひとりが役割を持ち，チーム医
図

では，複数の職種が集まればチーム医療

「グループ」と「チーム」の違い
グループ

チーム

目標を持たず，集まっ
ている（集団）。リー
ダーはいない。

目標の成果を出すた
めに，意思決定，ディ
スカッションを行う。
リーダーが存在する。

います。

危機を乗り切るための
組織体制の変化
医療関係者は，診療報酬改定により，２
年ごとに変革に対応することが求められて
います。また，2019年度には，地域医療
構想による再編対象病院が公表され，地域
住民だけではなく，医療機関で働く職員は
みな驚愕しました。対象となった医療機関
では，職員が不安になり，採用内定者から
内定辞退の申し出が相次いだという報道も
耳にします。
このような状況下では，従来の体制や，
自分自身の考え方を変えていくことが求め
られます。また，災害・感染対策などから

4
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急遽体制の見直しを行わなければならない
こともあります。「ピンチはチャンス」と

重大な決断に
ひるまず立ち向かう

言われますが，看護管理者が行わなければ

急に降りかかってきた災難に，看護管理

ならない危機管理とはどのようなことで

者自身も不安になるのは当然だと思います

しょうか。柔軟性を持ち，目先の問題だけ

が，現場で働いている職員や地域住民の不

ではなく広い視野を持ち，今後起こり得る

安はそれ以上に大きいと思います。そんな

ことを考え対応していかなければなりませ

時，看護管理者としてどのような対応が求

ん。そのためには，情報収集，情報分析力，

められるでしょうか。

いわゆる情報リテラシーが重要となってき
ます。

まず，看護管理者はスタッフの前では，
凛とした態度を示していることが大切であ

COVID-19感染対策に関する情報は，政

ると思います。看護管理者が不安を示して

府により発信・更新されていきます。トッ

いると，スタッフがそれを感じ取り，さら

プマネジャーが，方向性をしっかりと見定

に不安が増していくという負の連鎖が起こ

めていなければ，現場で働く医療従事者は

ります。とは言え，一人で抱えこまなけれ

右往左往することになります。危機を乗り

ばならないということではありません。
「場」

越える時には，病院長・事務部長・看護部

を考えて行動すればよいのです。つまり，

長の３役が情報共有を行い，強靭なリー

本音と建て前をどのように使い分けるかと

ダーシップで，組織で働く職員をリードし

いうことです。

ていく必要があるでしょう。情報を隠蔽せ

判断する際には，「正しい情報・優先順

ず，現実に起こっていることを職員に開示

位の把握」そして「それらを明確に職員へ

し，共有する必要があると思います。また，

伝えること」が求められます。何か一つで

職員に説明する際，熱意を持って自分の言

も迷いがあると，判断にブレが生じます。

葉で伝えることも重要かもしれません。

判断が正しいか迷うことは多々あります

今回，COVID-19感染拡大防止策で，都

が，うまくいかない時には，自らの判断が

道府県知事が会見を開き，市民に訴える姿

甘かったことを真摯に反省し，修正を行う

を幾度も目にしました。その中で，自分の

ことができるよう，余裕を持つことも大切

言葉で分かりやすく表現した知事に対し，

です。

好印象を持った人も多いと思います。危機

このような混乱時であっても，スタッフ

的状況にある時，組織内で働く職員は不安

は患者の生命を守るという使命感を持って

を抱えています。そんな時，誰が聞いても

います。また，どのような環境下であって

分かるような言葉で説明を行うことで，組

も緊張感を持ち，一生懸命働いています。

織全体の職員と共通の目標を抱き，対策を

そんなスタッフたちに対しては，
「笑顔」や

講じる行動を起こすことができるのではな

「ユーモア」が大切です。笑顔はパワーの

いでしょうか。看護管理者は，スタッフ全

源とも言われます。まずは，看護管理者の

員が同じ目的に向かい，行動を起こすため

皆さん，「おおらかに」「明るく」「笑顔で」

の情報発信を心がける必要があると思い
ます。

「労う」ということを忘れずにスタッフに
接してみてください。
ナースマネジャー Vol.22 No.7
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新しい環境での
チームワークを高める

中間管理職として
チームリーダーを育成する

～新天地でのチームづくり

現場の中間管理職が，チーム医療の担い

慣れた環境であれば，職場風土・地域

手となるスタッフを育成することの必要性

性・職員の行動パターンなどはある程度理

を理解し，スタッフと向き合うことが重要

解できていると思います。また，自分自身

です。スタッフの持っている能力・可能性

もその環境下で生活してきているため，

を信じ，役割を委譲することはできている

チームづくりに精を出し，成果を上げるこ

でしょうか。どうしても，危機的状況・問

とは，それほど難しくないでしょう。

題発生時には，トップダウンで現場を管理

しかし，全く違う職場，地域でのチーム

しがちです。しかし，非常事態時はとにか

ワークづくりとなると，一筋縄ではいかな

く，日常的にトップダウン型でのリーダー

いことも多くなります。この時に，看護管

シップをとっていてはスタッフが育たない

理者に必要なことは「レジリエンス（逆境

と言われはじめました。それに伴い，個人

やトラブル，強いストレスに直面した時に，

として意見が言えるようなグローバル環境

適応する精神力と心理プロセス」１）や「自

に向けて教育体制も変わっていき，管理のあ

己確信（看護管理者として，確信を持った

り方もトップダウンからボトムアップに変化

上での困難な状況や問題への挑戦，危機に

してきています。近年では，サーバントリー

立ち向かう行動，また失敗した時に，是正

ダーシップのような「支援型」のリーダー

に向けて起こす行動や責任を取る行動）」

シップが求められるようになってきました。

でないでしょうか。今までの経験が通用し

また，危機が発生した際に，看護管理者

ない場合もあります。その場合，挫折感を

以外でリーダーシップを発揮できる人材を

味わいますが，そこであきらめずに「やれ

育成することも重要です。非常事態時に

ばできる」と自分を信じて，いろいろな方

は，看護管理者一人ですべてを把握し，指

法を試していくことが必要であると思いま

示を出すことは困難です。指示待ちではな

す。「看護管理は，どこでも同じ」とは言

く，自ら判断しチームをまとめ上げていく

われていますが，実際には組織風土や地域

ことができる人材を育てていく必要がある

柄が影響していることを，筆者自身の転勤

でしょう。

２）

で大きく感じました。
新しい環境下では，自己の価値観や経験

6

人材育成の際は，ついできていない点に
目が行きがちです。看護管理者自身も少し

値を基準にした判断・押し付けは，反感を

考え方を変え，否定ではなく肯定をする，

買うリスクが高くなります。まずは，ス

できているところを承認していくことが必

タッフとのコミュニケーションを通して情

要です。そして，スタッフに業務委譲を行

報収集，信頼関係の構築を行い，どのよう

い，成功体験を積ませながら育成していく

なアプローチをすればその組織に合った形

というように，看護管理者自身が教育を受

でチームワークを高めていくことができる

けていた時代とは違った方法論があると，

かを分析し，行動を起こしていくことが必

考え方を変えていく必要があるのではない

要となるでしょう。

でしょうか。
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年間購読者専用

月刊

ハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳：チーム

Webコンテンツのご案内

双方向型オンラインセミナーを視聴できる！

論理的に考え、伝えるためのシンプルな技術を

教育・問題解決・部署管理に活かす
師長・主任の問題解決や自部署の人材マネジメントのスキルUPに！
［講師］佐藤和弘 メディカルアートディレクター
「で，結局何が言いたいの!？」と言われた経験を，多くの医療者の方々がお持ちなのではない
でしょうか？ 大事なことは相手を責めるのではなく，
「どうすれば，もっと分かりやすく伝えられたん
だろう？」と自分に問うことであり，そして，論理的に考え伝える技術を身につけることです。
「論理的」と聞くと，難しく考え苦手意識を持ってしまいがちです。今回のオンラインセミナーでは，
論理的に考え伝えるための一番シンプルな技術について学んでいきます。

録画
配信期間

20年

10月16日（金）〜 11月30日（月）予定

お好きな時間に、何度でも視聴いただけます。 （９月18日，10月２日生放送の録画）
※視聴方法の詳細は別紙挟み込み案内用紙（日総研直販の年間購読者限定）をご覧ください。

単冊購読の方，書店での定期購読の方は視聴できません。日総研直販の年間購読へのお申し込みはこちら

7(/：

85/：ZZZQLVVRNHQFRP

日総研
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多様化時代！
〝Ｏｎｅ ｔｅａｍ〟
は
師長の手腕

特集

組織変革はチーム全体で！

誰もが前向きにかかわる
師長のマネジメント
熊本地域医療センター

看護師長

橘

恭子

2017年４月，私は２つの看護単位を任

ど難易度の高い緊急検査の対応は，検査室

されることになりました。一つは従来から

看護師を呼び出す仕組み（以下，オンコー

担当している外来，もう一つは検査室で

ル体制）でした。

す。どちらもout patient（外来患者）を対

当院には，
「かかってよかった。紹介して

象にしていることから，当院と同規模の病

よかった。働いてよかった。そんな病院を

院では同一看護単位の組織も多いかと思わ

めざします」という病院理念があります。

れます。

また，「必要とされていることを必要な時

38年の歴史を持つ当院は，医師会会員

に提供する」という看護部理念もあります。

の共同利用施設（地域の医師会員に施設，

緊急検査が必要な患者の対応をオンコール

病床，医療機器を開放し，共同利用を図る

体制に頼ることは，病院理念や看護部理念

施設）です。開設当初は検査だけを目的に

との乖離とも言えます。この乖離を解決し

来院する患者も多く，「検査室」は一つの

たく，2019年４月，検査室と外来の統合

看護単位として独立していました。

というミッションが私に下されました。

もう一つの看護単位「外来」は，休日夜
間急患センターの機能を保有し，24時間
365日一次・二次救急対応をしています。
休日夜間急患センターを訪れる人の中に

変革を好まない組織風土
～管理者魂を奮い立たせた
看護部長の問い

は，内視鏡，透視，CT，心臓カテーテル

過去において，２つの看護単位の統合は

などの検査・治療（以下，緊急検査）が必

複数回試みられていました。しかし，いず

要な人もたくさんいます。緊急検査の多く

れも失敗に終わっています。私はこれまで

は，外来看護師が対応していました。しか

任されていた検査室に加え，外来を兼務す

しながら，治療内視鏡，心臓カテーテルな

ることになり，その時から「なぜ一つの看

Proﬁle
たちばな・きょうこ●1995年看護師免許取得後，現在までの23年間，外科・内科・整形外科・精神科・循環器科・検査・外
来などの臨床経験を積んでいる。2012年外来主任に任命され，2014年に検査部に異動。他職種との連携・交渉術を学び，
2016年検査部師長に昇格。2017年外来師長に任命され，2019年より外来と検査室を兼務する師長を務める。
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護単位ではないのか」と違和感を覚えてい

策を講じました。一つは，チームの要とな

ました。

る主任看護師の育成です。もう一つは，双

休日夜間急患センターでは，緊急検査

方の看護単位のスキルを有するポリバレン
トナースの育成１，２）です。

が対応しています。外来看護師にとって日

主任看護師の育成

▲

（難易度の高いものを除く）は外来看護師
常的に従事することのない検査対応は，た

２つの看護単位を統合させるというのは，

とえ難易度が低いものであっても不安や苦

一方通行の人材交流では意味を成しません。

痛を伴い，精神的負担も否めません。また，

２つの看護単位がone teamになる。つま

緊急心臓カテーテル検査や難易度の高い緊

り，互いが行き来しながらベクトルを合わ

急内視鏡治療は，検査室看護師のオンコー

せて学び合うことこそが統合の第一歩であ

ル者が到着するまでにタイムロスが生じま

り，その成功のカギを握るのは主任看護師

す。患者にとって最良の医療とは，ニーズ

の育成であると考えました。多様なレディ

に即応してもらえることです。これらの現

ネスを有する看護師であっても，患者の

状から，私は密かに外来看護師を検査室に

「よかった」につながることには首を縦に

出向させることを考えはじめました。

振ります。これは，主任看護師も同様です。

そこで，まず緊急検査対応が求められる

そこで，統合の目的を「患者のニーズに即

検査種に限り，機会教育を提案しました。

応できる」とし，主任の同意を得ました。

しかし，多忙を理由にこの機会教育は容易

休日夜間の緊急検査に対応する外来ス

に途絶えてしまいました。さらには，受け

タッフが検査看護のスキルを有することに

入れる検査室側から「負担が大きい」との

より，安全かつタイムリーな検査対応が可

声も上がりました。恐らくスタッフからす

能になります。さらには，検査室看護師が

れば，この時は何も現状に困っていなかっ

外来業務に従事することで，休日夜間の体

たのでしょう。人は変化を好まない。まさ

制でも，より専門性に長けた検査対応がで

に，変革を好まない職場風土が存在し，私

きます。これら２点について，実践の主軸

は目の前にある困難に打ちひしがれていま

となる主任看護師がスタッフに説明できる

した。

よう，看護部長，副部長も交え，何度も主

そんな時，看護部長が私に問いかけまし

任看護師の理解度を確認しました。

た。
「
“変革なき者は去れ”って言葉を知っ

外来と検査には，合わせて５人の主任が

ていますか？」と。この言葉が私の管理者

在籍しています。最も力を注いだのは，５

魂を奮い立たせ，私自身の覚悟の不足を痛

人それぞれの役割の明確化です。各自，強

感しました。そして，今こそ変革の時だと，

みや経験を共有・承認した上で，進捗管理

私は２つの看護単位を統合させることを決

組織変革の成功を左右する
のはチームの一体感
統合に向けて決意新たに，私は２つの施

熊本地域医療センター理念

▲

意したのです。

病院理念：かかってよかった。紹介してよかった。働いてよかっ
た。そんな病院をめざします。
看護部理念：患者さんと共にある看護を実践する
〜やさしさと思いやりをもって，必要とされていることを必要
な時に提供する〜
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フの先発隊として出向する主任Ｂ，所属部

組織の変化や改善の
足を引っ張る「やらされ感」

署の基盤固めをする主任Ｃ，交流スタッフ

当院看護部は，病院理念に基づいた「看

を支援する主任Ｄ，人材交流をするスタッ

護部将来像」と「組織が求める看護師像」

フを生み出すために，現場実践を担う主任

を策定し，これらを反映した年度目標を掲

Ｅといった役割を決め，共有しました（表）
。

げて日々邁進しています（図１）
。外来と検

まずは，主任が共通の目的に向かって役割

査の一元化もまた，病院理念に基づく取り

分担をする，そして一つになる。これが，

組みです。外来と検査の統合に取り組みは

チームが一つになることの第一歩であると

じめて１年，私は組織貢献に直結する取り

考えました。

組みだからこそ，スタッフとベクトルを合

を担当するリーダー主任Ａ，自らがスタッ

▲

ポリバレントナースの育成

年々オンコール出動数が減少する中，検

しかし，主任看護師を中心に取り組む

査室看護師にとって，待機は拘束感だけが

中，人材交流が進まない日々が続きまし

生じます。オンコール出動数が減少した背

た。人材交流の成功は，適正人員配置で双

景には，当院の誇りであるポリバレント

方の部署に出向する人材を生み出すことで

ナースの活躍がありました。

したが，突発的な欠勤や流動的な業務量に

緊急内視鏡は，内視鏡研修を経てスキル

より，すぐに人材交流が途絶えてしまう現

を習得した看護師が複数の看護単位に存在

象は，１年前と変わりありませんでした。

し，対応します。しかし，専門性や難易度

目的を共有しても進まない要因は何か，ま

の高い緊急検査に対応するために，オン

た振り出しに戻っていまいました。

コール体制を廃止することができずにいま

そこで，バーナードの組織の３要素（共

した。仮に，外来看護師が難易度の高い緊

通目的・協働意欲・コミュニケーション）

急検査のスキルを習得し，検査室看護師が

（図２）に立ち返りながら，何が不足して

休日夜間急患センター業務を担えたら，オ

いるのかを考えました。組織とは，この３

ンコール体制の廃止も夢ではありません。

つの要素が整って初めて機能します。そこ

さらに，緊急検査が必要な患者を待たせる

に見えたのは，まさに協働意欲とコミュニ

ことなく対応が可能になります。これをメ

ケーションの欠如でした。

リットとして，スタッフに伝え続けました。

この２つが欠如するというのは，やらさ

私の管理のモットーは，3M「曲げない・

れ感の現れだと思います。では，やらされ

負けない・全うする」 です。言い出した

感はなぜ生じるのでしょう。変革を好まな

らやり通すという私の3Mは，この時すで

い組織だからこそ，この２つを生み出すた

にスタッフには分かりきっていることでし

めに何かが足りないのです。しかし，ある

た。２つの施策を皮切りに，統合に向け始

出来事をきっかけに，組織の３要素が成立

動した外来と検査室。目的を共有してチー

しました。その出来事がスタッフにもたら

ムは一つになったと私は確信し，後はすべ

したのは，「危機感」でした。次に，その

てがうまくいくと心を躍らせていました。

出来事についてお伝えします。

３）

36

わせることは容易であると考えていました。
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表

★看護部・師長・他主任との目的の共有
★人材交流計画の立案（スタッフの動機づけ）
★実践の進捗管理（主任のリーダーとして行動する）

１．日々の適正人員配置で交流する人員を
生み出す
２．主任間の協働により，スタッフの抵抗
感を軽減する
１．自らが経験することによる現状把握
２．現場に即した交流案の策定
１．検査・外来それぞれの質を維持する
２．人材交流により生じる協働上の課題を
解決
１．スキルの伝授
２．スタッフとの信頼関係の構築

「検査と外来の一元化」に向け
た切れ目のない人材交流

主任５人がチームとなり，検査
と外来の一元化におけるリー
ダーシップを発揮する

検査と外来との人材交流の１番
手になる（外来⇒検査）

人材交流を可能にする外来の基
盤固め（診察室業務・在宅療養
支援体制の強化）

検査と外来との人材交流の１番
手になる（検査⇒外来）

人材交流を可能にする業務支援

師長

主任Ａ

主任Ｂ

主任Ｃ

主任Ｄ

主任Ｅ

人材交流する主任・スタッフの後方支援

★主任・スタッフとの目的の共有
★BSCに基づいた進捗管理
★セカンドレベル研修における管理実践（テーマ：検査と外
来の一元化）

１．一元化に向けた土台づくり（１つの看
護単位になるという意識の醸成）
２．休日夜間急患センターの機能を高める
３．流動的な業務量に応じた傾斜配置を可
能にする

★他主任・スタッフとの目的の共有
★検査看護のスキルと検査室主任の役割を学び，実践する

★他主任・スタッフとの目的の共有
★検査に出向する外来スタッフに自らが検査スキルを伝える
★外来業務の習得

★他主任・スタッフとの目的の共有
★外来の質向上に向けた業務改善と人材育成（診察室業務基
準の改訂・外来に出向する検査室看護師の支援）

★他主任・スタッフとの目的の共有
★緊急検査の頻度の高い検査種から習得する

★主任との目的の共有
★各主任の役割に応じた看護管理計画書に基づいた実践支援

主任のマネジメント能力を高める

「検査と外来の一元化」に向け
た各主任の看護管理実践におけ
る進捗管理

看護単位の再編成
検査と外来の一元化

具体的に何をするか

★人選
out patientを２看護単位で対応している。
２つの看護単位をマネジメントできるリーダーシップのあ
１．休日夜間急患センターの機能の向上
る師長を選定する
患者のニーズに即応しづらい（休日夜 ★目的共有
間の機能低下・情報の分断）
それぞれの看護単位の主任と目的を共有する
２．検査室配置看護師にクリニカルラダー ★目標共有
の４つの視点を育む
看護部・師長・それぞれの看護単位の主任を交えて目標を
設定する

その理由と根拠

目的：休日夜間急患センターの機能の向上（患者のニーズに即応する）

副部長

看護部長

どんなことをやりたいか

目標共有シート

図１

看護部目標管理フローチャート
病院・看護部理念
看護部将来像
働いてよかった
働き続けたい組織
人材（財）豊富な組織

看護部目標（2020年度目標）
先読みの看護
余力を残して先を読む

組織が求める看護師像
一次・二次救急対応
と，健康レベルに応
じたケアの提供で，
地域につなぐ
社会人基礎力を身に
つけ，気くばり，目
くばり，心くばりが
できる

〜ひとつ屋根の下にいる
患者さんをみんなで看る〜

看護単位目標

委員会目標

個人目標

図２

組織の３要素
組織とは，２人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の体系。
組織は３つの要素が常に不可欠
危機感の共有と，自
分たちにしかできな
い使命感の醸成

外来・検査の一元化で患
者のニードに即応する

共通の目的

協働意欲

コミュニケーション

離れていても心は
一つ。携帯コミュ
ニケーションツー
ルで情報共有

Ｃ. Ｉ. バーナード著，山本安次郎訳：経営者の役割，ダイヤモンド社，1968.を参考に筆者作成

チャンス到来！
新型コロナウイルスが
教えてくれたこと

外来と検査室は，一気に平時から有事へと
変化しました。そして，外来と検査室を兼
務する私と検査室の主任看護師もまた，自

2020年４月，未知のウイルス「新型コ

宅待機者になりました。

▲

危機の襲来

チャンス到来

▲

ロナウイルス」が猛威を振るう中，当院の

38

まさに，当院開設以来の大ピンチです。

休日夜間急患センターを受診した患者にも

師長不在の中，危機に見舞われた外来と

陽性が確認されました。濃厚接触者が多数

検査室。外来診療は休止しても，入院患者

存在し，外来診療は休止となりました。さ

の検査対応は待ったなしに求められます。

らに，統合の取り組み（人材交流）におい

ここで，外来看護師に危機感と使命感が生

て休日夜間急患センターに従事していた検

まれました。検査室看護師が全員自宅待機

査室看護師が濃厚接触者となり，検査室看

という状況の中，外来看護師には自分たち

護師全員が自宅待機を余儀なくされました。

がやるしかないという思いが芽生えまし
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写真

自宅待機となっていた
検査室スタッフへのメッセージ

満足を得ることができます。濃厚接触者を
追跡するに当たり，さらに自宅待機の必要
なスタッフがリストアップされ，またICT
の方針で，37.0℃以上の有熱者はすべて
自宅待機となりました。限られた人員で勤
務を続ける中，自宅待機者は勤務してくれ
ている者への感謝が生まれ，勤務者は「私
たちがいるから大丈夫だよ」と応援メッ
セージを送るという，まさにone teamの
精神が芽生えました。これは，師長不在の
中で奮闘する主任看護師が中心となって
行った仕掛けです（写真）。
私自身が自宅待機となった時，今こそ
チーム力を高めるチャンスだと思いまし
た。そこで，会えなくても意思疎通が図れ
る手段として，携帯電話によるメールのや
りとりを用いました。勤務者は日々変化す

た。そして，これまで統合を目指し取り組

る病院の状況をアップし，それを見た自宅

んできたことが功を奏しました。「師長が

待機者は感謝の意を述べる。このやり取り

言うから仕方ない」というやらされ感はあ

が，次第にチームの一体感をもたらしたの

りましたが，継続は力なりです。人材交流

だと思います。たかがメール，されどメー

を続けてきたことにより，検査部門に従事

ルです。バーナードの３要素の一つ「コ

する他職種の協力の下，外来看護師による

ミュニケーション」はこれによって確立さ

検査対応ができたのです。

れ，どうにかこの危機をチームで乗り越え

このことをきっかけに，外来看護師のみ
ならず，自宅待機する検査室看護師，これ

るという「協働意欲」をもたらしてくれま
した。

まで統合への取り組みを批判的に見ていた

目的の共有は，一方的に伝えるだけでは

他職種も，その必要性を実感しました。そ

成立しません。目的に向かってそれぞれが

して，統合の必要性を誰よりも痛感したの

提案し実践する行動が生まれてこそ，目的

は，不安の中検査対応をした外来看護師で

を共有したと言えるのだと思います。スタッ

した。こうして外来と検査室スタッフは統

フ個々が，この危機を自分のこととしてと

合の真なる目的と成果を実感し，ようやく

らえ，必要に迫られた状況の中で自分にで

一つになることに向かって進みはじめたの

きることを実践する。この時まさに，バー

です。

ナードの組織の３要素がすべて満たされた
状態にあったと言えます。「この危機をみ

人は，感謝されることにより，達成感や

飛び交ったことを，今でも忘れません。

▲

コロナ禍がもたらした
チームの一体感

んなで乗り越える」という声がメール上で
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スタッフが前向きに
取り組めるマネジメント

るマネジメントが求められます。私が外来
と検査室を統合する取り組みを通して痛感

人は動機づけられて動くものです。コロ

したことは，危機感なくしてやらされ感の

ナ禍にある今だからこそやるべきこと，そ

払拭とチームの一体感は生まれないという

れは，有事に備えられる部署になるという

ことです。このままではいけないという気

ことです。第２波に備え，今以上にポリバ

持ちにさせる動機づけと目的の設定こそ

レントナースが求められます。複数のスキ

が，組織変革において重要であると考えま

ルを有する看護師がいれば，組織は強靭に

す。そして，私の管理者魂を常に奮い立た

なります。私はこのことをスタッフと共に

せる「変革なき者は去れ」という言葉は，

考え，
「かかってよかった」という病院理

組織が変革し続けることの必要性を物語っ

念に貢献できるのはまさにこの統合である

ていると思うのです。

こと，
「あなたたちにしかできない使命」
であることを伝え続けました。

まだまだゴールへの道のりは果てしなく
長い状況です。しかし，この取り組みによっ

スタッフが前向きに取り組むための原動

て患者に「かかってよかった」と思っても

力は，やはり患者からの「ありがとう」に

らえたなら，スタッフたちの「働いてよ

尽きます。そして，取り組みの目的が患者

かった」につながると信じて，外来と検査

のメリットにつながることが重要です。そ

室統合の実現を目指し続けたいと思います。

のため，まず患者の「かかってよかった」
につながる施策を考えることが必要です。
当院は，新型コロナウイルスによる危機
に直面しました。このような中でも，当院
を受診する患者により満足してもらえる看
護サービスの提供が求められます。その一
つが，患者のニーズにこれまで以上にタイ
ムリーに対応することです。そのために
は，外来と検査室のスキルを有するポリバ
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指導に必要なスキルが
行動レベルで
具体的にわかる！

す。そして，これが自分たちに今できるこ
とであるということを伝えるしかありませ
ん。その思いが，今スタッフたちの行動か
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ら読み取れています。
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組織変革を行うのは，師長ではなく現場
実践を担うスタッフです。師長が行うのは
単に舵取りであり，組織の３要素を成立さ
せ，スタッフおのおのが前向きに取り組め
40

ナースマネジャー Vol.22 No.7

池辺 諒

B5判 148頁
オールカラー
定価 2,300円＋税

星槎大学大学院 教育実践研究科
専門職学位課程修了
大阪母子医療センター 看護部 主任
救急看護認定看護師

見本ページは 日総研 601907

検索

