
外部志向病院５S改善の進め方（指導者用資料）

外部指向５S改善編-その３（ジャンプ）

制作：QCD革新研究所 所長 中村茂弘

１，患者さん目線による病院５Ｓの見直し
①病院評価を参考に課題抽出、② 写真法による改善前/後対策
③外部の評価調査による評価

２，待ち時間対策
① 待ちが招く不満の解析
② 患者さんサービス分析の習得
③ 待ち時間対策事例紹介

３，目に見にくい問題の対策
① 病院クレームの調査と解析、② 看護師・病院スタッフの改善が
及ぼす患者さんサービス分析、③ リーダーシップ
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３，目に見にくい問題の対策

①病院クレームの調査と解析

設問１ 病院に寄せられるクレームや改善要求

クレーマーや違反行為は除き、病院では看護師や病院スタッフの皆様が患者さんや病院に訪れる
皆様のため、全力を尽くしてきました。しかし、医療や施設の構成といった以外に、看護師や病院
スタッフの皆様の進めるお仕事に対する不満や改善要求などが寄せられることがあります。このため、
現在、この種の問題は、既に、インターネットなどを見れば日常的に提示させてきた状況です。では、
多くの病院で重視する、この種の問題の主なものを例示して下さい。さらに、病院改善ということで、
看護師や病院スタッフの皆様に対し、看護師や病院スタッフの皆様へのサービス面で技術力向上を
図るために行われている項目（研修で行うメニューなど）を例示して下さい。

メモ欄

© QCD Shigehiro Nakamura 2



研修機関などの対応項目の例
１．医療機関におけるクレームの実態と傾向
２．患者アンケート、接遇実態調査から分かる患者満足のツボ
３．映像で見る！よくある患者トラブル事例

・患者視点から見る受付スタッフの無愛想な対応
・患者視点から見る看護師の配慮不足

４．接遇力強化に向けたアプローチ～実態調査員が語る
接遇チェックのポイント～

５．高い患者満足を誇るクリニックの取り組み事例

http://www.tochigi-kokuho.jp/ippan/kujou_toukei.html

例：平成２６年度介護サービス苦情・相談状況：栃木県国民健康保険団体連合会

① ② ③

今回に関与する項目
① サービスの質
② 従業員の態度
③ 説明・情報の不足
（医療上のクレーム、
クレーマーによる問題は
上の項目からは除外）

この例から、この種の
対策の良否、すなわち、
看護師や病院スタッフ
の皆様の活動が目に
見えにくいテーマという
形で、技量の差と共に
病院の評価のひとつに
なっている。

病院に寄せられるクレームの調査と対応策
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設問２ 目に見にくい病院クレーム対策と５Ｓ改善の関係

目で見て判る美化という形で、改善の結果の一つとして示される「整理・整頓」の良否に
対して、今回扱う患者さんや病院を訪れる皆様の人的な改善要求というクレームは、目
にみにくい対象です。では、５Ｓ改善リーダーとき立場で、関係者に説明する時、この種の
項目をどのようにとらえ、説明したら、効果的に改善が進むのでしょうか？

設問Ａ 整理・整頓・清掃・清潔・躾と病院クレーム撲滅対策

設問Ｂ クレーマー対応を除く、病院クレームへの対応に対する態度

何らかの目的や悪意などを持って病院にクレームを寄せるクレームは除きます。設問は、真剣、
かつ、多忙な中で仕事を進める看護師や病院スタッフの皆様に対し、患者さんや病院を訪れる
方から寄せられたクレーム（改善点の指摘やさらなる向上を願った要求）があった場合、どのような
考え方（態度）で臨むべきか？について、事例を挙げ、解説してください。
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設問２のＡ 整理・整頓・清掃・清潔・躾と病院クレーム撲滅対策

５S 対象と活用の狙い 適用手法

整理 今、必要な医療用具、機器、医療材料、医薬品や指示、
チェックすべき情報を必要なだけ必要な場所に配備する。

ＪＩＴの適用

整頓 「段取り上手は仕事上手」の名のもと、仕事の準備と効
率化を追求する。

動作経済則

清掃 「清掃は点検なり」と、HE発生などの基を絶つ対策。問

題が起きない仕事の環境整備～ホウ・レン・ソウ活動
（報告・連絡・相談）の実施を図る。

ＱＴＡＴ
（発生時点問題対策）

清潔 問題発生リスクを嗅ぎわけ（予知して）、問題発生の潜在
問題の予知・予防～未然防止対策を図る。

ＰＰＡ
（ﾘｽｸ対策手法）

躾 常に仕事に疑問を持ち、一流の仕事を追及しつつ改善
を図る・日々自律的な改善・努力を図る活動の実践！

ﾉｳ･ﾎｱｲ活動
注釈： ＱＴＡＴ：Ｑｕｉｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ ， ＰＰＡ：Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ａｎａｌｙｓｉｓ

解説： 岩手県立中部病院では「５Ｓ改善の定義」を上の表に示した内容で進めてきました。この定義
を利用すると、設問のクレーム対策は、清掃と清潔を中心に扱うと有効です。すなわち、クレーム
発生時点で、「問題の清掃を図る」このことは、火事ならボヤ（小火）という小さな火が発生した時
に用意しておいた最良策を適用する対策です。また、清潔の考え方は、「似た問題が発生しそう
な兆しを感じたら、皆で知恵を集めた対策を駆使して問題を起こさない対策を駆使するといった
対処ですが、この種の活動は躾を基とした「気づき」に大きく左右される対象です。
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忘れ物・落とし物対策５Ｓ改善事例

Before After

病院全体として、忘れ物や落し物の保管管理と遺失物対策は患者さんと病院相互の問題
としてゼロ化が必要なため、ゼロ化運動を進めた事例です。
現在、(1) 院内の入り口にビニール製等の手提げバッグ 等を準備し、使用していただく。

(2) 検査、X線待合などへも同様のものを準備し、手荷物を一まとめにしていただく。
(3)出入り口に回収BOXを設置、忘れ物がないか？の掲示を行う

などの対策を立て、本来は忘れ物をさせない方法を研究中です。

忘れ物防止は、どの病院でも課題です。時には、紛失物がクレームの対象になる例がありますが、
この種の問題は、下のようにとらえ、外部志向の５Ｓ改善の対象にとして進めてきました。
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リスク発生防止・PPA対策の進め方（Potential Problem Analysis)

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり ３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない １：ない

ﾘｽｸ分析
の様式例

予防策と評価 緊急時策と評価 Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

PPAの記入様式の例

テーマ：○○病院における□□クレームをゼロ化する

対策を検討・記載する

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の

低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況

を評価する

ガイド： この様式はＮＡＳＡで開発されたＰＰＡというリスク対策を検討～対策へ向ける様式です。
他の病院で起きたクレームや、当病院でも防止を図りたいクレーム（起きていないが予測
をいれた）項目を表の「リスクの項目」に入れ、以下、表の左から右へと対策を検討して、
潜在問題であるリスクの発生（Ｐ）と、影響度（Ｓ）の軽減を図る検討方式です。
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設問Ｂ クレーマー対応を除く、病院クレームへの対応に対する態度

基本：起きたクレームは変更できない。
本当に問題の事実がある場合、既に失策である。
だが、誠意を尽くしたお詫びと今後の取り組みは
お客様の気持ちと考えを変えるきっかけになる
ことがある（但し、軽微の場合）。

行動： ①クレームから逃げず、早い対応が基本！
②問題の事実があるときは、その場から逃げないで、真摯に誠意を
尽くしてお詫びする。お怒りの内容は、なぜ、私を困らせる質問や
叱咤をいただくのか？を、相手の立場に立って考えることから
解決策、満足願う解を見つけて行く。

③相手が単に脅しやゆすりが目的である場合、安易な妥協は
しないで、事実を中心に活動し、記録も残して、法的な処置を
配慮して対処する（性悪説の利用）。

解説： 下に記載した内容は川田氏の著書「社長を出せクレームとの闘い」が書で記載された
要点ですが、クレームを生かし、誠意をご納得願う対策に加え、この場合には、クレーム
を味方に解決を図る努力が顧客の信頼を高めていったという内容です。
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看護師や病院スタッフに求めるクレーム減対策ガイドの例

信頼関係を強化する要素
１．清潔感⇒清潔さを感じさせる病院は職員の気配りが窺える
２．明るさ⇒ 照明を明るく保ち、患者の気持ちを明るくする
３．きびきびとした行動⇒ 仕事の質が高い印象と安心感を与える
４．挨拶 ⇒人間関係を結ぶ基本行動
５．表情 ⇒笑顔で接する

http://www.bizup.jp/member/netjarnal/repo_i24.pdf

予約診療待ちに対するトラブル対策ガイドの例

予約システムは、大きくわけて２パターンです。 1.診療時間の中から、予約が可能な枠を定め、日時を
予約してもらう「時間予約」。 2.主に当日、院外から患者さんが順番受付をして、混雑具合を把握し、
あと○人後が自分の順番だと患者さん本人が理解しやすい「順番予約」。どちらのシステムでも、患者
さんは「予約をした時間や順番で診察を受けることができる」と、約束をした感覚でクリニックに来院する
でしょう。 つまり、「約束を破られた」と思われてしまうような運用は避けるべきです。
「診察時間が遅れるのは仕方ない」 「急患が来たら順番通りにいくわけがない」という点は、クリ

ニックとしては当然ですが、それでも、予約時間や順番よりもお待たせすることになる患者さんに
対して 「仕方がない」という態度で接することは絶対にＮＧです。診療所にとって予約システムは
利便性の向上に有効な場合が多いですが、時間予約と順番予約のどちらが自院に有効なのかは、
じっくり考えてください。既に導入済みのクリニックは、本当に診療スタイルにあったシステムなのか、
「約束」を破ってそのままにしていないか、一度確認してみて下さい。場合によっては、無理をして
診療予約システムを導入するよりもつねに人の手で調整しながら予約や受付を受けるほうが、約束を
守れるかもしれません。

http://www.lets-nns.co.jp/mailmagazine/article_5007.html
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【ご参考】 企業におけるコール・センターの活動概況

問題やリクエスト

① 親密なコミュニケーション
② 問い合わせ
③ 異常の発生→対策依頼

コール・センター

雰囲気は直接会話をする
ようにお客様からの直接の
声を２４Hr体制で受付ける

調査レポート

解析と対策 一元化情報
顧客のネット

ワーク化

① 顧客ニーズの
把握

② 使用状況の
調査

③ アフター
サービスの
充実

④ 良い企業イメージ印象づくり

⑤ 自由な
会話から
新ニーズ探求

顧客の生の声を
製品開発・製造
タイムリーに反映

製造業では「クレームを生かす」ということで、ここに
示す活動を精力的に進め、新製品やサービスレベル
の向上に努力中です。

① 新ニーズ発掘→新製品創出・新技術開拓
② 新しいサービス・付加価値の開拓
③ 自社にない製品・サービス対応

のため、異分野との交流
④ 協力会社とCS・ネットワーク対応
⑤ メンテナンスの充実により

固定客の確保・・・ライバルに優位な体制づくり

インターラクティブな
（双方向）
コミュニケーション
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【ご参考】 食品業界に学ぶクレーマー対策

Ａ氏が、ある飲食店で餃子を食べていたとき、中からクギのようなものが出てきた。
早速、クレームをＢ店につけた。その内容は餃子の材料を練るとき、スプーンを使用
していたが、一部がかけ、クギのような形で材料に混入した、とのことであった。
その話を聞き、Ａ氏は極めて憤慨、慰謝料５０万円を要求した。「その要求が受け入れ

られなければ、消費者の権利として、インターネットのホームページを利用してＢ氏の
店の批判キャンペーンをする。・・・」と言い張る状況だった。だが、餃子はまだ食べて
おらず、ケガなどの障害は全くない状況です。

さて、この問題をあなたなら、どのように扱いますか？

解析例
まず、餃子にホークの先端が入っていたのは完全にＢ氏の店のミスである。従って謝罪

は丁寧に必要である。餃子の代金を受け取っていたなら、返金は即座にすべきである。
また、今後の再発策を練り、クレーム対策を徹底すべきである。

だが、それ以上の慰謝料要求には応じる必要はない。お客様（Ａ氏）はこれがために
ケガをしたわけではないので、たとえ１万円であっても、法律で認める限度を著しく超える
支払いは、同種の行為を誘発する危険性からも支払いを控えるべきである。
もし、誠意を尽くして謝罪しても納得しない場合、謝罪すべ機転は文書で示す。また、

それ以上の要求にも応じられないと、いう内容も文書に明記する。

もし、それでもＢ氏がホームページに掲載することを主張した場合、営業妨害行為に
なるので、しかるべき機関に差し止め要求をすることを伝え、その対処が必要になる。
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設問３ ありがちな患者さんからのクレームへの対応

ある病院の看護師さんによれば、
クレームを受けた看護師に話を聞いてみると「自分では一生懸命やっていたつもりで、
まさか患者さんを不快にしているとは思っていなかったケースが多い」といいます。
さらに、何も言わずに我慢している患者さんが大勢いて、看護師は認識のズレに
気づかない場合も多いのでは？というケースもあるようです。

「対策をどうするか？」例示して下さい。

メモ欄

患者さんはからのクレームを看護師は、どのように見て行くべきか？

© QCD Shigehiro Nakamura 12



【ご参考】 患者さんはからのクレームを看護師は、
どのように見て行くべきか？

ある病院の看護師さんによれば、
クレームを受けた看護師に話を聞いてみると「自分では一生懸命やっていたつもりで、
まさか患者さんを不快にしているとは思っていなかったケースが多い」といいます。
さらに、何も言わずに我慢している患者さんが大勢いて、看護師は認識のズレに
気づかない場合も多いのでは？というケースもあるようです。

難しい問題ではありますが、「認識のズレが起きていないか、いつも
アンテナを張っておけば、防げることもあるのでは」と私は考えます。
会話の中で、ちょっと引っかかったとか、ちょっと嫌な感じがしたとか、
そういう感覚を大切にする。違和感を覚えたら、一呼吸おいて整理してみる。
そして何よりも、常に相手の事情を考えながら話す。このようなことを意識していれば、認識のズレから
始まる不毛な争いは減っていくのではないかと考えています。
実際に争いが起こってしてしまったときは、目の前のことだけでなく、背景にある多くの要因を考える

ことが大切です。悩んでいる看護師に対して、先輩や同僚が「あなたが悪かったのよ。反省しなさい」
「あんな患者さんだから仕方ないわよ。あなたは悪くないから気にすることない」という内容のアドバイス
をするのは、多くの場合、あまり適切でないと思います。
一方だけが悪いということは滅多にありません。裁判でもないのに、どちらが悪いか判定することに

どれほどの意味があるのでしょうか。どうすれば防げたのか、どうしたら関係を修復できるか、どの
ように今後につなげていくか、あれこれ考えをめぐらせることが解決への第一歩だと思います。私も
2週間ほど考え続けることによって大切な気づきを得ました。
以上のような対策を例に、看護師さんと患者さんと、双方のモヤモヤが解消されることを願っています。
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② 看護師・病院スタッフの改善が
及ぼす患者さんサービス分析

設問４ 病院においてサービスに必要なコミュニケーション技術

子供さんを指導する場合「３つ褒めて１つ諭す」という注意があります。このように、同じ話をしても、
言い方によっては、相手に正しく意図が伝わらず、逆に感情的にしてしまい、誤解を招く例があります。
そこで、コーチングやカウンセリングなどで使われる、プラス思考の表現を知っている限り列挙して下さい。

メモ欄

設問A 良い感情を与える言葉

メモ欄

設問B 短時間に必要事項を伝える技術

どの分野や職場でも同じですが、短時間に物事を伝える技術に５W1Hというものがありますが、
その内容と、使い方などを解説して下さい。
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設問Aの例 ちょっとした褒め言葉
・ 遅刻をしたことがない。 ・ 勘が鋭い。
・ いつもやるべきことを必ず守る。 ・何をしても速い。
・ いつも朗らかだ。 ・笑顔がよい。
・積極的だ。 ・ 守るべきことを熱心に行う。
・ 熱心だ。 ・ とにかく継続し、休まない。
・行うことが丁寧だ。 ・ まわりへの配慮がすごい。
・ あいさつがきちんとしている。 ・ 趣味や話題が豊富。
・ いやなことでも率先してやる。 ・ ご熱心である。
・言葉使いが丁寧だ。 ・腹を立てない（包容力が大きい）。
・ よく勉強されている。 ・ 行動が早い。
・言い方や、振る舞いに工夫が多い。 ・ ご理解（飲み込み）が早い。
・ よく気がつかれる（配慮が行き届かれる）。

形にとらわれないコーチ指導の例

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ日本代表の井村雅元コーチのしかり方
練習中に選手がミスをしたりすると、すぐに選手達を集めって「やめてしまいなさい！」など

と罵倒する。これができるのは、代表チームがファミリーだったからである。共にビジョンを共有
するケースに限って可能だが、井村コーチは「己を知り、選手自身が気づかないことを言って
あげなければ、コーチの存在はない」と語り、「客観的に選手を見ること、選手が理解できる
言葉で声をかけることが重要です」と語っている。駄目な内容を注意するときも、どうすれば
できるか？「質問力を駆使して、自ら答えを見つけるための引き出しに努力」ということだった。
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【ご参考】 ちょっとした褒め言葉と、アプローチ会話

画一的な
話し方より
相手の事情
を配慮した
話し方が
重要です！

カウンセリングの手順（ＭＤＣ：Management
Development Course）

① アプローチ会話（リラックスさせてから話に入る）。
② マイナス暗示を与えない：相手を誉める、立場に同情など
③ 場面構成：会社の実績、環境、本人の立場を話す。
④ プライドを高める：過去の実績、努力や本人の夢、目標等
⑤ 相手の話を充分聞く：話の中からサゼッションをする。

相手の言い分を充分聞く、立場を理解する。
⑥ 自分の本音を話す：体験談を入れる。
⑦ 素直さで筋を通す。
⑧ 秘密は守る（約束、確認をする）
⑨ 期待の明示を図る：「きみなら出来る」「あなたしかいない」
など、とし、プラスイメージ、リラックスした場で話し、本音を

フォローする

「目は口程に物を言う」 ： 態度(Attitude）、スキルと知識・経験という経歴、習慣的な行動が相手の
理解と行動に大きく関係してしまうことがある。尊敬、親身になってくれない
方はコーチング技術を駆使してもうまく行かない例が多い。

参考事項：「部下は上司の後ろ姿を見る。」「子供は親のいうことを聞かないが、親のする通りをする。」

人には感情と、その時に敏感に感じる環境への配慮が必要なことが発生する時があります。
具体的な話し方は個々に異なりますが、経験談や相手の状況を配慮した話し方が必要な場合、
話す人と場所、タイミングや人に応じた対話法を関係者とよく検討しておくことが重要です。
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逆に、不快や信頼を欠く態度や行動、話し方

【問題行動の現出の例】
【目の前に出る内容】 【深層心理にあるとされる内容】

①失敗のいい訳に徹する → 交通事故などで見られる合理化
する行動（自分のせいにしない対策）

②他人の批判 → 投影という現象（自分の気持ちを言わないで
けんかを 批判を通して仲間となってもらう。自分の立場
仕掛ける を理解してもらう行動

③無理して仕事に集中 → 達成出来そうがない仕事、人が嫌がるが
余り意味のない仕事を手伝う。集中して
自分の悩みやミスを解消しようとする行動

④子供のような行動をとる → 退行と言われる。甘えてごまかす。
無能を装うなど

⑤逃げる → 退避、逃避行動と言われ、苦労から逃げる。
与えられた仕事をサボタージュして結果を出さない

⑥ふさぎ込み → 抑圧という行動、殻や巣に入ってしまい。何も
しない。

⑦泣きつき → 補償をとる。困難から逃避する手段として第３者の
ところへ駆け込む
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設問Bのご参考 歓迎されるコミュニケーションの技術
What, Why, Who, Where, When, How to,  How many,  How much 

What:
結論を先に示す

その後、状況
に応じて
理由や説明
データを示す

知っている
ﾚﾍﾞﾙ

少し高いレベル

かなり
高いレベル

既に知って
いるレベル

レ
ベ
ル
の
高
さ

確認程度

余計・
不要

歓迎

猫に小判現象

レベルに応じた情報提供を！
内容・質・タイミング・理解のしやすさ

5W3Hの中から、結論（結果）を示すものを
示した後、理由を解説する方式が効率的！

具体的な記述法：What 何がどうなった。
と書き、Who, When, Where, How muchと
記載の後、例えばWhy?と How toを書く。
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設問５ 「患者－看護師関係の発展を阻害するのはどれか？」

1. 気にかかることについて問いかける。
2. 患者からの非難に対して言い訳をする。
3. 患者の表出した感情を受け止める。
4. 看護婦から話のきっかけをつくる。

記入欄 正しいと思われる項目に○をつけ、各項目の理由（解説）を、お願いします。

1. 気にかかることについて問いかける。

2. 患者からの非難に対して言い訳をする。

3. 患者の表出した感情を受け止める。

4. 看護婦から話のきっかけをつくる。

国家試験問題より 看護師と患者さんの間で行うコミュニケーション

© QCD Shigehiro Nakamura 19



国家試験の解：
「患者－看護師関係の発展を阻害するのはどれか。」

1. 気にかかることについて問いかける。
2. 患者からの非難に対して言い訳をする。 ○
3. 患者の表出した感情を受け止める。
4. 看護婦から話のきっかけをつくる。

解答・解説
1. 気にかかることについて問いかける。×

川野雅資は患者－看護師の発展過程を３つの段階に分けて考えており、第一段階として
「関係を持ち始める時期として互いに自己を相手に伝え合う。看護師は患者の一番気に
なっていることを知る。」としている。

2. 患者からの非難に対して言い訳をする。 ×
患者－看護師関係は、信頼関係を築くことが重要となる。言い訳をすることは自分を
正当化することにつながる。患者の信頼を得ることはできない。

3. 患者の表出した感情を受け止める。○
患者の感情を受け止め共感することは、患者－看護師関係にとって有効である。

4. 看護婦から話のきっかけをつくる。 ×
話のきっかけをつくり、話しやすい環境を設定することが患者－看護師関係にとって

有効である。

http://www.kango-roo.com/kokushi/kako/222/2467/2
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【ガイドの例】外部の方や患者さんは看護師の方を、どのように見て
おられるのであろうか？

看護師は日々入退院を繰り返す患者さんとどのように向き合い、患者さんとの関わりを
どのようにとらえて看護に従事しているかについて悩んだことはあるでしょうか？
また、ほかの看護師は患者さんとの関係をどのように捉え、どのような意識を持って
看護ケアを行っているかについて気になったことはあるでしょうか？

http://www.nursecheer.com/patients-and-family/%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E3%81%AE%E6%82%A3%E8%80%85%E3%81
%95%E3%82%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%82%84%E5%90%91%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84
%E6%96%B9.html

安全・安楽な入院生活を確保するための看護師の関わり方として、
看護師は患者さんの状態を知ることで、入院生活を安全、安楽なものに
するために環境を整え、確保しようと意識しているようです。
また、信頼関係を作ることや相手の考えや意見を尊重することに

おいては、患者さんが何を求めているかを知ろうとすることを重視し、
信頼関係を構築する中で患者さんの意識を尊重できるような関わり方を意識しているのです。
また、退院後を考えることでは、入院と同時に退院後の安楽な生活について考えなければならないと
意識することで、より患者さんの生活やこれまでの習慣、背景を知ろうと努力できると考え、実行して

いるのです。さらに、患者さんの健康への願いを理解することでは、看護師が患者さんの生や健康への
葛藤を理解すると同時に、少しでも早い回復を望んでいることの表れともいえます。
また、医師とは違う看護師としての関わりとしては、同じ医療者として医師の治療方針に従った看護

ケアの必要性を理解しながらも医師とは異なる視点で看護独自のケアや必要なサポートの提供をする
ことを意識することで、より看護師の質を高めることが出来ると意識しているのです。このように看護師は、
患者さんという存在を大切な人としてとらえ、その大切な人を家族から預からせていただいているという
意識が根底にあるようです。その意識が、患者さんと自分はどのように関わり、向き合うのか、どう
接するべきなのかを考える上では重要であり、その意識のもと自分と患者さんの信頼関係の構築や
自分の看護観へとつながっていくのです。
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あまり話したがらない患者さんとの付き合い方について
https://nurse.mynavi.jp/conts/practice/31/

設問６
実習で、あまりお話することを好まれない患者さんを担当しました。できるだけ

患者さんと接したいと思うのですが、あまり長くそばにいると、「何かまだすることがあるん
ですか？」と聞かれてしまいます。つらい治療を乗り越えるための提案もしてみたのですが、
「いかがですか？」と聞く前に、「いいですから」と一蹴されてしまいました。私だけでなく、
看護師さんたちの心配の言葉や患者さんの思いを聞く言葉についても、余計なお世話だと
いっている場面が見られて、どんな風に接したら少しでも信頼が得られるのか困ってしまい
ました。 T（短期大学３年生）

新人指導者になったつもりで、対策法に関する指導内容は？

メモ欄
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あまり話したがらない患者さんとの付き合い方について
https://nurse.mynavi.jp/conts/practice/31/

ガイド
１度訪室したら時間を空けて患者さんの所に伺うようにしていました。

また、うかがった際にはできるだけ短時間で済ませるよう、質問は
１度に１、２個にとどめることにしました。
ただ、結局最後まで打ち解けられることなく終わってしまい、次の
患者さんもお話を好まれない方だったらどうしようと少し不安です。・・・

どうやって乗り切ったか？ご本人（Ｔ さん）の努力

インターネットに寄せられた意見

１，話したがらなくても一緒にいるだけでも良いのではないでしょうか。
２，足浴など、手で触れるケアをするようにします。少しは打ち解けられるきっかけになると思います。
３，何かありましたらいつでも呼んでください と退室時声をかけていく 何かしたい気持ちは分かり

ますが、まずは受け入れていただくことからでもよいのではないでしょうか？
４，私だったらまずは病気とは関係ない話（雑談）から始まり関係を築いて1日ごとで時間を少しずつ

延ばすかも、もちろん私が相手に興味を持つことは当然として、相手に自分のことに興味を示す
ようにするかな？

５，私も短時間で済ませたり時間を空けての訪問をすると思う。また、患者さんにも事前に学生の
ことを担当看護師さんが伝えてるはずだからね〜

６，私もそのような方を受け持たせていただいたことがあるのですが、患者さんが話したくないと思って
おられるなら無理に話して貰わなくてもいいと思います。信頼関係を築くためにはそれよりも、一つ
一つのケアを丁寧に行った方がいいと思います(^^) 

７，私なら、一緒にテレビをみたり何気なく手に触れたりしていくと思います。
８，患者さんの話す何気ない一言からニードを把握することが大切なのかなと思いました。
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あまり話したがらない患者さんとの付き合い方について
https://nurse.mynavi.jp/conts/practice/31/ガイド インターネットに寄せられた意見つづき

９，興味のある話など雑談をして打ち解けてから聞きたい情報を簡潔にたずねたりする
１０，無理に仲良くなろうとしなくてもいいのでは？美容院でも話したくない気分のときに

美容師にがんがん話しかけられたら不快ですよね？あなたが話したいときに
話して下さい、私はいつでもい聞きますから。というスタンスがいいのではない
でしょうか？私なりの考えになってしまうのですが。

１１，相手に心を開いてもらうには自分から歩み寄ることが大切だと思います。
１２，言葉だけでなく、ケアで心の距離が縮まるんじゃないでしょうか？
１３，私も無口な、おしゃべりを好まない方に当たったことがあり、とても困りました。しかし温罨法や

指圧を実施した後は、あまりお話しされないのは変わりませんでしたが雰囲気はやわらかく
なりました。ケアを通して患者さんにこちらのやる気、想いを伝えるのも1つの手だと思います。

１４，あまり距離が近すぎるのが嫌な人もいるから一度に関わる時間を短時間にするといいと思う
１５，「すぎちゃんが流行語大賞をとったみたいですよ♪」という感じに自分からなにかしら話をふっ

かけてみる。相手が話すことが嫌でも、自分は話したいという気持ちを暗に伝えてみると人と
話すことに興味を持つかもしれない。

１６，徐々に距離を詰めていけば患者さんに通じると思います。
１７，患者さんに興味を持ってるつもりだけど興味を持って！と指導者に言われてしまったけれどいま

いちどうして良いのかもよくわからないし患者さんに話しをしてもあまり話して貰えません。
１８，近くにいるばかりが良い関係ではないと思います。短時間で相手にあわせてコミュニケーションを

とることができたことはよかったと思います。
１９，私の同じような患者さんを担当しています。正直つらくて実習に行きたくないです。最後まで

がんばられてすばらしいと思います。
２０，別に長くいる必要はないと思います。やっぱり患者の時間とかもあるので、患者の様子を

見ながら短時間のコミュニケーションを行えばいいと思う
２１，天気のお話をしたり、家族の話をしたりするのはどうでしょう。 © QCD Shigehiro Nakamura 24



③ リーダーシップ

６：４

目標達成度

３．５：６．５

トラブル発生
の程度

７：３

部下育成への
投入工数 カリスマ的に何でも

リーダー一人で決めて
説明もせず、命令の
履行を強制するタイプ

目標設定の段階から
関係者を巻き込み、意見
交換や問題対策に参画
させ、支援しながら仕事
を進めるタイプ

内部指向・外部志向の差に関係なく、５Ｓ改善が、その病院の方針に沿った形でスムーズな展開となる
大きな要因にリーダーシップが大きく、その成否などに関与します。下の図はその種の調査をＪＭＡで
行った例ですが、リーダーの行動によって職場のトラブルや目標達成にも大きく影響を与えることが判り
ます。そこで、質問ですが、５Ｓ改善の進むべき方向として、リーダーの皆様が、ご自身が関与する職場を
５Ｓ改善でどのようにしようとしているか？その姿と方針を記載して下さい（ご注意：単にトップ方針を唱え、
５Ｓ改善を進めるやり方は「上から下まで火の用心」となり、何も起きません）。

メモ欄

設問７
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５Ｓ改善リーダーが方針と目標を提示する意義

人生模様

幼少期 → 転機 → 転機

入学
社会人生活

１日８Ｈｒ＋残業２Ｈｒ
＋勉強２Ｈｒ
＋行き帰り・交流２Ｈｒ

＋睡眠８Ｈｒ → 残２Ｈｒ程度

個人的に
価値ある
内容
見通し？

地域医療
と、社会へ
の貢献？

内容 ：夢と希望

仕事とは、病院における
活動を通して、人と腕を
あげる努力です。これに価値
を感じなければ、努力する
力にならない。

どのような
仕事も価値
ある高みへ！
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ﾁｰﾑが力を発揮する理論と、病院に見る離職問題の改善

ﾏｽﾞﾛｰの
欲求の五段階

１，生理的欲求（食の充実）
２，安全の欲求（ケガなしの仕事）

３，帰属（仲間に属し役割を演じたい）

４，仲間に認められたい

５，自己実現

ﾏｽﾞﾛｰ博士の理論は、「人が力と能力を発揮する根元に図に示す段階がある」
という内容を示したてんにあるが、この図の３段目、すなわち、ｸﾞﾙｰﾌﾟに属し、
力を発揮する段階からが、ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの内容になるそうです。
職業の選択は自由です。

しかし、病院で個々のお仕事
に携わる方は、社会的に重要
な意義を認識しながらのお仕
事と共に、その分野で自己実現
を果たす目的を持たれ活動中
と思います。５Ｓ改善は働き易い

職場づくりと自己実現を病院で仕事をなさる使命を支援する活動に位置づけられる
はずです。

設問８ ５Ｓ改善の意義の見直し

「５Ｓ改善を進めると、病院と職場、仲間だけでなく、患者さんや病院を訪れる皆様から高い評価を
得る環境になる」とされていすが、個人的に見た場合、何が改善されるのでしょうか？５Ｓ改善リーダー
の方が関係者に説明する内容を記載して下さい。

メモ欄
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【ご参考】 人にやる気を起こさせる要素の例

土壇場、
崖っぷち

やらねば
倒産

夢、目標があり、
達成ストーリー
が明確である

良きライバルが
いて、競い合う
ことが相互に
良い結果を

もたらす

人生で必死になる
リーダー達の環境

人生訓から得る行動様式

夢なければ方針立たず

方針なければ理想立てず

理想立てねば、目標作らず

計画立てずば行動取らず

行動せねば成果なし

成果なければ喜びなし！

喜びなければ次の目標立てず

目標なければ計画作らず

© QCD Shigehiro Nakamura 28



ご参考：看護師など病院の離職理由
大きな制度改革や設備投資は除き、５Ｓ改善で解消へ向ける対象を選び、改善テーマを挙げて下さい。

メモ欄

５Ｓ改善は、この種の問題を感性や抽象論で扱わず、具体的に事例として問題を挙げ、知恵と努力で
一歩づつ低減して行く努力です。頑張ってテーマを挙げ、改善へ向けていただくことを期待します。
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【ご参考】 病院における全員参画改善が招く良い点

５Ｓ改善は職場の改善以外に、個人の力量向上（病院で働く、個々の仕事のプロづくり）に
大きく関与します。これは、その種の活動をガイドした例です。
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職場改善リーダーの育成レベル（その１）
これは、ＪＭＡで調査～研究を進めた結果得た、改善と職場を管理するリーダーの活動ガイドです

業務区分 過 去 現 在 未来（予測を含めて）
病院のリーダーとしての実施要件（責務）

職場運営管理
（医師の指示を受けてか
ら、ケアー～フォローま
での日常管理を含む）

・与えられた医療指示を

達成すれば充分

・自分の担当、責任域

だけの仕事を重視した
体制

・患者さんや関係者の

状況を見てフレキシブ

ル対応を図る

・前/後の仕事を考慮に

入れた活動

・環境を正確にとらえた

病院業務の対応

・情報一元化とＩＴ：ネット

ワーク利用技術の充実

・総ての仕事にムダ排除

・誰からも完全に任せら
れ、職場をスーパーバ
イズする

・患者さんや病院の方針
などを見ながら、各種リ
スク対策を実施

・領域の壁を超えて活動

工数管理とムダ

排除
（患者満足と最高効率を
追求する努力）

・ムダ排除を勉強中

・標準時間、稼働率目標
達成への協力

・自職場看護体制維持

・仕事の中にムダ排除

テーマを常に意識して

発掘～改善

・各種相談に対応

・変化に応じた配員

・変化対応を予見し、各

種自主的な調整・問題

対策活動

・最高効率と多能化対策

・必要最少人員生産対

応＋変化対応生産に

対応した現場管理

・アウトソーシングの選
定・活用・評価を駆使

人事管理
（教育・部下育成と共に
人事考課を図り、人的パ
ワーをフル活用しつつ実
力向上を進める）

・病院の規定に従った

部下の管理と育成

・一般的レベル向上対策
としての看護師とスキル
を指導・管理

・チーム力を利用した部
下育成、登録、活用方
法の具体化

・多能化対策

・組織力向上企画策定

・目標管理によるスキル

向上システムの活用

・アウトソーシングを含め
たプロ活用対策法駆使

・匠技術の醸成

・個を重んじ、プロ化編
成～活用をスムーズに
行う対応力駆使

・戦略的な人員配置～
将来育成を含め対応

ＩＴ化
（変化する病院環境に

対応した情報の提供～
活用まで）

・病院の指示事項の伝
達と徹底管理を重視

・手書き、掲示板による

月/週の生産達成管理

・情報ネットワークと共
に現状の情報を加工
すればＰ－Ｄ－Ｃ対応
が図れる力をつける
ことへの対応

・各種ＩＴ化に慣れること

・部下に自主管理を任せ
る管理と、異常や相談時
にITを駆使（ノウハウを蓄
積～活用、自己研鑽へ）

・ＩＴ化の新技術の導入～
活用を自主的に進めるゆ
とりと、力量の装備

・自主、自立、自由に職
場管理が行えるようＥ
ＤＰの活用力を充実

・アラームシステムの運
用による先見的問題対
策方式の運用

・ノーペーパー化努力
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職場リーダーの育成レベル（その２）

業務区分 過 去 現 在 未来（予測を含めて）
病院のリーダーとしての実施要件（責務）

医療・品質・設備
管理～改善活動
（本来業務である医療～
看護の実施、設備・人・
ものや時間を駆使した看
護と、改善活動の実践）

・「事後処理」や反省の

防止重点の改善対策

・看護師の個人スキルと

努力に頼ったセレモ
ニー的な改善活動

・５S研修は他力本願

・ヒヤットレベルで発生
時点問題対策

・各種ポカヨケの推進

・ＪＩＴ対応を考慮した

５S環境対応）

・あるべき職場の在り方

を明確にした改善活動

・最良の医師・看護具体

化を目指した事前問題

対策システムの運用

・個人別スキル向上対策

見える化管理

・一流、他病院～異業種

を勉学、一流化に努力

・看護スキル向上への

積極参画～能力向上

・３～５年後の職場革新

案作り～達成努力

新療法や

地域ER対応
（高度、高信頼性で

医療運営）

・一部のプロ集団だけで、

新医療やER対応

・常に問題発生時、人海

戦術対応、混乱の中で

何とかこなす対応

・緊急時、フレキシブル

病院対応の仕組み

づくりが整備

・各種事前問題対策ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄの整理が終了

・変化対応に準じたスキ

ル登録と、人材育成～

活用の常道化

・科学的管理法による

対策システムの充実

・同上

・課題の事前予知、企画
提案が自主的にできる
管理能力の向上

・早期新人育成方式の

習得～開発・駆使

アウトソース管理
（部委託業務や部門の

レベル向上対策）

・丸投げ 外部委託

・問題があった時のみ

クレーム処理願う対応

・信頼できる外部業さの

確保（評価システム

運用）

・緊急時支援ネットの

具体化

・アウトソーシング活用、

契約時に,スキル管理に

よる効率化生産の運用

・キー技術の統制・育成

管理を見える化

・場内・場外関係なく人
材を育成活用できる管
理技術の駆使

・個人別アウトプット評価
と実力主義評価・育成
システムの運用

未来の
病院管理

患者さん
満足～感謝
看護師さん
ムダゼロ活動
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【ご紹介】 職場のリーダーに必要な６大能力と、育成法

-8
E
+2
63

①表現力

②傾聴力

③説得力

④管理力

⑤改善力

⑥企画力

過去

現在

将来

仕事のプロとして、将来を見つめ
部下を育て、成果を出して成功
体験を通した人、夢づくりに努力！

国際レベルで
自己評価～育成

５

小さなアイデアの積み重ねが大きな成果につながる・・・・・・・４

アイデア貯金箱と共に、自分はメモを持ち歩き、少しでも役に立つ案がある
とメモをとることを行っている。

３

改善とは忙しい時ほど種が探し易い、また、生産低下やヒマなときこそ蓄え
たアイデア実施の時期と考え、種探しや実施に努力している。

２

改善の必要性を持ち、忙しい中でも時間をつくり、改善のための種探しや
改善の時間をひねり出す努力を払っている。

１

評価評価・育成項目（チェックポイント）No.

例：改善力自己評価表 評価は 大変良い◎：2点～努力を要す△：０点

国際的な力量の
高いフォアマン

次のページに自己チェックリストがありますが、集団を管理するリーダーのレベル評価と、能力増強

を検討する資料です。①まず、チェックして点数化する。②良い点を見つけ、③弱い点を無くす、と言
う方式で活用する資料です。
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設問９ ６大能力の評価と活用法
第一線監督者と言われる『製造現場管理者』の方々には、現場管理上、現場管理上、一応は知って

活用を図る６つの能力の駆使が望まれるが、内容を自己診断願い、能力伸長内容の検討をして下さい。

本設問には解答例はありません。

① 表現力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．話す内容が抽象的ではなく、具体的事実や具体性をもった内容で示すことができる。
２．絵や図を用いて上手に物事を伝える手段を学び、自由に活用することができる。
３．人に話すとき、相手に理解が得られるよう、相手が興味あるテーマ、環境条件、

場を考えることができる。
４．話し、伝えるとき、相手に内容が（知りたい内容が）早く正しく伝わる工夫、

方法を知っていて使うことができる。
５．必要なとき、必要な情報を必要なだけ伝える工夫をすることができる。このため

の準備が十分できる。
６．相手の理解が得にくいとき、相手が興味を持つ例え話を例にとり説明ができる。
７．人の資料、ニュース解説や発表会を参考に、上手に早く意思を伝える方式や様式

を集め活用できる工夫をしている。

８．話し方教室による訓練を学び、短時間に必要事項を上手に伝えることができる。
日頃も心がけている。

９．事実を言うことと、自分の推論を言うときにははっきり区別している。
10．自分の表現力が不十分なとき、他の人の力や資料などを用いてでも意を正しく

示すことができる。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件
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６大能力の評価と活用法（つづき）
傾聴力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．人に面談するときは、事前に状況をつかみ、準備してから対応することに努力
している。

２．話をメモにとり、相手の話を正確にとらえる努力を必ず行なう習慣づけを行な
っている。

３．相手の目を見て、話に相づちを打ちつつ、本音を上手に引き出すことに努力
している。

４．分からないことがあると、必ず確認し、話を誤解しない努力を払っている。
５．相手の話を途中からさえぎって、自分が一人で話し続けるようなことは

しない（相手の言わんとすることを正しくつかんでから話すようにしている）。
６．話を聞き終わったら、要点と個々の関連を整理し、確認する。

７．相手が話しやすくなる環境、場、時間などの配慮に心がけている。

８．言外の言については発言し、相手が本当に話したいことを引き出すことが
できる。

９．カウンセリングの技術を知っていて、状況に応じて、活用できる。
10．話を聞くときは先入観や自分の主張、意見を持たず、冷静に相手の言うことを

聞く努力を常に心がけている（相手の立場に立って物事を考えることができる）。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件
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６大能力の評価と活用法（つづき）
説得力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．人を説得する技術的な手段は知っていて使える。
２．自分が信ずる内容を部下に示し、短時間に自分と同じ考えや、気持ち、知識

レベルになり納得を得られることができる。
３．日頃の行動、信頼関係より、自分の意見を受け入れてくれる環境づくりが部下、
まわりとの関連でできている。
４．上司に対し、自分の意見を伝え、了解がすぐ得られる準備条件が整っている。
５．上司に対し、自信をもって自分の意を伝え、短時間に了解を得る自信がある。
６．提案に当たっては的確に内容を文書に示し、正しい理解を得ることができる。
７．人を説得するとき、相手の目、態度を見て、その反応より説得の方法を変えたり
しても説得し切ることができる。
８．一方的に説得を進めるのではなく、説得した内容を確認しながら自分の考えを

正しく伝え、納得を得ることができる。特に、相手の立場を配慮した説得に努力
している。

９．異なる条件が出たりしても、自分の正しい考えを貫き、相手を説得する信念、
情報の準備、パワーがある。

10．説得される相手が、説得された事項を喜んで支え、実行してくれる内容と配慮に
自信がある。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件
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６大能力の評価と活用法（つづき）
管理力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．毎日、仕事を行なうに当たって、何をやるべきかを決め、事前にスケジュールを
つくって、仕事に当たっている。
２．仕事の遂行に当たっては、アウトプットを考え、投入工数や時間の活用を配慮

することにしている。
３．仕事のウエートづけが正しくできる。また、問題を予知し、事前対策することに
努力を払っている。

４．部下に任せる仕事、他社で実施したほうがよい仕事は上手に権限を委譲するが、
予定どおり進んでいるか否かをフォローして、仕上げることができる。
５．トラブル発生時、３現主義（現場へ出て、現実を見て、現場で対策する）方式を
用い、具体的、スピーディーに問題を処理することができる。
６．意思決定に当たっては、評価方法、決定後の心配事などを配慮しつつ、短時間で
相手に納得のいく結論を導くことができる。
７．Ｐ－Ｄ－Ｃの管理の輪を回し、計画どおり仕事を進める仕組みを活用し、

計画／実績の達成度を上げる努力に集中している。
８．自分の責任となる業務は、必ず成果をあげるまで努力している。
９．上司より、自分の仕事が任され、信頼を受けているという自信がある。
10．自分ができない困難な問題は他部署に依頼しながらも、上手に進めてもらう働き
かけができる。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件
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６大能力の評価と活用法（つづき）
改善力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．改善の必要性を持ち、忙しい中でも時間をつくり、改善のための種探しや、改善
の時間をひねり出す努力をしている。
２．改善とは忙しいときほど種が見つけやすい。また、生産低下やヒマなときこそ

蓄えたアイデア実施の時期と考え、種探しや実施に努力している。
３．アイデア貯金箱と共に、自分はメモを持ち歩き、少しでも役に立つ案があると

メモをとることを行っている。
４．小さなアイデアの積み重ねが、大きな成果になるという考えから、日々、生産の
中で改善を自ら進め、部下を指導するというお手本的活動に努力している。
５．現場の困った点、やりにくい点、不幸、上司やまわりの方々からの要求、

クレームも改善のテーマとしている。
６．改善が楽しく、早く進む工夫を、目で見る管理などの方法を用いて進めている。
７．問題解決手法（ＩＥ、ＱＣ、ＶＥ、ＪＩＴ、５Ｓなど）を勉強し、人より上手に
使え、教えることができる。
８．改善した内容は標準化し守る努力を図っている。

９．改善の種探しに、勉強会、発表会、見学会などに積極的に参加している。

10．自分の頭は軟らかく、常にワクにはまらずに情報を集めている。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件

© QCD Shigehiro Nakamura 38



６大能力の評価と活用法（つづき）
企画力（◎：十分であり、自信がある ○：普通 △：改善を要する ）

１．一つの目的、テーマを決めるとき、いろいろな角度から物の見方、意見を集める
ことを心がけている。
２．常に問題意識（原価・品質の改善、技術レベル向上、時間面の改善）を持ち、

テーマをメモにしてためる努力を払っている。
３．発表会、上司のサゼッション、新聞や人の話で学んだ内容の中に、常に着手

すべきアイデアを求める努力をしている。
４．何事に対しても目標を持ち、より高める努力を払っている。

５．将来の職場づくり、夢づくりのゆとりを持つことができる。

６．問題と対策など、いろいろな情報を関連づけ、ストーリー化することができる。

７．企画書にするために、よいお手本を持っていて、企画書をつくるときに、
そのやり方をすぐ参考にする準備がある。

８．問題解決に対し、いろいろなアイデアを出す力がある（準備、まわりの協力を
含めて）。

９．日々、何らかの書を学び、新しい見方や発想を得る努力をしている。
10．仕事以外のこと、遊び、趣味、スポーツや異分野との交流があり、そこから自分
に役立つ企画のヒントを得る努力をしている。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点
○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点
△：０点× 件
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看護師の仕事（日本看護協会） http://www.nurse.or.jp/rinri/basis/easy/

第1～6条： 看護を提供する際に守られるべき価値・義務について

第1条 看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する（善行の原則、
自律尊重の原則に深く関わる）。

第2条 看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的
地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる
人々に平等に看護を提供する（ 正義（公平）の原則）

第3条 看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて
看護を提供する（誠実（真実）の原則）。

第4条 看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する
（自律尊重の原則）。

第5条 看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と
共有する場合は適切な判断のもとに行う（忠実の原則と守秘義務）。

第6条 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされて
いるときは、人々を保護し安全を確保する（無危害の原則）。

第7～11条は、看護の責任を果たすために求められる努力
第12～15条は、土台としての個人的徳と組織的取り組みについて述べています。
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設問１０ 看護師と、病院の専門スタッフの力量向上

５Ｓ改善における改善力向上に加え、やはり、病院においては、看護や病院における事務など、
多くの仕事において、その道のプロとしての力量向上が求められます。また、この種の実力発揮が
患者さんや病院を訪れる関係者に高い信頼を得るわけであり、これも、目に見にくい外部志向の
サービスとなります。そこで、皆様の職場における仕事を下表に挙げ、簡単な解説と評価すべき
レベルの項目（含む要件）などを例示して下さい。

５４３２１
項 目

５

４

３

２

１

低い レベル 高い目的
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スキルの高い看護師育成に役立つ評価基準の例（一般企業で活用の例）

５４３２１

作業改善
提案力

作業の難
易度区分と
達成手順

看護力～
問題発見
力

自習力と
自己目標
管理

配属前の
適正

項 目

関係者のお手
本になるような
活動と勉強､
提案ができる

ノウハウ分析
を自ら行うこと
が出来、改善
も積極的

積極的に日々
の仕事を見直
し３件/月程度
の提案をする

改善の意義を
理解し、問題が
あれば提示す
ることができる

言われれば
問題を挙げる
が、現状の仕
事で満杯状態

仕事の改善
や問題発掘
を早く効果的
に進める

５

作業５レベル
従業員でも難
しい仕事を任
せられる

作業４レベル
の大半がこな
せる

作業難易度３
はすべて達成
し、４レベルへ
トライ中

作業の難易度
を５段階とする
と２はこなせ３
の多くができる

作業の容易な
ものしか任せ
れれない（補
助程度）

容易なもの
から難解なも
のへの習得
を図る

４

仕事はリー
ダー格であり、
まわりの指導
と管理も任せ
られる状況

仕事は完全に
任せられる。
異常に至る前
に問題対策が
図れる

管理しなくても
仕事は任せら
れ、異常があ
れば積極的に
問い合わせる

仕事は一応任
せられるが、

時々チェックと
指導が必要

マン・ツー・マ
ンで習得に励
むが監視が
必要

看護の仕事
に当たり、自
分の目標達
成に努力す
る

３

休日はもとより
ボランティア的
に時間をつくっ
てでも自己研
鑽に努力する

時間外でも自
主的、積極的
に新たな仕事
を身につける
努力をする

自分で学び、
疑問点は聞き、
記録などもつ
けて自己育成
に努力する

自分で仕事の
達成度を決め
働きながら習
得する努力を
払っている

言われた通り
行う受け身的
な状況である

仕事と技術・
技能の習得
をせねばなら
ない努力の
程度

２

改善・指導す
る力を持ち、ま
わりの指導が
できる

標準書の内容
をマスターし、
実力を示すこ
とができる（ベ
テラン対85%）

仕事を要素別
に分け、標準
書やマニュア
ルを習得時に
作成できる

工程分析など
仕事を分析す
る解析力は身
につけている

人と履歴、経
験と働く希望
を見て配属す
る段階

有能､適正、
やる気のある
方を求める

１

低い レベル 高い目的
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専門スタッフの仕事の評価とベンチマークの例（その１）

項目 目的

低い ← レベル → 高い

１ ２ ３ ４ ５

１ 配属前の
適正検査

有能、適正、や
る気のある方
を求める

人を見て、感性で履歴
や就職希望を見て現
場配属する程度

工程分析など仕事を
正しく把握～分析する
解析力を持たせ配属

仕事の要素分析が可
能、資料やマニュアル
が実習時に作成可能

標準書がつくれて、
やって示す能力を持
つ程度に高め配属

改善力を持ち、仕事
の解析～改善の提示
が積極的にできる

２ 教育と

評価

スピード教育
～習得内容
（有効性評価）

OJTの名のもと、時間

をかけ、現場一任の
形で育成

既に仕事を習得する
マニュアルは整備～
達成評価が可能

仕事の要点は自習、2
日以内に簡単な仕事
は任せる方式を確立

左記は満足、簡単な
異常修理はこなせる
程度に育成

一流化のための仕事
の教育環境があり、順
調に人材は育成

３ 業務の難
易度区分
～達成

容易な仕事か
らスピード達成
の工夫を進め
る内容

業務の難易度の明確
な区分が無いまま、現
場関係者のOJT教育
に頼る状況

業務の難易度が３区
分程度に分割され、
程度に応じた教え方
を準備

業務の難易度が５段
階に整理され、各段
階達成に向けた教育
システムを準備

通常業務は左記内容
で満足、更に、簡単な
応用や異常処理対策
内容が区分～教育

定常/応用/異常処理

の内容とランクづけが
整備され、ベテラン育
成・評価にリンク

４ 自己研鑽
と

目標管理

高度な技術・
技能、新技術
を積極的な習
得

上司が要求した内容
に対応する受身的な
態度と研修・教育体系
を運用

自分で仕事の達成基
準を定め、働きながら
習得に努力している
内容を適宜フォロー

自ら仕事と達成目標
を企画～提案して、自
助努力を進める内容
を上司が指導

時間外でも、目標とす
る技術習得の達成に
自助努力を図る（仕組
みをバックアップ）

休日はもとより、ボラ
ンティア的に仕事の習
得とレベル向上に自
助努力とゆとりを醸成

５ 仕事に対
する

改善力

仕事の改善が
各種企業活動
の貢献に寄与

言われればノルマ達
成方式で何とか提案
が進む程度

改善の意義を知り、2
～3ヶ月に1件程度の
提案が出る

日々改善（小改善）を
自力で進め、3件／月
程度の提案が出せる

ノウハウを必要とする
仕事の分析や改善に
もメスを入れ対策を進
める

企業や職場として他
にお手品となる改善
活動を示す。他所の
診断指導も行う

６ 標準化 ノウハウ分野
の解析～自動
化などの技術
対策

医療関連の規定を守
るため、一応、の形で
標準書の作成ができ
た程度

標準化の中身を理解
して、現場での実務的
な活用が見られる

医療ミスゼロなどへ向
けた標準化の順守改
定と共に「見える化」
対策を運用

標準化の順守～活用
が経営成果をあげる
道具として活用が盛
ん

既に、現状生産では
医療ミス・ゼロと患者
さんの満足が高く、他
の方のお手本になる

７ IT～高度

な医療機
器の活用
力

スキル向上～
人件費低減、
ノウハウを設
備に蓄積

他の宿場でIT化済の

仕事や高度医療機器
の活用が通常化だが
漠然と、従来業務を繰
り返している

人が取り組む仕事と
IT化が区分、評価さ

れている。高度な機器
類の教育が開始

当面のIT化は進み、

残余の対象が待つ状
況、高度な機器の教
育や伝承メニューが
作成され進行中

採算性面でIT化対象

となる仕事は対策済
み。高度な機器の教
育は進み、各種スキ
ル向上も進行中

他の病院や職場を
リードする内容でIT化
や、教育指導レベル
の質が大きく向上して
いる

８ その他 現場のコミュニ
ケーション、先
手管理など
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専門スタッフの仕事の評価とベンチマークの例（その２）
区分 ５：満 足 ３：改善余地あり ２：不満足 メモ欄

問
題
解
決
と
推
進
・
実
行
力

1,問題意識 病院の方針や進むべき方向～活動
環境をよく知り、テーマを自ら積極的
にあげてくる

病院の方針や活動環境はある程度
理解し、多少の指導でテーマアップ
が出来る

改善テーマや仕事上の注意は
指示しないとあげてこない。自
分の立場と役割の理解も曖昧

2,改善の重要性
の認識

改善への重要性を認識し、意欲的
に改善テーマを発掘、提案へ向ける
努力をする

改善への重要性は知っているが、企
業で研修やイベントなどの対処が停
滞すると改善が停滞気味

改善の重要性を伝え、指導・相
談しないと提案への行動が発
動しない

3,企画の発案 戦略（仕事を大きく革新する）レベル
の企画提案の作成ができる

自分に関する内容を中心にした範囲
で何らかの企画は作成するが指導が
必要

テーマと調査内容などと共に、
上司や仲間が指導して何とか
企画書が策定できる

4,改善の進め方

（実行力）

改善を積極的に進めるため、関係
者に働きかけ、巻き込み、P-D-C管
理を円滑に運用する

改善を進めるため、自らその方面の
勉強をする。与えられたテーマも自分
で達成できる力を持つ

改善に当たってはテーマを関係
者が与える必要がある。途中支
援や軌道修正も監視が必要

5,各種手法の

理解と応用

改善を進めるため、学んだ手法を応
用・アレンジして場に合った適用を
進めることができる

学んだ手法を忠実に活用することが
できる（但し、応用発展は今後の課題
と目される）

改善手法を活用して、初期の目
標達成のためには。援助とフォ
ローが必要

6,創意・工夫 新しいアイデアを出す勉強をしてい
て提案、問題解決レベル

は高く、他部門の技術や連携へも配
慮する努力を払っている

学んだテキストや研修内容を用いて、
与えれたテーマに対する問題解決を
図ることができる

考え方は現状維持、強制や指
導があって、初めて、アイデアを
生むための調査を進める

7,問題分析力 問題となっている事項の事実と原因
究明を進め、経営、関係者の立場な
どを配慮して問題解決法を提示する

重要問題はつかみ、解析するが、限
られた範囲に留まる

教育、指導などと共に、ようやく
問題の認識を進めることができ
るが、指導と支援が必要

8,ものごとの

判断力

病院関係者の環境を見て優先度評
価を的確に行い、バランスをとった
結論を導き、的確

重要な点を押さえた結論を一応だす。
だが、少し高い、相手の立場を加え
た修正が要な例が多い

独自の判断に不安を持つため、
常に相談をかけてくる状況

9,自己育成努力 自分が関与する対象にアウトプット
を差だね、インプットを精査して効率
よく実力向上に努力する

テーマが与えられると、進んで、その
分野の勉強を進めるが、範囲を超え
た努力は少ない

与えられたテーマと仕事に限り
最低の努力を進める。それ以外
は仲間や関係者に頼る活動

10，計画策定～

達成努力

関係者をリードする形で有効な計画
をたたき案として提示し、十分な調
整と共に達成管理ができる

問題解決や解決へ向けた企画まで
は出来るが、任せ切りにするには不
安があり、チェックと支援が必要

問題解決策の策定～実務展開
に支援者、または、指導者がし
ばらくは必要
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専門スタッフの仕事の評価とベンチマークの例（その３）
区分 ５：満 足 ３：改善余地あり ２：不満足 メモ欄

業
務
遂
行
力

11,固有・専門

知識と駆使

人に教えられる程度に専門技術
の知識と能力、遂行力が高く、
常に、先端・一流技術を探求

自分が任せられた仕事に対する
専門知識は持ち、仕事の遂行も
任せられる

一応の仕事は任せられるが、指
導とチェックなどが常に必要

12,仕事の指示

フォロー

重要な仕事を安心して一括依頼
が可能。特に問題がある時のみ
相談、責任・達成感が高い

ルーチン業務は一任でしる。特殊
な仕事は任せられるが、時々フォ
ローが必要

P-D-C面で仕事を任せても管理
が必要（指示した範囲で簡単な
仕事を任せる程度）

13,自主性 高い見地と十分な準備～関係
者を巻き込んだチェックを進めモ
レが無いため任せられる

自分で判断して、積極的に仕事を
進めることができるが、報告、相
談と共に、進捗チェックが必要

後押ししないと進捗や自主性に
問題があり、関係者のガイドと
フォロー、支援が適宜必要

コ
ミ
ュ
ニ
ュ

ケ
｜
シ
ョ
ン

14,要点把握力 自ら必要な情報を集め、真意を
理解し、各種企画・提案が可能。
周りを巻き込み説明する内容が
平易で的を得た内容

他人の発言を熱心にまとめ、忠実
に遂行計画を進めるが、裏にある
真意の情報などはうとく、関係者
の指導などが必要

問題指摘や問題のまとめはでき
るが、見聞きした範囲に留まる

15,表現力

（文書、口頭）

自分で考えをまとめ、企業の立
場や関係者の環境を含めた配
慮のもとで、相手の立場を配慮
した納得、実効性の高い解説を
遂行、官営者の納得性は高い

与えられた条件の中で、ほとんど
完全に近い形で表現し、独自性
が感じられるが、追加説明や資料
の追加が必要

要点はとらえ、説明の内容はわ
かるが、時間や納得性の面で改
善が必要

16,文章をまとめ
る力

自分の考えを入れ、特長ある表
現で平易。かつ、他人に訴える
文章や資料表現を行う

５W1H、起承転結という基本形を
理解した文書化作成ができる。ス
トーリーせいもまずまず、

個々の文章表現に問題は無い
が、多くの条件を付加／削除な
どが必要

対
人
関
係
力

17,ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 重要なテーマに対し果敢にリー
ダーとして提言、企画、プロモー
ト～テーマ実現が可能

与えられたテーマに関係者の意
見をまとめ、何とか完成に持ち込
む力量を持つ

時々、チェックや支援が必要だ
が、リーダーとして何とかテーマ
を任せられる

18,柔軟・変化

対応性

状況の変化を先見的に感じ取り、
リスク対策を図りつつ、目標達
成へ関係者を導く力を有す

状況の変化を知ると、関係者の力
と知恵を集め、苦労しながら解決
策の探求に努力が図れる

状況の変化が起きると混乱する
ため、指導や援助が必要

19,先見性 常にキーとなる方面に情報網
（アンテナとチャンネル）を効か
せ、先手管理でものごとを処理
する

問題発生時に多くの臨機応変経
験情報などを駆使して、何とか条
件にあった対応を図る

現状の延長でものごとを判断す
ることを重視するため、変化が
あると事後的対策でカバー
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（参考）看護安全対策を例とした資格制度の在り方

１，資格取得の意義と有効性について

①個人で安全知識~現場活用レベルが十分と
思っているレベルと、第三者が客観的に認める
資格とは実情が異なる。

②有資格者は、他人の目を常に意識する。逆に、
違反行為は反発を受ける。

③資格を維持することで、常に、レベルをチェック
し、勉強する行動を促す。

思想 ： 「知っていて行わざるは、知らざるに同じ。学んで、効果と意義を知り、行う意思を示し、
行わざるは、知らざるより劣る！」

２， 資格設定の例（試案として）

例：朝礼安全訓話
3分以内、要点のみ伝え、伝達程度を確認することを前提とする。

【レベル１】 医療に関する安全処置の話ができる（安全五則の要点などの解説程度）
【レベル２】 一般的な患者さんお安全確保に対する注意点ややるべき事項を

身近な事例を使い、具体的に説明できる。
【レベル３】 特別なケースにおいても、安全対策やリスク対策の要点を相手に伝え、

相手の言葉で話をさせて、守る活動へ持ち込む
【レベル４】 相手に医療安全対策上のテーマを与えておき、

現場・現物で認められる内容へ進む対処を語らせることができる
【レベル５】 レベル４に加える形で、今度は、相手の方が、

周りの者に伝え指導する（教育・指導・監査）する
行動が起きる環境を湧き出すようにするレベルを確立する。

２， 『安全指導・管理資格』の性格について

①内容設定の判断基準
(1) その職場関係者で活用可能な範囲と内容とする。
(2) 実務に使える項目にしぼる

（資料作成を重視する内容は除外し、訓練~実際
に製造現場で実施確認可能な内容に限定する）

(3) 技術手段を中心に内容を設定する。
②参考事例：航空機の資格訓練にある教育・訓練を

モデルとする（防火隊の競技資格も参考に）
③取得は免許制とし、期限、職場変更で更新する。

（更新は定期的な資格試験、違反や事故発生で剥奪する）

© QCD Shigehiro Nakamura 46



目標管理の大切さ

５Ｓ改善では、オリンピックの金メダル取得選手ほどではありませんが、目標を持ち、日々改善を
次のように続けると大きな成果を得ることにつながります。では、リーダーとして関係者を育成する
時、どのような目標管理と、指導を進めるか？要点を記載して下さい。

要点： 立教大学 松井（たまみ）教授「リーダーシップ」ダイヤモンド社より

ある高校で生徒を並べチョークを持たせ高く飛び印をつけることを行った。この時、一人の
生徒の一番高い印より３０％増したところに線を引き「この線を越えよ！」と指示した。生徒は
「エー」と言ったが５０名にチャレンジを促し飛んで貰うと、２６名が超えた。
次に別のクラス５０名に対し、前回の最高飛距離を赤線で示し、「出来るだけ高く、とにかく、

この線を越えるように。」と伝えて、飛んでもらった。結果、前の最高域を超えた生徒は１６名、
とても、先の生徒が超えた３０％増しの線には届かなかった。

この実験から判ること
① はっきりした目標が無いと人はチャレンジしない。従って、

結果も思わしくない。
② 不可能と思われる目標でも、チャレンジの心があれば

達成に努力するし、達成に向かう。
③ 目標があると潜在能力が引き出しやすくなる！設問１１

５Ｓ改善による
日々改善の効果
（0.1%/日）×25日/月
×12ヵ月/年＝30%/年
の向上は3年で2倍！
1.3×1.3×1.3>２倍

メモ欄
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天理大学 原田隆志教授が提唱する「日々目標管理」
陸上競技の選手だった原田先生が就任した学校は大阪で

問題校となっていた松虫中学だった。ここでは、遅刻、宿題
忘れ、まじめに教育を受けないなど、当たり前だったが、先生
は受け持った生徒を床に座らせ、10分程度お説教をしたとたん
に、父兄が押しかけ「暴力教師、・・・謝れ！」となった。
この時、「おれが教育している生徒に文句言うな！だいたいに

おいて、親のしつけが悪いからこうなる！おれに任せ、とにかく、
頭脳では他校にかなわないからスポーツ一流校、３年以内、全国大会で
金メダルをとらせてて見せる。もし、これができない場合は即座に首にして
くれ！」と言い切って、活動を開始した。
まず、個人のお金を投じ、800万円かけてグラウンドを整備、目の届く範囲

で出来るスポーツとして、１００ｍハ－ドルと砲丸なげを選択、練習に入った。

基本は教しえられた、気づいた内容をメモする。 ①最終目標、②すぐ出来る目標、③中間の目標を
目標管理シートに書き、毎日（日々管理で）目標到達内容､反省などを記載して行くという方式を運用
した。先生が日々フィードバックをかける努力も進めた。このような目標管理と、コーチング、さらには、
練習を通して、やがて、県大会での優勝～全国大会で銀メダルまでとる選手と共に、メモを取る。勝っ
た人のインタビューや競技で勝てるポイントの分析まで行えるレベルに育った生徒は、もはや勉強も
見違えるような成績となったが、残す1年、金メダルには届かなかった。
原田先生、この時、あらゆる管理技術を再整理したが、その中から、「生活指導を目標に組み込む」

というアイデアを得た。「当然、選手は先生の前では熱心な練習を繰り返す。だが、どんなにつらくても
何かを続ける。小さな目標の繰り返しと積み上げが人の成長を促す」という発想で、日々管理に自分で
決めた「お手伝い」を入れたが、ここで、生徒は大きく飛躍、翌年には13名が全国で1位・金メダル、や
がて、中学校教師など、社会に役立ちお手本となる人材の輩出と共に、松虫中学の評価や学生の
活動までを大きく変革させた。また、この日々目標管理方式が各社で人材育成のひとつに取り入れ
られるに至っている。 © QCD Shigehiro Nakamura 48



各人のスキルアップ～フォロー内容記入用紙（例）

テーマ名： 担当： 期限

①改善内容：

②問題と対策・狙いなど（目標や成果）

③スケジュール

項目 期限とスケジュール 確認

④得られた成果

⑤個人指導内容 本人の目標管理内容 上司コメントと評価

１，責任感

２，努力度

３，知識と実力向上

４，組織との協調

５，今後への期待

総合評価

工場名： 指導者：
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設問１１ 看護師の１日内部的診断

スケジュール 仕事の内容 改善点は？

8:00 申し送りを聞く

夜勤の看護師さんから、今日の受け持ちの患者さん７人
全員の様子を聞きます。「山田さんの熱は下がったか
な？今日、手術予定の井上さん、緊張されていないかな。
田中さんは、無事退院が決まってよかった」などなど、申
し送りを聞きながら、今日の予定を組み立てていきます。

9:00 バイタルサイン測定、与薬

申し送りが終わったら、受け持ちの患者さんのバイタル
サインを測ります。バイタルサインとは、血圧・体温・脈・
呼吸数など、生命徴候を現すサインのことを指します。
バイタルサインを測りながら、患者さんの訴えをきいて、
患者さんの状態をアセスメントします。お薬の必要な患
者さんには、お薬を飲んでいただきます。ルカ子さんの
病院では、電子カルテが導入されているので、患者さん
のベッドサイドで薬を確認することができます。

受け持ちの患者さんのお部屋をまわりながら、ナース
コールに対応します。山田さんからナースコールがあり
ました。お熱がまた上がったみたいです。

看護師のルカ子さんの仕事を見てhttp://www.kango-net.jp/nursing/about/shigoto.html

１／４
下の表はある看護師の方の1日の活動です。部下育成となると、日報などと共に

目標管理をしていただきながら指導するということが必要になるわけですが、改善点
の欄にこの例の場合の指導の視点を例記して下さい。
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看護師の１日 この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？

スケジュール 仕事の内容 改善点は？

10:00～12:00 点滴の準備、手術の準備、全身清拭、車
椅子への移動など
井上さんが、今日、胆石の手術予定なので、井上さんが手術に
いく準備をします。手術用のガウンに着替えてもらって、バイタル
サインなど測り、さあ、手術へ。

井上さんが手術室に行ったら、今度は、昨日手術したばかりの
太田さんの着替えを手伝います。太田さんは、胃を切除する手
術を受けたので、手術後の痛みがあって、お鼻から管が入って
いて、点滴を２本もしていて、1人ではなかなか動けません。手術

用ガウンを着ている太田さんの痛みが痛みを感じないように気を
つけながら、太田さんの身体を石鹸をつけたタオルで拭いたあと、
暖かいタオルで包みこむように石鹸分をふき取ります。「太田さ
ん、昨日は、手術で大変だっただろうな。お身体を拭いて、さっぱ
りと気持ちよくなってもらいたいな」、ルカ子さんは、そんなことを
思いながら、太田さんの身体を拭きます。つらいことの多い入院
生活のなかでも、患者さんに少しでも気持ちのよく感じてもらうの
も、看護の大切な仕事のひとつです。

鈴木さんは、脳梗塞で右半身がマヒしている患者さんです。鈴
木さんは、毎日、リハビリテーション室に訓練に行っています。鈴
木さんの訓練の時間がやってきました。鈴木さんが、ベッドから
車椅子に移動するのをお手伝いします。鈴木さんが移りやすい
ようにベッドの横に車椅子を置き、鈴木さんが、安全に車椅子に
移動できるよう見守ります。

２／４
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看護師の１日

スケジュール 仕事の内容 改善点は？

11:30～12:30 お昼休み

ルカ子さんのまちにまったご飯の時間です。職員食堂に
いって、お昼を食べます。ルカ子さんが、今日食べたご
飯は、「きつねうどん、サラダ、牛肉コロッケ」です。

12:30 昼食後のお薬を配る

昼食後の薬を患者さん配って飲んでいただきます。患者
さんのところに行ったら、患者さんがおかわりないかどう
かも観察します。

14:00～14:30 病棟カンファレンス

今日、勤務している看護師が全員集まって話し合いをし
ます。話あう内容は、気になる患者さんの看護について、
病棟で使用する物品についてなど様々です。今日は、食
欲がなかなか沸かないBさんについて、みんなで話あい
ました。「どうすれば、Bさんが食事をたくさん食べられる

ようになるだろう？」、みんなで意見を出し合い、よりよい
看護を目指します。

この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？

３／４
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看護師の１日
スケジュール 仕事の内容 改善点は？

14:30 手術後の患者さんのケアなど
午後も、受け持ちの患者さんのお部屋をまわりながら、ナース
コールに対応します。
田中さんは、お薬をもって無事に退院していきました。 井上さん

の手術が終わったので、手術室までおむかえにいきます。井上
さんの手術は問題なく終わっていました。井上さんも嬉しそうです。
ルカ子さんは、井上さんに話かけながら、いろんな観察もします。
お傷の痛みはないかな？傷の上のガーゼから出血はしていない
かな？バイタルサインは安定しているかな？ 井上さんが落ち

着いたら、他の患者さんのバイタルサインの測定をします。みな
さん、おかわりないかな？ 佐藤さんは、少し吐き気があるよう

です。ルカ子さんは、先輩ナースの聖子さんに相談して、主治医
に報告することにしました。

午後入院予定だった清水さんがやってきました。清水さんは、
明日、眼の手術の予定です。ルカ子さんは、明日の手術の予定
を説明しました。

15:00 申し送り
夜勤の看護師さんに、今日の患者さんの様子を伝えます。でき
るだけ簡潔に的確に情報をつたえます。 申し送りが終わったら、

受け持ちの患者さんの看護計画を見直します。患者さんの変化
にあわせて、看護 計画もかわっていきます。

17:00 業務終了
ルカ子さんの今日一日が終わりました。「今日も忙しかったけど、
無事終わってよかった」ルカ子さんは思うのでした。

この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？
４／４
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【例】 看護師の１日を見た指導の視点

スケジュール 仕事の内容 改善の視点（例）

8:00 申し送りを聞く

夜勤の看護師さんから、今日の受け持ちの患者さん７人
全員の様子を聞きます。「山田さんの熱は下がったか
な？今日、手術予定の井上さん、緊張されていないかな。
田中さんは、無事退院が決まってよかった」などなど、申
し送りを聞きながら、今日の予定を組み立てていきます。

① ５Ｗ１Ｈ話法で
短時間・的確連絡？

②定常部分と、変化・
異常～注意点の区
分で情報のシステム
化の余地は？

9:00 バイタルサイン測定、与薬

申し送りが終わったら、受け持ちの患者さんのバイタル
サインを測ります。バイタルサインとは、血圧・体温・脈・
呼吸数など、生命徴候を現すサインのことを指します。
バイタルサインを測りながら、患者さんの訴えをきいて、
患者さんの状態をアセスメントします。お薬の必要な患
者さんには、お薬を飲んでいただきます。ルカ子さんの
病院では、電子カルテが導入されているので、患者さん
のベッドサイドで薬を確認することができます。

受け持ちの患者さんのお部屋をまわりながら、ナース
コールに対応します。山田さんからナースコールがあり
ました。お熱がまた上がったみたいです。

①申し送りの時間に
連絡を取りたい方を
待たせる危険は？

②患者さんに気分よ
く状況の把握～確認
が可能か？

④各種、前準備は
確実か？

⑤ナースコール対応
が２度手間になら
ない対処は？

看護師のルカ子さんの仕事を見てhttp://www.kango-net.jp/nursing/about/shigoto.html

分析の目的： 看護師の皆さんのゆとりが招く、患者さんの信頼と安心
検討例

１／４
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看護師の１日 この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？

スケジュール 仕事の内容 改善の視点（例）

10:00～12:00 点滴の準備、手術の準備、全身清拭、車
椅子への移動など
井上さんが、今日、胆石の手術予定なので、井上さんが手術に
いく準備をします。手術用のガウンに着替えてもらって、バイタル
サインなど測り、さあ、手術へ。

井上さんが手術室に行ったら、今度は、昨日手術したばかりの
太田さんの着替えを手伝います。太田さんは、胃を切除する手
術を受けたので、手術後の痛みがあって、お鼻から管が入って
いて、点滴を２本もしていて、1人ではなかなか動けません。手術

用ガウンを着ている太田さんの痛みが痛みを感じないように気を
つけながら、太田さんの身体を石鹸をつけたタオルで拭いたあと、
暖かいタオルで包みこむように石鹸分をふき取ります。「太田さ
ん、昨日は、手術で大変だっただろうな。お身体を拭いて、さっぱ
りと気持ちよくなってもらいたいな」、ルカ子さんは、そんなことを
思いながら、太田さんの身体を拭きます。つらいことの多い入院
生活のなかでも、患者さんに少しでも気持ちのよく感じてもらうの
も、看護の大切な仕事のひとつです。

鈴木さんは、脳梗塞で右半身がマヒしている患者さんです。鈴
木さんは、毎日、リハビリテーション室に訓練に行っています。鈴
木さんの訓練の時間がやってきました。鈴木さんが、ベッドから
車椅子に移動するのをお手伝いします。鈴木さんが移りやすい
ようにベッドの横に車椅子を置き、鈴木さんが、安全に車椅子に
移動できるよう見守ります。

①手術予定の準備に
手間と時間を掛けな
い改善は？

②手術後の快適処置
内容が標準化されて
いるか？

③対処レベルは？
（手際の良さ？）

④ベッドから車いすの
移動の安全・補助
レベルは十分か
（看護師への負荷軽
減を含め）

⑤車いすなどの準備
は５Ｓ的に十分か？

２／４
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看護師の１日

スケジュール 仕事の内容 改善の視点（例）

11:30～12:30 お昼休み

ルカ子さんのまちにまったご飯の時間です。職員食堂に
いって、お昼を食べます。ルカ子さんが、今日食べたご
飯は、「きつねうどん、サラダ、牛肉コロッケ」です。

12:30 昼食後のお薬を配る

昼食後の薬を患者さん配って飲んでいただきます。患者
さんのところに行ったら、患者さんがおかわりないかどう
かも観察します。

①薬を確実に、早く、
快く配る工夫は？

②患者さんの状態
把握の確実さとムダ
のない手順は？

14:00～14:30 病棟カンファレンス

今日、勤務している看護師が全員集まって話し合いをし
ます。話あう内容は、気になる患者さんの看護について、
病棟で使用する物品についてなど様々です。今日は、食
欲がなかなか沸かないBさんについて、みんなで話あい
ました。「どうすれば、Bさんが食事をたくさん食べられる

ようになるだろう？」、みんなで意見を出し合い、よりよい
看護を目指します。

①話し合いの項目と
内容に漏れやムダ
はないか？

②話し合いで決定
した事項のフォロー
は確実か？

③対処内容の担当と
スキル向上策は？

この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？

３／４
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看護師の１日
スケジュール 仕事の内容 改善の視点（例）

14:30 手術後の患者さんのケアなど
午後も、受け持ちの患者さんのお部屋をまわりながら、ナース
コールに対応します。
田中さんは、お薬をもって無事に退院していきました。 井上さん

の手術が終わったので、手術室までおむかえにいきます。井上
さんの手術は問題なく終わっていました。井上さんも嬉しそうです。
ルカ子さんは、井上さんに話かけながら、いろんな観察もします。
お傷の痛みはないかな？傷の上のガーゼから出血はしていない
かな？バイタルサインは安定しているかな？ 井上さんが落ち

着いたら、他の患者さんのバイタルサインの測定をします。みな
さん、おかわりないかな？ 佐藤さんは、少し吐き気があるよう

です。ルカ子さんは、先輩ナースの聖子さんに相談して、主治医
に報告することにしました。

午後入院予定だった清水さんがやってきました。清水さんは、
明日、眼の手術の予定です。ルカ子さんは、明日の手術の予定
を説明しました。

①患者さんの巡回や
ナースコール対応の
標準化は（患者さん
に気持ち良く、早く、
確実な対処か）？

②手術後のケアーの
チェックは完全か？

③患者さんに経過
良好～多少の異常
などの聴取・把握～
医師との連携などは
標準化され、十分な
スキルで対応可能
か（説明の際等）？

15:00 申し送り
夜勤の看護師さんに、今日の患者さんの様子を伝えます。でき
るだけ簡潔に的確に情報をつたえます。 申し送りが終わったら、

受け持ちの患者さんの看護計画を見直します。患者さんの変化
にあわせて、看護 計画もかわっていきます。

①申し送り事項は仕
事中に確実に整理し
ているか？

②リーダーから仕事
状況のチェックは？

17:00 業務終了
ルカ子さんの今日一日が終わりました。「今日も忙しかったけど、
無事終わってよかった」ルカ子さんは思うのでした。

①反省点と、レベル
向上の確認は？

②明日への準備は？

この看護師の１日の仕事に５Ｓ的改善点は？ ４／４
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【参考資料】 北海道大学病院の研究（例）
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北海道大学病院の研究（例）
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北海道大学病院の研究（例）

患者さんにゆとりと安心感を？
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まとめ
今回の見直しの内容の拡大を

是非、お願い申し上げます。

患者さんと
病院へ訪れる方への
満足度向上へ！

ガイド：
学んだことは、即座に

現地指導～実践へ！

適合▲ 無駄

余計

？何も
起きない

素晴
らしい

▲ 期待

外れ
適合

受
け
手
側

望む→

未知→

希望→
しない
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