
研修

「データを用いた

部署紹介」で

意識向上！

自部署の状況を客観的に把握し，
多職種との連携と交渉に生かす

理事／副院長兼看護部長
川島いづみ

副参事兼副部長
坂倉小夜子

副参事兼副部長
江川伸子

三重県立総合医療センター

各施設の看護管理者教育・研修からひも解く “ミドルマネジャー”に必要なスキルと覚悟特集

　当院は，三重県四日市市にあり，救命救

急センターを併設し地域の三次救急の役割

を担う，病床数423床の急性期の公的総合

病院です。2012年に，それまでの県立経

営から地方独立行政法人化（以下，独法化）

され，運営形態の変更を経験しました。独

法化の年には離職率が14％となり，看護管

理者も複数退職しました。そのため，看護

部長（川島），副部長（江川）をはじめ，

看護師長も４分の１が新任という体制でス

タートすることとなりました。

　独法化し，病院運営に関する会議に看護

管理者が参画する機会が増える中，看護管

理者経験の浅い看護部体制となり，これか

ら他職種と交渉したり，現状を伝えたりす

るためには，データをうまく活用すること

が重要であると痛感していました。しかし，

看護管理者教育の企画につなげることがで

きないまま経過してきました。

　2015年，マネジメントラダー作成に当た

り，改めて看護管理者育成を見直す機会が

ありました。その結果，やはり看護管理者

のデータ活用スキルに課題があることが分

かりました。本稿では，データ活用スキル

の向上を目的とした取り組み（「データを

用いた部署紹介」）について，開始から現

在までの経過を紹介します。

看護管理者研修 
「データを用いた部署紹介」 
企画までの経緯

　当院では現在，看護師長22人，副師長

41人，合計63人を看護管理者と位置づけ

ています。看護師長は，各セクションに１

人の配属が基本ですが，規模や特徴に応

じ，２人体制としているセクションもあり

ます。副師長は複数配属を基本とし，看護

師長同様に，規模に応じて３～６人配置し

ています。

　当院では2001年より，院内共通のマネ

ジメントツールとしてBSC（バランスト・

スコアカード）の運用を開始し，現在では

定着しています。毎年，院長よりBSCが提

示され，それを受けて，看護部がBSCを作

成した後，各セクションがBSCを作成し，

１年間の目標，アクションプランなどを明

らかにしています。そしてさらに，各セク

ションのBSCから個人の目標管理につなげ

ています。

　各セクションでBSCを作成するに当たっ

ては，運用当初からSWOT分析を活用し，

現状分析，課題の抽出に使ってきました。

各セクションのBSCが完成したら，各セク

ションの看護師長，副師長にBSCとSWOT
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分析シートを持参してもらい，看護部長面

談を行って，BSCの内容と共に，SWOTの

内容やデータの取り扱いなどについて直接

アドバイスしてきました。2013年からは「自

院の経営状況を把握すること」「少しでも

多くのデータに触れる機会を増やすこと」

を目的に毎月の定例師長会時に，経営企画

担当に月次経営データを解説してもらって

います。また，2014年にはDiNQLへの参加

も始めました（表１）。
　そのため当院の看護管理者はデータ収

集・分析することが半ば習慣化しており，

大きな問題はないと考えていました。しか

し，2015年度にマネジメントラダーの作

成に着手するに当たり，必要な情報を選択

的に収集し活用できているか，改めてこれ

まで作成したBSCを見直したところ，毎年

BSCは作成しているものの，作成時に収集

したデータを十分活用できていないこと

が分かりました。例えば，データを単独で

扱うことが多く，経年変化や他セクション

との比較などのデータ分析が十分でない，

DiNQLデータが活用できておらず，目標値

の設定の根拠があいまいであるといった課

題がありました。

　そこで，①データの活用が意識してでき

るようになる，②データを活用し可視化す

ることで，自部署の状況を客観的に把握で

きるようになる，の２点を目的に，看護師

長，副師長による「データを用いた部署紹

介」という報告会を看護管理者研修の一環

としてスタートすることとしました。

看護管理者研修 
「データを用いた部署紹介」 
６年間の経過（表２）

　当初「データを用いた部署紹介」の研修

では紹介内容については特定せず，セク

ションの特徴，看護実践の内容，アピール

ポイントなどどのようなテーマでもよいこ

ととしました。そして，セクションの看護

師長・副師長で検討してテーマを決め，そ

のために必要なデータを収集し，分析して

発表することにしました（写真）。報告会
では，各セクションの発表時間を５分とし，

質疑応答はすべての発表が終わってからま

とめて行うようにしました。

看護部データ活用に向けた取り組みの経緯表１

2001

2013

2014

2015

年

SWOT分析を基にしたBSCの運用開
始

月次経営データ解説（月１回）の開
始

DiNQLへの参加開始

マネジメントラダー改訂に伴うデー
タを用いた部署紹介発表会の開始

内容

データを用いた部署紹介報告会の沿革表２

〈第１期〉
2015年度～
2017年度

〈第２期〉
2018年度～
2019年度

〈第３期〉
2020年度～

•年１回の開催
•発表者は全セクションの看
護師長
•2017年度からは副師長が
発表

•隔年開催に変更
•発表数を半分とし，ディス
カッションの時間を確保
•報告会準備のための個別相
談会の開催

•発表テーマを「自部署の看
護の質を報告する」に統一

【目的】①データの活用が意識してできるよう
になる。
②データを活用し可視化することで，
自部署の状況を客観的に把握できる
ようになる。
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　参加者は看護師長・副師長を対象として

いますが，経営企画課や医事課の職員にも

案内しており，例年多くの担当職員が参加

しています。その中での質問や助言は，他

職種・経営の専門家として新たな視点での

内容が多く，考えるヒントになっています。

　報告会は，開始した2015年から何回かの

改善を経て現在に至っています。ここでは，

３期に分けてその流れを紹介します。

〈第１期〉2015年度～2017年度

　第１期の３年間の発表件数は43件で，

利用したデータ数は171種類でした。デー

タは，①病床管理に関すること，②在院日

数に関すること，③患者の状態に関するこ

と，④治療・検査に関すること，⑤紹介・

搬送に関すること，⑥診療報酬に関するこ

と，⑦医療の評価に関すること，⑧業務に

関すること，⑨職員に関することの９つの

カテゴリーに分けられました（表３）。そ
の中には，複数のデータを関連づけている

もの，競合病院やDiNQLデータと比較して

いるものなどがあり，データを基に業務改

善につなげたり，今後の課題を示したりし

ているものもありました。

　2017年度からは，発表者を看護師長か

ら副師長に変更しました。これは，２年間

実施した結果，どうしても看護師長が中心

となり，副師長が傍観者となりがちである

という状況を踏まえ，副師長がもっと主体

的に参加し，発表までのプロセスを経験す

ることで，副師長のデータ活用能力も高め

ることがねらいです。

　データ収集やグラフ化して可視化するこ

とはできるようになってきましたが，デー

タの推移を見て，なぜ変化が起こったか比

較データを客観的に評価する，といった分

析が不十分なものが散見されていました。

また，全セクションが発表することで，ディ

スカッションの時間が十分とれず，議論を

深めることができませんでした。

　そこで，第２期となる2018年度から，デー

タ活用に関する個別サポートを行う体制を

つくり，また各セクション隔年発表とし，

ディスカッションの時間を増やすなど，報

告会の企画変更を検討しました。

報告に用いられたデータ（件）表３

①病床管理に関
すること

②在院日数に関
すること

③患者の状態に
関すること

④治療・検査に
関すること

⑤紹介・搬送に
関すること

⑥診療報酬に関
すること

⑦医療の評価に
関すること

⑧業務に関する
こと

⑨職員に関する
こと

カテゴリー

32

12

11

29

13

19

38

14

３

2015年度～
2017年度

19

４

１

９

６

７

22

６

０

2018年度～
2019年度

「データを用いた部署紹介」の発表写真
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〈第２期〉2018年度～2019年度

　第２期では，個別サポートについて年度

初めに案内をし（資料１），テーマの選定，
データ収集，分析，まとめなど，各期にお

いてDiNQL担当の看護師長が相談を希望す

るセクションに個別に対応しました。相談

を希望するセクションは３～４セクション

と想定より多くはありませんでしたが，

「このことを伝えたいが，このようなデー

タ収集でよいか」「これを伝えるのにこの

グラフは妥当か」などの相談が寄せられま

した。相談を担当する看護師長は，まずは

何を伝えたいのかを明らかにし，必要な

データは何かをしっかり検討することや，

データ分析の視点を多角的に持つことなど

をアドバイスしました。

　第２期の２年間の発表件数は15件でし

た。データの種類は，おおむね第１期と同

様のカテゴリーに分類することができ，利

用したデータは75種類でした。第１期では

発表１件につき平均４種類のデータを利用

していましたが，第２期では平均５種類と

第１期より多くのデータを利用していまし

た。また，発表するセクションを半分にし，

ディスカッションの時間を確保したことで，

データの意味や分析内容などを深めること

につながりました。

個別サポートの案内（2020年度の例）資料１

８月28日（金）
第１会議室

９月４日（金）
第１会議室

９月11日（金）
第１会議室

９月18日（金）
第１会議室

９月25日（金）
第１会議室

13：30～ 14：00

2020年度　データを用いた部署紹介（11月11日予定）相談会のお知らせ

　看護管理者には，客観的なデータにより正しく物事を見て解決策を検討する力が求められていま
す。「データを用いた部署紹介」は，データを活用し，データに基づいて状況を可視化し，根拠に基
づいた管理に使用できるようにすることを目的に行ってきました。
　しかし，データは活用しているものの，その意味を明らかにしたり，変化を見たり，比較したりし
ているものは少なく，なかなか分析し，活用するには至らないところが課題です。
　昨年同様，副師長さんに「データを活用した部署紹介」（11月11日報告会）を行ってもらいますが，
客観的な意見をもらえる場として相談会を開催します。参加に関しては部署にお任せしますが，参加
いただく場合は各部署２回までとさせていただきます。
　以下の日程で希望日時を７日前までにご入力ください。７日前以降は担当者にTELください。

場所：第１会議室，７階食堂
担当者：○○（PHS：○○○○）

14：00～ 14：30 14：30～ 15：00 15：30～ 16：00
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〈第３期〉2020年度

　第３期として2020年度は，初めてテーマ

を決めて発表会を行うこととしました。こ

れまで，課題を明確にしたり，結果を可視

化したりすることで完結している発表が多

かったのですが，2020年度は自セクションの

看護の質を可視化することを目指し，「デー

タを用いて部署の看護の『質』を報告する」

というテーマを設定することとしました

（資料２）。
　これまで５年間，報告会を行ってきたこ

とで，データの取り扱いにも慣れてきまし

た。看護部への提案や交渉，院内会議での

提案にデータを用いる看護師長も増えてき

ました。しかし，私たちはデータや数値を

管理することではなく，データを活用して

看護の質を高めることが原点であると考え

ます。“看護の質” をどうとらえるか，何を

自セクションの看護の質と考えるか，またそ

れを示すためにどんなデータを用いて分析

する必要があるかを考えることができる看

護管理者を育成することが本来の目的です。

　結果としては，自セクションの実績（検

査件数，手術件数など）をデータ化するだ

けで終わっているところもあります。しか

し，これまで救急車搬送件数や重傷者数な

どをデータとして取り扱うことが多かった

救命救急センターが，早期離床・早期栄養

に関する現状，取り組みやその効果につい

て発表するなど，どのセクションも自セク

ションの看護の質について検討している様

子がうかがえました。

今後の課題 
～得られた成果をどのように生かすか

　６年間継続してきたことで，何を伝える

時にどんなデータが必要か，どこからデー

タを収集するかということについては，一

定の学びが得られたように感じます。

　2020年度は初めてテーマの設定を行い

ました。まだ十分ではありませんが，デー

タを使って発表することに終わらず，自セ

クションの看護の質について，看護師長，

副師長がディスカッションする機会になっ

たことは大きな成果でした。今後も，伝え

たいことは何か，そのために必要なデータ

は何か，どう分析するかだけでなく，看護

の質についてディスカッションする場にし，

看護管理者としての成長につなげていきた

いと考えています。

　データ分析について，複数のデータを統

合して分析できているセクションも増えて

はいますが，まだまだ多角的な分析には課

題があります。「データを用いた部署紹介」

では，開始当初から毎回DiNQL担当の看護

師長が１年間のまとめを発表しています。

その中で，セクション間や他院との比較，

ベンチマークなど多角的な分析をすること

で，自院，自セクションを客観的に確認す

る場となっています。2020年度の発表では

医療安全に着目し，「危険行動と身体拘束

延べ患者日数割合」「転倒転落発生率」な

どのデータを基に，各セクションの医療安

全の現状を示すことで，セクションごとの

強みや弱みを客観的に伝えています。

　データの収集方法やその分析方法など示

唆も多いのですが，まだまだ十分に活用で

きていない現状があります。今後は，DiNQL

データの分析結果をBSC作成前に示した

り，定期的に発信したりするなど，活用し

やすい環境をつくることも必要だと考えて

います。
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「データを用いた部署紹介」の案内例資料２

１

２

３

４

５

６

７

８

外来

中放

手術室

透析・ケモ

NICU

救命センター

救急外来

DiNQL

所属

データを用いて部署の看護の「質」を報告する
日時：2020．11．11（水）　15：00～ 17：00ごろ
場所：講堂

＊PPTは11月10日（火）12時までにみんなのフォルダに格納してください。

①発表用PPT（スライドのサイズは標準の４：３で作成）
•枚数制限なし。
•デザインの背景を使わず，バックは白で作成すること。
•スライドの右下に番号をつけること（外来の場合，１－①，１－②など）。

②資料用データ（スライド16枚以内）
•デザインの背景は使わず，バックは白で作成すること。
•文字の大きさは，A4に８分割して印刷しても読める程度（最低で20ポイント）で作成すること。
•白黒印刷でも分かるよう設定すること。

＊発表用と資料用は異なるものでもよいです。
　異なる場合は，発表用，資料など分かるタイトルをつけて格納すること。

＊各発表は７分以内とし，発表ごとに質疑応答を行います。
　６分でベル１回，７分でベル１回を鳴らします。
　７分で終了できなかった場合は，速やかにまとめて終了するようにしてください。

＊質疑応答は各発表ごとに３分間で行います。
　各部署，特に今回発表に当たっていない部署の方は，質問や意見を出していただくようお願いします。

データから読み取る外来看護の質

救急搬送された急性心筋梗塞患者のdoor to balloom time

ロボット支援下手術の看護
～目指せエキスパートナース増員に向けて～

外来化学療法を支える看護師の役割

時間外削減の取り組みに関する報告

早期から始める離床と栄養

救急外来におけるCOVID-19対策

DiNQL報告

テーマ

15：32～ 15：42

15：42～ 15：52

15：52～ 16：02

16：02～ 16：12

16：12～ 16：22

16：22～ 16：32

16：32～ 16：42

16：42～ 16：52

発表時間

開会あいさつ　　　15：30～
報告／質疑応答　　15：32～16：52
看護部長あいさつ　16：52～16：55

◆報告会のねらい◆
①自部署の看護の質に関するデータを収集することが
できる。

②収集したデータを分析し，自部署の看護の質を客観
的に把握できる。

③自部署の看護における課題とその対応策を明確にで
きる。

④図，表，グラフなどを効果的に活用し，分かりやす
く伝えることができる。
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まとめ

　2020年は感染症との戦いという世界規

模で未曾有の１年となり，そして今も予断

を許さない状況です。当院でも，対策会議

など多くの場で看護管理者が発言する機会

がありました。現場の看護職は，第一線で

直接実践を行います。その看護職の職場環

境を守るために，臨床の現状や看護職の声

を他職種・病院全体に伝えることは，私た

ち看護管理者の役割です。伝え方によって

は，感情だけが伝わってしまうこともあり

ます。それでは，共感を得るだけで終わっ

てしまいます。

　看護管理者からの発言は，病院の方向性

や看護職の置かれている環境を左右しま

す。今後も，看護師長・副師長が看護管理

者として必要な時に必要なデータを活用し

発言できるよう，方法などをブラッシュ

アップしながら，「データを用いた部署紹

介」を継続していきたいと考えています。

引用・参考文献
１）井部俊子他監修，木村チヅ子他編：看護管理学習
テキスト　第２版，第３巻　看護マネジメント論，日
本看護協会出版会，2018.
２）井部俊子他監修，上泉和子他編：看護管理学習テ
キスト　第２版，第５巻　看護情報管理論，日本看護
協会出版会，2015.
３）松月みどり他：データや看護の質評価指標を活用
した病棟マネジメント，日本医療・看護管理学会
誌，Vol.51，No.２，P.127 ～140，2014.
４）大島俊子監修，叶谷由佳編著：経営貢献力UP　
ケースで学ぶ看護の質を高めるデータ活用術（ナー
シングビジネス2017年夏期増刊），メディカ出版，
2017.
５）別府千恵：看護部の情報マネジメント―現場の
データをどう活かすか，看護管理，Vol.30，No.８，
P.702 ～707，2020.
６）林田賢史：「データに基づく看護管理」の現状と課
題，看護管理，Vol.29，No.７，P594～599，2019.
７）菖蒲澤幸子：身近な「データ」を意味ある「情報」
に！　改善に生かす見方・考え方・使い方，ナース
マネジャー，Vol.22，No.11，P.２～７，2021.
８）川島いづみ他：マネジメントラダーによる看護管
理者教育―看護師長・副師長のデータに対する意識
を高めるための取り組み，看護部長通信，Vol.16，
No.４，P.81 ～87，2018.

Profile

　かわしま・いづみ●1982年４月三重県立総合塩浜病院（現・三重
県立総合医療センター）就職。2010年４月より３年間，三重県病院
事業庁人材政策課で勤務。2011年認定看護管理者資格取得。

　さかくら・さよこ●1985年４月三重県立総合塩浜病院（現・三重県
立総合医療センター）就職。2007年４月より３年間，三重県病院事
業庁人材政策課で勤務。2009年認定看護管理者資格取得。

　えがわ・のぶこ●1988年４月三重県立総合塩浜病院（現・三重県
立総合医療センター）就職。2020年認定看護管理者資格取得。

坂倉さん

川島さん

江川さん

段取り八分・仕事二分のコツを学ぶ
※講義時間：３時間オンラインセミナー 録画配信

“部署目標設定”に必要な
事前準備の進め方

１．目標管理は事前準備が成否を決める
２．いきなりやらないSWOT分析
３．目標はできれば客観的データで示そう！
４．ゴールはここ！ 目標による管理と人材育成

プログラム

日総研 170160学習のねらいは 検索

髙須久美子氏

※PC／タブレット／スマートフォンなどインターネット環境が必要です。

［視聴期間］

約２週間オンライン
録画配信

本誌購読者 12,000円　一般 15,000円参加料／税込

申込2～3日でテキスト到着。
すぐ視聴出来ます。

社会医療法人美杉会 グループ 看護部 理事
特任看護部長兼教育部長／認定看護管理者
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チーム力・

個々のリーダー

シップの向上を

実現する！

早坂和恵　国立がん研究センター東病院　副看護部長

チームコーチング研修で高める
“現場における実践的コーチング”の
スキル

各施設の看護管理者教育・研修からひも解く “ミドルマネジャー”に必要なスキルと覚悟特集

チームコーチングとは

　近年，医療技術の高度化・複雑化に伴っ

てチーム医療が推進され，個人の主体的行

動だけではなく，チーム力を高めることが

求められるようになりました。組織のニー

ズに応じ，チーム意識を高めて組織として

の成果を挙げられるように，チームコーチ

ングが着目されています。

　チームとは，特定の任務を成し遂げるた

めに必要な技能を持っているメンバーに

よって構成された集団であり，その共通の

目標を達成するために個人の責任だ

けではなくメンバー全員が連帯責任

を担う小規模集団である１）と定義さ

れています。そして，チームコーチ

ングとは，コーチングの考え方やや

り方を前提に，チーム全体を対象と

して，組織を丸ごとコーチングする

こと２）です。

　またチームコーチングは，目的や

ビジョン，価値観，目標などを共有

し，個人で生み出すことができる成

果や業績の総和をはるかに上回るこ

とを目的としています。チームコー

チングの実践に決まったカリキュラ

ムや流れはなく，その組織の状況あ

るいはメンバーの状態を見ながら，その時

に必要な事柄から扱っていきます。

対象者が自分自身で答えを探求し 
成し遂げるGROWモデル

　コーチングは，「答えはその人自身の中

にある」ということを前提としています。

対象者本人が望むことを，自分自身で探求

し，成し遂げていくことを援助するための

基本的な枠組みとして，GROWモデル（図
１）があります。GROWモデルには，次の
５つのプロセスがあります。

資料提供：藤田医科大学医学部地域医療学　講師　田口智博氏

GROWモデル図１

Goal
（目標設定）●①

Will
（意思確認）●⑤

Resource
（資源発見）●③

Options
（選択肢創造）●④

Reality
（現実把握）●②

目標

現実

問題（意識）
※問題意識を明確
にするためには，
目標と現実との
ギャップを明ら
かにすることが
必要

ギャップ
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①本人が望む「ビジョン」や「ゴール」を
明確かつ具体的に決める

②現実はどうなっているのかを正確に把握
する

③本人が持っている強みや経験，手段を見
つける

④本人以外の人が持っているものやほかの
手段を提示する

⑤選択肢の中から実行することを決定する
　それぞれのプロセスにおいて，GROWモ

デルに合わせた質問の仕方（表１）を参考
にしながら，本人の意思確認を行います。

チームの状態を観察する 
タックマンモデル

　メンバーを集めた時から，グループは

チームへと成長していきます。チームコー

チは，タックマンモデル（表２）を活用し
てチームの状態を観察し，状態に合わせた

支援を行います。混乱期から機能期は安定

することはなく，サイクルを繰り返しなが

らチームとして成長し，より大きな成果を

創り出していきます。

高業績を上げる 
チームの５つの基本原則

　高業績を上げるチームにするために何が

必要かを示す基本原則３）として，次の５

つがあります（図２）。
①任務を与える：チームに明確な任務を与
え，果たすべき業務を請け負わせる
②明らかにする：チームのメンバーが目的
や目標，役割を明らかにする
③共創する：チームで決めたことを成し遂
げるために，チームメンバーが協力し，
要求し合いながら行動する
④つなぐ：チームメンバーだけではなく，
ほかのメンバーを巻き込んでいく
⑤コアラーニング：チームおよびチームメ
ンバーが学ぶためにプロセスを振り返る
　チームコーチングは，先述のタックマン

モデルで観察したチームの状態と，この高

業績を上げるチームの５つの基本原則を組

み合わせて行います。

資料提供：藤田医科大学医学部地域医療学　講師　田口智博氏

GROWモデルに合わせた質問の仕方表１

Goal

Reality

Resource

Options

Will

Ｇ

Ｒ

Ｏ

Ｗ

目標設定

現実把握

資源発見

選択肢創造

意思確認

•どんなことをやり遂げたら，達成感がありますか？
•どういう状況になれば，目標が達成できたと感じられますか？

•そのことについては今，どういう状況ですか？
•目標達成のために，具体的には何をしていますか？

•これを成し遂げるために，あなたの何を使ったらうまくいくと思い
ますか？

•あなたの過去の経験で，今回にも適用できることは何ですか？

•ほかにどんなやり方が考えられますか？
•ほかの人がやっている方法で，取り入れられることはありますか？

•最も効果的だと思うものはどれですか？
•まず何をいつから始めますか？
•うまくいく可能性はどの程度ですか？
•関係者の誰にとってもうまくいく方法ですか？
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チームコーチング研修 
導入の背景と目的

　ここからは，当院が看護管理者を対象に

チームコーチング研修を導入した経緯や，

チームコーチング研修を通して実践した取

り組みや成果を紹介したいと思います。

当院看護部における 
キャリア支援の考え方

　当院は高度医療を担うがん専門病院で

す。看護部では「がんの最先端医療を担う

半谷知也：チームコーチング，リーダーズベースジャパン，2014.より引用，改変

タックマンモデル表２

チームの
状態

チーム
コーチの
役割

成長段階

•互いに探り合い
と依存をしてい
る

•メンバー間に温
度差がある

•目的が不明瞭
•新しいことに取
り組む意欲があ
る人と抵抗があ
る人がいる

•メンバーを理解
する

•メンバーとの信
頼関係の構築

•任務を明確にす
る支援をする

•メンバー同士が
理解するように
支援する

形成期

•目的の一致
•相互理解や受
容

•責任意識
•役割が明確
•一体感の醸成

•具体的な行動
プランの作成

•実行のフォ
ロー

•振り返りの仕
組みづくり

統一期

•さまざまな葛
藤・不安・恐
れ

•他メンバーや
チームに対す
る反発や抵抗

•愚痴や不平不
満

•逃避

•互いに対等に
意見を言い合
える環境を整
える

•メンバーが共
通して守る
ルールを設定
する

混乱期

•満足感
•達成感
•安堵感
•後悔や反省
•疲労感
•脱力感
•次への期待や
希望

•完了のサポー
ト
•方向性の確認
•次のステップ
への道筋をサ
ポート

解散期

•目標達成への
意欲
•モチベーショ
ンが高い
•それぞれが自
立
•スムーズな連
携
•さまざまなこ
とへの挑戦

•振り返りをサ
ポート
•一貫性の確認
•さらなる挑戦
を推進

機能期

ピーター・ホーキンズ著，田近秀敏監訳，佐藤志緒訳：チームコーチング―集団の知恵と力を引き出す技術，英治出版，2012.

高業績をあげる５つの基本原則図２

内部

タスク

外部

プロセス

②明らかにする
主要な目的，目標，
目標地点，役割

③共創する
個人間およびチームの
ダイナミクスチーム文化

①任務を与える
チームに明確な任務を与え，
果たすべき業務を請け負わせる

④つなぐ
重要な利害関係者全員に

関与する

⑤コアラーニング
調整および

強化リフレクション
（内省・熟考）

学習
統合
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チームの一員として役割を果たし，がん看

護の発展に努める」を理念とし，次の４点

を基本方針としています。

・患者の生命の尊厳と権利を尊重し，信頼
関係を大切にした安らぎのある看護を提
供する

・看護の本質を追究し，科学的・創造的な
看護を実践する

・臨床研究を推進し，がん看護の新たな情
報を発信する

・リーダーとして活躍する人材を育成する
　この理念や基本方針を基に，「高度専門

医療における役割を自覚し，質の高い看護

を実践できる看護師を育成する」ことを教

育目的として掲げています。

　当院のキャリア支援の考え方は，看護師

一人ひとりが持っている将来の目標（キャ

リアビジョン）を支援すると共に，組織の

Mission・Visionに向けて人材を意図的に

育成するというものです。看護師自身が気

づいていない能力を引き出し，新たなキャ

リアビジョンを持てるように支援すること

も，看護管理者の重要な役割です。

キャリア支援としての 
コーチング導入から 

チームコーチング研修へ発展

　看護師のキャリア支援を推進するため

に，看護師長が看護師との面談時にコーチ

ングを活用する取り組みを2017年に行い

ました。看護師との面談を想定したロール

プレイでコーチングを学び，実際の看護師

面談で活用する取り組みでした。その後，

2018年から藤田医科大学医学部地域医療

学講師田口智博氏に，講義や演習などで指

導していただいています。

看護管理者の支援を 
「個」から「チーム」に拡大

　看護師長が看護師個々にコーチングを活

用してかかわった結果，看護師長の看護師

に対するメンターとしての役割が強化され

ることが示されました。しかし，看護師は

チームの一員として活動することが多く，

組織の目標を達成するためには，個人への

働きかけだけでは不十分であることも実感

しました。例えば，「メンバーの中に活動

しない人がいる」「看護師個々に考えが

あったとしても，集団の中では自分の意見

を言えない」「ほかの人に頼って主体的に

動かない」など，集団であることが個人に

影響を及ぼしていることがあります。ま

た，病棟の組織目標を達成するためには

チームで成果を上げる必要があると感じた

こともあり，管理者が支援する対象を看護

師個人からチームに拡大し，チームコーチ

ングに取り組むことにしました。

チームコーチング研修の 
実際

研修の概要

　当院では，看護管理者（看護師長，副看

護師長）の看護管理における実践能力向上

を図ることを目的に，看護管理研修を行っ

ています。看護管理研修の企画は主として

副看護部長が行いますが，看護師長や副看

護師長から提案されたテーマを取り上げる

こともあります。研修形式はディスカッ

ションや実践型で，毎月１回１時間開催し

ており，チームコーチング研修は看護管理

研修の一つとして実施しています。

　チームコーチング研修の目的は，看護管

理者がチームコーチングを活用して部署内
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看護師のチーム力を向上させ，組織目標の

達成を図ることです。講義と演習の後に各

部署で学んだことを実践し，中間発表と最

終発表を行います（表３）。

支援対象とするチームを設定する

　チームコーチングの対象となる人数は，

組織の状況やメンバーの特性により決まる

ため，一概に最適な人数はないと言われま

す。しかし，チームコーチング研修では，

支援対象のチームは少人数の方が，自分た

ちのかかわりによるチームの変化を感じや

すいというメリットがあると思います（表
４）。研修では，対象とするチームをあら
かじめ設定しておくことで，看護管理者が

チームコーチングを活用して実践すること

に意識を向けやすくなると考えます。

既存の院内教育プログラムOJTを 
チームコーチング実践に活用する

　当院のチームコーチング研修では，チー

ムコーチングを行う対象を既存の院内教育

プログラムでのOJTと結び付けて，「ベス

トプラクティス研修受講者」としていま

す。その理由として，次の３点が挙げられ

ます。

①�看護管理者がチームコーチとしての�
役割を理解しやすい

　既存の院内教育プログラムと結び付けた

のは，看護管理者が自身の役割を認識し，

意識的にチームコーチングを実践する機会

になると考えたからです。当院の院内教育

には実践型のプログラムが多く，OJTでの

かかわりは特に重要となります。各研修プ

ログラムではOJTでのかかわりとして必要

な支援内容を記載しており，看護管理者は

チームコーチング研修プログラム表３

①コーチング，チームコーチ
ングについて知る

②基本的なコーチングスキル
を習得する

③コーチングスキルを活用し
て，チームコーチングを実
践する

④自己の実践について振り返
りができる

目標

①講義・演習
•コーチングについて
•チームコーチングについて

②各部署においてチームコーチングを実践する
•ベストプラクティス研修受講者を対象にチー
ムコーチングを行う

•ベストプラクティス研修受講者がいない場合
は別のチームを対象にする

③中間発表・ディスカッション
•取り組んだ内容や今後の課題などを発表する
•課題について意見交換する

④最終発表・ディスカッション
•チームコーチングに取り組んだ結果と学びに
ついて発表する

【研修名】看護管理研修「チームコーチング」
【目的】　　看護管理者がチームコーチングを活用し，部署内看護師のチーム力を向上させることで，組織

　目標の達成を図る
【対象者】看護師長，副看護師長

内容・方法

７月：１日間
院外講師

９月ごろ：１時間
12月ごろ：１時間
副看護部長

２月：１時間
副看護部長

日時・担当者
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OJTでの自身の役割を認識した上で，支援

方法の一つとしてチームコーチングを活用

できると考えました。

②�チームメンバーの�
リーダーシップ養成につながる

　チームコーチング研修と結び付けた院内

教育プログラム「ベストプラクティス研

修」とは，当院が行っているリーダーシッ

プ養成（図３）のための研修です。チーム
や組織の中で管理的視点を持った看護師と

して役割を遂行できる力を身につけること

を目的として，問題解決技法を用いて職場

の改善に主体的に取り組む実践型の教育プ

ログラムです。毎年，各部署数人の看護師

がチームとなり，職場内の問題解決に取り

組みます。

　ベストプラクティス研修のOJTでは，看

護管理者が研修受講者にPDCAサイクルを

意識した活動や評価指標などについて助言

するだけではなく，受講者が主体的に取り

組めるように意欲を高めることや維持する

ことが重要な役割となっています。看護管

理者がチームコーチングを活用してチーム

を支援することによって，チームメンバー

の主体性やリーダーシップが高まることが

期待できると考えました。

半谷知也：チームコーチング，リーダーズベースジャパン，2014.

チームコーチング人数のメリットとデメリット表４

メリット

デメリット

•スピードが速い
•意見が出やすい
•さまざまなテーマを扱うことができる
•メンバーの責任者意識が高い

•アイデアが限られる
•メンバー以外への周知，共有が大変

少人数

•情報共有が速い
•たくさんの視点から，アイデアや学びが生
み出される

•全員の意見を聞いたり出したりするのに時
間がかかる
•人任せになりやすい。あまり意見を言わず
隠れているメンバーが現れる
•議論が収束しづらいため，決定に時間がか
かる

大人数

リーダーシップ養成イメージ図３

組織を視野に入れる
所属部署において病院組織を視野に入れ，多
職種を活用しながらリーダーシップを図る

部署内から他部署へ
問題解決能力を身につけ，管理的視点でリー
ダーシップを発揮しながら問題を解決する

部署内での役割認識
所属する看護単位における自己の役割を理解
し，リーダーシップを発揮できる

パワーアップ
ナーシング
マネジメント

パワーアップ
ベスト

プラクティス

実践Ⅰ
リーダーシップ

基礎編
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③�チーム活動を部署目標の成果に�
つなげることができる

　組織の問題を明らかにして改善を図るベ

ストプラクティス研修での取り組みは，部

署目標に紐づけられていることが多くあり

ます。そのため，チームコーチングを活用

してベストプラクティス研修受講者を支援

することで，その成果として部署目標の達

成につなげられると考えました。

実践の振り返りを共有する

　チームコーチングは，経験を通して学ぶ

ことが重要であると考えます。チームコー

チング研修では，各部署での実践を発表す

る振り返りの会を１年に３回開催していま

す。自身の行動をチームコーチングの考え

方に照らし合わせて振り返り，他部署の看

護管理者の実践を聞いて学ぶことで，次の

行動につなげる良い機会になっています。

チームコーチングスキルの 
習得・活用のメリット

　チームコーチングによって得られる結果や

成果には，次のようなことが挙げられます１）。

・自走するチーム
・同じ目標を一緒に追いかける満足感
・チームメンバーの成長実感
・リーダーシップの育成
・生産性の向上
・業績の向上
　当院ではチームコーチングによって，次

のような結果を得ることができました。

病棟スタッフの 
チームレジリエンスの向上

　チームレジリエンスとは，チーム全体が

困難な状況に直面し，一時的に全体的に落

ち込んだムードになったり，士気が下がっ

たり，緊張状態になったりした際にも，再

び元の状態に戻ることができるチームの力

に対するメンバーの信念４）と定義されて

います。

　2019年に行ったチームコーチング研修

では，当院に勤務する看護師502人（15看

護単位）を対象に，チームレジリエンス尺

度４）を用いたアンケート調査を実施しま

した。使用した尺度は，チームレジリエン

ス尺度（６項目），チームレジリエンス行

動尺度（21項目），チーム満足度尺度（７

項目）から構成されており，チームレジリ

エンス行動を取ることによって，チームレ

ジリエンスおよびチーム満足度が高まるこ

とが示されています。

　チームコーチング研修の活動前後に調査

を行い，看護単位ごとに得られた平均値を

比較し分析を行いました。その結果，15

看護単位のうち１つの看護単位で有意な差

が認められ，有意差が認められなかった看

護単位でも，「スタッフが自分のことと考

え改善するためのアイデアを引き出し実行

に移すことができた」と肯定的変化を感じ

取っていました。

　調査結果から，チームコーチングによっ

て看護師のチームレジリエンスやチーム満

足度が高まることが示唆されました。

チームメンバーの変化（表５）

　2020年のチームコーチング研修最終報

告会では，「メンバーの主体性や責任感が

より強くなった」「達成感や連帯感につな

がった」「前向きな意見が増えた」など，

チームメンバーの変化が発表されていま

す。また，「ほかのスタッフへの働きかけ
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チームコーチングを実践したことによるチームメンバーおよび看護管理者の変化表５

自走するチーム

満足感

成長実感

リーダーシップ育成

生産性・業績向上

スタッフを信じる姿勢

ミッション・ビジョンの
共有

承認を意識した
フィードバック

スタッフの考えを
引き出す

コミュニケーション

個人・チームへの
支援拡大

チームメンバーの変化

看護管理者の変化

•目標達成のための主体性や責任感がより強くなった
•成功体験を経て，変わることへの抵抗感が減った
•ビジョンを認識し，「できること」「どうしたらできるようになるか」と
いう思考に変化した

•方法を自主的に考え，スタッフの方から提案するようになった

•看護師全員で取り組むという初めての経験をしたことで，大きな達成感
や連帯感につながったという感想が多く聞かれた

•目標達成に向け，個人ではなくチームとして活動できた

•「できていない」という悲観的な発言が減り，「これだけ頑張っている」
と前向きな発言が多く聞かれるようになった

•肯定的・前向きな意見が増えた

•自分たちだけではできないことについて，相談や協力依頼を積極的に発
信できるようになった

•病棟の目標，自己の役割や活動の目的を理解した上で，病棟全体を巻き
込めるスタッフが増えた

•ほかのスタッフの巻き込み方や調整が円滑になり，他部門への交渉も行
えるようになった

•メンバーが前向きに取り組む雰囲気によって，周りにも協力しようとす
る風潮ができた

•リーダーシップ・メンバーシップの役割を理解して，どの立場でも前向
きに参加し意見交換ができるようになった

•ベストプラクティス研修として各部署で取り組んだ成果を示すことがで
きた
例）褥瘡発生率の低下，術後早期離床プログラム活用状況の改善，外来

での継続看護介入率の上昇，採血室待ち時間の減少　など

•個々の可能性を信じられるようになった
•こちらの「答え」に誘導するのではなく，スタッフの中にあるものを引
き出す姿勢でかかわるようになった

•部署での達成すべき目標・課題を伝え，共有する姿勢を持てた
•スタッフに伝える内容に応じて，アプローチ方法を意識的に選択するよ
うになった

•行動変容が起こっているスタッフへの支援が強化された
•自発的な行動，発言に対するポジティブフィードバックができるように
なった

•結果だけでなくプロセスを承認するようになった

•スタッフの考えや意見を最後まで聞き，受け止めることができるように
なった

•あるべき姿へ近づけるようにどうすべきかというスタッフの考えを引き
出すコミュニケーションの方法を獲得した

•スタッフとの信頼関係を築いたり，理解を深めたりする機会が増え，
チーム力を上げるためのサポートは何かという視点を持つようになった

•個々の特色をとらえ，チーム全体の構造を意識したかかわりをするよう
になった
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ができるようになった」「メンバーが前向

きに取り組む雰囲気によって，周りにも協

力しようとする風潮ができた」「リーダー

だけではなくメンバーでも前向きに取り組

めるようになった」という報告が見られ，

チームメンバーのリーダーシップを高める

ことにつながったと考えます。さらに，ベ

ストプラクティス研修ではチームメンバー

が取り組んだ課題への成果を示すことがで

きており，看護管理者が各部署でチーム

コーチングを活用した支援を行ったことが

活動の成果に表れていると考えます。

看護管理者の変化（表５）

　チームコーチング研修最終報告会では，

看護管理者が自身の変化について振り返り

を行っています。スタッフを信じる姿勢，

ミッション・ビジョンを共有する姿勢や方

法，承認を意識したフィードバックなどに

ついて実践を通して学びを深め，看護管理

者としての姿勢を改めて考える機会になっ

たことが明らかになりました。

まとめ・今後の課題

　チームでの活動が推進される医療現場に

おいて組織のミッションを達成するために

は，看護管理者がチームを意識したかかわ

りを行うことが重要です。看護管理者が組

織目標を達成できるチームを創るだけでは

なく，チームの成長段階に合わせて効果的

な支援を行う必要があります。当院で看護

管理者がチームコーチングを行った結果で

は，対象としたチームがチーム力を高めて

成果を出すだけではなく，看護師個々のリー

ダーシップを高めることが示されました。

　看護管理者を対象としたチームコーチン

グ研修は，看護管理者が意識的にチーム

コーチングを実践し，自身の支援方法を振

り返ることができる良い学びの機会になる

と考えます。今後は，組織としてより高い

成果を出すことや看護師の人材育成につな

がるように，看護管理者がチームコーチン

グを継続していくことが課題だと考えます。
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