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患者さんを始め、外部から活動が評価されるレベルへ向けた

外部志向「病院５S 運動」への取り組みの記録

          －「改善５S」でゆとりと医療安全対策向上対策と事例－

    

執筆：JMA・専任講師 中村 茂弘

ご協力：岩手県立中部病院

【今回の活動】 2013年 11月～2015年 11月

５S改善で看護師の仕事にゆとりと、ヒューマン・エラーを

起こさせない環境づくり→ 患者さんに感謝される病院看護環境

づくりへ向けて（新たなチャレンジと、その報告）
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はじめに

病院に訪れた患者とご関係者が、「ここに来て良かった！」と思いつつ、ゆと

りを持ち、健康で退院または帰宅される状況は、病院の誇りとする重要な要件

の一つです。この中には、当然、医師の皆様による医療技術(処置など)がありま

す。しかし、これを前提として、第 1 報では、病院のスタッフの皆様を中心に

自らの仕事の改善を進めた結果、働き易く、スムーズな仕事～連携までも強化

しながら、結果として美化も得るという改善５S を進めました。

ここでは、（ｲ）医師の活動の支援、・・・裏舞台で活躍する病院業務に携わる

方々が、楽しく、ゆとりある活動を目にする。（ﾛ）理にかなった機材や機器、

資料などを配置する環境で治療を受ける。（ﾊ）各種、急な対応にもスムーズな

関係者の所作は、病院に働く皆様だけでなく、病院に訪れる方々に高い信頼と

医療価値を付加するという運動の内容を記載しましたが、目に見にくい問題を

含め、短期間に所定の効果を得ました。

そこで、今回、先の「病院５S 改善」の運動をバージョンアップさせ、「外部

志向の 5S 改善」を進めました。要点は、①従来の 5S 改善運動を基盤に、②病

院ランキングなど、患者さん視点で病院を評価、改善すべき事項を組み入れる。

③病院としては、異業種の活動となりますが、「サービス」という局面で、5S
面の改善を進める。④看護師の皆様を中心に、1 日の行動分析の中から、患者さ

んとコンタクトする場合の交流技術を評価～向上策を探る。⑤目に見にくい患

者さんの気持ちまで汲み取り安心と信頼をえる接し方を技術向上させる、とい

った活動です。この種の活動が関与したためか？岩手県立中部病院は、日経の

満足度ランクは、2015 年夏、600 余件にも及ぶ病院の中で患者さんの、日本で

39 位得ました。しかし、病院では、地域密着で、目前にした患者さんの対応に

①～⑤に記載した対策に知恵と努力を傾注することに集中しています。この取

り組みは近隣の病院の皆様にも高い評価を受けつつ波及～展開中ですが、本報

告書では、その他、多くの病院でもお役に立つ要件が多いのではないか？と考

え、ここに第 2 報としてまとめました。読者の皆様には、是非、ここに記載し

た内容を基盤に更なる展開の題材にしていただければ幸いです。

                      記・2015 年秋・吉日

                       JMA・専任講師 中村 茂弘
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第１章 「病院における改善５S」の進め方（第 1 報・経過報告）

1-1 「５S 改善の定義と狙い」               

   岩手県立中部病院における５S 改善導入～展開の狙いについて

（１）前回に取り組んだ「５S 改善」の目的

5S は①整理、②整頓、③清掃、④清潔、⑤躾（しつけ）の５つの項目の頭文

字をとって名付けられた職場改善法です。では、「600 余名もの方が各職場で働

いておられる岩手県立中部病院で、何のためこの種の改善手法が病院で必要な

のでしょうか？」この点を皆様と相談して作成した図が下に示した結論です。

要点は、皆が希望す

る病院の姿は、「自他

共に、多くの点で、

近隣の病院にもお手

本となる活動を進め

たい」という内容で

す。また、ここで特

に強調された取り組

みは、(1)ご自身や仲

間と共に進める仕事

を科学的に解析し、

(2)更なる高みへ持

ち込み、(3)全員が価

値ある病院における

改善活動を進める。

その結果として、(4)
仕事の“ゆとり”と

チームワークの強化

を図り、(5)病院が本

来的に持つ多くの課

題や与件に対応しよ

う、という内容とし

て、約 1.5 年の活動

を進めました。既に、

この活動経過は図に

第1報：2011年11月～2012年12月
：看護師の皆様を中心に「ゆとり」と

「職場の安全対策」への環境づくりに努力

経営直結型５Sの作用 ： ムダ排除＋HEゼロ対策で個々人の技量向上

医療機能評価の局面

ヒヤリハットゼロの医療環境整備
～お手本になる管理体制の構築
（誰が見てもお手本になる日々活動）

関係者の仕事

① 患者さんの満足
② 病院で働く方々の

技量向上＋ゆとり
増強

③ 融和と連携強化

医療の質の局面

クリニカル・インディケーター
の向上

ダントツ活動モデルを世に示す！

病院の概要

活動結果

患者様の満足度向上＋

臨床向上面の成果へ貢献

５Ｓ改善：職場と仕事を良い方向に
改める活動

各種信頼性
の向上

知恵の
総合化

人間関係
の向上

仕事力（力量）
の向上

ゆ
と
り
の
向
上

５S改善による

ムダ排除で

得た結果
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示した報告書にまとめ、公開中（URL：qcd.jp にて無料ご入手が可能）です。

では、以下、先の改善運動の要点を紹介させていただくことにします。

（２）病院で行う『５S 改善』の骨子

まず、当時、第一期として、「内部指向の５S 改善」と名をつけ、岩手県立中

部病院で実践した『５S 改善』における活動の狙いや、５S 改善を進めた結果

得る期待効果について整理することにします。最近、病院で５S を進める例が

多数報告される状

況です。中には、掃

除を主体に一時的

な美化を狙う例や、

判を押したように、

整理＝不要物の撤

去、整頓＝置き場の

美化、清掃＝掃除の

徹底、清潔＝マナー

や着装の整備、仕付

け＝規定の順守や

習慣づけといった

活動に取り組んで

いる例もあります。しかし、岩手県立中部病院における『病院５S 改善』の取り

組みは、この種の美化や規律の徹底など、看護師の皆様の活動を制約して型に

はめた行動パターンの規制と徹底を基にした取り組みを除外しました。その理

由は、例えば、整理＝不要物の撤去としてしまうと、掃除の繰り返しによる美

化の徹底の強要では、関係者に疎外感を与えるためです。また、（ｲ）問題の発

生源対策に目を向けない、（ﾛ）賽の河原の石ずみ状態で、何も気づきや創造性

が無いまま、同じ行動を繰り返す。さらに（ﾊ）本来は必要なために折角購入し

た物品を、理由不明の状況で、5S の清掃日に一斉廃棄することが、『不要資産滅

却損』、すなわち、コスト面のムダを把握しないまま処理するという無意味な行

動を招くためです。5S 改善に取り組む初段では、この種の廃棄処理も必要にな

るかも知れません。しかし、上の表に示した「JIT：必要な時に必要な場所に必

要な物品や情報だけを置く」という改善手法の適用の方が、病院で実務を進め

る皆様には、はるかに納得性が高く、ムダの少ない活動になるはずです。以上、

このような視点と整理で、岩手県立中部病院における『5S 改善』では、初段の

5S 改善運動に当たり、以下に定めた内容と共に改善活動を展開しました。

(a) 整理と整頓の技術を、機材や薬品を扱う際に発生の危険性がある「取り違

５Sの改善の定義と適用手法

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
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えミス」というヒューマン・エラー防止の環境に使う。

(b) 清掃・清潔対策を、院内感染から連絡ミスなどコミュニケーション対策に適

用して、問題の誘発リスクが予想されそうな対象に適用して、未然に問題の

発生を防ぐ。

(c) 仕事の手順を改善して「安全、確実、楽で早い仕事に改善した結果、美的(見
た目)にも、すっきりした仕事の環境を維持～向上する。

以上、ここまで

に記載した内容を

図化すると右図に

なるわけですが、

その要点は「改善

を進める結果とし

て美化をえる」と

なり、逆に、5S 改

善とは、「美化をひ

とつの評価基準と

して、病院におけ

る各種ムダ排除を

いかに効率的に進

めて、安全、快適、

ヒューマン・エラーも発生させない職場環境づくりを病院で仕事を進め、ご自

身と仲間のためになる改善を進める」という取り組みです。

ここに定めた行動様式は病院において実務を進められる皆様の仕事そのもの

と直結した内容です。したがって、読者の皆様は既にご承知の内容ばかりと考

えます。しかし、あえて、「ヒューマン・エラーを起こさせない職場環境づくり」

について、5S 改善との関係をもう少し、詳しく解説することにさせていただく

ことにします。

（３）5S 改善とヒューマン・エラー防止の職場環境づくり

第 1 報では、他の病院で起きた、不幸にして、医療環境のまずさから、かつ

て権威あるとされる病院での医療ミスや、あってはならない看護師の方の連携

で行う仕事で患者さんの取り違え、医薬の取り違えや点滴時のミス発生の事件

などを見直しました。ここでは、「ヒューマン・エラー」は手順の中で行うべき

ことを行っていない、取り違えなどが起き易い職場や仕事の環境と共に、多忙

なためか？ゆとりの無さや、指差確認やダブルチェックなどの欠如が関与した

例があったためです。同時に、『他山の石』という言が示唆するように、岩手県

５Ｓの美化は改善の結果得る産物

【掃除5Sの問題点】
１、掃除は従業員の

マナー習慣づけ
２、投入工数と

成果の計算なし
３、監査・点検だけ

が目的では？

脱皮

【ムダ排除５Ｓ】
１，美化は改善の

結果であり
目的ではない。

２、掃除より発生源
対策を重視！

３、科学的改善手法
を駆使

【５Ｓ教育で仕付け！】
１、規則の順守
２、言い訳なしで決ま

った仕事の履行
３、中身は無いが病院

の５Ｓ努力を外部
ＰＲに終始

【目標を持った自己育成】
１、一流を求めて
２、理想－現実

＝改善ギャップとする活動
３、仲間と共に誇れる職場づくり
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立中部病院では、他病院のミスを他人事とせず院内を 5S 環境という視点で見直

す。さらに、その要因を探り、似た問題を起こしそうな仕事をビデオ撮り～解

析して、起こさない仕組みづくりへ向ける。また、「航空機パイロットの操縦資

格試験 CRM（Crew Resource Management に代表されるように、不安・ヒヤ

ット段階の問題を挙げ、手順改善～最良の手順を標準化して（ベストの方法）

を職場のプロ（代

表者）として守り、

関係者に示して行

く）という活動を

重視しました。こ

の取り組みは、右

図に示したハイン

リッヒの原則を用

いる対策です。病

院に適用する意味

は、とかく、多忙

で緊急性を問われ

る職場で、ヒュー

マン・エラー防止

上の重要要件なので、5S 改善では、「目に見にくい問題の清掃対策のため、清

掃＝ヒューマン・エラーを起こし易い要因の排除、清潔＝ヒューマン・エラー

防止要件を見つけたら、注意が及ぶ表示や声掛けなどが出来る手順化を図る対

策へ向けた努力」と定義して、『病院 5S 改善運動』を進めました。

【参考にしていただきたい『内部指向５S 改善』上のチェック事項】

□ 5S 改善を進める目的や目標を関係者に納得が行く形で示されていますか？

□ 美化中心の 5S 活動の風潮はありませんか（整理＝定期的に定めた不要物の

撤去活動、整頓＝美化を目的とした並べ替え、清掃＝掃除の習慣づけ、清潔

＝手洗い励行や、着装の美化・清潔感の維持～相互注意、仕付け＝躾という

職場と仕事に一流を求める自主的な活動ではなく、マナーなどの強制といっ

た一種の宗教や思想統制的な活動を目的とした 5S になっていないか）？

□ 5S 改善は、日常の仕事の改善の結果で美化を得る活動だが、写真表示や発

表会を中心として、この種の時期に合わせた 5S 活動になっていませんか？

□ 病院では多忙、かつ、緊急時の対応がありますが、そのような時でもヒュー

マン・エラーが起きない物や情報の整備が整っていますか？

ハインリッヒの法則による問題発生原理

発生する1件：
ヒューマンエラー

設備故障や交通事故

・・・ 不良品の発生

基準

重大事故に

つながる

30のヒヤット
この中の1件が
顕在化し、残りは29件

300の
小さな不安

問題ゼロ
の状態

崩落

1件

29件

この法則は保険会社の技術・調査部

に勤務していたH.ハインリッヒ氏の調査

結果が基になり、世界に有名になった

法則である。要点は、1件の下に位置
するヒヤットの要因を取り除くことが

決め手となるが、この対策を進め、

ヒューマンエラーゼロを実現させた例は

多数ある。このため、医療ミス防止に

重視して使われてきた。
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1-2 ムダ撮り～ムダ取りの手法と事例

ムダとは何か？を知り、自主・積極改善へ向けた活動へ向けた運動について

（１）改善とは？

5S の目的や定義が明確化されると、改善活動のスタートとなるわけですが、

前回と同様に「改善とは何か、誰が何のためにおこなうか？」という内容を

明確化しておくこ

とは、5S 改善を進

める上で極めて重

要です。このため、

今回、右図に示し

たトヨタ生産方式

（TPS）で使われ

てきた思想を導入

～活用してきまし

た。図に示した通

り、改善はムダ排

除であり、労働強

化や手抜きとは全

く違います。5S 改

善では、ムダは右

下の図のようにビ

デオ撮りすること

で明確化します。

ムダを省く要件は、

例えば、技術手段

の向上対策を図る

こと、また、仕事

の方式がベテラン

と新人で異なる場

合、仕事の手順の

中にあるムリ、ム

ダ、ムダを見つけ

排除する対策です。このような対策で仕事の時間は、上図の左側のように、結

果として短くなります。したがって、これは、時間短縮に対して、上図の右図

に示したような、手抜きや労働強化とは、全く異なる対処です。なお、このよ

うに記載すると、先に解説した掃除の繰り返しによる不要物撤去という整理や、

トヨタが紹介、産業界で活用中の「改善」扱い

改善すべ
きムダ
50%

正味

50%

① ムダを省く

対策を

「改善」

と言う

ムダ
取り

② やるべきことをやらない行為を

「手抜」きと言う！

③ 改善しないで

無理を押し込む行為は

時に「労働強化」～
ヒューマンエラーを誘発！

技
術
の
高
さ

改善前の時間

ムリ

ムダ

ムダ ムリ

ムダ

改善の結果

改善対象は

①技術向上と

②仕事の手順

です。

ムラ

ムダを撮る → ムダを取る！

ムダ

ムダ撮り

ムダ取りへ
改善追求の
題材へ

運搬のムダ、管理のムダ、不良・手直しのムダ
設備故障のムダ、段取りのムダ、事前検討不足
によるムダ、手待ちのムダ、連絡内容チェックの
ムダ、正味時間のムダ、不要なチェックのムダ
・・・・・・・・・・ ○○のムダ

ムダとは何か？
一流の仕事（理想）
－ 現実
改善ギャップ

待
ち

取
り
違
え
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美化を目的として単に書類や医療器材を並べ替えするだけの行為もムダの一部

ということになります。その理由は、この種の行為（5S 改善では“問題”とな

る行為の繰り返し）は、その原因を除去すれば、再度の処置は要らなくなるか

らです。

（２）5S 改善に活用するムダ排除の手法

改善は科学的に進めるべきです。科学を用いる理由は、（ｲ）理論的、または、

数量的に改善効果が判る。（ﾛ）絵や図、見える化手法により誰にでも改善内容

が理解できる（５S 改善を進めた効果と良さが判る）。（ﾊ）未来の仕事が確実に

楽で早くなって行く確実性が証明され、繰り返し性も確証できるといった利点

があるからです。このため、岩手県立中部病院では、P.2 で示した表：「5S 改善

の定義と適用手法」の左側に示した科学的改善手法を適用しました。また、も

はや繰り返すまでもなく、この活動は、ムード（概念）的に改善効果がつかみ

にくい美化を目的として行う 5S とは、区分しました。では、今回進めた 5S 改

善の中から、ビデオ撮りと、工程分析を使ったムダ排除の進め方を例示するこ

とにします。

右図は工程分析

による手術台など

と置き場の関連を

模式的に示した例

です。この例は、

一般の 5S の書に

紹介が多い内容で

あり、「機材の置き

方を 5S 視点で実

施しなさいと」と

した例です。しか

し、動線を入れて

見直すと、通路側

や所定の機材置き

場を作り、医療器

材を定置保管～

管理すべきです。また、図の右上に記載した 4 つの記号と共に、仕事の手順を

評価すると、さらに問題点が明確化します。例えば、①手術台から医療器材置

き場までの移動は不要です。手術のための器材準備の度に移動することは、正

味作業である器材準備の仕事が移動で確保できず、長くなってしまうためです

工程分析による改善

○：正味（付加価値を生む仕事）

◇：再チェックや確認（正しい仕事なら不要）
→：移動は無駄（出来るだけ省略、短縮）

▽：待ちや意味の無い長期保管は無駄！

改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓで
Ｅ（省略）

Ｃ（結合・統合） Ｒ（置き換え）

Ｓ（単純化→自動化）

例： 改善：当然必要な医療用具などは

オペ室や病棟の近くへ整理・整頓

書でよく見る事例です。５Ｓということで、工具を

通路側へ立て看板と共に、目で見る管理、という

わけですが、現場で写真を撮れば、ムダはすぐに

判ります。歩く＝移動のムダ！を見つければ、

工具の置き場は職場の近くになるはずです。

改善手法

仕事は４つの記号で把握

動作分析を用いた改善

医療器材置き場

手術台

医療機器の置き場

美観は良いが

なぜ？毎回

器材を持参

しなければ
いけな

いの？
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（→で示した移動のムダが発生します）。つぎに、②一般の 5S の書では「医療

器材置き場では、医療器材個々の絵を描き、器材の定位置化を図る。同時に、

もし、器材が使われていたり、他に持っていった、戻し忘れたという場合は、

器材の形をした白抜きの絵がそれを示す！」としていますが、無ければ探すと

いうムダが発生します。当然、探さないためには、「図書館の書棚の管理のよう

に、貸出札と借用中の方に連絡が取れる手段が可能な処置をすべき」です。そ

うしないと、□：探すムダが発生するからです。また、③もし、ある器材を借

りた方が判り、連絡をとっても、持参を待つという▽：手待ちのムダが発生し

ます。このように、「5S の基本！」ということで市販の 5S 示された器材の置き

方も、工程分析を見ると多くの改善点が残っていることが判ります。この種の

ムダは工程と動線図を用いれば誰でも解るはずです。このように、今まで意識

してこなかった仕事も、ムダ発掘という観点でビデオ撮りする。図を描いて工

程分析を行うということを進めれば判ります。このため、岩手県立中部病院で

は、「人という生物は自分の行為が見えないため、仕事の改善に当たっては、ビ

デオ撮りして、仕事の解析～評価と共に改善を進める」という客観的、科学的

分析法を適用しました。

もうひとつ改善

事例を例示するこ

とにします。ムダ

排除の結果美化を

得るという対策例

です。右図をご覧

下さい。これは、

工程分析と共に活

用してきた ECRD
PS という改善の

視点を加えて改善

した例です。この

例では、院内で指

示や連絡に使う

掲示内容に対し「誰が、いつ、何のため、どこでどのように使うのでしょうか？」

と問い、5S の整理＝JIT・5S の検討を加えます。すると、「今必要な情報が必

要な場所に必要なだけ、必要な高さで、見やすく掲示されているのだろうか？」

という対策への誘導が開始されます。その結果、上の図の『適用例』のところ

に記載したように、A：不要な掲示物は持ち込まない（E：省略の原則の適用）、

B：口頭で済むものは掲示しない（R：掲示から口頭や携帯電話のメモにする）。

掲示物管理の基本技

【掲示・表示の問題点が発生する要因】
① 不要な書類や掲示が場所を取っている。
② 掲示、記載資料などに担当、期限が無い。
③ 管理者と管理ルールが無い。

★掲示物の３悪

① きたない
② 見えない
③ だれも使わない

何でも表示、
気休め添付

対
策
の
視
点
と

改
善
手
法

改善の視点 Ｅ（省略）

Ｃ（結合・統合） Ｄ（分割） Ｐ（平行） Ｒ（置き換え）

Ｓ（単純化→自動化）

Ｅ：Eliminate＝要らない物や情報は省略する（捨てる）！

Ｃ：Combine＝２つある 〃 は結合する。

R：Re-Arrange＝もっと有効な他の方法に変更する。

Ｄ：Divide＝集合から分散（分割）対策へ

Ｐ：Parallel＝平行・同時に進める

Ｓ：Simplify＝単純化する→ＩＴ・自動化する

【チェックポイント】
① 掲示物はなぜ必要か？
② 誰がいつ、どの情報を使って何を

どのようにするのか？
③ 今必要な情報なら必要な場所に必要な

だけを提供する工夫は無いか？

適用例
Ａ：不要な掲示物は持ち込まない、廃棄する。

Ｂ：口頭・伝言で済むものは表示しない。
Ｃ：コピー分散やＩＴ化で分散提供した方が良いものは掲示しない
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C：コピーの枚数が多く、必要時に必要な情報を見るものは、区分けして表示す

る（D：分割して必要な情報だけを掲示する）。・・・という気づきが生まれ、改

善と共に、必要時に必要な掲示だけが掲示板に掲載されるので、すっきりした

（ある意味で改善の結果美化を得る）状態に変化します。

（３）大きな改善から小さな改善への展開

5S 改善では、工程分析を『大きな改善』と言い、次に行う動作分析を用いた

改善を、『小さな

改善と言います。

この改善は、作業

域を限って行いま

す。では下図と共

に、その改善の内

容を例示してゆく

ことにします。右

の図の上表は動作

経済の法則の一部

を記載したもので

す。例は点滴職場

の改善を例示しま

したが、下の図の

左端のレイアウト

改善の後、手元（こ

の場合、点滴準備

台）で行う作業は

②に示したように

出来るだけ手を伸

ばさず、動作のム

ダも少なくして仕

事を進めようとい

う対策が得られま

す。動作経済の原

則の活用は産業界

で 100 年以上の歴

史と共に、右側に

示した仕事の進め方を、『5S 改善法』の形でガイドしてきました。例えば、A：

点滴準備など準備作業の５S改善の視点

原 則 原則の意味する改善の検討方法

１，両手同時動作の原則 両手は対照的に動かし、同時に始め、同時に終了すべきである。

２，手待ち防止の原則 休憩時間以外は、片手を遊ばせたり、手待ちの無い作業にすべきである。

３，動作数最小化の原則 手の動く範囲は体を中心に扇形の範囲、距離や動作は出来るだけ減らす。

４，自然力利用の原則 モノの移動や作業には、出来るだけ重力や慣性を利用するとよい。

５，阻害無い動きの原則 手の動きは、急変、ジグザグ、制限の発生しない自由な動きにするとよい。

６，楽な姿勢維持の原則 不自然な姿勢や、身体の上下は出来るだけ減らすこと。

７，動作リズム化の原則 動作の順序は自然のリズムと自動性を持たせること

ムダ撮り
細かい動作は

時間観測でムダを

確認

① 必要器材は

買い物方式

チェックしながら
で一気に準備

② 準備の仕事は
動作と距離が

少ない配置で

必
要
時
に
出
現
す
る

臨
時
テ
ー
ブ
ル

身
体
の
利
用
の
原
則

動作経済の原則でチェック～改善へ

③ 作業状況に合わせた

変化自由なレイアウトも

動作経済の原則を活用した５S改善策（例）

A,よく用いるものは
身につける

B,定位置組立は

バランサーで

Ｃ,必ず使うものは

JIT設置へ

点検簿
メス
計測器

・・・

D,段取り替えは

セット台車で一括
準備

マニュアル
工具・計測器
部品・・・・・
チェックリスト

E,ワンセット部品

供給は配膳方式で
F,順次取り出しは

ターンテーブルで
G,部材の員数確認は

定数式の容器で

一目で
５×４＝２０

H,立て重ね保管
積み替え品は
棚に横並べ
指定席化へ

I,必要な薬品や

機材は指定席へ

J,必ず使うものは
固定席化へ K,結合可能な

機材は一体化へ

L,図面の部品は棚番号も

記載（故障時の検索容易化）
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筆記用具や携帯電話などよく使うものは身に着ける。B：いつも同じ位置で使う

道具は場ランサーなどを使って、探したり、取り置きしたりするムダを減らす、

などです。さらに、L：機械故障の際、図面を広げて部品名を確認する。その後、

部品表を開き、名称をメモしたものを部品倉庫へ持参した後、部品棚から部品

を持ち帰るといった仕事がある場合には、時間と手間が掛かります。そのよう

な場合、1 枚余計に設備の図面を焼いておき、図面に故障記録＋部品名＋置き場

を書いておけば、部品倉庫の棚にすぐ行って、所定の部品を持ち帰ることがで

きるので便利です。さらに、故障記録の形で、この図面を利用することにより、

故障ゼロ対策も一括して進める対策になります。では、大きな改善による JIT・
5S 改善：整理に続く対策の形で進める、棚やキャビネットなどに対する『動作

経済による 5S 改善：整頓の技術』を例示してゆくことにします。

右図は 5S にお

ける棚の標準を示

したものですが、

「段取り上手は仕

事上手」という言

を実践に移すため

の棚の整頓状況で

す。5S に「置き場

の 3 悪」というも

のがあります。図

の上に記載した①

置き場を決めてな

い。②表示が無い。

③決まった場所に

戻さない、という問題です。仮に、このような状況が共同で使う医療機器や機

材、薬品などの置き場で起きた場合、探したり、聞いたりという作業上のムダ

だけでは無く、万一、間違った器材や医療機器を持ち出だすというヒューマン・

エラー面の危険が発生します。したがって、（ｲ）棚やキャビネットは大分類→

中分類→小分類という検索手順で目的の棚に短時間で着く工夫を進め、（ﾛ）物

に棚の番号を書き指定席化を図ります。5S 改善では、この対策を「物が語る現

場作業づくり」と言いますが、この方式では、万一、誰かが忙しく、仮置きし

た物や機材があった場合、気づいた方が定位置に戻すという、相互協力（気持

ちが通う仕事環境づくり）が生まれます。加えて、（ﾊ）持ち出した対象品があ

った場所には貸出札をつける。（ﾊ）器材などで注意を要する内容がある場合、

カルテをつけ、使用上の注意などを伝えるといった対策を進めます。さらに、（ﾆ）

置き場管理の基本技
① 置き場を決めてない。② 表示がない
③ 決まった場所へ戻さない★置き場の３悪

①大分類を示す

②

中
分
類
を
示
す

③小分類を示す

④モノには置き場を示す ⑤ 異常があれば色でシグナル

⑥使用中は
使用場所を示す

⑦ 金型などは
カルテで
履歴と状態
を示す

対策の要点！
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仕事をする場所から棚までの距離は短くする工夫を図る。（ﾎ）棚でよく使う対

象品は、腰から肩までとして、確実で楽に早い取り出しを可能にする、という

工夫を加えます。特に、5S では、置き場の位置を人の腰から肩までにする取り

組みをして、魚のマグロのトロに例えて解説してきました。これは、ムダ排除

の上で重要な対策の視点です。

では、ここまで

紹介してきた動作

経済 5S 改善を活

用して進めた、病

院における職場環

境の改善の具体策

につながる要件を

例示させていただ

くことにします。

右の上の図は、

その種の改善要件

です。ここには 12
件の例を示しまし

たが、例えば、⑫

のキャビネットな

どは、当然、扉が

必要と思っていた

ものを見直す例で

す。また、右下の

図は、右上の図の

考え方を応用して、

Before→After の

形で定められた職

場における動作の

効率化を改善して

いった例です。

以上、同じ仕事をするのであれば、移動距離や取り置きは、安全で確実（ヒ

ューマン・エラーなしで）、楽で早い仕事を進める方が良いはずです。また、こ

の種の対策により、ゆとりを持った仕事の実現を狙うべきです。

医療用品や薬品などの置き場 改善の要点

① 聞く、探すは

検査のムダ
目で見てわかる

棚管理を

② 空き地のムダは

置く物の形状
サイズに合わ

せて、棚や置き
場を自由変更

③ 現品と情報
は常に一致を

⑤ 通路や人の移動を
妨げる場所にものは

置かない

④ 物置く高さは
頭上10cm～

膝までが
最適

⑥ 物を置く際「後工程

はお客様志向」で
⑦ コーナー

部分の利用の

工夫は収納術
を参考に

⑧ 形はきれいだが、場所
を取り有効性に乏しい

置き場や物は撤去する。

⑨ 地震倒壊も注意の要件

⑩ 重たい物、使う頻度が
高いものは胸から腰

に設置を、スライド

テーブルも有効です。

⑪ 奧が深い
収納は中を

仕切って引
き出し利用

が有効です！

⑫ 果たして扉が要るのかな
カーテンやシャッターから

小分け箱でも良いのでは？

（開閉ドアの撤去と改善で
前面のスペースが有効

活用へ！

動作経済の原則を活用した固定/変動の対策比較

① 調剤の職場の例

薬品棚（固定）

Before（統べて固定）

動
線

人

作
業
机
（固

定
）

過去、どのような仕事でも対応可能なレイアウト

にするため、検討を加え、固定化したレイアウト

薬品棚（固定）

動線

作業時に
腹部をUの字
にスライド：スペース確保（改造）

机を切断して
台車テーブル
に改造、薬剤を
集め持参

After（仕事に応じて変動）

適宜
変動式
レイアウト

② 点滴剤準備室の仕事

決められた場所で
多数ある機材や薬品
を選んで準備

点滴の準備が
出来た段階で
スタンドを持参してセット

Before（統べて固定） After（仕事に応じて変動）
必要な機材と薬剤
をセット化しスタンド
へ装着

指定場所で
必要作業のみ遂行
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（４）事務作業への応用

5S 改善の対象領域は事務の仕事や情報処理の仕事も含みます。では、下図と

共に、動作経済 5S 改善を適用して行く例を紹介することにしたいと思います。

上部に示した図

は事務書類の処理

をスムーズに行う

対策の例です。図

では極めて模式的

に内容を記載しま

したが、A は書類

の入りと出を立体

的に区分して停滞

を防ぐために利用

する方式です。B
は保管した書類棚

の中に見出し（イ

ンデックス）をつ

け、図書館の棚形

式で必要書類を検

索する方式です。

さらに右の下に

示した図の左側は、

先に P.9 で棚の保

管棚の置き方を書

類保管にそのまま

応用した例です。

加えて、右側は、

整理後に書棚やキ

ャビネットに書類

保管する際、一目

で書類の有るなし

や、貸し出しの状況を見える化管理する例です。この種の方式を実際に使うと、

今まで書類の検索や保管の管理は 1/5 程度になります。さらに、「書類は情報の

一例である」と考え、先の JIT・5S 改善の視点をここに加える。また、看護師

を始め、病院事務や医局などの仕事では、IT を使う仕事が多い状況を考えると、

IT 的に効果的な情報管理（保管と検索）システムを利用して、この種、紙ベー

事務作業における「動作経済５S改善」の適用方法

事務机まわりの仕事（収納術と、病院での利用法）

Ａ，机に持ち込む書類の管理

処理は即座に処理して期限
管理の徹底を

ＩＮ

ＯＵＴ

停滞を防ぐ

Ｂ，保管書類は活用目的に応じてファイル化
短時間の検索を目的にインデックスづけ

Ｂ，取り出し頻度と姿勢
よく使うものは、取り出し易い
位置へ移動を！

書棚の書やファイル等の保管と管理

書棚や机上の保管・管理法

線で書類が統べて
あることが判る。

持ち出し中は
線のとぎれで判る。

借りた方は、氏名、返却期限、使用場所、
連絡先（電話番号など）を台帳に残す。

キャビネットや引き出し中の

書類などの保管・管理法

１，大分類(キャビネや机）→中分類(引き
出し）→小分類（ファイルインデックス）
の順で設定・運用

２，ファイルインデックスは、検索しやすい
「あ・い・う・え・お・・・」や、A,B,C・・の
順で保管、運用

３，持ち出しは右図の下の貸し出しルール
で運用！
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スの書類減を図る対策を加えるべきでます。書類棚減は病院における仕事の改

善だけでなく、レイアウト改善、スペース確保～美化にも大きく貢献します。

（５）整理・整頓改善の実務

他人に 5S を強制して行う方式は、美化という面では似た形になっても、病院

で働く皆様のためになるか否か？は疑問です。このため、今回の 5S 改善では、

職場関係者の自主性を重視しました。今回、5S 改善に取り組んで、より明確に

なったことですが、（ｲ）どのような小さな改善でも、仲間と共に知恵を絞った

改善は親しみがあり皆が守る（改善の定着に有効）。（ﾛ）小さい改善の積み上げ

の繰り返しが大きい効果を生んで行く（お金をさほど使わない 0.1％/日の改善×

25 日/月×12 カ月/年＝30％/年、1.3×1.3×1.3＝3 年間で 2 倍の生産性となる）。

そして何より、（ﾊ）テレビ放映番組にある Before：After など、世の中に紹介さ

れてきた、身の回りにある多くの「整理整頓・収納術」や、100 円ショップ製品

のうまい活用法を利用して、改善が進み、小さな失敗も恐れずに試して行くこ

とが改善を楽しくする、といった内容が、改善活動開始と共に進みました。

「改善はひとつ

の知的向上技術」

と言われてきまし

た。このため、今

回、例えば、右図

の 1950 年頃、大リ

ストラと赤字脱出

の中から、トヨタ

では自主改善を進

めてきた例があり

ました。自動車産

業は病院にとって

異業種です。だが、

この種の内容も、

関東工場の見学で

学び、今回の 5S 改善運動に取り込みました。上図に示したように、TPS：トヨ

タ生産方式から学ぶべき点は多数あります。特に、今に知られ、産業界がお手

本としてきた多くの改善内容には、自主研という現場で仕事をする実務者が知

恵を絞って具体化させてきた改善手法がベースとなったそうです。これは、優

秀とされる指導者の指導メニューを履行してゆく活動とは全く異なる方式（ア

プローチ）です。このため、岩手県立中部病院における 5S 改善でも、研修とラ

トヨタのJIT・ムダ排除努力から学ぶ点
１，TPSを産業の歴史から学ぶべき要件と比較すると、・・・
① 変革には､非常に強いエネルギーが必要｡立場や学問体系の学習～資格取得で満足

する組織だけに頼る企業に事例を見ることは極めて稀である。
② 数倍の目標を提示～達成するにはリーダーの存在と、納得行く情報交流がある。

トヨタでは想像を超えた自主研という小集団的な活動がこの母体となった。

③ 各種新規事項を成功へ導くためには、失敗を許す文化と、本物を見出すまで活動を

続行する、または、させる環境が、目標と障害打破に大きく関与する。

２，なぞ解きは先例に学べ！は高い問題意識から生じる。
大野氏はアメリカに出張したときにスーパーマーケットを見て、「売れた

分だけ売場に補充」というやり方から自律神経系を生産システムに組み

込むヒントを得た。このヒントを基に最終的に後工程引き取りのかんばん
方式を考え出したのはヒラメキエンジニアの鈴村氏であった。

３，自由な発想で革新的な対策を生み出した根源
トヨタは人材確保の仕組みの一つとして「自主研」と呼ばれる

インフォーマルな組織づくりの仕組みをつくっていった。異質な

情報のぶつかり合いからアイデアは生まれる。できるはずはない、

と思えるようなテーマに意気を感じる何名かの「コダワリ」メンバー
は、「まずはやってみる」こととして粘り強く取り組んだ結果、多くの

JIT手法の開発にたどりついていった。

時間やお金、地位や
歴史に関係無く、
とことん話し合う！

ひらめき
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ウンドと名付けた、5S リーダーが現場を訪問して改善策を交流しあいながら、

自職場は自職場の関係者が知恵をしぼりながら改善を進めるという方式を取り

入れました。また、ここには、時間分析とビデオや写真が盛んに活用されたわ

けですが、その一例を下に紹介させていただくことにします。

この事例は超音

波検査の医療の状

況をビデオ撮影し

て自主改善を進め

た例のひとつです。

左側は病室を移動

する看護師の動線

と共に仕事を進め

る様子、また、右

側に示した時間分

析は、この移動に

かかる時間分析

（前後の状況を含

めた総てを掲載）

さらに、「ムダ排除の例」は時間分析と共に、発掘した問題点を例示したもので

す。以上、岩手県立中部病院の 5S 改善では、このような科学的な仕事の分析手

法と、自主改善を進めてきました。また、ここまでの取り組みを「内部指向の

病院 5S 改善」という名を付け、前回の活動報告書に紹介しました。

では、改善内容

を波及展開するた

めに行った事例を

例示させていただ

くことにします。

右図は相互に発表

しあって改善を進

めた 5S 改善の一

例です。この例は

棚の整理を改善し

た例ですが、改善

前 /後を紹介しな

がら、その改善点

と改善効果を紹介していった例です。5S 改善は目で見て改善前後の状況が判

ビデオによる分析中の例（超音波検査）

ムダ発掘の例：現状はここまで移動してカーテン閉め
改善案として、リモート操作など工夫
が考えられる。もし、この案を採用の
場合、右上の無効に削減時間と回数
が登録され、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ可能となる。

事例： リハビリ室の書類棚の整理

Before After

「では改善結果を報告します。
今回、いつも当たり前のように

思っていた書棚を５Ｓの視点で
見ますと、以外に問題がある

ことが判りました。
① 書棚の書やファイルの倒れ

といった美観の対策でなく、
② 必要な時、必要な情報を

必要な場所で必要なだけ
入手する。

③ 戻しやすく、有無・持ち出し
管理も・・・と考え

・ 不要物は捨てる。
・ 使う場所に使う書類や書を

分散させる。
・ 使う頻度を考え、高さも、距離

も取りやすい位置に置くことに
しました。

結果、楽になり、美化も満足です！

取り組みは皆で話し、討論しつつ改善
集中して１日で完了しました。

この対象における効果は
（５分/日）×（２５日/月）×１２ヶ月＝１，５００分/年

＝２５Ｈｒ/年は８時間勤務なら３日の減
に当たります。
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れば十分です。したがって、①改善前：かつてこうだったが、このような問題

があった。②改善後：改善をこのように進め、結果はこうなりました。③効果：

数値的にこのような効果を得ました、という簡単な形式でまとめる方式を採り

ました。

ここで、右図を

用いて、5S 改善の

効果把握の方法に

ついても簡単に紹

介しておくことに

したいと思います。

なお、この方式は

5S 改善研修で紹

介した内容であり、

ある意味で多くの

要件を一覧化した

様式です。したが

って、実務に 5S
改善を行う場合、先に示した簡単な様式にして、資料作成や、発表会などと共

に、5S 改善を普及してゆくべきです。

【参考にしていただきたい『内部指向５S 改善』上のチェック事項】

□ 5S 改善に当たっては、他の事例や外部指導者の指導内容の履行（コピー）で

はなく、科学的な改善手法を基として、ムダの排除の定義と対象を明確化し

た上で活動を進めていますか？

□ 整理：JIT・5S には工程分析、整頓：動作経済の原則による改善という科学

的な手法を用いた 5S 改善を進めていますか？

□ 「プロは仕事のレベル向上にビデオや写真など客観評価、科学的改善ツール

を使う！」ということが常識になっていますが、自分、または、自分達の仕

事をビデオ撮りして改善点を探る対策を進めていますか？

□ 5S 改善は自主改善を主体に進める対策が効果的であり、改善内容の理解や定

着～標準化の基本となりますが、どのような活動を進めていますか？

□ 改善は積み重ね、多少の失敗にもめげずにチャレンジして行くことが避けて

通れない道とされていますが、この種の取り扱いは明確化されていますか？

５S改善の詳細なまとめ方（例）

５，改善内容と実施 ：対策費用（投資）は3,000円程度

(ｲ) レイアウト変更 (ﾛ) 棚の位置、置き方の改善

移動棚方式で保管へ

(ﾊ)使用頻度の少ない機器は別室保管へ

①~③59Hrは÷8Hr/日
＝7.4日/年のムダ工数になる

④その他

（原価など）

機材の倒れや挟まれなど、事故や機材破壊
の危険がある

４，改善効果集計

(1)年59Hrの工数のムダ、(2)費用１万円/年ムダ

①で示すように、物の取りにくさが関与して

時には間違った薬品を持参する危険あり

（ヒューマンエラー５Ｓ環境の悪さ）

①ISO9001
（品質面）

②何でも入れられる廃棄用のバケツは危険
物を混入廃棄の危険を生じる。腐敗も問題

マネジメント面の影響内容

（ﾁｪｯｸﾘｽﾄで再チェックのこと）

③OHSAS
（安全衛生）

②ISO14001
（環境面）

承認 ○○

３，ISO面の

チェック

美観もあるが、レイア

ウト的に角地の有効
利用ができない。

・掃除10分 /日
×22日/月×

12ヶ月＝44Hr/年
・掃除道具費用

5,000円/年

③物の移動

なしの改善

美観だけでなく、棚の

前にあるバケツが邪

魔になる（棚を空ける

とき、毎回移動が必要、
美観もよくない）

・不要物5,000円
・掃除工数10分×４回 /
月×

12ヶ月＝8Hr/年

②台の下

不要物

毎回の移動

美観と共に、表示が見

にくいので、薬品を取

り間違えする危険性が
ある。

非定量効果

10秒×10回×

22日×12ヶ月

＝７Hr/年

問題と程度

①物の移動

の改善

項目

２，問題の状況（三現主義で事実をとらえて）撮影５月15日
①日々、棚の上で物探し

もの取りに前に置かれた

機材の移動が必要

②使う頻度の少ないバケツ

は撤去か小型化が必要

③棚の中の試料取りに

置かれた物の移動が必要

記載者 ○○１，問題・テーマ名：医療器材置き場の５S対策

特に、掃除のムダ､動作、資源のムダ

実施内容

担当○○

期限○○
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１-３ 職場診断の実務～目に見にくい問題の整理と対策

           目に見にくい問題の見える化対策について

病院の 5S 改善において、整理・整頓は目に見える対象を目前に改善を進め

ます。これに対し、目に見にくい、困っている問題を扱う対策が、清掃と清潔

による改善対象域になります。そこで、この種の問題の対策に対する取り組ん

だ事例を紹介することにします。

（１） 目に見にくい問題の列挙方法とまとめ方

目に見にくい問題は多岐に渡ります。例えば、過去、岩手県立中部病院でも、

「仕事の場所が重なると、注射器のミキシング・スペースが狭い」「伝達したこ

とがうまく伝わらなかったためか？再度の問いわせや相談が必要になる」「術後

の患者さん初回リハビリに多くの時間を要し、その他の対処を含め、各種の処

理が円滑に進まない」・・「厨房で用意する食事時の時の魚が左右逆に置かれて

いたため対策に手間取る」・・「置き場を決めたが守らない人がいることがある」

といったような問題が検討されました。

5S 改善における“清掃”とは「清掃は点検なり」という視点で、問題が起き

る兆しを察知して対策を図ること、一度、スムーズな 5S 改善環境を作ったが、

多忙な時に乱れた場合、問題が顕在化したととらえて即座に対策（早期問題経

穴）へ向けるきっかけとするという行動を意味します。

5S 改善における“清潔”は「目に見えないが問題が発生しそうなリスクを予

知して予防する対策」ですが、例えば、準備作業に抜けが発生しないように指

差確認を行う。伝えたことを復唱する。・・・医療時に起きそうなトラブルに対

し事前準備をしておく、・・・災害時に機器や機材の落下や転倒防止を図るとい

った多くの予知・

予防策を図る対策

を対象とします。

この種の問題の多

くは、写真やビデ

オでは捉えられな

い対象であり、言

葉や表示にして初

めて伝わる例が多

い領域です。この

ため、今回の 5S 改

善では右側に示し

た方式でカード化

目に見にくい問題→ 事例 →
改善対象×要求明確化

１，問題を書く

２，問題に対する１事例を
具体的に書く

３，要は？と要求事項を
示す。
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して、改善の題材にしました。記載内容は（ｲ）何でも良いから仕事を進める上

で障害や感情的な問題になる事項を書く、（ﾛ）１問題に対し、１つの事例を詳

しく書く、その内容を、5M+I（問題発生要因を人・方法・計測・設備・物＝設

計という 5M と、情報や管理という I：Information で）評価して、（ﾊ）要は？

ということで名詞＋動詞で、改善に対する要求事項を明確化します。その後、

右図に示した左側

表にカードを登録

して行きます。こ

の表はテーマ・ポ

ケット・マトリッ

クスという名を持

つアイデア貯金箱

です。要は、列挙

した問題の位置付

けを明確化して対

策すれば、病院の

改善に役立ち、効

果を発揮する役目

を持たせる表です。

表は、縦軸には問題を発生する要因が 5M+I という対象で記載し、横軸には

改善した時に得る効果の項目を記載した構成です（品質、コスト、・・・という

効果です。志気はやる気もありますが、病院に働く皆様の場合、実力向上のた

めの自己研鑽や改善検討という実務的な活動を対象にします）。

このテーマ・ポ

ケット・マトリッ

クスに問題を挙げ

た個々のカードを

位置づけるわけで

すが、何せ、貼り

付けるスペースが

限られた状況です。

そこで、個々のカ

ードに対し、右に

示した評価基準を

設けウエイトづけ

を進めます。

例：ある医療職場の問題の割り付け

仕事を見直し

自由に仕事の

問題点討論

カードの

見直し情報・管理

人

方法

計測

設備

物＝設計

志気安全/
エコ

納期/
時間

ｺｽﾄ品質
要因

経営効果

台車などの
置き方を
守らない

書類を探す
場合に時間
が掛かる

手術関連の
レイアウトが
まずく、やり
難く、疲れる

メンテナンス
を充実して
医療機器の
故障を減ら
すべきだ

器材の取り
出しは疲れる

新しい運搬
台車に入れ
替えてよ

職場間の
応援が困難カード割り付け

の状況

割
り
付
け

５×４×４

実施対象カードの

ウエイトづけ～抽出

個々のカードのウエイトづけ

５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ

重要性

５：極めて重要
４：かなり重要
３：まあ重要
２：あまり重要

ではない
１：全く重要性

はない

効 果

５：極めて高い
４：かなり高い
３：あるだろう
２：余り期待

出来ない
１：効果無し

容易性

５：極めて容易
４：かなり容易
３：まあ出来るだろう
２：少し困難

と思われる

１：不可能である

５×４×４

記載例

ﾃｰﾏ・ポケット・マトリックスの各枠の大きさは限られ、一カ所にたくさんのﾃｰﾏは

置けません。そこで、重要性が高く、効果も大きく、早く出来るものを上にした方が、

実施面でも有効なので、次のようなウエイトづけを行い、ランクの高いｶｰﾄﾞを上部
に置いて行きます。この処置で、「重要性・効果・容易性が高いカードを改善に

向けると同時に、改善のスピード化と成果創出を早める対策につなげます。
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（２） 目に見にくい問題の解析事例

先の報告書では、

目に見にくい問題

を解析して、改善

案発掘へ向けまし

た。では、その一

例を右図に例示さ

せていただくこと

にします。詳細は

除きますが、個々

の問題カードを分

析する方法は図の

右に記載した通り

です。

以上、駆け足の

説明でしたが、先の 5S 改善の要点と進め方と、事例までを繰り返す形で紹介し

ました。では、次のページでは、今回取り組んだ『外部志向の病院 5S 運動』つ

いて紹介させていただくことにします。

【参考にしていただきたい『内部指向 5S 改善』上のチェック事項】

□ 5S 改善の対象を美化といった目に見える範囲に限った活動に限定していま

せんか？

□ レイアウトの改善、緊急時の仕事での連絡、・・・皆で決めた事項の徹底面、

さらには、コミュニケーションの問題や新人教育などの対策で、手を打つべ

き事項はありませんか？

□ 感情的に不満を感じる仕事、疲れる仕事ややり難い仕事などを 5S の「目に

見にくい問題」ということで列挙を済ませましたか？

□ 医療上の準備や、外部～他部門との連携、患者さんへの対応などで問題を感

じたり、将来問題になりそうな事項の見える化は済ませましたか？

□ 昨今、問題が多い自然環境による影響（地震、水害、・・・津波など）に対

する備えという見地から見て、問題視～事前検討しておくべき事項が残って

いませんか？

アイデアバンクへの登録風景

アイデアバンクへの位置づけは

次の順序でまず、縦軸を決めます。

I：情報・管理＝規定やルール面の

↓ 改善要求？

人：人的な面での改善要求？

↓
方法：何らかの良い手順を求める

↓ 要求？

計測：定量的な値の設定、基準値の

設定による問題解決、ポカヨケ

↓ など、簡単な機器の利用要求？

設備：何らかの設備的な改善や

設備やITシステムを利用した

↓ 改善

物＝設計：医療方法や病気事態を

予防～革新して患者数の減や

仕事そのものの省略？
その後、横軸を選びます。

このように質問する意味は、最初から

設備など高価な案を考える前に、検討

すべき事項を明確化するためです。
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第 2 章 外部志向による５S 改善の視点【ホップ】

岩手県立中部病院では、病院の皆様が働く作業環境の改善を 5S 改善の視点で

進め、当初の目標は達成しました。極めて短時間、かつ、多くの改善が進んだ

要因は、病院トップの方針と熱意な活動に加え、病院で実務を担当される皆様

の改善ニーズに合っていたことや、熱心なご努力によるものでした。

一般的な取り組みでは、5S 改善運動はここで集結して、維持と普及、新人へ

の伝承となり、JMA の支援も終了します。しかし、そのような時、患者さんを

始め、外部関係者から高い評価を受けたことをきっかけに、「外部志向で 5S 改

善の運動を見直そう」という要求が高まりました。

病院のサービス向上には、一部の病院が注力しているリゾート的な投資に頼

る改革や、医療技術の高度化などがあります。しかし、この種の対策は対象か

ら外すことにしました。したがって、『外部志向の病院 5S 改善』は、「患者さん

とご関係者、また、外部の方の目線を中心に、病院におけるサービスという視

点を加えながら、5S 改善を進めよう」という改善運動にしました。

はっきり言って、この種の活動は難解です。しかし、異業種の活動を見ると、

例えば稲盛氏による JAL の改革や、過疎地とされるゴルフ場で集客が高いとい

う例があります。そこで、このような視点で、『外部志向の病院 5S 改善』を開

始しました（活動期間は 2013 年 11 月から 2015 年 11 月までです）。なお、再

度の繰り返しで恐縮ですが、今回取り組んだ『外部志向の病院５S 改善』は、評

価と範囲の設定が極めて難しい対象です。また、以下に紹介して行く内容は研

修で行ったガイド的な内容です。したがって、当然、職場の状況や患者さん達

の状況などを十分に配慮いただき、検討願った後で適用の検討が必要な例ばか

りであることをお断わりした上で、活動内容の解説に入ります。

2-1 多くの病院で重視してきた外部志向５S 要件

「患者さんの立場で見直す」５S 対策

（１）患者さん志向のための『5S 診断』

インターネットで「病院の機能評価」をアクセスすると、厚生労働省による

病院の医療施設の実態評価から機能評価の結果が紹介されています。また、第

三者機関である公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページを見ると、

病院を始め、医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結

果明らかとなった問題点の改善を支援する内容が紹介され、ヒヤリハットの事

例集などを含め、先の 5S 改善で進めてきた内容が掲載されています。この種、

病院の評価は別途、病院では通常的に行われているので、今回、岩手県立中部

病院における看護師や厨房～病院の事務などを担当される皆様が行う『外部志
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向の病院 5S 改善』の取り組みでは、すでに取り込み済という扱いにしました。

このため、泥臭

い内容になります

が、右の表に例示

したように、病院

の機能評価の質の

向上を目的に、実

際、岩手県立中部

病院においでにな

る患者さんとご関

係の方に評価され

る項目を抽出して

『外部志向の病院

5S 改善』の題材に

取り入れました。

この表から得たヒントは、病院関係者が概念的にブレーンストーミングを用

いてアイデアを考えて対策を得るのではなく、①患者さんになった立場で行動

して改善点を探るべきこと、②目に見にくい、すでにかつてから行動をとって

きたが、ご苦労されていることです。また、③不満やクレームという形で病院

に改善を要求してきた内容の中から、5S 改善視点で対策すべき項目を選定して

改善に向ける必要性（一部は、実施価値に莫大な投資や疑問を感じる対策があ

るが、それは除外するとい決定）を評価して取り組むでした。

そこで、この対

策に、右図に示し

たような診断法を

応用することにし

ました。この方式

は、既に産業界で

活用されてきた内

容です。通り診断

は仕事を担当する

職場以外の皆さん

でラウンド（他職

場を巡回）して、

患者さんの立場を

模擬する形で、残余の改善点を見つける。また、プロジェクト診断は、すでに

患者側から見た病院の評価項目の例
メディカルブレイン・大田区の高齢化社会を

考える会共著「病院ランキング(首都圏）」より

立地、建造物を除き、記載された項目から、５S的に関与する事項を抽出（要点を抽出、文書化）

５S的にチェックすべき事項 チェック欄 ５S的にチェックすべき事項 チェック欄

玄
関

雨の時、通路が滑らない対策は？

院
内

消火器など非常時の準備は？

入るとき泥や汚れを落とす配慮は？ 騒音対策の配慮は？

傘の保管や着替えのしやすさは？ 書類や機材の保管管理状況は？

各種表示が的確か？ 患者が持参する所有物の置き場は？

待

合
室

椅子の数とレイアウトは適切か？ 公衆電話など連絡手段の明示は？

待ち時間に対する判る工夫や配慮？ 診

断

治

療
時

担当医、看護婦の明示は？

花や標示物(待つ環境）の配慮は？ 医師、看護婦、職員の名札は？

呼び出しや待たせ方の対応は？ 部屋の書類・機材などの５Sは？

会
計

処理に際し判りやすい情報提供か？ 関係者の着装の清潔度は？

呼び出し、応答の明快・爽やかさは？ 診断時の手順は完備～順守状況は？

院

内

表
示

薬の受け取りに関する明快性は？ 入
院

病
室

部屋のレイアウト・清掃・清潔度は？

病室・トイレ・非常口などの表示は？ 各種表示や連絡・指示の状況は？

売店など付帯的な箇所の表示は？ ナースコールの対応性は？

院内の各種注意事項の明示は？ 各種ケアの際の機器などの整備は？

通路など邪魔な機材などの放置は？ ト

イ

レ
他

患者にやさしいトイレ対策整備状況は？

階

段

な
ど

エレベーターと通路の段差の有無は？ トイレ、他、関連施設の５S程度は？

階段の美化、危険性除去の配慮は？ 院内感染対策（清掃・消毒）は的確か？

階段の滑り止め、清掃などの程度は？ その他、関係者の手洗いの的確性は？

５S診断の進め方（含む、評価）

既に効率的な改善の実施経験者が技術波及や問題発見方式の事例～

改善を進めた実績（苦労談）を含め、事実に基づく対策内容を紹介する。

通り診断：職場をツアー式に巡回して改善策を探る方式

事前に対象工場からテーマと現状の問題～解決したい内容や改善目標値

をもらい、解析した後、関連資料を持参し、山籠もりプロジェクト方式で問題

解決に当たり、大きな職場改善企画を提示する方式

プロジェクト診断：職場で改善すべきテーマを挙げ、関係者の知恵を集める。

職
場
診
断
実
施
形
態

あらさがしでは無い！
① 有料技術の波及

② 有効な解決策の紹介

③ 発想の転換

【事前準備】
① 事前にニーズ把握

② ビデオなど分析

機器の利用
③ 効果的なモデル

（対象）の設定
④ ライン関係者の

合意

⑤ 制約条件の理解

実施時の活動

説明～検討会

納得～実践・成果へ
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改善すべきという対象を外部志向の視点で発掘した時、期間を定め、職場関係

者の知恵を集めて改善の具体化を図るという方式です。

なお、診断の運

営には注意点が必

要です。右図がそ

の注意を示した内

容ですが、医療に

ある『診断』が示

すように、患者さ

んに当たる受け手

が「改善したい」

という意志が前提

になります。この

前提に立ち、今回、

医師に当たる診断

側が、改善点を提

供する方式を重視しました。したがって、単なる評論や中傷は除外しました。

なお、病院で診断という処置は、釈迦に説法という扱いになるかも知れません。

すでに、医療の場で日常的に行われてきたからです。しかし、相互に相手を思

いやる取り組みが『外部志向の病院 5S 改善』に必要です。そこで、再度ここに、

あえて明確化した次第です。

（２）5S 診断項目の設定

5S 改善はアウ

トプット（最終）

的に期待する姿と

成果）を決め、イ

ンプット（効果的

な改善努力）が前

提となる活動点は、

先の 5S 改善と同

じです。加えて今

回行う『外部志向

の病院５S 改善』

に診断を用いる目

的は、医療にある

よくある質問

５S診断を部外者が行うたと、

反発が出る例は無いか？

① 指摘されたが、診断の目的と異なる。

② 既に、その問題は判っている。
対策法を聞きたかったが、問題点の指摘のみ？

③ 重箱の隅的内容、理屈は判るがかゆい、いたいは

そこでは無い！

④ 指摘～対策案に実施メリットが無い

⑤ 指摘内容が自分の立場と、努力を総て消してしまう
危険な内容を持っている。

⑥ 意味、理解不明？

⑦ 時間のムダ（おつきあい？費用もかかる）

５S診断（相互診断）を行う際の注意点
名医ならともかく！

親身に
なって
改善点を
言うかな？

ここを
改善！

現場診断：５段階達成レベル評価の例 （１／２）
チェック項目 評点

１：かなり改善要 ２：改善点残余 ３：平均レベル ４：お手本になる ５：一流レベル

整
理

１，通路などの
仕掛りや在庫

（医療機材など
の置き方）

沢山あり、ホコリ

なども目立つ。
歩行の邪魔、危
険性も高い

危険性は内在し

ているが、一応、
乱雑だが管理さ
れた置き方

白線内、指定箇
所に整理

置き場管理者設

定と共に、一応
のレベル

JITとリンク、保

管品、仕掛りは
最少、物が語る
現場が実現

２，棚など置き
場の内部

部品箱や書類棚

など乱雑さが残
存、汚い

不要物の撤去は

終了、規定を定
め置き方に工夫

棚の保管量・員

数などの管理が
なされている

機材、測定器な

どの状況がわか
り持ち出しもすぐ
わかる管理形態

保管管理～貸し

出し、取り出しに
もムダ排除の思
想が生きた内容

３，設備周辺の

置き場の状況

乱雑、物の取り
置きも管理もム
ダや問題残存

まだ、使用頻度
の低い部材など
が場所を占拠

不要、使用頻度
の少ない部材や

測定器、工具は
皆無

作業順序に従っ
て、必要な機材

や測定具が揃っ
ている。

左記に全く矛盾
が感じられず、

設備の故障など
も低減

４，書類・情報

の整理

乱雑、必要な情

報の取り出しに
難点が多い

常時使う物や連

絡するものが混
在が残る

必要な書類や連

絡、記録のみが
存在

書類や情報減対

策が平行して進
行中

IT化と共に、JIT
対応で情報管理
を的確に実施

５，倉庫

共同機材など

の保管と管理

乱雑、物を探す

時間がかかる改
善必要箇所多い

置き場の管理は

整った形態、だ

が、中身に改善
余地を残す状態

置き場管理や検

索システムは充
実、一応の範囲

長期停滞品を置

かない措置で各
種管理を運用

JIT納入が進み、

特別なもの以外

は倉庫管理を不
要の管理

整
頓

１，部材工具 不要な工具や部

材と必要品が混
在して存在

不良、不要な部

材や工具類は無
いが置き方に問
題が残存

必要な部材が取

り易く置かれ見
た目も一応のレ
ベル

動線図で確かめ

ると、動作経済
上、工夫した取り
置きを工夫

工具や部材の点

検整備を含め、
高度な品質管理
と動作経済完備
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ように「診断には、

評価とレベル向上

が必要である」と

いう注意です。こ

れが無いと、関係

者が際限なくムダ

な美化に努力する

危険が生じるため

です。そこで、右

に示したような

『5S 改善の 5段階

評価』を参考にし

ました。この評価

は、5S 改善の結果

が、時に、ある意味で美化という形で評価するケースが多いため、診断の際に、

美化に集中した無意味な努力の追加を求めないための基準です。

なお、万一問題が

残る場合、右側に

示したように、病

院関係者の多忙と

ゆとりの無さが関

与することが多い

ので、業務そのも

のの改善に目を向

け改善を進めるべ

きです。そうすれ

ば、結果として美

化も得るためです。

【参考にしていただきたい『外部志向５S 改善』上のチェック事項】

□ 5S 改善に当たって『病院の機能評価』を事前チェックしましたか？

□ 外部志向の 5S 改善を手掛ける際、患者さんの視点で診断を行う対策を組み

入れていますか？

□ 外部志向の 5S 改善の評価や活動に当たり、評価基準を設けていますか？

現場診断：５段階達成レベル評価の例 （２／２）
チェック項目 評点

１：かなり改善要 ２：改善点残余 ３：平均レベル ４：お手本になる ５：一流レベル

整
頓

２，設備 強制劣化の状況
が見られる状態

一応、故障など

のポイントに関し、

外見は良いが中
身に問題残存

一応の設備管理

レベルにあり、故
障低減に貢献

故障ゼロ対策の

ベースである清

掃・点検は納得
レベルにある

もはや、５Sの段

階は終了、設備

の速度改善など
に取り組み中

３，掲示板、

指示書や標準

書や管理資料
など

探せば必要書類

は探せるが時間
がかかる状況

書類やカルテ類

の整理はなされ

ているが、利用
中心では無い

どのような種類

もワンタッチで最

新のものが探せ
る

見たい情報の検

索を目的に書類

や情報を整理、
有効に機能

すでに、IT化を

含め必要な書類

や情報入手可能、
先手管理に注力

清

掃

・

清
潔

１，作業現場や

床、部品

置き場

紙くず、ホコリや

ゴム発生に関心
が薄い

定期的に清掃は

するが、発生源

対策には問題が
残存

発生源対策に手

が及び、清掃は

点検という問題
意識で活動中

問題発生源対策

が進み、清掃は

問題の予知技術
として活用

すでに、手を掛

けた清掃は発生

源対策で解消、
先手管理に注力

２，天井、キャビ

ネット、表示板
など

同上 同上 同上 同上 同上

３，生産管理や
連絡・指示

目に見難い問題

の清掃には無関
心で問題も多い

生産指示・伝達

面へ点検の考え
方を波及中

各種見える化が

進み一応のレベ
ル

死亡診断的書類
の一掃に努力中

同上

躾

１，５S思想と

ムダ排除

仕付けの文字を

使用してマナー
などに躾を活用

躾は自ら一流を

目指す活動と理
解を浸透中

自主管理で４Sを
主体的に現場関
係者が実行

目標管理と５Sを
結びつけ具体的
活動を開始

既に４のレベル

は業界のお手本
のレベル

２，日常活動 言われたことだ
けを実施の形態

掃除はするが、
発生源対策未完

同上 ５Sの考え方を多

くの分野に展開
一流化努力の実
績が評価可能

忙しさからの脱皮に必要な５Ｓ的な問題対策項目の例
Ｎｏ． チェック項目 チェック欄

１ 職場は書類や機材、ＰＣなどが整理・整頓されているか？

２ 必要な書類、情報、機材、薬品などが、必要な時、必要なだけ、ワンタッチ取り出しが
可能か（逆に、院内に不要なものが置かれたままになっていないか）？

３ 必要なものの入手時、間違えないおき方、色別、チェックが容易で確実にできるか？

４ 伝言はメモ、確認、復唱など、間違えが置きにくい工夫や表示がなされているか？

５ ナースステーションなどの表示は今必要な情報だけが掲示されているか？

６ 受付の表示やアナウンスは患者さまが混乱や誤解しない表示やアナウンスか？

７ 汚れた制服、乱れた制服～院内感染を招くような汚染物質の残存はないか？

８ 廃棄物の区分、場所、管理は規定どおり運用されているか？

９ 作業性、歩く距離が多い棚や保管場所は無いか？

10 ヒューマン・エラーを起こしやすい手順や聞き間違えが置きやすい環境は無いか？

11 忙しい、ルールが無い、わかりにくい、違反が起きやすい仕事や箇所は無いか？

仕事の要点
① 「後工程はお客様」の考えで、取り置きのムダが無いように格納
② 今必要なものを必要な時、必要なだけ、は手術台の道具準備の考えで

③ 仕事は前準備＋仕事＋後始末から成り立つ、後始末が次への準備に
なれば、５Ｓ効果は抜群です。
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２－２ 異業種で参考にすべきサービス要件の整理

あまりお金を掛けずに行う異分野のサービスに学ぶ

外部志向の 5S 改善を進める際、他の病院と比較しながら改善活動を進める方

式があります。また、異業種ですが、サービス専門業には、既に、多くの取り

組みや工夫の実例があります。そこで、「サービス面で有名とされる病院から学

ぶ点」並びに、「異業種で参考にすべきサービス要件」という順で要件を整理し

てゆくことにします。

（１）病院におけるサービスの位置づけ

インターネットや書を探すと、病院におけるサービスを重視して努力と、サ

ービス内容を PR する病院が多い状況です。その総てが、今回、参考になるわけ

では無いのですが、リゾート的環境と共に、患者さんサービス面で有名な K
K 総合病院の取

り組みを整理する

ことにします。K
病院は、高価です

が、千葉県にリゾ

ート的な病院を建

て、患者さんのサ

ービス面でも PR
が盛んな病院です。

ここでは、かつて、

カルテの電子化や

高度医療の迅速化

などと共に、右に

示したお金を掛け

ないサービスを提供してきたことで知られる病院のひとつです。なお、今回、

①～③の、医療技術の向上や投資を伴う医療室の革新などは除き、注目したい

点は、④～⑤の内容でした。特に、「医療サービス「答え」というのは、相手の

中にある。病院というのは、本当に不思議なところで、世間ではいくらでもあ

るサービスを全く無視してやってこなかったわけです。例えば、自分で車から

降りられない人や、降りられても目的地まで行けない人というのは、ホテルよ

り病院の方が圧倒的に多い」という病院長の方針と、⑥の中にある「医療サー

ビスを提供する人間にとって、最大のモチベーションは何かというと、「ありが

とう」と 言われることなのです」という項目は、岩手県立中部病院でも重視

病院におけるサービス向上事例

NHK 「仕事学のすすめ」より

参考になるK総合病院の例

千葉県鴨川市は人口約3万6千人。都心からは車でも2時間余りという決してアクセスの
良くない町だが、県外からも含めて1日3000人以上の患者さまが訪れている。

取り組みの要点

① ベッド数を増やすよりも、医療のクオリティを高くすることのほうが先決としてきた。
② サービス向上に対する考え方

病院に来る人は、言わば、日常を求めてやってくる。私たちの病院には、日常を感じさせる

ものを、院内のあちこちに置いてきた。病院とテーマパークというのは、基本的には似ている。
提供するサービスが、それを受ける人によって変動するものだからです。

③ そもそも、病院や医者というのは、患者さまがあって初めて成り立つ。病気やケガで苦しんで

いる患者さまを、技術やコミュニケーションを使って健康な状態に戻して差し上げるサービス業
です。

④ ５S的に参考になる改善例

特に食事は、皆さんもどこかの病院で見かけたことがあるかもしれませんが、大きいワゴンが
1日に3回運ばれて来て廊下に置いてある。見た目にもカッコ悪いし、重いからぶつかったりしたら
危険です。 ・・・ 動線を研究して改善

⑤ 医療サービス「答え」というのは、相手の中にある。病院というのは、本当に不思議なところで、
世間ではいくらでもあるサービスを全く無視してやってこなかったわけです。例えば、自分で車
から降りられない人や、降りられても目的地まで行けない人というのは、ホテルより病院の方が

圧倒的に多い。・・・機器や道具、動線などを改善
⑥ 医療サービスを提供する人間にとって、最大のモチベーションは何かというと、「ありがとう」と
言われることなのです。・・・これを評価の重点に置いて工夫

リゾート的、設備面の改善の記載は除く
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したい内容としました。

では、次に、異業種であるサービス業の解析に入りたいと思います。サービ

ス業では「満足を得るサービス（VOC：Voice of Customers 産業界ではいろい

ろな調査と評価を駆使して行う活動）」を行ってきたので、その分析から、『外

部志向の病院 5S 改善』に役立つ内容を抽出して行くことにします。

右図の右側のマ

トリックス分析を

ご覧下さい。これ

は、ジョハリの窓

というコミュニケ

ーション関連の分

析をアレンジして

「顧客満足とは何

か？」を探った例

です。今回の狙い

は朱丸で囲こんだ

「素晴らしい」と

いう最重要点を目

指すわけですが、

今回も、図の右に記載した注意を生かすことにしました。

（２）異分野に学ぶサービスの価値（その１）：JAL 再生に学ぶ

すでにご承知の

通り右図に示した

京セラ創始者稲盛

氏（現・名誉会長）

によるJALの改革

は快挙でした。倒

産の後、1 年間で、

あの大組織の皆様

の行動と思想まで

を変革してサービ

スを中心にした展

開で黒字化を果た

したためでした。

患者さん満足度に関与するサービスとは？

サービスとは？：

一般論に見るサービスの要点
A. 経済用語において、売買した後にモノ

が残らず、効用や満足などを提供する、
形のない財のことである。

B. お客様に喜んで いただくこと。 お客
様は誰しもサービスされることを期待
している。サービスがよい、悪いと
感じるのは期待との差である

C. サービスとは、無形のもので、消費者

（患者さん）に対して利便性や肉体的、
心理的な満足感を与えるもの。奉仕や
用役など多様な意味を持ち広く使われ
ている言葉であるが、サービス製品
（病院の建屋、立地、医療設備や技術
などのハード）と、付帯サービスの二つ
に大別される。

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

提供する側の行動
あり なし

↓ ↓

満足？

VOC：Voce of Customers
患者さんのお声を聞く

最重要点
良かれと思っても、望まないサービスはムダ！

2010年・JALの再生計画（案）

－1,337

－3,380

－2,017

－981

－201

367

642 641

億
円

稲盛氏の改革

2011年度5月18日連結で

1,884億円の営業利益を
創出し、現在の安定域に

入り、再上場となった。

2010年1月受諾

実績
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その構成は右に

示した活動でした。

また、その活動分

析すると、既に、

顧客重視で対策を

果たしてきた同業

他社である ANA
やスカンジナビア

航空（記載を省略）

で、ほとんど似た

取り組みをしてき

たわけでしたが、

JAL 再生の要点は、

JAL で働く皆様が、

サービスという価

値を知って顧客満

足を得る工夫はサ

ービスを業とする

会社や組織ではひ

とつの技術手段で

あり、それを駆使

する方の努力と誠

意が顧客の増加と

なるという点です。

このような内容は、

航空機と病院とい

う場が違っても同

じ考え方と取り組

みになるのではないか？と考えます。特に、JAL の再生が短期間に終わった快

挙は、稲盛氏がフィロソフィ（企業と顧客重視の在り方を示した思想）と、活

動の成果がすぐ金額でも判る『アメーバー経営』方式が大きく貢献しました。

このためには、ご高齢ながら膝詰で酒を酌み交わしながら本音でリーダー研修

を進め、一体となった取り組みを進められたそうでが、「本音で腹を割ってとこ

とん話し、決めたことは即刻実施する」という行動は誰もが敬服する内容です。

ここには、一旦納得した良い考えと改善はリーダーを中心とする果敢な努力が

母体になるわけですが、JAL の場合、航空機の安全を前提に顧客サービスに努

リーダー研修

研修担当：太田嘉仁専務の使命
① 研修機関（外部）丸投げの

マネジメント教育はしない。

② 自分で学び、考え、仲間と

真剣に語る実務テーマ方式
③ 役員全員がもれなく受ける。

研修の内容

① 経営12箇条
例：事業の目的、意義明確化

売上最大、経費最少・・

② 会計7原則

例：キャッシュベースの経営
ガラス張り経営・・・

③ ６つの精進

例：誰にも負けない努力
反省ある毎日、・・・

JALフィロソフィ

経営活動の約束として設定

① お客さまに最高の

サービスの提供
② 企業価値を高め社会の

進歩発展に貢献する

変革した内容

① 自由闊達な活動風土と

してきたが勝手バラバラ

② グループ全員にﾌｨﾛｿﾌｨ
教育を進めた後、各種の

具体論を実施開始

③ 稲盛氏が自ら現場へ
会社の実情と、ご自身の

役割などを直接現場の

関係者に伝えた。

部門別採算制度

アメーバー経営の投入

① 経営企画本部が策定した

経営予算に各部門責任は
なく、無頓着だった。

② 実績収集に時間が膨大に

かかっていた。

変革した内容

① 原価責任の明確化の

ため、組織を改革した
② 各種改善の効果と貢献

値が即座に判る方式を

具体化させた。
③ 日々、キャッシュフロー

の状況把握を可能にした。

JAL再生の基盤となった要素

JALの指導に学ぶ稲盛氏の活動（現・京セラ名誉会長の支援）

１，一体感： 各部門方針と進むべき方向、当面改善すべき課題を明確化する対策！

組織と集団を発展させるには、トップと一緒に仕事をしてくれる仲間が、いかに自分の
組織と集団の目標と方針を理解して、一生縣命、達成に努力するか？です。

稲盛和夫著「従業員をやる気にさせる７つのカギ」日本経済出版の要点

２，顧客の理解： 顧客に愛されるJALづくりは、地域に愛され、信頼される
病院の姿と同じ

稲盛氏の言「お客様が『JALが好きだ』『JALに乗りたい！』と思って下さる
のは、従業員の皆さんの態度と言葉、それによるのみです。本当に皆さんが
最前線で、お客様を大事にし、お客様に好きになっていただかなければ、
決してJALの再建は出来ません！」ということを、徹底して関係者に話し、
理解と納得を得るため、フィロソフィ（会社が活動する理念）を作り、徹底していった。

ご承知のように、JALは経営破たん後、１年で復帰、２年８ヶ月で再上場、高収益となった

３，活動の良否が数値で判る仕組みづくり： JALでもアメーバー経営を導入

①フィロソフィ＋②活動の成果を数値で見える化＋③個々人の貢献度の自覚
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力されていった結果、お客様の高い評価と短期間の業績回復成果を得たわけで

した。

（３）異分野に学ぶサービスの価値（その２）：千葉のゴルフ場に学ぶ

次に紹介する千

葉の○○ゴルフ場

は、バブル崩壊と

いう 2000 年の不

況時にも関わらず

集客が高い内容が

評価され JMA に

おけるサービス大

賞を受賞した例で

す。はっきり言っ

て、このゴルフ場

は千葉でも遠地で

すし、施設も普通

という程度でした。しかし、顧客が絶えないばかりか、評価が高いため、サー

ビス賞を検討した JMA が調査したところ、サービス面で他社が参考にすべき点

を解析しました。

一般にゴルフ場を訪れるお客様に対するサービスの見方は、（ｲ）施設が良い。

（ﾛ）有名なゴルファーが来る（知名度が高い）（ﾊ）良いスコアーを得て、仲間

に自慢ができる、という項目に加え、（ニ）安価で、（ﾎ）自宅からアクセスが良

いというわけですが、ここは辺ぴな地にあり、企業としても資金が無いので裕

福な施設などの建設やサービスが困難でした。

このような時、キャディーさん達が集まり「顧客志向とは？」というテーマ

で話したそうです。その時のテーマは「このような満たされない環境で、ゴル

フに訪れるお客様に満足を得るには？」としたそうですが、お客様がゴルフ場

に入り最も時間を費やす割合が高い内容はキャディーさんとの交流（対話）だ

ったそうです。そこで、お客様毎に分析を開始して、気持ちよくゴルフ場で時

間を過ごしていただく会話法と内容を研究しました。その詳細はともかく、先

ほど解説した評価を受けたわけでした。この例は、とかく、医師の技量、病院

が保有する施設や機器などの高度化やリゾート的な地の利、さらには、宗教的

とも言える挨拶を売りにする病院の評価向上とする対策に比べ、「患者さんを中

心とする病院に訪れる方々に対し、看護師や事務、厨房や受付、掃除などを担

当される実務者の皆様が、接し方（交流の面で）知恵と工夫をこらしたサービ

時間分析で成果を上げた、千葉○○ゴルフ場

① 働きながら考える
② お客様の満足は？
③ ご使用になる

時間は？

キャディさんと会
話

食事

練習

シャワー

その他

【問題意識】
キャディさんとの

会話が総時間の
５０％を占める。

ここに付加価値
のあるサービス

を考えよう！
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スの提供を促す内容ではないか？」と考えました。

（４）異分野に学ぶサービスの価値（その３）：GE 社の 6 シグマに学ぶ

GE は前・ウエルチ会長が就任されてから、大企業としては破格の改革と進展

を果たしたことは有名です。その中には多くの取り組みがあったわけでしたが、

顧客志向でサービス面の対策を重視したことが注目されます。GE の顧客志向

右図をご覧願う

と判りますが、顧

客志向のアプロー

チは図の左側です。

だが、一般企業と

は大きく異なる方

式です。一般に、

この種の対策は右

にある科学的アプ

ローチにより、企

業内で仮説を立て、

分析・総合・評価

を行い顧客志向に

関する意思決定を

行うのですが、左側の GE の分析手順は、考古学の解析手順です。古代人の生

活や考えたことを現代人が想像しても的外れになります。そこで、「古代人が残

した発掘品を総て整理して、全体が判った中で暮らすと、見えてくる」という

対処です。GE では

「この対策が顧客

志向に当たって実

態をつかむのに最

適である」とて、

右の図のようなサ

ービス分析などを

具体化され、顧客

サービスとして何

をすべきか？を具

体化しました。こ

こで学ぶべき点は、

顧客志向に対する

６シグマの科学的分析のステップ

１、観察
五感の全てを駆使して変化を明らかにしつつ

観察を行い、その対象と特質を明らかにする

２、分類
対象とその特質を整理した後、目的との関連

において構成要素を分類、定義する

３、測定：必要·重点項目の定量化を量る

４、収集して組織化
ﾃﾞｰﾀを収集、記録を行いつつパターンの類似性、
特徴などを比較、分類、明確化する処理を行う

５、予測し、推論する

６、変数を明確にする

推論に基づく仮説を立て、仮説を実証する方法
を考える.

７、まとめあげる：現物や図面で具体化する.

一般に見られる科学的分析
１、仮説の設定

２、分析（VEはアイデア発想～抽出）

３、総合
４、評価

シックスシグマへの利用

１、定義：顧客と要求を定義する

２、測定：問題となっているキーを

確定して、ﾃﾞｰﾀ収集する

３、分析：今まで達成していなかった

根本原因を明らかにする

４、改善：改善案をつくりテストする

５、統制：具体化へ向け、開発～実行
するが、このための文書化も行う.

米国GE社における6シグマにおける顧客志向対策手順
前・ウエルチ会長の時に、導入～展開に用いた対策手順

参考になるGEの６シグマで使われたサービス分析

レベル１ レベル２ レベル３

ﾙｰﾑｻｰﾋﾞｽの

食事

ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰのｽﾋﾟｰﾄﾞ

食べ物の品質ﾞ

ﾒﾆｭｰの多様性

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

味

見栄えﾞ

温度

アイテム数

H(ﾍﾙｼｰ）ﾏｰｸ付きｱｲﾃﾑ数

顧
客
が
感
じ
る
価
値
分
析参考例をGEへ

１、患者さんの状況を把握して、考え、患者さんのことについて話し合うこと
２、患者さんが当病院をどう認識、理解しているかを評価し続けること
３、患者さんのため（利益）になるように、優先すべき問題を解決すること
４、親切の価値が経済価値以上の状況では、患者さんが屈服するか、妥協するか、

過度にならず、自然体で適用可能な付加価値対策を考え、施すこと
５、不注意な間違えやまずい処置をした真実の瞬間を誠実に直し、不当な扱いを受けた

関係者に、償いをすること・・・・ （以上、GE・ウエルチ前会長の６シグマ解析の利用）

病
院
の
サ
ー
ビ
ス
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具体的な進め方です。

（５）病院における患者さんの立場に立ったサービス解析の進め方

以上のような調査と研究を基に、岩手県立中部病院では、下に記載したよう

なケース・スタディを挙げ、『無理をせず、自然に誰でもできる病院において患

者さんお立場で見たサービス技術のありかたと向上法』を探求しました。

インターネット

を見ると右に示し

たような苦情が病

院に寄せられる例

が多いようです。

この種のクレーム

は患者さんから直

接病院関係者に寄

せられるケースや、

問題と感じて希望

する病院を変える

ケース、さらには、

それほどでは無い

のですが、何らかの環境や心理状態で個人的に重大視して直接的に病院に訴え

てくる例までありました。当然、ここには完全解や十分な満足を得て不満ゼロ

化を目的に活動される病院もあるようですが、外部、すなわち、「患者さんのお

声を生かした改善策も整理して見直すことが必要である」と考えました。

例えば、受付の順番と診察の順番が違うというケースは、「私はいつ呼び出さ

れて診察をうけるのだろうか？」という情報を知りたい要求であれば、番号な

どを用いて受付順の札や表示を待ち時間の予定と共に見える化手段を用いて判

るようにする。予約制を取り入れ、できるだけ時刻で個々の患者さんの対応を

図り、待ちを感じさせないようにする。・・・・とか、呼び出し装置などを持っ

て、離れた場所でも待ち時間の時に、時間退屈をしない工夫や道具を利用する、

といった多くの工夫があります。この種の対策の良否は、患者さんの満足度に

関与するので、具体策の適用は個々の病院の事情で対策願うことになります。

似た例として、これは、病院の対策ではありませんが、かつて、ビルのエレ

ベーター待ちが問題になったことがありました。たとえ 1 分の待ちでも、急ぐ

方には 1 時間にも感じるといった分析でした。エレベーターサービス向上のた

め、メーカーではサービス・プログラムに多くの工夫を加えたのですが、全く

効果が無かったそうです。そのような時、ある心理学者が「待ちを感じる環境

設問 ５S改善的にどのようにすべきか？患者さんの不満

１，受け付けた順番と診察の順番が違う

２，検査の人に「来て！」と言われた日や時間が間違っていたらしく、苦情を受けた。

３，用事があるから順番を繰り上げてと要求して聞かない（待時間が長い）。

４，言葉遣いや、自分への看護師の対応がなんとなく横柄、つめたい

５，その他
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が利用者に不満の種になる。待ちを感じない工夫に鏡をつけよう！」という案

を進めました。すると、「待っている間に、ちょっとした服装や立ち姿を直す、

今までエレベーターの上下シグナルをにらみつけていた方が、自分の後ろに立

つ方まで見えるので、時に挨拶や、簡単な会話が始まる。それを見ている方も

退屈しない。・・」という効果が出て、結局、「ここでは不満が無くなった」と

いう報告でした。

このように見ると、No.2 の不満も、カードに予定日を書くことで、ご本人の

誤解を防ぐ対策～予告の形で訪問・診断日を確認し合う。さらには、ご本人持

参の日程表（カレンダー手帳）に記載して確認願う、・・・訪問日の前にメール

のような情報媒体を使って報せるなど、統一的でない方式になるかも知れませ

ん。いずれにせよ、適用可能な上手なコミュニケーション手法の工夫で、相互

のミスや誤解を解消する手があるのではないでしょうか？

以下、このように考えると、不満を持つ、また、持ちやすい、不満は言わな

いが抱えがちな患者さんの行動を観察することが重要になるケースがあります。

時には、癖や性格を掴んで事前の対策を図る。その時の病院環境条件や、他の

患者さん相互事情などを見て、その場の事情にあった対処をしてゆくことが必

要です。ここで重要なことは、この種の対策を病院における患者さんへのサー

ビス技術ととらえ、ケース・スタディの形で、問題を整理し、配慮と努力を感

じていただけるような対処技術を駆使することが重要になるように思います。

患者さんが困った時、総て、即座に不満を持たれるわけなので、病院関係者の

皆様が、不満の解消のノウハウをひとつの技術知見という形で駆使することは

サービス技術の向上対策上、重要な対処というわけです。

岩手県立中部病院で、このような対策法を研修で紹介した時、ご出席された

ある医師の方から、「医は人術」という話がでましたので紹介させていただくこ

とにします。この医師の体験では、「かつて、手書きカルテの時代、患者さんの

ちょっとしたした話しや誕生日などを記載した内容を診断の中にはさむことが、

患者さんの気持ちを和らげたり回復に関与した」という内容でした。この種の

ことは、各医師のノウハウになっているようですが、医師以外の病院関係者に

も重要な話ではないか？と思い、ここに紹介させていただきました。

以上、患者さんがお持ちになる、または、なりかねないご不満（問題）につ

いて“相手の立場にたったサービス分析の視点”という項目を例示したわけで

すが、ここで、重要な点は、（ｲ）具体的に不満やサービス向上に対する要求を

調査すること。（ﾛ）相手の立場に立って、問題の要因（問題の実態や、まわり

回って不満となる原因やメカニズム）を探る対策を行う。その分析に基づいて、

（ﾊ）膨大な手間やコスト、無理をしないで、問題の解消となる手を見つけ、試

す。ここで、問題解消になる確証を確かめた策は、病院における患者さんの立
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場に呼応したサービスという形で記録して、技術知見という蓄積して優良な情

報は、関係者に波及して行くことが重要です。

ここからは、読者の皆様には釈迦には説法になり恐縮ですが、一度はチェッ

ク願いたい事項を記載します。サービスには、独断的、上から目線で行う『過

剰や相手が望まないサービス』という、適用技術上で注意すべき項目がありま

すとか、（a）知って、判っているのに、注意点などを老婆心的にしつこく繰り

返す。（b）肝心なことを伝えずに余計、関係無い話や資料などをやたら渡す。（c）
門切り調、あたかも言わないとサボっているということなのか？アリバイづく

りに似た形で、決められ挨拶や助言などを繰り返すという例は、サービス過剰

の例です。これは、ある病院の例ですが、退院ならいざ知らず、日々の診断に

訪れた患者さんに対し、病院から出られる患者さんに対し、関係者全員が集ま

るまで待たせ、一列に並んで、規律例と挨拶を繰り返す例がテレビで紹介され

る例ありました。この病院では病院の方針で行い、それを自慢にしているよう

でした。だが、筆者の友人の体験談では「いくら『病院サービス徹底病院』と

して自慢しても、あれは外れ！真面目に医療に専念して欲しい。大した医療内

容で無かったので、私は病院を変えた！」とのことでした。以上が、病院側で

必死になってやっているが、顧客に嫌われる過剰サービスの例です。

さらに重病とす

べき例も紹介させ

ていただくことに

します。本人は立

場と理由があるの

でしょうが、「取っ

た行為で大不満を

かう」という例で

す。右図はその例

です。この種の行

為は（1）相手を思

いやらないで自分

のことだけに集中

する方や、（2）多

忙であり、相手の立場や事情をみるゆとりが無い。（3）取った行為の悪影響で

受けた被害や悪感情の経験が無い、といった方が取る現象とされてきました。

この種の行為が、一般の病院で起きるという例は常識では考えられないわけで

すが、『病院もの』なるテレビドラマで、この種の寸劇が真剣な形で繰り返され

る実情を見る昨今、病院関係者の皆様には、是非、「過剰サービス同様に、あえ

相手に理解されない不満を残す問題行動の例

【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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て、患者さんに無意味な悪感情を持たれる内容も、患者さんの立場に立って行

う真の暖かいサービスと区分して、『選択すべきでないひとつの技術知見』とい

うことにして取り扱って欲しい対象である」としていただければ幸いです。

（６）外部志向による５S 改善で行った病院サービスの検討事例

ここからは、研修の際に、集めて使った演習題です。ここでも、「美化は改善

の結果、得る対象

であり、5S 改善の

目的では無い」と

いうことに変わり

は無い前提を重視

ねがって、設問に

入ります。「右図は

患者さんが目にさ

れる掲示物ですが、

誰が何をどのよう

に見て役立てます

か？」という問い

です。演習では、

サンプルを提示し

て、グループ討論

を願いました。図

の右側に進め方を

記載しましたが、

自利他利に代表さ

れるように、病院

関係者の皆様がご

自身のために行っ

た改善が、同時に

患者さんにも役立

つ掲示になってい

ることを確認願い

ました。

さらに、演習では、目に見える対象から目に見にくい対象に改善テーマを移

すことになります。そこで上図に示したような題材を提供して、①病院関係者

の言葉使いと、②待ち時間の対策、③5S 的に忘れ物や盗難防止を題材にして、

グループ演習問題 掲示物の改善
現状：

① 掲示板の位置、数が限られ、情報が限定されている。

② 施設基準で決められた情報の掲示が多く、情報が限定されている。

③ 国・県等からのポスターも掲示している。（サイズが大きい）

１ 施設の誘導表示（特に１階サイン）

(1) 壁（廊下の交差位置）に貼付け（印刷）した表示

① 表示位置が高く、見えにくい。

② 身障者用トイレの位置が分かりづらい。

③ 事務で作成した位置図を壁に貼り付けして対応している。

(2) 外来患者さんの検査時の対応

案内図をお渡ししている。（必要時はお連れしている。）

２ 掲示板等の掲示

玄関から入って待合室までで、必要な情報掲示ができているか。

(1) ハード面

掲示板の配置位置、大きさは適正か。

(2) ソフト面

① 目線の位置となっているか。② より見やすい体裁となっているか。

③ 書式（様式）が統一されているか。

ア 長期間掲示するお知らせ

イ 短期間掲示するお知らせ

写真は別途準備

今回は討論

次回、宿題と

して発表へ

患者さんのクレーム事例

（公益社団）日本医業経営コンサルタント協会では、全国の医科・歯科・介護・病院で

発生したクレーム事例をまとめた小冊子を作っています。

・ 診療を受けたにもかかわらず治療費を払わない

・ 言葉遣いが横柄

・ 待時間が長い

・ 採血をしたところ、内出血となった

・ 病院内でノロウィルスの集団感染

・ 入院期間が延びた為の治療費負担を求められた

・ 職員更衣室ロッカー内での盗難

・ 正面玄関前の駐車場で看板が風で倒れ、

・ 来院者の自動車と接触して車体に傷がついた

・ 職員が介助しながら靴を脱いでいた際、バランスを崩し職員と共に転倒

右足首を捻挫した

この様な具体的な事例について、責任の判断や、注意ポイントなどをコンパクトに

まとめられています。

URL：http://www.mmpartners.net/archives/cat_50017034.html#52086655

「受付の応対や言葉遣いがなっていないと叱りつけたり」、「ドクターの説明がわかりにくい、丁寧では
ない」と、上司が部下を叱るように、一方的に文句を言われるようなタイプです。
対応ガイド： 1番目は傾聴→ 2番目は複数の人数で対応し、記録を残す→ しかし、本当に

訴えている動機や背景、環境などの把握が対策の口を広げることに近道である。

その他：クレーム常習者への対応

URL：http://www.mmpartners.net/archives/cat_50017034.html#52080105
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検討願いました（対策法は多く、場により異なるので省略します）。

（７）コーチング技術の応用による、患者さんサービス技量向上対策

さらに、今回の、研修では、病院関係者の皆様にコーチング技術を

紹介しました。コ

ーチング技術の要

点は右図（上の図）

のようになります。

ここで整理したこ

とは、「問題を解決

する答えは相手が

持っていることが

多いという立場で

傾聴術を駆使する

注意です。これは、

患者さんがお持ち

になっている潜在

的な問題を見つけ

る対策を進めるた

めです。また、「こ

のような考えで、

相談時に当たるこ

とは、患者さんが

お持ちになってい

る真の問題解決を

助けることになる」

と考えたためでし

た。このような理

由で、研修の際に

は、右側（下の例）

の患者さんの

訴えに、ベテラン看護師の方が当たった例も紹介しました。この例では、睡眠

薬を希望される患者さんの訴えの本質をコーチングのアプローチ会話と共にス

ムーズ解決したためです。特に、「真の訴えは睡眠薬の要求では無く、眠れない

ことである」とした対処は重要です。

人間の社会には「理論的には正しいが、要求や場にあっていない」という現

コーチング技術の位置づけと傾聴術の大切さ

コーチングとは、既に医療
のことや病院で処置について
知識を持っている。ある意味で
スポーツのベテラン選手レベル
そうなると、語らせて答えを自ら
導きだす手助けを進める方式が
有効となる

説得の技術
① 支配的説明
② 同調的、共感的納得
③ 客観的整理
④ 忠告的処理

⑤ 評価的結論づけ
⑥ 説得的方向づけ

カウンセリングにおいては、
相手の性格、環境、理解程度
やレベルに応じて①～⑥を使
い分けて、正しい理解と納得
を得ることを目的とする。

カウンセリングの手順から発したコーチングの要件
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

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

相
互
類
似

部
分

有用な点
を抽出強化コンサルティング

コーチング

援助・
支援 ベビーシッター

学校など
基礎教育

違
い

Ｚ病院の例（ガイドラインとして）
この種のテーマは正解より満足解が求められているようです。あるベテラン看護婦の

行動がこの問題を見事に解決していった事例をＺ病院の副委員長談が伝えているから
です。
睡眠薬の要求を受けたベテラン看護婦がこの病棟の担当になり、この要求が起きまし

た。通りに薬と水を持参すると、その患者がいかにも寝苦しそうにしていたので、「おじい
ちゃん、良かったら足を洗い、体をふいてあげましょうか？」と言ったところ、患者はにっこ

りしたので、石鹸で足を洗い、体を暖かいタオルで綺麗に拭いてあがたそうです。その後
「では睡眠薬を、・・・」と患者さんを見ると、既に寝息を立てていたので、薬を飲ませずに
帰ってきて、翌日、医者にそのことを伝えたそうです。
この話を聞いた副委員長は、この話を聞き、大きな反省と共に、その後の看護婦への

指導、また、処方箋を改めたそうです。

間違えと、場違い

火事とお釈迦様の話

火事は大変恐いことを子供に教えていた村で火事
が起きたそうです。子供は類焼が起きそうな家屋に
入り遊びに夢中、親が入り連れて出そうとするが、
遊びをしたいと泣き叫ぶだけ、そのとき、お釈迦様が
通りかかったそうです。手をあげ、
「私に任せなさい！」と言い、子供に向かい「面白そ
うだな、」と言い、自慢話をさせた後、「なんだ、その
程度か、もっと面白い遊びがあるついてきな・・」何と
、この言で全員注目、無事火事を逃れ外へでたそう
です。その直後家は焼け落ちたとのことです。
答えは正解ではないが、場にあった取り組みです。
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象を『場違い』と言います。これは、「理論的には、どのように正しくても、相

手の要求には合致しないで、しらけや反発が起きる」という注意です。書では

前ページの下に示した、お釈迦様の行動はこの現象を明確に示した教えです。

ここでは、「火事が起きた時、遊びに夢中になっている子供達を迫る火の手から

逃がすため、親達が必死になって説得する。かつて教育してきた正しい理論を

説明するが逃げない時に、お釈迦様が取った行動に学ぶべき」という内容であ

り、『場の認識』を示唆した例です。場を理解していたお釈迦様の行動は、親御

さんと異なる内容でした。一番危険、火の手が迫る奥の子供に、お釈迦様は「な

にをしているの？」と子供に聞き、話させた後、「その程度、私はもっと面白い

遊びを見せたい、ついてきなさい！」としたことにより、全員を無事に燃え広

がる家屋からの誘導に成功させたからです。病院を困らせる目的でアプローチ

するクレーマー対策は除外して、なお、先に P.30 に示した（公益社団）日本医

業経営コンサルタント協会がまとめた「病院でよく起こる問題も、コーチング

の技術の応用によって患者さんの納得～満足が行く解決策を見いだせないか？」

という検討方式のほとんどは、ここに記載したコーチング技術の応用と理解し

ました。

ここまで、患者さんから見れば極めて当たり前の対処、また、病院における

ベテランの皆様から見れば初歩的な対処法になるわけですが、時に、患者さん

が問題される時の

事象が、（ｲ）本来

行うべき対応が抜

けている。（ﾛ）多

忙なため患者さん

への気遣いや対処

へ手が回らない。

（ﾊ）良かれとして

行った行為が過剰

サービスであり、

返って悪印象を残

すと言った注意が

必要です。なお、

この種の課題に

対し、（公益社団）日本医業経営コンサルタント協会が、上図のような解析を紹

介していました。そこで、今回、この注意も、岩手県立中部病院関係者の皆様

に、『外部志向の病院５S 改善』という運動開始に当たり、「極めて初歩的だが、

一度は目を通していただきたい事項」としました。

多くの病院で起きるサービス上の問題に潜む要件

①全体（他部門の仕事や関係）を見て、手助けや問題があれば知らせよう
相手（患者さん）の立場に立って、物事や考えていること、
困っていることを見ようとすることが少ない。

★ 自分の仕事の範囲で仕事を果たすことが最大の仕事であり、
今までの病院における評価だった。

★ 対処する手続きは、 指導書、マニュアルにその種の内容がある
と思い見直しをしない。

★ 他部門に見る問題に手をつけると、相手を傷つける。今度、何かあった時、
批判を受けるので避けたい。

②長年この仕事を同じやり方で失敗なくやってきたプロである（過信）。

③先輩談や医師、まわりの関係者のご指導を得てきたが、
「この種の患者さんが○○と言う時は、こうだ（傾向を一般化）。

★実態を正しく見ない。 ★相手の話を聞く時間的な
ゆとりが取れない。 ★真に患者さんや他部門などの
立場を考えない。聞かない。★ 相手の話を聞く、相手が
困っている行動から問題を察する技術が不足している。
（メモ術、カウンセリング技術など）
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以上、ここまでに紹介した問題の対策は、各種状況によって対策法が千変万

化します。当然、答えは無く、良し悪しを評価する基準や定量化も困難です。

しかし、患者さん

の立場から見ると、

重要な、病院に働

く専門スタッフな

ら、「当然の行動」

と考え、解決策を

期待する内容ばか

りです。

以上、ここまで、

患者さん志向の具

体的な対処につい

て、その手法的な

局面を整理しまし

た。なおこの種の

内容を病院全体で完全実施して行くために、上図のご利用をお勧めしたいと思

います。専門的で恐縮ですが、これは、組織力強化の手順、『5M 段階改善法』

という名称をつけたステップ・アップ要件です。なお、ここまで解説した要件

を『病院という組織におけるサービス技術の向上』という視点で見ると、①の

人的（Men and Women）レベルの向上段階となり、これが、全員に完備すると、

②以降の運動に移る対策に入ります。それ以降のサービス・レベル向上策は、

病院の施設の革新や、高度な医療の革新対策になり、今回の『外部志向の病院

5S 改善』は③までとなります。

① 人的（Men and Women）レベルの向上段階：

組織の体質強化と改善活動レベルのため、ベクトル合わせという形で方針

と、対処事項を明確にして、気持ちと考え方、基本的対処を整理把握する段

階です。

② 方法（Methods）面のレベル向上の段階

仕事の手順を分析して改善するため、科学的な分析～改善手法を適用する

ことにより、安全で確実、楽で早い仕事の見える化と共に、ベストウエイ（最

良の仕事達成の手順）を標準化ということで示し、関係者に普及する段階で

す。

③ 計測（Measurements）の段階

仕事を進めるスキルを評価表にして、現状レベルの把握～向上対策へ向け

る。仕事によっては、ポカミスを防ぐ機器の導入や、IT による各種アラーム

組織強化につながる手法投入の順序

Men & Womenレベル（人のレベル）

皆が改善を何のため、何をすべきか？を知り
職場の問題を挙げ、討論し、小集団で進める段階

Methodsレベル（方法の段階）
仕事の手順の見直しを図り、効率化と

不良・クレームなどの撲滅を探求する段階

Measurements（計測の段階）
仕事のレベル評価やミス防止のためポカヨケや

各種機器利用などを図る段階

Machines（設備化の段階）
各種の工夫や計測内容を設備に集約して

仕事の容易化・スピード化を図る段階

Materials（物＝設計段階の改善）
医療の場合、全くの処置の革新を意味する

改
善
積
み
上
げ

と
技
術
向
上
の
状
況
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対策を図るレベル（多少の設備投資）などを含む対策域です。

④ 設備（Machines）の段階

人の仕事を機械化して、安全で確実、楽で早い処理を行う対策。岩手県立

中部病院では、病院受信後の支払いに支払処理の自動機が数台ありますが、

このような対処が機械化に当たります。さらに、昨今、介護ロボットやホテ

ルなどでは、挨拶から受付や案内～ポーターによる荷物運搬を自動搬送車で

行い、顧客満足面でも評価を受けている例が報道される状況ですが、この種

の内容がこのレベルを意味します。

⑤ 物（Materials）＝設計の段階

医療や介護、各種処置や病院の建屋の構成までを対象に、従来と全くこと

なる方式で革新する段階を示します（『外部志向の病院 5S 改善』の対策では

レベルを超えた範囲になると考えます）。

【参考にしていただきたい『外部志向 5S 改善』上のチェック事項】

□ 5S の状況を患者さんの視点で見るためのチエックリストを持ち、具体的な見

直しを進めていますか？

□ 患者さん志向で 5S の達成レベルを具体的な評価レベルと達成レベルを図や

写真で関係者にしめしていますか？

□ 診断という手法（ラウンドなどの巡視活動）で、職場毎に患者さん志向で 5S
の達成レベルを評価、検討、改善策の提示などを進めてきますか？

□ 『外部志向の病院 5S 改善』の運動に参考とすべき、異業種で行ってきた顧

客サービス活動の内容を評価～検討して役立てる工夫を進めていますか？

□ （公益社団）日本医業経営コンサルタント協会などが示してきた、病院に対

する患者さんからのクレームと、対象内容を利用可能な方式でまとめ、関係

者のレベル向上に活用してきましたか？成果はいかがですか？

□ コーチング技術のように、患者さんのクレームや訴え、ご希望される内容を

的確にとらえる技術の習得（スキル向上の実務）は十分なされてきました

か？

□ その他、患者さん志向で病院に特徴的な対処や技術向上策を関係者の知恵を

集める活動を進めてきましたか？
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2-3 患者さんの行動分析とサービスの在り方

要素分割で判るサービスの要件と対策内容の効果把握について

病院関係者の皆様が『外部志向の病院 5S 改善』に対して、気持ちと対策内容

に対するベクトル合わせが整うと、次は、方法（Methods）面のレベル向上の

段階、すなわち、サービス手順の分析とサービス価値向上対策になります。で

は、その具体的な手法を紹介することにさせていただきます。

（１）患者さん志向で行う工程分析によるサービス実態の解析

右の図は、病院

としては異業種で

あるホテルサービ

スにおけるフロン

ト客の解析法です。

分析手法は工程分

析を用いたもので

すが、一種のフロ

ーチャート形で、

お客様の行動内容

を分析した例です。

上の図の設問に対

する解析例が下の

図になるわけです

が、下の図で、お

客様満足を得る活

動を、いつ、どの

ように行うべき

か？が判ります。

例えば、①のお客

様がフロントに訪

れる時の笑顔と挨

拶の仕方は、ホテ

ルサービスでは重

要な商品です。ま

た、もし、ホテル

来訪（受付）時に

患者さんの院内満足度に必要なサービス分析

患者さんの行動分析
① 身近な例としてホテル客になった積りで、チェックアウトをしてホテルから移動する際の行動を

分析して下さい（フロントへ行き、支払を済ませてホテルから離れるまでの一連の行動）
②次に、顧客の立場で見た時に感じる、「あって欲しいサービス」の例を記載してください。

工程 ホテル側のサービス

１，キーを持ちフロントへ行く

２，キーを出しチエックアウトを
伝える。

３，支払金額を聞く

４，現金またはカードで払う

５，待ち

６， おつりと領収書を受け取る

７，離れる（去る）

設問

ホテルにおけるチェックアウト時のサービス分析の例

① お客様へキーの有無を問う

有無？
NO!

ご持参へのお願いをする
YES!

② お例を言いつつキーを確認する

笑顔で対応

・よろしくお願いします。
・お待ちします。
・お急ぎの必要はありません。
・お荷物はおあずかり
しましょうか？
・・・・・・

・サービス内容があれば
伝える。

チェック？

③ 部屋Ｎｏ．を入れ、領収書を

アウトプット～確認～お渡し

④ 確認のお願い

お役様
は待ち

お客様のチェック

フロント
は待ち

修正要求

⑤ 請求額の支払いを要求

○○円でお間違え
ございませんか？
と目を見て確認

⑦ フロントから去る

チェック？

ＯＫ！

不足
不足請求を願う ありがとうございます。

またのおいでをお待ち
致します。

・観光案内や道路や
列車のアクセスを
伝える。

・お客様の待ちが多いと
応援を頼む。
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支払をしておけば、また、部屋の冷蔵庫内の商品使用などが無ければ、チェッ

クアウト時に、お客様からキー受け取ると同時に、領収書を渡すだけでお客様

はホテルから次の移動地に行く行動に移れるため、④の下のフロンと待ちや⑤

の請求額の支払いなども不要にすることができることが判ります。この方式を、

各医療室で待つ患者さんの行動分析に利用すると、患者さん志向で多くのアイ

デアが提示されるのではないでしょうか？「病院では医師の診療はたった 3 分、

待たされるのが 2 時間！」という悪評を聞く例があります。待合室に雑誌や単

行本、テレビなどを置く対策も有効な策かも知れません。具体策の記載は省略

させていただきますが、「しかし、病院や患者さん毎に、お金を掛けないで行う

他の策が工夫する余地がありますよ！」という対策案の創出にご利用願えると

幸いです。

（２）情報の科学を利用した患者さん対応の工夫

患者さんの活動を工程分析で進め、目に見にくい情報交流に情報の科学を用

いることは極めて重要です。そこで、以下、岩手県立中部病院で『外部志向の

病院５S 改善』を進める際に紹介した、『情報の科学の』利用法についても、解

説をさせていただくことにします。

まず、右の図の

左側は、情報とは

何か？を解説した

例です。ここには

単細胞のひとつで

すが、極めて基本

的な生物と情報の

関連を記載した構

成です。アメーバ

ーが生息し、成長

するためには、餌

を求め、予測して

活動します。前に

進みエサを得ると

「予想が当たった！」という形で、次の行動を考えて活動します。だが、危険

物があると、「その行動は間違えだった、として行動の変更を考える」という構

成を示した例です。ここで、判ることは、「情報の価値とは次の行動に移るため

に必要な題材を得る」ということと、「生物は計画を持って情報を集める」とい

う原則があるということです。では、病院に訪れる患者さんは、どのような情

報を期待して病院に来られるのでしょうか？その答えは上図の右側の図がひと

情報理論（その１）情報入手目的と価値理論

計
画

行
動

判
断

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

最も単純な情報系

目的、目標と取っている
行動が正しいか？を判断

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

Ｐ Ｄ Ｃ
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つの解を与えてくれるように思います。この図は『情報の価値理論』という名

を持つ構成です。聞く側（情報を受ける側）は情報を得る前にレベルと内容を

期待するということを示した図です。世間には「猫に小判」という言がありま

すが、これは、「提供者が、相手にとって極めて重要であっても、そのレベルに

達しない者にとって価値が無い」という解析です。逆に、よく知っていること

を告げられたり、確認されると「しつこい！」とか「うるさい！」と言われる

現象が起きる例があります。これは、もはや知っているので患者さんにとって

は価値を感じない状況を意味します。そうなると、確認程度の内容の少し上に

位置する「それを知りたかった」という内容や「本当は、そうして欲しかった」

という要求に応えることが、患者さん満足を得るレベルとなるわけです（しか

し、この答えは場の理解：「患者さんの状況に合して、・・」となります）。

次に示した右側

の図は『交流分析』

の要点です。交流

分析とは、説明す

るまでもなく、人

と人が情報を交流

する際の注意を示

します。よく言わ

れる『上から目線

で見下した言い方』

という形態は、同

じ話を聞いても、

相手に伝わらない

という注意です。

このような対処では、どのように正しく相手のためになる理論や注意、相談に

対する解を相手に伝えても、相手は「聞く耳を持たない」という事態になりま

す。さらに、図の中央にある円グラフが示すように、会話の際は見た目も重要

です。このため、サービス業では、目線を同じ高さにして、目を見て真剣に話

す方式や、声の大きさを調整する。適宜、相槌を打ったりする、タイミングや

言葉なども、相手に応じて使い分けるという対処を進めてきました。また、図

の下の方に示した交流分析の図は、「話す相手の状況に応じて、親のように子供

にさとす言い方が良いのか？大人同士の対等の会話が良いのか？子供になった

態度でおねだりするような言い方が相手である患者さんにとって理解しやすい

話し方なのか？を選んでください」という対話法です。卑近な例として、「成人

で常識も高いお嬢さんが、父親に高価な買い物をおねだりする時、子供の振り

参考になるコミュニケーションの形態
別れ目

視覚
55%

聴覚
38%

言葉
7%

Words

Vocal
Qualities Visual

Component

① Visual（外見、容姿、態度、身振り、

話が見える、など）
② Voice（声の大きさ、質、トーン、強弱、など）

③ Verbal（話の中身）

人には感情がある。
好き／嫌い
認められている？
自己育成、仲間や顧客
のためになるか？

患者さんとの
コンタクト

A：Adult A：Adult

P：parent P：parent

C：Child C：Child

コ
ー
チ
ン
グ
を
受
け
る
側

コ
ー
チ
ン
グ
を
進
め
る
側

Ａ：成人の状況

Ｐ：親の状況

Ｃ：子供の状況

交流分析（ＴＡ）

同じ話をするにも、親の立場で
話したり、時には、子供になった
ふりをして、本音を引き出したり、
同等の立場で話ししたりする
対話ﾃｸﾆｯｸ



38

をすることで成功する」と言った例や、逆に、困った風習や、止められない悪

癖や習慣をする親に対し、小中学生の方が「大人でしょ、いい加減に子供じみ

た小言を言わせないで！」という諭しが功を奏する例などがあります。さらに、

「同病相哀れむ」という言葉がありますが、「健康でぴちぴちと飛び回る看護師

さんが、時に、悲しい顔に変え、個人的な体験談を話すことで共感を得て、そ

の方の話を聞くようになった」という例なども交流分析の応用の一例とされて

きました。

情報の科学には、

「人には感情や好

き嫌いがある」と

いう対策に加え、

「相手の方の性格

を感知して」とい

う注意があります。

右図はその状況を

示したものです。

「人の考え方とや

る気はと能力と知

識は変えることが

出来ても、性格は

変えられない」

とか「三つ子の魂 100 まで、という教えに注意して対処法を使い分けなさい」

という注意です。

右に示した例は、

その一部です。こ

れは、「人のタイプ

に分けた接し方、

話の仕方が相互交

流というコミュニ

ケーションを進め

る場合にかなり重

要になってくる」

という教えです。

この種の対応は、

患者さんのタイプ

に合わせ、病院内

人のタイプ ： ５つ 児玉光雄氏（臨床スポーツ心理学）の区分

頑固タイプ
長所：責任感が強く

理想を追求する

短所：タテマエにこだ

わり、攻撃的

おせっかいタイプ
長所：思いやりがあり、

世話好き

短所：他人に過度に

干渉する

冷静沈着タイプ
長所：理性的、客観的な

判断ができる

短所：打算的で、冷静な

面がある

あっけらかんタイプ
長所：天真爛漫で、好奇心

が強い

短所：自己中心的で、衝動

的な行動が目立つ

控えめタイプ
長所：協調性に富み、我慢

強い

短所：消極的で、他人へ

の依存度が強い

タイプ別の「しかる」ｏｒ「ほめる」手法

対「頑固タイプ」 ：八割ほめて二割しかる（さとす）
しかられると反発する。リーダーはよほど注意してかからないと

互いの関係が険悪になる。むしろ、励まされると期待に応えよう
とするのが、このタイプ

対「おせっかいタイプ」 ： しかる七割、ほめる三割
叱られると、一見、非常にしょげ返ったように見えるが、心配無用。厳しく叱ると

奮起する傾向が強いことが特徴。但し、才能や能力に触れるのではなく、起こった

事実に言及したしかり方が重要。自分を否定されると、感情的になりやすい。また、
この種の方を叱った場合、フォローが欠かせない。

対「冷静沈着タイプ」 叱る：ほめるは５：５
このタイプは理論生前と思考するため、リーダーの軽はずみな叱る行為が

反発や逆襲に転ずることになる。注意する際は、始めと終わりは褒め、中間
に言いたいことを告げるサンドイッチ式が有効である。

対「あっけらかんタイプ」
しかる：ほめるのバランスは９：１。打たれ強いのでいくら叱ってもしこりを残さないタイプ

叱られても、怒られても前へ進んで行くタイプ。しかれば反省する。

一般的には、大きなことを褒めるより、何でも良いから小さい
ことから褒めてから、対話に入ることが有効である。
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で、新人指導の際にケース・スタディで対処法を習得する。書やガイドの形で

ノウハウ・ブック化する。さらには、病院内でカウンセラーの形で関係者の相

談や指導にのる方を設置すると言った対策が各所で取られてきました。

ホテルや商品販

売～イベントや IT
でコンサル営業な

どを行う企業では、

情報の理論を活用

してノウハウをマ

ニュアル化する工

夫が盛んです。そ

こで、右図の上下

には、その種のサ

ービス業が重視し

てきたノウハウや

折衝ルール（原則

の形でまとめ、教

育などにも活用）

などを例示しまし

た。病院関係者の

皆様が、これをそ

のまま真似るとい

う例は無いと思い

ます。しかし、患

者さんと病院スタ

ッフの皆様が交流

する際に、ご参考

ください（今回の

研修では紹介した

内容です）。

【参考にしていただきたい『外部志向 5S 改善』上のチェック事項】

□ 患者さんの行動を分析して外部志向のサービス要件を検討していますか？

□ 情報の科学には多くの外部志向のサービスの見方がありますが、病院におけ

る患者さんに活かす工夫をしていますか？

□ 上記の内容を新人教育やノウハウ伝承の形で共有化を進めていますか？

あるサービス業で提示してきた相互コミュニケーション
に必要な対話構成の例

【原則１】 議論は意見や立場の違いを前提とする。

従ってKY（空気を読む）対策が必要
ここに必要な対応はディベート（建設的な意見交換）

【原則２】 アクティブ・リスニング（積極的傾聴）の必要性
① 自分の知識、経験に照らし、評価しながら話を聞く
② 常に、テーマに3点の質問を設けながら聞く。解けたら追加
③ 疑問点は残さず、タイムングよく質問する。

④ 目を見ながら、問題意識を高めながら、聞く。

⑤ メモを取りながら聞く（必要部は確認する）。

【原則３】 クリティカル・リスニング（検証しながら聞く）
① 相手のゴール（目的・目標，狙い）は何か？

② 相手の主張の要点と、目標達成ストーリー（構造）はどうなっているか？
③ 相手の主張の根拠（論拠）は何か？

壁や障害を除くことが大切！

① 立場や環境、ニーズの違い

② 年齢や経験の差
③ 職制や権限の及ぶ領域の理解など

あるメーカーで隠し技としてきた「根回し」対策のノウハウ

うまく行かないと
対立関係になり、
返って説得に時間
と手間を要する！

①小刻み情報提供対策
日頃から､情報を

流しておき、
いざ、鎌倉の時、
短時間で

済ませる。

②相手の好み、
意見を組み入れた策にする
人の意見の無視が、対立と、修正の繰り返しを

生む例が多い（つんぼさじきはこの特徴例）。
従って、効果を明示、手段は自由として、押し
付けでなく、参画で仕上げた内容を重視する。
特に、影の決定者（キーパーソンは外さずネゴ）

③反対勢力の脅威排除が
必要な場合、
大衆討議の活用
個人的インタビューはピンポン

改善、対立を生む例がある。した
がって、もめる予想があれば、
タタキ案→修正（繰り返し）→合意
方式が有効

根回しで新企画は
スムーズに！



40

2-4 ビッグ・データ解析による患者さんサービス改善法

多能化・他部門の連携を含めた緊急時対策について

IT の進化に従い、個人のスマホのツイッターで多く囁かれる情報を題材にし

た利用まで開始されました。例えば、ある地区でインフルエンザに困る情報が

多いので、病院として受け入れ体制を整える準備をするといったようなビッ

グ・データの活用法です。そこで、以下、これに似た形で、病院のサービス向

上に役立つ解析法を例示することにします。

（１）ビッグ・データ：頻度分析による解析の方法

IT の活用以前から、事実データに基づく意思決定は、既に多くの分野で活用

されてきました。そこで、簡単なデータ活用から解説を進めることにしたいと

思います。右の図

の上は産業界の指

導者として有名な

唐津先生が若い頃

に対策を得た体験

談です。相談は「斜

陽産業になった豆

腐屋を廃業したい」

という豆腐屋のお

やじさんからの相

談でした。そこで、

先生は、「豆腐屋を

辞める前に 3 か月

間私の言う通り

やっていただけますか？」としたそうです。なお、唐津先生がおやじさんに依

頼した内容は、「売り歩く地域を固定せず、毎日変更願う。同時に、いつどこで、

いくつ豆腐が売れたか？記録を願う」というものでした。豆腐屋さんは「判っ

た。すぐ廃業もなんだから、・・」といって唐津先生の言う通り地図に売れた状

況をメモっていったわけでが、結果判ったことは、（ｲ）朝の販売は駅から遠い

い方から売れる。（ﾛ）強い豆腐のライバル店がある地域は売れない。（ﾊ）売れ

る家は決まっていて周期があるということでした。そこで、売り歩く順序と時

間を決め販売を開始したとたん、売り上げは 3 倍となり、この豆腐屋さん「豆

腐より儲かる商売は他にないはずである！」」となったとのことでした。

上の図の下に示した内容は、有名なハーマン・メイブルによる白鯨のエイハ

統計を上手に使った事例

唐津先生の話

白鯨の話

0

5
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35

40

45

50

ｷｽ ﾞ ｶ ｹ その 他

不良

豆腐店待って売るが売れない

いよいよ廃業？

斜陽だから

歩いて売り、地図にプロット

その理由も書いてください

面白いように売れた

売り上げ3倍その理由は
①駅から離れたところから

順に売れる。②近くに店の
ないとこが売れる・・・・・

対象とする白鯨を見かけた

情報をすべて集め、地図に

時期と動きをプロットした
その結果、

必ず現れる

場所と時間を

つかみ、見事

モリを打つ！

しかし、・・・・

要は

使い方が

重要！
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ブ船長が命をかけて巨大なクジラを倒す話しです。「大海でクジラを探すのは砂

に落とした真珠を探すのと同じく、大変に困難な行為である」とされるわけで

すが、エイハブ船長が見事に白鯨を待ち伏せることができたのは、クジラが出

現した情報を海図に詳細にプロット（記録）していったためでした。また、こ

れが、グレゴリー・ペック主演の映画のハイライトです。以上、著名な逸話を

例示しましたが、ビッグ・データの活用もこれに似た切り口でデータを集めて

分析する技術です。

では、病院で働かれる皆様が、ビッグ・データという視点で日々、多忙に進

めてきた仕事の改善や、患者さんのサービス面の対応でどのような活用を図る

べきか？という内容について、簡単な例と共に解説することにします。

右の図は、ある

病院の看護師の関

係者の仕事を分析

した例です。個々

の仕事は短時間で

済ませる対象が大

半です。しかし、

この種短時間だが、

回数が多い仕事の

集まりで看護師の

皆様は多忙となり、

結果、「患者さんに

ゆとりを持った対

応が進まない」と

いった状況になる至ることがあります。そこで、データを基に改善を進めた例

を紹介することにします。図の、左上に紹介した内容が、その例ですが、「書類

の問い合わせ」に対し、問い合わせの多い事項はパンフレットや案内、患者さ

んの種類などに記載する。さらには、必要個所に表示したりアナウンス時に盛

り込むといったように、良い方法に置き換えます。これは、図中の R：置き換

えの原則）により問い合わせの E：省略につなげる例です。次の PC 処理も、同

じような処理であれば、予め分類した文章をコピーして使ったり、看護師の皆

様が持つ携帯電話を利用して（D：分散処理）軽減化する対策が進みます。さら

に、看護上の相談も、話し方教室で活用されてきた、メモや同病者の悩みを書

いた著書の紹介～解決策の紹介などやビデオの事前活用による相談などで、短

時間化を図る策が期待されます。

以上、ビッグ・データの基本となる簡単なデータの分析と活用方法を紹介し

電話呼び出しなど、チョコチョコ仕事の改善

頻度が少ないが、回数の多い仕事の分析法
実績収集

・・・・・・

日程確認

看護上の相談

PC処理

書類の問い合わせ
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Ｓ（単純化→自動化）

ムダのカット

頻度分析と業務改善
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ました。

（２）NHK による看護師の夜間呼び出し対策の解析

2014 年 11 月に NHK は「ビッグ・データを医療や病院の各種の対策にいか

に有効に使うべきか？」という特集を放送しました。この中には、ツイッター

で例えばインフルエンザなど病気のささやきが高まると、病院の受け入れ体制

の準備を図る。官庁から小学校などに手洗い励行やマスクの利用を連絡する、

といった内容でした。さらに、完治が難しいとされる医療や病気に対し、国際

支援などを呼びかけるといった報道もされましたが、『外部志向の5S改善対策』

に関与する例として、ナースコール・データの利用があったので、その要点を

紹介することにします。

NHK によるビッ

グ・データの解析は

右に示した図と共

に、病院のレイアウ

トと呼び出し回数

として提示されま

した。ここでは、病

院関係者がデータ

をご覧になり、「緊

急時に呼び出しが

かかり緊急対応す

る大変さは判って

いました。だが、

「看護師の皆さんのお仕事が大変である、という声は受けていたが、データと

してつかんでいたわけではなかったので、その実態が判らなかった」という反

省でした。日本医療機能評価機構によるデータでは、2013 年に起きた「ベッド

から落ちる」という転等・転落事故は全国で 620 件だったそうです。この中に

は、当然、重大事故に至る例があったわけでした。このため、例えば、済生会・

熊本病院では、ベッドから離れたり、起き上がる際、手すり触れるとセンサー

が作動してナースコールで看護師の皆様に報せる方式を付けた例が紹介されま

した。また、このような対策で、転倒防止はできたわけですが、緊急対応に看

護師の皆さんが、走って緊急対応する状況は年間に何と 60 万回となり、人手不

足になった例が紹介されました。このため、今度は、時間ごとの呼び出し回数

をグラフ化して対策を考えた内容が紹介されました。その例では、「脳卒中セン

ターでは昼間は、10～12 名で対応して何とかなっていたわけでいたが、夜間の

2014年NHKが放送したビッグ・データによる
ナース・コールによる夜間緊急呼び出しの概要

呼び出しを感知

A病棟
B病棟

8時

10時

18時
22時

3時

緊急呼び出し対応データ

がIT上のファイルに蓄積

される（ビッグ・データ）

緊
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~
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績
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各種対策案の検討

紹介された事例は

夜間、緊急時に

ゆとりある職場

から応援は？

病棟・患者さん毎の呼び出し
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4 人で、『魔の時間帯』と呼ばれる 8 時～10 時に患者さんから呼び出しを受ける

対応は至難の業となっている」という実情が紹介されました。とは言え、緊急

時に多くの看護師の方をつけることは急にはできない状況だったようです。そ

こで、消化器科の分析を行うと、ここは、それ程の呼び出し件数ではないとい

う状況だったため、2 部門の連携を考えて呼び出し対応を図るという案の検討結

果が紹介されました。番組では、医師を始め、関係者の皆様が異口同音に「い

ままで、緊急呼び出しに対応してきましたが、十分でない状況などを数値でつ

かむ（可視化する）という状態が、今までは無かったので、手を打つという発

想が無かった」というお話しでした。「事実データが問題の実態を語り、解決を

待つ」となったわけでしたが、問題を定量把握した後は早急な対策ということ

になります。

（３）緊急時対策対応の整理

① 多能化による職場応援体制の作り方

NHK の例では、ビッグ・データを用いてピーク、緊急時に職場（部署）間の

仕事の平準化（負担の均一化）を目的とした応援（連携）体制であり有効な対

策の一例です。しかし、ここに、看護師の皆様は個々の医療に応じたスキルが

必要になるため、誰でも応援可能というわけでは無いと思います。そこで、

右図に示した形で、

多くの企業が行っ

てきた多能化の進

め方を紹介させて

いただくことにし

ますので、まずイ

メージとしてご理

解願い、病院にお

けるスキルアップ

と多能化による応

援面での対策のヒ

ントになれば幸い

です。図に示した

ように、多能化教

育には５つの方式があります。方式 1 は、応援という形で手が空いた時に仕事

を応援しながらスキル向上を図る方式です。この方式は新人教育によく使われ

る方式ですが、スキルを徐々に挙げて行き、習得者の方は経験を積みながら多

能化域を増加させて行くので、自信と信頼を高める方式です。方式 2 は職場間

製造業における多能化の区分と教育方式の例

A B C D E

方式１ 補助的に仕事を手伝いながら、

徐々に高度な仕事へ幅を広げて
行く方式

方式２ 前後工程、関連業務をオーバーラップさせながら徐々に仕事の幅を
広げる方式（A,B,C,・・・・は工程、○は担当者のカバー域を示す）。

方式３ 1点手中、1対１

特別訓練方式

方式４ 集合教育・
山ごもり式

コーチが

特訓

OJT教育

タスクを

与えられ

教育と実践

繰り返し

技術習得

方式５ 専門部署へ留学
集中教育式

職場でできない

技術を打破



44

の仕事をダブらせて多能化と応援（職場間の相互連携）を図る方式です。縦割

りに厳しい統制がなされた大病院では、患者さんが頼んだことを「担当外」と

言って跳ね除けられるケースが生じた場合、この対策は有効です。簡単な処置

は、職場間で手が空いた方が代行することで、患者さんの要求を一時的に満た

すことができるためです。方式 3 は、応援多能化には、しかるべき資格やスキ

ルが必要な場合に行う方式です。要は、ある期間、専門的にそのスキルを習得

して、PC などに登録しておく。必要に応じて、高いスキル、または、経験を

積んでいただくと

いうことで関係者

を緊急時にはチャ

ーター（応援を頼

む）という対応に

向いた方式です。

したがって、この

方式は右図のよう

なスキル・資格登

録システムと共に、

全く異なる病棟や

職場から応援に参

加する例に有効な

策です。

方式 4 と 5 は、専門的にあるスキルを高める方式であり、多能化以外にも行

われる訓練や技術習得形式です。これも、上図に組み込んで行く、または、職

場を変える目的で仕事を進める中で、かつて働いていた職場から応援要請があ

った場合に応援を図ったり、完全に 2 つの職場の仕事が組織として統合化され

たり、入れ替わる場合に応援などを自由に行う対策で集中的に育成教育を進め

る方式です。

② 緊急時対応のアイデア

その他、製造業では、「ザ・ゴール」という著書で有名になった、ゴールド・

ラット博士が提唱する TOC（Theory of Constrain）の利用が盛んです。この理

論は、多くの車が直線走行をする高速道路で、車の数はそれほど多くないのに、

走行が遅い車が関与して起きる混雑をヒントに提唱したボトル・ネック理論を

利用した対策があります。難解な理論の解析は別として、TOC は、次ページに

示したように、ボトル・ネックを認め、集中管理することで、問題を解決しよ

うという方式です。

看護スキルをＩＴ登録～検索する管理システムの例

検索例

（１） 特命プロジェクト

新医療、新技術
（２） 資格取得者

達成状態管理
（３） 技術伝承管理
（４） 専門介護指導者

の選定

（５） 人材発掘
・・・・・・

検索

スキルＭＡＰ
個人技能
資格・ﾚﾍﾞﾙ
業績（実績）
・・・ など

○○◎△古城

◎○△・・・・

◎△○○高橋

◎◎△○佐伯

○◎山田

△○△◎佐藤

○○◎中村

技能Ｘ・・・・・技能Ｅ技能Ｄ技能Ｃ技能Ｂ技能A仕事

人名

スキルのﾚﾍﾞﾙと対策
◎ ： 習熟
○ ： 教育訓練済み
△ ： 教育中

経営 ○○医療の具体化
目的 □□看護の実現

・・・・技能の伝承（リスク対策）

自己 ・目標技能ﾚﾍﾞﾙの達成
育成 ・自己育成・目標管理

・自己ＰＲ、魅力度向上
（個人の喜び）

将来 ・地域貢献（地域産業育成など）
活動 ・定年後の自活対策～部下育成
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病院で TOC を利

用する際、まず、

先の多能化や、設

備機器などを使っ

たり、医療そのも

のを変更してネッ

ク対策を図る方式

が考えられます。

TOC では、この対

策を『物理的制約』

と名付け、TOC と

は区分した対策法

と定義してきまし

た。TOC は『方針

制約』と名付け対

策法を模索して行く方式を重視したためです。TOC の対策の例を挙げると、制

度や、病院における制約などを見直して、許せる範囲で手を打つといった例が

挙げられます。例えば、ある病院では、「重要な患者さんを、呼び出されたらす

ぐ行けるナース室に近いところへ配置する（入室願う）というルールがあった

とします。しかし、ビッグ・データを見ると、呼び出しの回数とは関係ない状

況があった」という場合、患者さんの急な呼び出しには、ナース室から近く、

早い対応が必要なわけですから、患者さんのベッドを呼び出し時に対応容易で

近い場所に移すといった案などです。しかし、病院には規定があり出来ない場

合、この種の制約を見直すことにより、対応の時間と距離を短くするといった

案などを検討するというのが、TOC による方針制約の見直しです。また、「この

ような視点を利用できないか？」ということが、TOC の利用になるわけですが、

上図の下の（1）～（4）には、近隣の病院の応援を含め、勤務時間の変更（時

差出勤や編成）などを含め、ネック工程の題材になりそうな例を記載しました

ので、各種の対策のヘントになれば幸いです。

③ 緊急時対策の準備

ここでは災害時の緊急時対策までは記載しませんが、緊急時対策は病院だけ

でなく、ピークや異常時の対応に対し、「備えあれば憂いなし」という言葉と共

に、極めて重要な技術知見とされてきました。そこで、異分野ですが、製造業

で行われてきた情報蓄積の方法を紹介させていただくことにします。

次のページの上の図はメーカーで行ってきた緊急時対応策を図と共に記載し

た例です。ここには、恒久的な対策がありますが、右上に示したように、個々

TOC（Ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ Ｃｏｎｓｔｒａｉｎｓ）：制約の理論）から学ぶネック対策
① 物理的制約 ： 設備的ネックや製品構成、人的に工数不足になる例を言う。

② 方針制約 ：制度や制約の存在が誤った意思決定や判断を下す例
(1) ボトルネックでない工程の方々が各種改善を進める努力をしているが、全体最適には

影響しない例（例：一律改善を奨励する小集団活動など）
(2) 部門間の壁：縦割り組織が応援や助け合い、相互乗り入れで解決できる問題の阻害要因と

なる例
(3) 時間・スピードを成果指標に入れていない成績評価システムの存在

（例：ｺｽﾄ低減を重視し、仕掛の存在におもきを置かない例や、改善成果を重視し、今行う
べき小改善や対策が遅れる例、事前検討で解決すれば問題にならない事項の放置など。）

(4) 個別原価制度による固定費割賦のいたずら：固定費回収が目的となり、
固定費回収という理由で作りすぎを行い、見かけ上儲かる計算で作り過ぎやプロダクト
ミックスのからくりに落ち込み、スループットに間違った判断を下してしまう例

(5) 仕切単価制度が関係し、工場で生産し、納倉したものを売上計上する例は
実際に売れていないものを売り上げにカウントしてしまう危険がある。この種の内容は、

スループット増大につながらない内容である。

看護室の呼び出し改善に波及するアイデアの例
（１）部門間、制度や地域（近隣の病院を含む）壁をこえた応援はできないか？

（２）臨時呼び出し応援に、特別級を支払った対応（保険的な措置）が使えないか？

（３）患者さんの呼び出し、そのもの（原因や理由の解析で）、回数や緊急の減が

図れないか？

（４）個人単位に時差勤務を組み、全病院で応援体制は？・・・介護ロボットの利用など

制約の条件を例に考案する例
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の仕事に対して、「今やっている仕事の中に改善がある」という視点で、日々、

小さな改善を積み

重ねた結果、3 年

間で 2 倍の生産性

を具体化させて行

く例も記載されて

います。その他、

テレビででは、病

院スタッフの仕事

の軽減のため、病

院に訪れるご家族

の方が、病院の仕

事を手伝うとポイ

ントを貰う。医療

や看護技術や経験

を持つ近隣の方に

お願いして行う緊

急応援などの例が

紹介される例があ

りました。このよ

うに、右の表と共

に、異分野を含め、

緊急時策を準備し

ておくことも、ビ

ッグ・データで得

た問題の対策には

重要な要件の準備

です。

【参考にしていただきたい『外部志向５S 改善』上のチェック事項】

□ 看護師の皆様の仕事の内容と実情を時間や仕事の頻度で定量的につかんで

いますか？

□ 緊急呼び出しやピーク対策が整理され、活用される準備はできていますか？

□ 異業種や他の病院の緊急時対策など、情報収集と案の策定、アイデアの蓄積

～他部門との共有化はできていますか？

参考になるメーカーの緊急時対策

① 設備投資

・ 自動化
・ ネック工程対策
・ 設備のスピードアップ

② 技術革新

・ 設計変更
・ 技術革新（新技術）
・ 工程省略
・・・・プロジェクトＸ

③ 金銭・人的対策

・ スキルアップ育成教育
・ 技術指導・導入
・ 外部特殊部隊の依頼
・・・他所留学

④ 連続的小改善
［0.1%/日］×［２５日/月］
×［１２ヶ月］＝３０％/年

３年で２倍の生産性
（１．３）３ > ２

⑤ 機動班・多能化教育

⑥ その他 ・家庭を巻き込んだ対策～

・定年退職者ネットワーク、NCネット利用など

備えあれば
憂い無し！

対策

メーカーにおけるスクランブル対策を整理した例

事前検討面？ 緊急対策面？ 事後対策面

① 計画サイクルを
１日→半日→２Ｈｒ

② スクランブル対策準備
・ 残業体制
・ 多能化対応

・ 応援体制
・ 製品緊急移管

・ その他

③ り・スケジューリング

④ 新幹線作戦

⑤ 予め在庫を持つ
⑥ 対策のマニュアル化

⑦ 定年退職者の援助

⑧ 余力管理

⑨ 事前に顧客の状況を

把握しておく、

⑩ 先行生産、・・・他

① 顧客在庫調査
使用状況を見ながら納入量

を調整

② スクランブル対策発動
・ 残業体制

・ 多能化対応
・ 応援体制

・ 製品緊急移管
・ 設備改造

・ その他

③ 他社へＯＥＭ依頼
・ 鉄鋼メーカ－
・ 海外生産企業連携

④ 注文のお断りとお詫び

⑤ その他

① お詫びと基本的事項

の改善（生産管理

システムの抜本的

改善・含む生産シス
テムの改善）

② 生産分担見直し

③ 管理者と責務分担

の変更（組織変更）

制度の変更など

④ 生産中止・撤退

⑤ その他
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２－５ 価値分析（VE）で高めるサービス品質

     患者さんの気持ちまでプラス思考にする対応法の研究について

先般、筆者が電子機器の開発大手企業の方にお会いした時、リング式の自動

体温計の開発の失敗談をお聞きしました。「この体温計は GPS 式、無線で体温

と脈拍、血圧まで測定して病院にデータを送ることが出来る装置で、病院側か

ら患者さんにアクセスすれば情報が入手できる機器でした。また、異常の余波

を感知したら、その患者さんのところへ緊急訪問して対処することができる」

という機能も持っていました。この機器を開発した方は「巡回看護による体温

測定を省略するという画期的な内容であり。看護師の皆様の仕事の負荷軽減に

役立つ」と言い、多くの病院に売込みをかけわけでしたが、「1 台も売れなかっ

た」そうです。一見、便利に見えるこの機器が売れなかった理由は、「体温測定

に患者さんが回ってきて話をする。脈をとってもらう時の対話や手のふれあい、

笑顔などが私を元気にしてくれる。その楽しみとゆとりを総て患者から奪うの

か？」という反発があったためです。ここで、この企業が反省したことは、「看

護師の皆様が患者さんにアプローチする時、目に目えない価値を提供している

という事実がある」という点です。以下、このような例も参考に、人と人の交

流や触れ合いが中心なる場合に必要な環境において、『外部志向による病院５S』
面対処願いたい事項を整理してゆくことにします。

（１）価値分析（VE）の理解と活用

病院は診断～医療による回復や健康増強対策に加え、「あの病院にかかってよ

かった」と患者さんが感じる気持ちや、感情面での価値が大きい実情です。そ

こで、この局面を科学的に補佐する手段として有効な、価値分析（以降は VE
と略称）と、その活用法に触れることにします。

VE は、1950 年頃、米国で資材を担当していたマイルズ氏が誕生させた手法

です。当時、世界大戦で、現在は使用禁止になっている耐熱材のアスベストの

入手が困難になり、大変困りました。この時の米軍では、厳しい資材調達規定

があったわけでしたが、マイルズ氏は、「同じ機能（目的）なら、違う材料でも

良いのではないか？」と考えました。その結果、鉄板に耐火材を塗ったもの、

網目状の材料をレンガのような材料でサンドイッチしたものなどを考え、多く

の資材を探した結果、同じ価値で安価な材料を見つけ、国防費も大幅に低減す

るという快挙を果たしました。

その後、VE は、世界に多くの分野で研究されサービス分野でも広く使われて

きましたが、その詳細は別途、必要なら読者の皆様にお勉強願うことにして、

ここでは、『サービス VE』について、その概要を紹介することにします。
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右図に例示した

内容は VE による

ネクタイピンの改

善を行った時に使

った VE の対策順

化手順です。目前

に、宝石付きの 1
万円のネクタイピ

ンがあるわけです

が、左の表の手順 2
では、名詞＋動詞

でネクタイの機能

（役割）を確かめ

ます。すると、

「ネクタイとシャツ、すなわち、A と B を固定する」という機能になります。

また、このような視点でネクタイピンをよく見ると、「フレームとバネ、A と B
が滑らないように止めるギザギザがあれば良い」ということになります。よく

見ると、1 万円のネクタイピンの真の役割はこの程度になるわけです。また、「そ

れを金額で評価すると（表中の手順 4）、たった 100 円です」。そこで、「A と B
を止めるだけ？それなら他に方法はないか？」と考え、制約無しでアイデアを

求めたのが手順 5 の『アイデア発想』です。VE ではアイデア発想にブレーンス

トーミング法を使います。この発想法はグループで、①自由奔放、②質より量、

③批判禁止、④他人のアイデアに便乗歓迎といったルールを決めて行うので、

ノリで A と B をつけるといった案や、溶接機で接合するなどの案が多数提示し

ます。これを、VE では「暑いお湯は出すだけ出しなさい。もし、冷や水をかけ

る発言をすると、折角の良いアイデアの創出を制限する」と言いますが、いず

れにしても、100 件ものアイデアを出した後、手順 6 で、「その価値」はと問い、

厳しい評価と共に実現可能なアイデアを選択します。当然、この際に、「同じ機

能（目的）と品質維持を前提に、最低価格を追及する」ということで案の抽出

した結果、この例では「ゼムクリップを選定した」という例です。しかし、ゼ

ムクリップは安価ですが安っぽいので、先のネクタイピンの代わりになりませ

ん。そこで手順 7 の質問を使って改良を加えます。その結果、図に示したよう

に「デザインに VE の文字をつけたバッジを表面に貼り、宝石の代わりにして

美化を保つ、また、この製作には製造費がかかるので、それも了承！」とまし

た。

以上、ここに記載した経過で VE を進めた結果、「当初 1 万円のネクタイピン

スピードＶＥと製品・部品の改善

ＶＥの質問

手
順

ＶＥの質問 例

１ それは何か？ ネクタイピンである

２ それは何をす
る？

ﾈｸﾀｲとｼｬﾂを固定する

３ その値段は？ 10,000円／個である

４ その価値は？ ﾊﾞﾈとｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞが本来の

価値、100円程度だよ！

５ 他にその働きをす
るものはないか？

のりづけ、ピン止め、洗
濯ばさみ、ｸﾘｯﾌﾟ、・・・・・

６ その値段は？ ｸﾘｯﾌﾟ１円、洗濯ﾊﾞｻﾐ・・・

７ 要求を満たす
か？

ｸﾘｯﾌﾟ改造で100円でＯｋ．

現状

名詞＋動詞で

真の要求を把握

徹底的、異分野
からもｱｲﾃﾞｱ収集

最良案抽出

ＶＥ
ｸﾘｯﾌﾟ改造型ネクタイピン

V= F / Cは１００
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は 100 円となったので、V=C/F とい算式を使い、C：1 万円のネクタイピン÷F
新たに機能を満たす製品の値段（100 円）＝価値が 100 倍になった」という手

順で、実現可能な最良案を得る方式が、一番簡単で実務的な、VE によるアイデ

ア具体化の手順です。

では VE を一般

のサービス業で使

う場合の例と効果

を例示することに

します。右側の図

はあるスポーツラ

ンドの集客対策の

です。ここでは、

お客様にペンを配

っていました。ペ

ンの機能は「文字

を書く」というの

が一般的ですが、

このスポーツ

ランドとお客様にとっては、「スポーツランドへ行く時に予約の電話をする」た

めであり、ペンの機能は「電話番号を得る」となるはずです。しかも、ペンに

書かれた電話番号は文字が小さくて、見る方に苦痛を与えるという状況でした。

そこで、このスポーツランドでは、サービスの価値を挙げる対策を考えました。

これは、今となっては古い例ですが、テレホンカードが盛んに使われた時代に、

「テレホンカードを電話機に入れると、自動でダイヤルを回してスポーツラン

ドにつなげる。しかも、電話代はテレホンカードから支払う」としたため、3,000
円のペンに対し、3 枚×1,000 円という 3 倍の価値となりました。さらに、案を

実施すると、このカードは友人に配れるので、コマーシャルにもなり、3 倍の集

客を得たという事例です。今は、携帯電話によるフリーダイヤルという方式が

一般的です。したがって、この VE 対策も価値を失いましたが、テレホンカー

ドの時代に、対策は有名な VE 適用法ということで、サービス VE 研修で、教材

に使われたひとつです。

（２）『外部志向の病院５S 改善』に関与する VE センス

患者さん志向でサービス VE を適用するポイントは、「患者さんに対し、同じ

接し方をするので（目的で行う仕事）あれば、患者さんに価値を感じていただ

く方式を選択すべきである」という点にあります。そこで、多くの病院で、こ

顧客への渡す景品（CM用）サービスの改善

あるスポーツランド場での対応

いつも、おいで

いただき、ありが
とうございます。
粗品ですけど
お使い
下さい。

これは
どうも
ありがとう
大切に

します。

それは何か？

電話番号の書いたペン

それは何をするものか？

物を書く？→目的は

電話番号を探す対象だよ！

それなら、他に、同じ役割を
果たすものはがあるのでは？

ひらめき!ペン → 自動でここへ電話が
3000円 かかるﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ1000円

Ｖ＝Ｆ／Ｃは３倍だ！

あるスポーツランドでのＶＥ改善の例を示すことにします。この例では、
お客様のサービスに高い万年筆を配っていました。目的は身につけて
いただき、電話する時役立てていただく目的でした。しかし、字は小さい、
他の筆記用具とダブルため、CM効果は薄い状況でした。目的は何か？
と考えた結果、ＶＥの活用で顧客に喜ばれる良案を得ました。
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の目的で研究されてきた内容を調査したので、紹介したいと思います。

これも、読者の

皆様には釈迦に説

法となり恐縮です

が、筆者も度々お

聞きした教えに

「病は気から」と

か、「医は人術」と

いう言葉がありま

す。病院を訪れる

患者さんお大半は

将来に不安をいだ

いています。筆者

の経験を含め、は

っきり言って、

最初に病院を訪れた方の大半の方は、医師だけでなく、看護師や受付などの方

のしぐさから何かを感じとろうと神経を尖らせている例が多いのではないで

しょうか？そうなると、まず、患者さんが感じる障害となる事項を把握して、

除去して行く雰囲気がVEセンス（VE的な患者さん志向による価値向上視点）

の活用ということ

になるはずです。

このような時、多

くの場合、右図に

示したようなプラ

ス思考の話し方が

有効です。例えば、

右図の上に示した

ように、葡萄酒が

半分になったこと

を悩む方式より、

思考で、「今までの

楽しみを、あと半

分の葡萄酒で 2 倍

化させるぞ！」とした方が良いはずです。同じ状況でも、半分しかない葡萄酒

の活用と、その方の人生の価値や発想を増すためです。2 番目の「仕事に追われ

る・・」も、気分転換だけでなく、「緊急時に活動する看護のプロ！」という考

病院におけるサービス対話の要点（例として）

① 障害となる内容の把握

相手の立場を考えて、障害となる内容を把握～対策へ向ける。

② 障害の除去

当方の立場の主張だけではなく、相互メリットをベースに障害の除去対策を

整理～模索、対策へ向ける。目的の共有と、相互メリットの明確化が妥協点となる。

あきらめず繰り返し

③ ＯＫと同時にスピード展開→共にメリット、または、支援に御礼が前提

考慮すべき内容

① 目的とアウトプットの明確化、
② 反対・抵抗勢力に対しては、立場や環境の把握と理解～配慮
③ 説得より傾聴力（コーチング）の利用が重要、相手に気づきと創案をもとめ、それをまとめる形で

企画や提案内容などをまとめる。
④ メリット、デメリットの明示、特に、新規提案は、時代や環境の変化に伴う内容の明示が必要。
⑤ 常に最新情報の提供が必要。
⑥ 真の決定者を把握して攻める。
⑦ 最後まで意見一致がなく、実施せねばならない内容は責任を宣言して押し切る！

ストレスや失敗・障害などを糧にする考え方

葡萄酒がボトルに半分！ とらえ方の差

あんなにあったのに
もう半分しかない！

地獄だこれは、
・・・・・・と悲しむ

まだ半分も
楽しめる！
倍の喜び

？

仕事に追われる

ばかり（後手）

壁を破る

集中して

得意技を身につける
貫き通す！

壁

時には気分展開も一手！

一人で悩む

相談

本音で語れる人と話す

①不安の
鎮める方法を聞く！

② 原因の除去方法
を聞く

③同じ悩みを語る~
苦労を共にする
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えと行動の方が関係者の気持ちを明るくします。特に、病院の医師の方が、

「私達に任せれば

最高の対処を・・」

と考えて行動する

ことが、以心伝心

で患者さんに伝わ

るという内容、さ

らに、本音で語る

環境づくりなども

サービス VE の、

有効な展開になる

例が多いはずです。

ある意味、「ケガの

巧妙」もこの種類

に入ります。また、

右上の図に示した内容はコーチング技術を使う際に参考となるプラス思考の話

し方のガイドですが、同じ話をするのであれば、マイナス影響を与える言葉や

考え方では無く、

プラス思考の活用

を推奨してきまし

た。右の例は故・

中村天風氏の書に

紹介されてきた話

しです。医学的に

どう判断すべきか

が解りませんが、

末期ガンの患者さ

んを立ち直らせた

例です。筆者には、

真意の程を解説

する力は持ちません。しかし、今まで、よくお聞きしてきた例です。このよう

なプラス思考発想法は、故・中村天風氏の影響が大きいとされてきました。中

村氏は 1980 年代の不況時に、多くの経営者が立ち直りを見せた講和をされて方

であり、ご自体の体験などを上野公園の階段で辻説法された方です。体験談は、

結核の末期まで行った中村氏が治療をあきらめ世界を回る中、ヨガの権威者に

出会ったことが病気回復のきっかけでした。ヨガの師は、「体は病気で末期だが、

ちょっとした褒め言葉の例

・ 遅刻をしたことがない。 ・ 勘が鋭い。

・ 仕事の納期を必ず守る。 ・ 仕事が速い。

・ いつも朗らかだ。 ・ 笑顔がよい。

・ 積極的だ。 ・ 仕事を熱心に行う。

・ 熱心だ。 ・ 会社を休まない。

・ 字がきれいだ。 ・ まわりの配慮がすごい。

・ あいさつがきちんとしている。 ・ 趣味が豊富。

・ いやな仕事でも率先してやる。 ・ 根性がある。

・ 言葉使いが丁寧だ。 ・ 腹を立てない。

・ よく勉強している。 ・ 行動が早い。

・ 言い方や、文章に工夫が多い。 ・ 飲み込みが早い。

・ よく気がつく。

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。

画一的な

指導は
OJTでは

ない。

心が引き起こす奇跡
三笠書房 清水榮一著 「中村天風 もっと強くなれ」

【ガン治療の話から】
ある末期ガン患者に、ある大学病院の医師が家族の了解の基、末期ガンであることを

伝えた。末期なので少ない人生を自宅治療ということにした経過の一つであった。
その後、その患者が病院を訪ねてきたが、「実は」と言って紙袋を広げ、「友人から大変
貴重な薬をいただいたが、飲んで良い物か？」と医者に相談のためだった。薬は桐の箱
に入っていて如何にも高価そうであった。その薬に医者は効果を知るデーターは無かっ
たが、「それが、少しでも患者の精神的な支えになれば、それでも良いではないか！」と
考え、「こんな高価なものは滅多に手にはいりません。是非お飲み下さい。」と伝えた。
その後、この患者はガンが治ってしまった。その薬をもらい、分析したが、医学の立場

からは全く説明がつかない、という内容であった。しかし、完治したことは事実であった。
その後、医者はこのまか不思議な話をある集まりで関係者に伝えた。同時に、この薬

の送付者にも、御礼と共に伝えたところ、大量の茸を送ってきた。
この茸は有名になった。その後、同じような症状を持つ患者が数名いたのいで、その

茸の話をしたところ、「是非欲しい。」という事だった。
医者はただで貰ったものであり、金は取れない、そこで「ただで良い。」ということで自由

に持って行けるようにしたところ、たちまちなくなった。だが、患者の一人として末期ガンが
無くなることはなかった。
桐の箱に入った茸を感謝して飲む人と、ただで感謝もなく飲む人の差がはっきり出た例

という内容となった。
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精神は病気で無いはずである！」と言って、動物の自然治癒を目前に見せたそ

うです。これを契機に、中村氏は「医者が見捨てた病気に自己回復機能を駆使

して治癒、その後、この体験を、プラス思想として、不況下で紹介してわけで

したが、日本の将来を担う著名な産業界の方々が辻説法を聴講し、天風会とい

う集まりと共に不況脱出を果たした」という逸話があります。これは、プラス

思考発想法の一例ですが、企業における不況という病もプラス思考が大きく作

用したという例です。

その後、多くの

大脳生理学者がプ

ラス思考を研究し

た結果を右の図に

例示しました。例

は、現在、脳の研

究で有名な茂木先

生が提示されてき

た脳の作用です。

スポーツ界では、

の種の解析をイチ

ロー選手の解析に

使ってきました。

選手育成を図る

題材に利用するためです。その結果判ったことは、「イチロー選手は、バッター

として打てない時、「課題を貰った」とするそうですが、他のバッターが落ち込

む状況とは異なる発想が一流選手の中でも群を抜いた記録更新につながってき

た」というプラス思考の利用法です。逆に、イチロー選手の場合、「今日は全ヒ

ット、しかもホームランまで」と記者達が褒めると「努力してきた課題が無く

なり寂しい！」と答えるそうですが、現在、コーチの多くがプラス思考利用し

た選手育成を図る理由は、この種の「心の病の打破」です。

【参考にしていただきたい『外部志向５S 改善』上のチェック事項】

□ サービス VE 視点で、患者さんに、診療や医療関連の支援業務の中で、付加

価値を生む活動を検討してきましたか？

□ 「病は気から」という考えで、プラス思考で患者さんの悩みや不安解消に努

力したことや、成功例などについて、関係者で研究した結果をノウハウ・ブ

ックの形でまとめていますか？

□ プラス思考を患者さんに提供して行く研究や活動を進めていますか？

脳を活かす勉強法 茂木健一郎著「脳を活かす弁供述」PHP

ある行動をとる

試行錯誤の末
うまくいく

ほめられる、
達成感を受けるなど
報酬を受け取る

ドーパミンが放出され
会館を得る

再び同じ行動を
とりたくなる

ある行動と
快感が結びつく

【数学学習の場合】

「得手・不得手を考えるとき、私たちは、
もともとの才能の有無のせいにしがち
だが、生まれつき数学が得意な脳・
苦手な脳というものはない。左の図に
乗り、ドーパミンが放出されるか否か？
が得意/不得意を決めるのである。

① やるべきこと
を見つける。

② 苦労しながら
成功体験を得る

① うれしいことを
見つける、

ことが重要である

ほめて伸ばす教育法の必要性

似たものから

異なる対象
へ展開する！

集中が成果を
生む！

逃げを

打てない環境

づくりが大切

小さな成功目標

達成が重要！

ほめて育てる

ﾏｲﾙ・ｽﾄｰﾝ達成は

節目であり、イベントが必要

あきらめないで

集中・努力する
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第３章 時間・行動分析でつかむ仕事の価値評価【ステップ】

3-1 看護師の１日と「外部志向５S 改善」の視点

先の『病院における 5S 改善』を基盤に『外部志向の 5S 改善』対策を岩手県

立中部病院で展開する際、研修会で紹介した事項を紹介させていただきます。

なお、ここで解説する内容は、ガイドです。したがって、皆様には、各職場や

患者さんとの事象で多くの応用を願う題材という扱いにしました。

（１）時間分析と、外部志向でみた仕事の価値向上

病院では、読者の皆様は、既に、下図に例示したようなお仕事を進めておら

れます。そうなると。「あえて「病院サービス」と言わなくても良いのでは？」

ということになる

と思います。そこ

で、以下、「実際に、

1 日の仕事の中で、

どのように組み入

れ演じておられる

か？」という面と、

お手本となる活動

マニュアルづくり

という局面から、

患者さんの立場に

立った仕事の在り

方を把握～整理す

る方法を紹介して

行くことにしたいと思います（『超・時間活用術』の活用を紹介します）。

ここまで何回も解説してきたように、既に患者さんを目前に病院で仕事を進

める皆様は、新人が職場に配属される前に行う挨拶や着装と言った内容の徹底

は終了しているはずです。万一、まだ問題が残る場合、人は自分で自分は見え

ないので、不具合があれば、相互に注意し合ったり、ビデオ撮りして、自ら改

善すると言った工夫をお奨めします。相互に問題を注意する職場は、相互に進

歩を求める職場なので、必ず、進化します。また、「プロは自分の仕事をビデオ

解析して一流を求める」という活動を進めていることを考えると、この種の手

法を用いた改善は極めて有効なはずです。しかし、サービスには「過剰サービ

スはムダ」とか、「要らぬサービス、不要な手伝い、不満を招くだけのおせっか

５S改善において、内・外対策で同時に必要な、
看護スキル向上対策のガイド

見ていて流石！

お手本にしたい！

と思う仕事ぶり

プロとしての活動

医療や看護以外に

与える感激！
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い」という解釈もあり、サービスや気遣いの成果は患者さんが決めるので、人

と場所、その時の条件で様々です。要は答えが無い対象がサービスという仕事

です。したがって、5S 活動を PR ある病院が掲げる、形だけの「大きな声と笑

顔であいさつ」とか、「患者さんが病院を出て帰宅される時に、医師を含めて全

員が門前に集まり挨拶～手を振る」ということが病院のサービスとしている儀

式は。本書から除外することにしました。それより、ちょっとした気遣いや配

慮、挨拶や声掛けの方がはるかに患者さんサービスという面では価値が高いた

めです。

以上、この種の

常識的な内容をベ

ースに、1 日の仕

事の中で何をして

きたか？を考える

手法が右の表に示

した『個人時間分

析法』です。この

方式は、（ｲ）1 日

の目標と行うべき

事項（アウトプッ

ト）を決め、イン

プットである仕事

の評価を時間とい

う物指しを使って

行う方式です。ま

た、（ﾛ）自分の時

計で時間分析して、

（ﾊ）先に工程分析

で紹介させていた

だいた ECRS を常

に考え、仕事をし

ながら改善策をつ

くるという使い方

をします。以上の

経過を右上の表に

記録して行くわけ

ですが、ここに、（ﾆ）「時間は仕事の影である」という考えを使います。具体的

図表５－９ 個人別時間分析用紙

8:0
0（例）朝礼

電話対応

氏名： 月日： 本日の方針：

9:00
10:00
11:00
12:00

メール整理

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

上司コメント 改善点：

個人別時間分析表の記載例

本日のアウトプットと時間値の目標

本日の苦心と反省点

① 本日目標とする内

容や経過を書き今日
の活動意義を示す。

② 今日行う仕事の内容
とアウトプットを主要
項目として記載する

③ 自分の時計を用い

て掛かった実績
時間を記録する

同時に、改善点も
メモする。

④ 仕事を見直して、
改善すべき項目と

要点を書く

⑤ 月間実績時間に日々の時間集計値
と改善内容を記載して改善効果を
把握しながら、更なる改善を進める。

①上司コメントと目標達成状況
の支援とフォローを願う。

日々掛かった時間(分) 累計値 (分 )例１： 1 日
目；10分

2日目；30分＝10＋20

時間合計と

改善見積値

図表５－１０ 個別時間、日々集計表(一部記載例を含む )

１、朝礼
10
10

20
30

項 目
月日

メモ

２、連絡(メール、打ち合

わせ)

３、会 議

４、日報整理

５、調 査

６、現場応援

７、現場指導

８、改善検討

９・・・・・

10・・・・・・

時間分析結果集計 時間に追われる

改善を進める

ゆとりを生む！

自己育成へ！
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な利用法は、(ﾎ)記録した内容の全体を見直し、自分が定めた目標の達成状況と、

今後の改善や改善策を織り込んだ仕事の計画を進める。（ﾍ）以上を、別途用意

した集計表（全ページの下側の表）へまとめながら、仕事の実態をつかみなが

ら改善の経過を見る、いう活用です。このような分析は、年に 1 回、1 ヵ月程度

で進める方式を推奨したいと思いますが、この程度で、十分に（1）仕事に対す

る時間感覚、（2）P-D-C で目標管理（達成過程）を身に着ける。（3）仕事を進

めながら改善を考える方式を身に着けるということができます。学問的には、

「時間分析を総て済ませた資料を眺めて改善案を考える方式が、現状把握の基

本である」と指導される方がおられます。しかし、陸上競技やサッカーなどの

スポーツで見れば判りますが、「厳しい練習や試合をする中で問題点を発見して

改善を考えるからスキル向上に一番良い」ということは、実務者なら誰でも解

ります。その意味で、改善の発掘は試合中、すなわち、この場合は、「仕事をし

ながら、同時に問題をとらえ、改善策を考えメモして行く」という方式を使い

ます。もし、学問的にデータを比較したいのであれば、多少の想定を入れた数

値比較をしても、実務上、改善前後の比較に全く問題は無いはずです。

右上の図は、時

間分析と共に行う

仕事の評価法です。

『超時間活用術』

では、この種の小

さい改善を日々続

けること、すなわ

ち、0.1％の改善を

毎日続ける対策が、

1 年間で 30％、継

続は力となり、3
年で 2 倍の仕事が

できることを意味

します。

この手法は既に、間接や管理部門の仕事の見直し～改善に活用されてきまし

た。ここまで記載した手法は簡単で、余り手間の掛からない自己の仕事を診断

する方法として多くの職場で利用されてきたわけですが、実際に実施した結果

を見ると、費用を余り使わないで個人の仕事のスキル向上と共に、大きな効率

化成果の創出となるわけですが、改善を進めた結果、次ページの上部に示した

ような質的な向上も図られてゆくことが判ってきました。さらに、（1）他の方

が見ても、急速に（短時間で）仕事上手になる。（2）同じ仕事をしても時間が

仕事を仕分してゆく評価方法

どうしても
自分が行う

仕事（Must）

今、着手
すべき仕事

後で、着手
すべき仕事

やらねばならいが、
誰でもできる仕事

人に頼める

仕事（費用がネック？

人に頼むべき
仕事（その方が

効率良い仕事）

やらなくてよい仕事

全くやらなくて

よい仕事
（ムダ）

投入工数に

比べて、価値が
薄い仕事

① 自分時間？
② 他人時間？
③ ムダ時間？

間接業務の中身を分析すると？

（0.1%/日の改善）×（25日/月）×12ヶ月 ＝30%／年の向上
1.3×1.3×1.3 > 2倍 ： 3年間で2倍の実力！
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かかる方と、

早い方が出た場合、

仕事を進める手順

や技術の差に注目

するので、仕事を

上達させる問題意

識と達成の工夫に

強い関心を持つよ

うになる。（3）相

互に仕事の質を高

めつつ早い仕事を

研究しあうため、

相互にノウハウの

波及が進んだ結果、

職場に“十分な

ゆとり”が生まれるという効果が出ているので、病院では、実務を担当される

皆様に活用願いたい分析～業務改善手法です。

（２）看護師の 1 日の仕事と、外部志向５S 改善（サービス面）の見直し

日本看護協会の URL を見ると、右下に示したように、看護師の 1 日の仕事が

資格の関係を含め、

明確なガイドが提

示されていました。

また、URL を見る

と、北海道大学病

院の谷川千佳子様

を始め、多くの病

院で、個々の看護

師の皆様が個々の

病院でどのような

仕事の仕方を実践

すると同時に、外

部志向でも、患者

さんにサービスと

いう内容と共に

評価される仕事をいかに進めるべきか？という研究を進めておられることが

時間管理の効用

米国で現場管理者に時間分析を適用した時に得た効果
「管理」という仕事は目に見難い。そこで、目標管理を行い
日々、テーマを決めて現場で活動願った。

１、事実で物事を語るため、抽象論がなくなった。

２、最初からアウトプットを考え、一番時間のかからない
方法を投入（インプットする）。

３、時間がかかるということは、技術レベルに問題があるか？
手順にムダがあると考え、仕事を評価～改善するため
実力向上が短期に図れた。

得た効果

仕事の「見える化」を利用した具体的なリーダー指導の結果、
短時間で日本のベテラン管理者並みの現場管理が実現した。

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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判ります。では、

お一人の看護師が

病院で進める 1 日

の経過をおうこと

にします。右の表

の左側は時間と仕

事の内容、右枠に

「看護師の皆さん

のゆとりが招く、

患者さんの信頼と

安心」という方針

で 1 日の仕事を進

める上で検討願い

たい事項を例記し

ました。ここで、

例えば申し送り事項の確認ですが、「同じ内容ならば、（ｲ）多少は余裕を持って

到着して、申し送り事項は確認しておく。（ﾛ）準備事項や質問など準備したり、

朝礼前に済ませておく、（ﾊ）朝礼は短時間で共通、重点事項を 5W1H 方式で伝

える、という対処と共に、ゆとりを持った対処をすする対処は、何も病院だけ

に限った対処では

無いはずです。次

にここに記載した

内容は、病棟に行

き、患者さんと接

しながら体温・血

圧などの状況把握

ですが、先に記載

した内容を実施し

て行くことが、そ

のまま、患者さん

志向で行うサービ

スなります。そう

なると（ｲ）患者

さんを目前にして短時間でプロとして最良の手順を駆使する。（ﾛ）安心と信頼

を得る言葉と態度で仕事に当たることに加えて、（ﾊ）患者さんを始め、人には

他人と交流する時に、必ず期待する言葉や処置、気遣いなどがあるので、その

午前の研修より：「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。

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

あるべき、１日の行動ガイドとレベルアップ要件は？

一流を追求する！

看護師として仕事
のレベルは？
向上策は？

個人

短時間で判りやすく
的確か？

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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種の内容を感じ取って対処するということになるでしょう。その後、上下の図

では、10:00 からの仕事へ（点滴の準備、手術の準備、全身清拭、車椅子への移

動などの例が記載）移る例が記載されていますが、右の欄に、今まで本書で記

載してきた 5S 改善の視点で仕事をチェックしながら、更なる改善を進める視点

を記載したので、ご参考にしていただければ幸いです。

右の図はお昼休み

を含めた、午後か

らの仕事が記載さ

れています。お昼

休みの過ごし方は

各人にお任せする

ことになりますが、

十分なゆとりと休

養、関係者の皆様

との交流を図る場

にして行くことが

重要です。

右の例では休憩

後に病棟を廻り、

薬を配る仕事が記

載されています。

多分、午前中に巡

回した時と、患者

さんの接し方を変

えるといったこと

などが出てくるの

で、ある意味、時

には、中食時に、

ベテラン看護師の

皆様から、患者さ

ん対応のノウハウ

などを聞いたり、

確認しておくことが良い対処につながることが期待されます。

以下、プロとしてご活躍の看護師の皆様には、釈迦に説法の記載になるため、

解説を省略させていだだきます。右下の表も同じ見方で改善の視点（例）を記

載しましたが、本書でここまでに記載した視点でチェックポイントを記載しま

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

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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したので。ご参考にしていだだけると幸いです。このように、1 日の仕事を分析

して、最良 1 日の仕事のあり方ガイドラインとして追及する努力が『超時間活

術』です。実際にこの手法を実施すると、利点という形で、（ｲ）記録を取り、

常に仕事を見直しながら一流を求める取り組みが、目標管理と共に、自己育成

の環境を把握しながら仕事の質を高める。（ﾛ）患者さんのサービス向上という

テーマをとるのであれば、相互のノウハウ交流が具体的に進む。（ﾊ）看護師の

仕事の在り方がベスト・ウエイ（最良の仕事の手順）という形で、標準的化の

確立につながると同時に、交代時などの際、関係者への技術伝承ツールになり

ます。また、このような記録と分析の内容をご覧になって判ることは、患者さ

ん達や医師、看護師の皆様を始め、多くの病院関係者とのコミュニケーション

の取り方の技術的な側面と大きく関与していることが判ります。これは言葉に

表し難い内容であ

り、関係者には、

信頼感や好感とい

う内容になるわけ

ですが、ここに、

右図に示した 1 日

を通したコミュニ

ケーションの技術

を取り組み込みむ

と、さらに、その

価値と有効性が高

まります。

【参考にしていただきたい『外部志向５S 改善』上のチェック事項】

□ 「時間は仕事の影」と言います。看護師や事務、厨房や医薬など、病院で仕

事を進められる皆様はきびきびした態度で効率の高い仕事を進める状況を

患者さんがご覧になるだけで、本業からにじみ出るスキルと信頼の高さを感

じます。この観点で、超時間活用術の活用を進めていますか？

□ 「看護師の 1 日の仕事」を例にして、病院で働く皆様の 1 日の目標と実情を

どのように記録して、職場の改善やスキルアップなどの自己管理に利用して

きましたか？

□ 1 日の仕事を進める中で「看護師の皆さんのゆとりが招く、患者さんの信頼

と安心」というテーマをどのように実現へ向けてきましたか？

看護師相互のコミュニケーションのガイド

① 挨拶を通して通じ合う（仲間を再確認）

② 状況や改善、やるべき内容を伝える

③ 内容を理解して、意義、使命感を感じる

④ 仕事を通して成果を得る。
逆に、真の悩みを相談する。

⑤ 異常の予告や変化、
仕事の経過中間報告

⑥ 相互にチャレンジへの努力を褒め、成果を確認
次のチャレンジへ向かってもらう

⑦ 友好関係を深める
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３－２ リーダーに必要な職場レベルの向上法

どのような仕事もそうですが、職場で働くリーダーの方が努力するリーダー

シップにより、仕事の仕方、関係者の実力向上や発揮の程度、職場の雰囲気や

患者さん満足度などが大きく左右されます。そこで、「岡目八目」的に、リーダ

ーシップについて点検を願う項目を整理することにしました。

（１）リーダーシップの評価と向上に役立つ「職場管理者の 6 大能力」

職業分野や洋の東西を問わず、集団を管理～育成する技術のひとつに、管理

者育成対策があり、その代表的なツールに、リーダーシップ育成のために必要

な『職場管理者の 6 大能力』があります。この種の研究や人材育成が、今も盛

んに行われてきた理由は、リーダーの活動の差が、職場における各種の仕事に

大きな差を生じるためです。

では、右図に、病

院とは異業種では

ありますが、製造

業における管理者

の行動と成果の差

を示した例です。

図の右側は「職場

管理者の 6 大能力」

を学び、訓練を受

け、部下と十分な

コミュニケーショ

ンを取ながら仕事

を進めてきた方で

す。これに対し、

左側は能力が高いため、俺流で仕事をするカリスマ的な方であり、「職場管理者

の 6 大能力などは不要！」ということで、部下に命令をして従わせる管理方式

で仕事を進める方です。ご覧願うと判る通り、トラブル発生は 2.5 倍、しかも、

カリスマタイプの上司が受け持つ職場で問題が多いという状況でした（別の調

査ですが、失敗学で有名な畑村先生の書によると、職場におけるケガ発生率は 3
倍にもなるそうです）。また、予算（職場の各種目標）の達成度も 2/3 という状

況です。このことから「どのような優秀なリーダー（監督）でも、部下（選手）

の助けが無ければ、優秀な成績を期待できない」とか、「部下に仕事の意義と自

主性を重んじる上司は、思わぬ成果を出す例が多い」という言葉がリーダーシ

ップを提唱する書に繰り返されてきました。

リーダーシップに必要な現場管理の技術

６：４
予算達成度

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

講 義・テキスト・演 習
・・・・・実務演習・・・技能試験

Ｉｎｐｕｔ

教育訓練という
プロセス

成 果

・ 凡庸な教師はよくしゃべる
・ 良い教師は説明する
・ 優れた教師は示す
・ 最良の教師は火をつける

部下と、よくコミュニ

ケーションをとる上司

命令して従わせる

だけの管理者

JMA・TM(Team Management)研究会調査（１９９９年）結果
現場管理者300名の回答結果



61

では、『職場管理者の 6 大能力』について、その要点を解説することにします。

右図に示したよう

に『職場管理者の 6
大能力』とは、職

場のリーダーとし

て必要な①表現力、

②傾聴力、③説得

力、④管理力、⑤

改善力、⑥企画力

の 6 項目を指しま

す。この能力の評

価の評価は自己評

価方式で行います

が、出来れば、図

に示したレーダー

チャートの外側が

高い得点になって

いるので、輪を大

きくしてゆくこと

が望ましいとされ

てきました。

下のチェックリ

ストは①の表現力

を示したものです。

評価の進め方は、

記載された 10 項

目に対して、常識

的、また、同じ仕

事をするリーダー

と、自分の仕事の進め方などを比較して、「かなり優れている」と思ったら◎を

つけます。「それほどではないが、まあまあである」と思ったら○。「多少劣る」

とか「改善を要する」「不得意である」と思った場合△と評価します。なお、こ

こで注意すべき点は、「評点をつけて個人間の比較をしたり、評点が低い個所に

反省を促すという目的で使うのではない」という対処が重要です。人には、誰

でも良い点と改善すべき点があります。個人の欠点を無くすという努力は利点

を伸ばす対策が最も良い方式です。例えば、上の「表現術」の中で No.5 の「必

職場の管理者に必要な「６大能力」の活用法

-8
E
+2
59

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～育成へ

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
高いリーダー

設問 ６大能力と評価と活用法
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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要なとき、必要な情報を必要なだけ伝えることができる。・・・」が得意、だが、

No.6 の「相手の理解が得にくい時、相手が興味を持つ例え話しを例に取り説明

が出来る」という点に対して不得意だったとします。この場合、No.5 を用いて、

短時間で伝えた後、「あなたの立場でどう考えますか？」とすれば、相手が自分

の事情を入れて話すので、それに相槌を打ちながら、再度、伝えたい内容を伝

えれば、相手の方は「私の気持ちや立場をよく判ってくれる方だ」と考えて、

聞いてくるので、

それに対して、持

ち味である No.5
を使って行けば、

「相手の立場を生

かしながら必要事

項を必要な時に必

要なだけ、相手の

状況に合せて話す」

となり、No.5 で

No.6 の欠点を確

実に打破するはず

です。とかく、話

を聞いて欲しい患

者さんなどに、こ

の種の対処を進め

て行くことは患者

さん志向という活

動の上で重要なア

プローチ会話にな

ることがあるでし

ょう。さらに、も

う一つの対策法が

あります。右下に

示した傾聴力の利

用です。傾聴力の

No.2 に「話をメモ

にとり、・・」と

いう項目がありますが、これは、相手が話をする時、うなずきながらメモを取

るという技術です。相手は、この行為と共に、「真剣に私が話すことを聞いてく

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．関係者に対し、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．関係者に対し、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

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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れている」という信頼をいだく効果を持つ対処となるわけですが、伝えたいこ

とをメモしておき、相手が話す話を聞きながら、メモした必要事項と確認を取

るということをすれば、先の No.5 の「必要時に必要事項を伝える」という説得

力が倍増するはずです。

ここで、聴講術

の有効な活用例を

例示させていただ

くことにしたいと

思います。これは、

ある大学病院でカ

ウンセラーの仕事

をしていた、筆者

の知人の活動です。

子供の頃、よく遊

んだ、ひとつ年上

の女性です。しか

し、今も無口の方

です。若い時、

筆者が大学時代に遊びに行くと、病院では、「患者さんの説得が極めてうまいの

で、行列ができる」という話しでした。しかし、にわかに信じ難い内容です。

そこで、この方の教授に「説得上手はありえないと思います」と話すと、「まあ

見ていなさい」ということで、患者さんが悩みを話す個室の状況を見学するこ

とになりました。対話するお二人から見えませんが、隣の部屋に入ると鏡を通

して対話の状を見ることが出来、声まで聞こえてきます。このような状態でお

二人の対話が始まったわけでしたが、友人の女性は裏にノリがあるカードにメ

モを取り始めました。この時の相談は 50 歳の女性の方でしたが、「お姑さんと、

余り上手くいっていない」という話しでした。この時、彼女は、単に、相手の

話をメモにとりながら、確かめ、うなずく、時には、「これは相手ともめる話し

ですね！」と言って、カードをトラブル地帯に置いて分類をつける。お姑さん

とスムーズな人間関係に終わった内容は成功カードのグループに入れる、とい

うことをしながら、机に広げた紙の上で、相手の話の全体をまとめて図化して

いったわけでした。友人の女性は単に、「そう、問題ね！」とか「そう、それは

良かったですね！」という程度でしたが、40 分ほどの対話で、図が出来上がる

と、「この紙持ち帰ってもいいかしら？」となり、「私がやらなければいけない

対策が判った。○○をすれば、問題は無くなる！」と話して、「あなたは本当に

話し上手だわね！気持ちと、やるべきこともはっきりした。ありがとう、・・」

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．関係者に対し、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．関係者に対し、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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と言い、涙を流して、握手までする状況でした。これが、一人ならともかく、

次の方は 30 分、その次の方は、対処したことの報告というより、上手く行った

自慢話しだけでした。しかも、私の友人はメモを取り、メモに花丸をつけて、「す

ごいわね！」という程度でした。これを見て、教授が「いかがですか？彼女は

相手を説得するのが上手でしょ！」というお話しだったわけでしたが、「先生は

相手の中にいる」「自分では答えが判っているが、話す中でごちゃごちゃした内

容が整理・整頓され、覚悟を決めて行動する道を見つけるのであって、「こうし

なさい」とか、「ああしなさい」と指示して反発を受ける対策より、今、ご覧に

なった方法の方がはるかに説得となるわけです。・・・」というお教えを受けま

した。

「口下手でも説得

が有効に出来る技

術」を、友人は、6
大能力の評価～活

用という対策と共

に身を持って実施

していたわけでし

た。以降、筆者も

『職場管理のため

の 6 大能力』の訓

練を受け、多くの

場で恩恵を被りま

した。

その他、6 大能

力には、右上に示

した管理力と改善

力もあります。利

用方法は「ここま

で解説した応用」

という形でご利用

願えれば、必ず、

効果を発揮すると

思います。同時に、

皆様が『外部志向

の病院 5S 改善』を

進める際に重要な

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

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
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ことは、「患者さ

んと病院で働く関

係者相互間で人間

関係や信頼と安心

を高める上で、こ

の種の技術を自由

に使いこなす」と

いう技術面の練磨

と向上ではない

か？と考えます。

そうなると右に示

した企画力のチェ

ックと活用も大切

になるはずです。

では、ここで、問題を例示するので、6 大能力を活用して対策の抽出をお願い

したいと思います。「あるべき姿を、関係者で求め、提示したが、決めたことを

守らない病院関係者がいる」という例です。演習題は、整理・整頓の大切さや、

「後工程はお客様」という教育は済ませ、職場でも『整理・整頓の徹底』を掲

げ、皆はやっている。しかし、「あの人がやらないので、職場の活動が崩れる」

という例です。「一

般に右の演習題で

示したように、職

場の管理者の躾や

統制能力に欠ける

と職場で不和を抱

えると」いう例が

あります。この方

に、この職場が聞

くと「頭では判っ

ているが、忙しい

時につい」と言い

訳します。しかし、

この問題の放置は

やがて「悪貨が良貨を駆逐することになり、他の者もやる気を失う」います。

したがって、何としても説得です。また、この種の実務的な問題が解けないの

であれば、「職場管理者の 6 大能力も知識だけに終わる」ということになってし

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

演習題 一見優秀な部下だが、５Sに不熱心な部下への
対処ある職場の小グループ・リーダーを担当するY君は、あまり細かいことにこだわらない性格である。

彼の小グループは全て大変自由に仕事をしている。仕事中、大声で個人的な話や世間話をしたり、
笑ったり、・・・・といった具合である。休日の時はラジオを聞きながら仕事をしているし、時には仕事の
手を休めて仲間のところで話し込んだり、といった状態である。

しかし、Y君のところの業務成績は決して悪くない。決められた医療や処置は丁寧だし、むしろ標準
以上といって良い位である。一口に言ってかれのグループは明るくやる気に満ちている、と言ってよい。
だが、他の小グループ・リーダーはこれに対して明らかに不満である。時々は上司（課長）のところへ

行き、Y君のやり方を批判する。「あのような仕事の仕方はおかしい、あれでは規則も無いのも同然だ、

それにY君のために、自分達の部下から「もう少し自由に仕事をさせてくれ！」という文句が出て
いる。課長、Y君に注意してくださいよ！」といった具合に不満タラタラである。
課長はこの不満を聞きY君を呼んで、他の話を含めて話をする中から「君、部下に規則を守るよう

しつけろよ！」と促した。だが、Y君の場合、他の話はOKだが、この話になると、「課長！私の係りの
仕事ぶり、例えばうちグループの仕事や資格の取得、・・何も問題ないでしょ。部下はヤル気一杯で
仕事していて、何も問題ないではありませんか！」「私に職場管理の方針を変えろ！と言うのですが、

それなら、具体的に何をどうしろ、と言うのですか？それより他の小グループ。リーダー絶ちに人の使い
方を教えることこそが、課長、あなたの仕事だと思いますよ、・・・」と言って注意を聞かなかった。

問題解決手順と対策記入欄

① 問題は何か？

② 問題をどのように整理するか？

③ 問題の本質は何か？

④ Y君を目前にどのように説得するか？
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まいます。では、『職場管理者の管理品質（レベル）向上手順』に従って、解決

策を探っていただくことにしたいと思います。

当然、この種の問題に正解はありません。しかし、Y 君が納得して５S 改善に

積極的になってくれれば、関係者の不満は解消するわけです。そこで、管理者

研修でガイドしている内容を紹介することにします。なお、この演習題で注意

すべき、また、管理者である課長が、もし、まわりのうわさだけで Y 君に欠点

を指摘する方式は絶対に避けるべきです。どのように優秀、人柄がよくても「事

実に基づく行動」を違反した結果「噂や風評で動く管理者である！」というレ

ッテルを貼られることになるからです。

では、解析内容を紹介することにします。

まず、右の図で

すが、左側のステ

ップは不良やヒュ

ーマン・エラー、

事故などをゼロ化

する手順、事実に

基づく対策として

有名な QC ステッ

プと言い問題解決

手順です。右側は

その応用です。職

場管理の技術も問

題解決となるわけ

ですので、応用と

なり、対象が人的

な内容になるので

歯止めがありませ

ん。では、右の表

に解析（問題の捉

え方）を例示する

ことにします。

まず、上の図の

問題の把握は下の

表の表題のように

なります。5W1H
で結果を書けば

管理の品質

品質改善の手順

１，問題の把握
結果でとらえる。

２，事実の把握
詳細事例の列挙と
あるべき姿の対比

３，本質追求
関連、メカニズム解析

４，創案～テストと証明

５，歯止め（標準化と遵守）

応用
展開

管理の品質改善の手順

１，問題の把握

５Ｗ１Ｈで結果をとらえる。

２，事実の把握
詳細事例の列挙と

あるべき姿の対比

３，本質追求
良い点を伸ばし、問題を減らす

関連の図化 → 納得へ

目で見て知る個人の特性

４，創案～誠意ある説得
１段高い立場から実態を見てもらう

問題：「Y君が上司から職場の規律に関する注意を受けた」
No. 事 実 職場管理のポイント（BMP基準をベースとして）

１

２

３

４

５

６

７

８

余りこまかい点にこだわらない。

部下達は・・・仕事の手を休めて近くの同僚の
ところへ行って話し込んだり、・・・・・・

業務成績は決して悪くない。

他の組長連中は不満時に､時々、主任のとこ
ろへ行って、Y君のやり方を批判する。

Y少グループ・リーダーのおかげで自分たちの

部下たちは「もう少し自由にさせてくれ」と文句
をいう。

課長はY君をよんで注意した。

私の職場は作業能率は良い。

「私は今の方法を変える必要がありますか？
具体的にどうしろと言われるのですか！」

部下の評価・人材育成のため、時には詳しく知っ
て行動する必要がある。

規則違反、躾教育の対象(職場規律上、不良やケ
ガ、習慣になると顧客見学の時は問題となる。

オーケストラの指揮者。チームメンバーの盛り立
て､個人との調和。生産目標達成管理は良い。

他部門とのあり方、管理者はひとつ高い目線でも
のごとを見て判断すべき。同朋との融和は人間信
頼の基礎。尊敬を受ける管理者の姿から

欠ける(上司へ苦言をいうより本人への忠告）

部下の育成に意欲と責任を持つべき。生きがい、
モラール管理が問題。部下掌握、説得に欠ける。

部下の信頼、部課長の方針の理解の項目に関与
する。注意、叱咤は確実な事実確認と方針や部下
の特質を知った戦略が事前に必要である。

自信、しかし、生産性以外に品格や人柄、５Sも関
与する（成績さえ良ければということではない）

自信、熱意。自己管理。意見の具申（はっきり自
分の方針と活動を評価して意見を述べる）。説得
力は認める。職長として連結ピン、縦と横の連携
は不足。自己成長人間の幅の面で相手の立場を
考える面で不足。
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問題の要点はとなります。次に、問題の事実の分析となりますが、ここには、Y
君の良い点と問題点の総てを書きます。その後、職場管理の 6 大能力を広義に

解釈して、管理者として行うべき行為を「職場管理のポイント」という形で評

価しながら記載すると、管理者がとるべき行動の評価となり、あるべき管理

という視点で、良

い点と問題点の評

価が進みます。次

の右の図は問題の

本質を探るために

作成した『特性要

因図』です。原因

に対し、なぜ？と

問いながら問題の

要因を前ページの

右側の解析結果を

使ってキーワード

で整理しただけの

図ですが、Y 君が

持つ問題点（改良すべき点）を上に、Y 君の良い点を下に記載し、相互に対比

する項目で記載する方式を採りました。このような表示方式は「誰でも、人に

は良い点と欠点がある。良い点を伸ばして問題点を見えなくする方式が人材育

成に有効！」という職場管理者の 6 大能力の評価思想で使う表現法の一例です。

この解析の後に明確になる点は、Y 君へのコーチングに当たって、「（ｲ）Y 君

は仕事に熱心だが、規律を含めた 5S を仕事と思っていない。（ﾛ）自分のチーム

の人的な関連は強化しているが、他の小チームのリーダーと仲が悪い、しかし、

やがて優秀な Y 君が他のチームリーダー達を部下にするレベルになるとまずい。

それなら、今から融和を、という課長の指導になるはずです。そうなると、Y
君に対する説得は、5S や規律に対するお小言やお説教ではなく、（ﾊ）「Y 君、君

の職場は君のおかげで成績も融和も既に高いレベルとなっている。そこで、お

願いだが、「5S で一番！」というお手本職場をお願いしたい！君のことだ、既に

5S がまずいと、患者さんから見ても良い病院という評価になってしまうことは

説明の必要は無いと思う。よろしく！」とう程度で Y 君なら自主的に、他部門

から寄せられる問題などは打破するはず」という策が選ばれることになります。

一般に、「お互いに、いやなことや、仲間や患者さん視点で見た時に問題とな

る行為や処置（5S における棚の整理やゴミなどの処理）に対し、お互いに注意

しあう職場は、「自分の仕事や行為や所作は自分では見えない。他人から注意を

他部門との
あり方

規 律

部下の信頼 熱 意

（
問
題
点
）

（
良
い
点
）

課長から

Y君へ

注意した

部下の
評価

躾

職場規律

正しい職業
感

会社・部課

方針の理解

自己管理

意見の

具申部課の
育成

生きがい、モ
ラール

人間信頼の

基盤

尊

敬

他部門との
調和

チームメンバー

個人の調
和

説得力

連結ピン自己成長へ意欲を

持つこと

一段上に立った

物の見方

オーケストラ
の 指揮者

連
結

ピ
ン

Y君が持つ問題の構造（特性要因分析）
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貰い、「ありがとう」という方には、良い情報と良い指導が寄せられるので伸び

て行く」と言われてきました。この視点が進むと、「ビデオで撮って仕事のムダ

と、良い仕事の手順研究～一流をめざす人材になる」というわけですが、5S 改

善をこの種の対策に応用して行くことも、自己育成上、極めて重要な 5S 改善活

用法です。つぎの

右の図は病院を離

職する看護師の皆

様の実態調査の例

です。このデータ

から注意すべき内

容は、20 歳代の方

が、折角スキルを

付けたのに病院を

去る理由に 1 位に、

『人間関係』がラ

ンクされている点

です。この個々の

実情は、ここで判

らないわけですが、

『職場管理者の 6 大能力』の活用という面から見ると、若い方との接触に対し

て、（ｲ）相手の真意を確かめ、傾聴術を使って語らせる。（ﾛ）語った中から、

人生の目標と仕事の目標を合致させる道を見つける。（ﾊ）目標管理方式で、①

将来の夢、②すぐ出来そうな目標と課題、③①に至る中間の目標を企画書化し

てもらい、④成功体験を得る、⑤褒めて育てる方式が最も有効とされてきまし

た。現在、若い方は豊かな時代を過ごしてきたせいか？「イワシ族（打たれ弱

い）」とか、「困難に当たるとリセット行動にでる（辞める）」という問題が多い

状況です。そうなると、病院関係で部下育成や、部下の方と仕事を共にされる

皆様に、ここまで紹介させていただいた『職場管理者の 6 大能力』を基盤に、

さらなる対策技術の強化をお願いすることになります。

（２）職場リーダーに必要なスキル評価

上の図の実態調査を見ると、病院を辞める理由にスキルアップの項目があり

ました。また、部下から仕事ができる上司や仲間との出会いは、病院で働く皆

様が目標になる、という内容でした。そこで、病院における個々の業務と専門

スキルは別途、プロでお仕事を進められる皆様にお任せすることにして、ここ

では、チェックすべき要件と、職場のリーダーに求められる管理スキルについ

20代の看護師の皆様が転職する理由

データーの出典：http://kango4job.com/jobchange-reason-nurse
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27.5%

15.4%
10.3%

回答率 日本看護師協会による
2013年度「看護師の離職率と理由

離職率 常勤 １１．０％

新人 ７．５％

１位：給与
２位：人間関係

３位：スキルをもっとあげたい

４位：自宅から近い職場を希望

５位：他の看護関連の仕事を

したい
６位：追加の収入が必要になった

７位：地元に帰りたい

８位：勤務時間や勤務形態が

希望に合わない

９位：都心に出て行きたい

１０位：子育てが関与
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て、『外部志向の 5S 改善』の視点をから、今度は『従業員志向の 5S 改善』とい

う視点から整理・整頓を進めることにします。その理由は、どのように施設や

医療技術が高いと

いう評価がなされ

ても、病院におけ

る離職率が高い

（病院に行くとい

つも働いていた人

が辞めて行く）と

か、医療事務や看

護師の皆様などの

仕事を見ていて、

人間関係や仕事の

連携が悪い場合、

患者さん側から見

ると不安を感じる

ことになるからで

す。それに対し、

右上図のような内

容を見ると、患者

さん達が、病気も

吹き飛ぶという精

神的な健康要件を

与えられ、早い回

復につながる例も

多いからです。で

は、その要件、す

なわち、一般論で

すが、病院関係者

を含め、従業員や

アルバイトなどを含め、「やる気が出る職場は何に関係するのでしょうか？」と

いう課題を研究した例を紹介することにします。上図がその内容です。これは

ハーズバーグ博士の研究結果という形で紹介されてきた内容ですが、職業に関

係なく、人がモチベーションを高める一番の要素は「達成と承認、そして仕事

そのもの」だそうです。経営方針は病院の方針や関係者の扱いに関する理念と

いったものです。これは、病院で仕事を進める関係者の行動理念に関与するの

モチベーションを構成する６要素

① 才能・特技

② ビジョン・目標

③ 内的
モチベーション

④ 外的
モチベーション

⑤ 人間関係

⑥ 環境設定

心の中からわきあがるもの
与えられた範囲でできることを
精一杯やる意志を示す。

外部から与えられる刺激
報酬、肩書き、評価や名誉
などであって、自分では全て
はコントロールできない対象興味や関心、好奇心など

自分が今まで積み重ねてきた
経験や成功体験などがベースになる

失敗や疑い、
叱咤などは
活動を
阻害
する

日本の教育問題？
① 画一的・完璧を求める
② 才能や特技育成法は除外
③ 不得意、失敗は減点！

対立 融和

ハーズバーグ博士の動機付け要因と衛生要因

米国心理学者は二因説と
いう名でモチベーションの研究
内容を発表した。
200名のエンジニアと経理担当
の事務員への質問結果

動
機
付
け
要
因

衛
生
要
因

不満足に働きかける程度 満足に働きかける程度

50% 40% 30% 20% 10% ０ 10% 20% 30% 40% 50%

達成

承認

仕事そのもの

責任

昇進

成長

経営方針

上司との人間関係

作業条件

賃金

同僚との人間関係

部下との人間関係

地位

雇用の安定



70

で、幅が大きい状況です。グラフでは、これが悪いとモチベーションは予想以

上の低下傾向を示す

という状況です。

それに続く形で上

司と部下との人間

関係が挙がってい

ます。だが、部下

に仕事を依頼して、

管理や、承認～達

成の感謝を伝える

となると、直属の

上司が職場を管理

する仕事の進め方

というスキルがこ

こに大きく関与す

ることになります。

このため、21 世紀

に入る前、JMA（日

本能率協会）で、

この対策を模索し

ました。それを病

院にそのまま置き

かえて、職場リー

ダーの在り方とし

たのが、右側の上

下の表です。当時

はまだ IT 化が今

ほど進んだ状態で

はない状況でした

が、現在は携帯電話などを含め、IT 化と共に、管理面で IT の利用技術が進化し

ました。このため、管理資料の作成や保管、検索や連絡などに大きな革新がな

されました。そうなると、ここに記載したように、「職場のリーダーの活動内容

と仕事は、従来から行うべき課題や業務を土台に、その進め方や質などを見直

すべきと」いうことになります。

医師の皆様が行う医療の専門技術と資格は、今回の対象から外れますが、自

主規制に似た形で、どのような仕事に対しても、評価レベルを決めて適用して

職場リーダーの育成レベル（その１）
21世紀型・職長のあり方（過去→現在→未来） ＪＭＡ（999年）

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

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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行くことは重要です。その理由は、右下の図に「医療の安全と患者サービス（試

案）」を例示させていただきましたが、病院が活動方針に合った活動を精力的に

進める場合、資格

と客観的に定めた

評価基準を設定す

ると、（ｲ）仕事の

良し悪しが確認可

能になる。（ﾛ）個

人の力量のレベル

に対し、目標管理

の題材になる。（ﾊ）

資格を取得した方

は自信を持ち仕事

を進めるが、同時

に、まわりにお手

本になる活動を進

めるため、資格を

持たない方々に良

い刺激を与え、職

場全体のレベル向

上につながる、と

いった環境に変わ

ります。上の図の

No.3 に、朝礼で安

全訓話の例が記載

されていますが、

同じ内容を伝える

にも、先に紹介し

た６大能力の表現

力や説得力などに

対し、資格設定することにより、多くの工夫と質の向上が図られることが期待

されます。右下の表は、そのために利用する「専門スタッフの仕事の評価とベ

ンチマーク」です。なお、この種の設定と利用法は、各病院の方針や活動目的、

多岐に渡る仕事（業務）の特質により、項目を選択する必要が生じます。

では、ここで、八王子を中心に活動する緊急医療の受付率 96％の K 病院のス

キル向上効果を紹介することにします（なお、評価の紹介は無かった）。報道で

医療安全と医療サービス資格制度の在り方（試案）

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！」

３， 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）

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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は一晩に 9 名位もの緊急医療者が運び込まれる状況に対し、医師の方の配備体

制はともかく、ベッドメーキングは放射線医師、窓口処理（受付）は作業医

療士、ということ

でした。組織の体

制強化に『天・地・

人』という言葉が

ありますが、病院

の特徴として、既

に、(1)天：病院の

方針として「夜間

救急を断られた場

合、行く病院が無

いという状況は解

決が必要」という

ことで、(ﾛ)地：救

急車が到着すると

病院の入り口から

医療室までの動線を最小にするレイアウト改善（病院建屋構造上の工夫と投資

上の対策）が図られている。(ﾊ)人：緊急時に対処可能なスキルを明確化して、

多能化対策と共に、看護師を始め、関係者の受け入れ体制が図られていると判

断される内容でした。この例を見ても、医師と共に患者さん対応に努力する看

護師を始め、病院で各種のお仕事を進める皆様が、高いスキルを持つことの大

切性がクローズアップされる状況です。特に、緊急時に各種の支援が必要な際、

仕事を任せられる方がおられるか否かは重要な要件となります。以上、このよ

うな内容から、ここまで整理した病院で働く皆様のスキル評価を、その題材と

して活用して行くことの重要性があるわけです。

3-3 患者さんのクレーム対策法

  （１）理解・納得・満足を得るクレーム対策へ向けて

これは、先に紹介した八王子を中心に活動する K 病院グループの院長がテレ

ビの特集番組で語っておられた要点ですが、患者として病院に入った時に実感

したことは、「病院に入院する方は極めて敏感になります。(1)仕事は決められた

通りしているようだが、事務的でそっけない。(2)院内の内装も患者さんの気が

落ち着く状況ではない。(3)看護師の皆様は決められた通り仕事を進めるが、多

忙で温かみがない」と言ったことから、今までの病院に無い改革を進められて

いった多くの内容が紹介されました。ここには、施設面での大きな改善もあっ

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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たわけでしたが、看護師の皆様を始め、多くの病院関係者の努力が紹介されま

した。ここで、施設面と言った資金が掛かる対策は除外して、患者さんサービ

スという視点で目に見にくい問題の対処を整理して行くことにしたいと思いま

す。

右に紹介した例

は国家試験の例で

すが。「患者さんと

看護師の方の間で

疎外感を感じるの

は、どのような行

為か？」という設

問に対する解です。

この設問を見ても、

看護師を始め、病

院では患者さん目

線で対処すべきこ

とを重視すべき解

を紹介しています

が、これを見ると、

最低限、病院関係

者の皆様には、こ

の種の対処が必要

であることが判り

ます。

さらに右下の設

問も、病院で働く

皆様が患者さん目

線で見ていただき

たいという内容で

紹介されている設

問の例です。はっ

きり言って、この

種の問題は、かなり対処が難しい例です。特に、新人にはスキルや経験が不足

すると思われます。そのため、上記の内容は、インターネットで相談をかけ、

多くの病院関係者が意見や経験談などを載せている状況になっています。イン

ターネットでは多くの策や経験談が掲載されていましたが、大変に難しい問題

国家試験の解：
設問 「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

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
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）

対策法に関する指導内容は？

メモ欄
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は、いくら良いマニュアルを整備しても、看護師の皆様の目前におられる患者

さん達が満足を得

られるという決定

は患者さんが決め

るという点です。

そうなると、実習

形式でいろいろな

ケースを模擬的に

訓練しながら対処

方法を考え身に着

ける工夫が必要で

す。加えて、関係

者相互で、ここに

記載したような難

解なケースを挙げ、

情報を共有する形

で、対処方法を身

に着けておくこと、

さらに、予想外の

事態が起きた場合

の対処なども知っ

て対処することが

重要になるわけで

す。また、このよ

うな意味で、右側

のインターネット

で紹介されてきた

21項目をご覧にな

られる方式を

お勧めしたいと思います。

次に、これも大変に難しい問題の例ですが、インターネットで対処法が盛ん

に検討されている例を紹介することにします。「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？」という、問題を起こしてしまった後の

再発防止策を含めた、今後の対処（処理）です。例題は「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も、「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」と言います。さ

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。

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。
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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

気づかないという場合も多いのでは？」という場合、看護師であるあなたは、

どのように対処しますか？」という設問です。

かっきり言って難

問で、対策に多く

の経験を要する対

処になると思いま

すが、このような

問題に対しても多

くのサゼッション

が記載されていま

すが、青色の太文

字で示したように、

会話の中でちょっ

とした変化を捉え

るゆとりや、患者

さんの感情の動き

を感知するゆとり

と気づかいなどが

必要なことが判り

ます。さらに、も

し、問題が生じそ

うなら、その兆し

を掴んで対処する

ことなどが記載さ

れていますが、こ

の種の内容は、あ

る意味、病院内で

無くても、人間関

係が関与する日常

生活では円満で

スムーズな交流を図る上で必要な内容ではないか？と考えるわけですが、いか

がでしょうか？特に、上図の下の記述、「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？」という内容に対しては、線で示したよ

うに、先ほど説明した 6 大能力の発揮や、コミュニケーションの面で看護師の

皆様のスキルの程度を問われる内容と見ることが出来る内容です。

「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？」に対する対策

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。

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%E
5%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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これは、ある病

院でよく見かける

例ですが、誰に合

っても「お疲れさ

ま」としか言わな

い例があります。

どうも、日常会話

のようですが、朝

のメールまで「お

疲れさま」から切

り出す状況です。

老人がこの言を聞

くと「私を老人と

見ている。疲れて

いないのにお疲れとは何事だ！朝から疲れては何も出来ないではないか？他に

声を掛ける手立てはないのか？無知で気遣いがないな！ここは・・」というわ

けです。これなどは、上の図に記載されている「本人は一生懸命やった積りで

も、・・・」かも知れませんが、ある意味で日常的に挨拶を聞く側とする側の意

志相通欠如の一例です。同じ挨拶なら「今日は天気もよくて良かったですね」

とか、「久しぶりの雨で稲も喜んでいましたよ」「ようやく日が出て野菜もおい

しく育ちますね」・・・「昨日より顔色が良いですね」など、まわりや相手のこ

とを気遣えば「お疲れさま」に代わる言葉の掛け方は山ほどあるはずです。要

は、「この種の相手に対する気遣いが、病院がサービスという一面を持つので必

要である」という内容が『外部志向の 5S 改善』の一例であり、目に見にくい問

題を扱う、清掃・清潔というわけです。5S 改善では躾（仕事を進める時一流を

求めるため、常に問題意識を持つ行動：自分自身で美＝一流を求める活動）と、

「仕付け＝良い行動を習慣づける」を区別します。ここまで、極めてしつこい

説明で恐縮だったわけですが、「お疲れさま」の繰り返しは後者となることが、

読者の皆様には、ここまでの解説でご理解願えたのではないか？と考えます。

ここで、異業種ですが、ここまでの内容をさらにご理解願いたく、東京ディ

ズニーランドの取り組みを例示させていただくことにしたいと思います。ここ

は、サービス業のお手本とされ、多くの方が教材にしてきたので、以下の内容

も、病院では多少参考になるのではないか？と思います。東京ディズニーラン

ドのサービス技術を訓練する内容は多くの書に記載されてきました。その中で

注目すべき事項に、お客様が来られる会場を『舞台』と呼んできました例があ

りました。要は、舞台俳優のように、裏手で練習して技量が達成しない方は会

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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場に配備させないわけですが、この研修と訓練の内容は病院に似た局面を持つ

ので似ています。会場でお客様がゴミを床に捨てると、東京ディズニーランド

のスタッフが即座に掃除します。しかし、エンターテイメントよろしく、相手

に合った踊りを披露する形で処理します。これを見た観客は大変勉強になるそ

うです。「もう、ゴミは捨てないぞ」という子弟教育はもとより、「嫌なことを

相手に感じさせないで対処する」という内容がここにあるわけですが、親御さ

ん達は「お小言や、5S の仕付け教育でも出来ない価値を与えていただいた」と

いう多くの感謝状が寄せられてきたことからも、その種の内容が判ります。さ

らに、トイレの掃除を担当される皆様は「便器もエンターテイメントの仲間」

という教育を受けるそうです。便器には名前が付けられています。使用時に汚

さない注意が、個々に記載されていますが、見ると楽しくなる表現で「ここま

で気を使っていただいているのなら、絶対に汚すまい」という思い出になる記

載は、トイレ清掃スタッフの工夫です。

このような環境でサービスの開発を行ってきた東京ディズニーランドが東日

本大震災で（3・11 の時）液状化の被害を受けました。お客様は、被害対策も帰

ることも出来ない時、いつもは販売しているぬいぐるみをヘルメットにして無

料着用願ったそうです。さらに、安全な場所へお集まりいただき、冷え込む中

で、暖かい食事や飲み物の提供も無料で行い。24 時間以内に、全員が無事に

帰宅する対処を完

了させたことは有

名な内容です。「さ

すが、サービスを

ここまで」という

評価と共に、今で

も海外旅行者の訪

問人気 1 位を保っ

ている背景には、

右図に示したよう

なリスク対策を常

に研究～蓄積～発

動する訓練と技量

向上があったため

でした。ちなみに、上図に示したリスク対策の手法ですが、これは、NASA で

アポロ計画と共に誕生した手法です。手順は、まず、①これから起きそうな問

題や、過去起きた問題をリスクという形でリスクの項目欄に総て記載します。

次に。②考えられる原因を記載します。これで問題と原因が判るので、③図の

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：○○迄に◇◇病院のクレームゼロ化を図る

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
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左上に記載した『潜在問題の評価』という基準を使って P：発生可能性または確

立と、S：事が起きた時に与える重大性を 5 段階評価して、表の P と S に記載

します。④P×S の高い値を見てリスクを評価した後、例えば、火事の対処であ

れば、消火器を用意する。・・から、緊急避難退避訓練をする、と言った予防策

を進めます。しかし、このような対処にも関わらす火事になった場合、⑤緊急

時の用意した対処策の実施を発動します。例えば、緊急避難経路を定めておく。

担当者が移動用台車を必要部へ持ち込むなどという内容です。

このように準備しておけば、火事のリスクを下げることが出来るはずですが、

⑥表の右下に記載した、E（Ease）：実行の容易性と、F（Feasibility）：実現性

を評価して、⑦先の④で設定したリスクの低下程度を評価します。この一連の

手続きでリスクの低下が確認できたら成功とするという手続きがリスク対策の

実務です。

以上、クレーム対策の基本である、クレーム撲滅（含む軽減）対策の手続き（対

策手法）を紹介したわけですが、患者さんのクレームには多くのケースがあり

ます。未然防止は前ページの方式で解析して、情報共有の形でノウハウ化した

内容を関係者が技術知見という形で身に付け、活用して行くことが重要ですが、

万一問題の兆しや小火のような問題が発生した場合、早い対処（火消）が重要

です。問題の放置がとんでもない拡大となることがあります。時には謝罪とい

うことで、患者さんを始め、ご関係者のご理解を願う例もあるわけですが、真

摯に事実をとらえ、誠意を尽くした対処が重要です。「クレーム対処で逆に高い

信頼を得る」という例は多いことからも、この種の内容も情報として集めてお

いて共有化すると共に、目に見えないサービス向上へつなげる対処も重要です。

岩手県立中部病院では、患者さんの意見箱を設置し、その内容と対策を玄関先

に紹介してきました。簡単な表示方式ですが、病院側ではなかなか気づかない

問題もあり対処した結果を報告の形で紹介してきましたが、患者さんとご関係

者には評価されてきたため、続行中です。現在は、先に紹介したように行動分

析を加え、『外部志向の 5S 改善』の活動に入れて、更なる努力を図っている状

況です。なお、少ない例ですが、時に、病院には悪意をいだいてクレームを持

ち込むクレーマー事件があります。この種の問題と対処は犯罪行為であり、警

察や法律の専門家が扱う対象であり、本書の範囲で無いため除外しました。し

かし、これも釈迦に説法ではありますが、病院における、薬品や機材の取り違

え事件などに代表される各種のヒューマン・エラー問題から、院内感染やノロ・

ウイルスなどを含め、新聞で騒がれる事件などがある時には、『他山の石』とい

うことで、同じ問題が起きないか否か？防備とリスク対策は十分な状況だろう

か？という視点で、「他の病院で起きた問題の芽をつむ」という対処は十分にし

ておくべきです。
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（２）目標管理と自己育成

第 3 章の最初に解説してきたように、ここまで記載してきた要件はガイドで

す。したがって、各職場や患者さん達の状況によって対象とすべき技術改善要

件を選択願うことにしました。このような条件で、仮に病院スタッフの皆様が、

仮に「職場として、または、個人として技量向上を図ると」した場合に参考に

願いたい内容として、『効率的な、目標管理による自己育成法』を紹介すること

にしたいと思います。

右図は目標管理

の要点を整理した

例です。「目標なけ

れば管理なし」と

いう言葉がありま

すが、管理とは限

られた時間やお金、

体力や知恵、設備

などの資源を使っ

て最良のアウトプ

ット、すなわち高

い目標を達成する

活動を意味します。

例として、あるスポーツにおいて、金メダルを取ろうと定めて活動する例と、

単に仲間とのおつきあいで練習をする例とでは、大きく差が出ることを、皆様

はご承知の通りの内容だと思います。後者の場合、自己満足は大きくても、と

ても国際レベルに達する例は少ないわけですが、金メダルを狙う方の練習者は、

目標達成に厳しいが納得の行く評価が定められ、良いコーチを得て段階的に目

標達成を図る方式を選択し、目標達成を果たしてゆくからです。場は違います

が、ある意味、病院における各職場における専門技術習得も、これに似た局面

があるように思います。

世界で競うオリンピック金メダル取得は特殊なレベル達成ですが、ここで学

ぶべきことは、高い目標達成を決める要件に、(ｲ)中・長期の目標を決める。(ﾛ)
現状のレベルを精細に把握して、(ﾊ)段階的にいくつもの中間目標を立てて、日々

管理と共に達成努力を図り、成功が次の成功につながる基盤として行くプロセ

スではないか？と思います。また、たとえ、金メダル取得は出来なくても、リ

ハビリを行う患者さまを診ていても、この種の努力が、その方の潜在能力を伸

ばし、信じられないほどの能力開発がなされた結果、見違えるような人材育成

を果たして行ったことは、スポーツ界以外にも多くの事例をご覧いただいてき

目標管理と自己育成メカニズム
E.A.ロックとG.P.ラザル（心理学者）

の研究結果

目標の選定

目標の
困難さ

目標の
明確さ

努力
（行動）

成果
（成功
失敗）

可能性の
認知

（自己効力感）

目標設定と共にモチベーション高揚を図る要点

① その人に努力しなければならないと思わせる。
② どのように努力すれば目標達成ができるか？

その方向や手順を理解させ、
③ 達成イメージを想像させる。

① やや難しい目標には努力する。
② 自分を試してみたい、自分が有能であることを

示したい場合は努力する。
③ 他から強制やガイドするのではなく、自分が

すすんで行うことをベースに進めることが肝要！
（人間には自己効力感を確信したい。失敗は
したくないという気持ちが必ずある。この気持

ちが交差するところが目標設定の設定点）

働きがい！
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たと信じます。そこで、このようなことを必死になって調査～研究し、適用を

図った結果、大坂では悪評が高かった問題校をスポーツの名門だけでなく、勉

強や人格までを革新させた例があります。現在は多くの企業や機関などが導入

を図り、成果を得てきた方式ですが、原田隆史先生による目標管理です。この

方式でも右に示し

たような表を用い

て、先ほど解説し

た(ｲ)の最終目標を

記載して、別資料

に(ﾛ)の中間目標を

書くわけですが、

(ﾊ)の日々は日記を

利用します。ここ

には、日々の小さ

な目標を立て、達

成内容や反省点を

書くわけですが、

原田先生方式は、

日常生活で簡単に

出来る生活指導的

な目標達成経過も

記載して行く点が

特徴です。「継続は

力」というわけで

すが、例えばスポ

ーツの場合、コー

チと共に決めた目

標を練習場で果た

すのは当たり前で

す。しかし、例え

ば、日々家族の下

足を揃える、とか、

日々、食後の皿洗いをするといった生活指導的な目標を定めても、練習で疲れ

た選手は、つい「今日はだめ！」とする例があります。しかし、この種の地道

で下らなく見える自己目標を達成していった選手たちが、松虫中学では 3 年で

13 名もの陸上競技日本一を打ち立て、見違える人物像を示したわけでしたが、

各人の改善目標～フォロー内容記入用紙（例）

下記の様式を参考に、個々に改善指導と、個人の力量育成に有効な指導様式を作成してください。

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：

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。
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病院関係者の皆様にも、ここまで記載したスキルアップに、この種の方式が参

考になれば幸いです。

以上、ここまでに解説してきた内容は総て病院で仕事をされる方のスキル（技

術改善項目）の対象です。しかも、目に見にくい問題が患者さんを始め、関係

者の不満となって内在したり顕在化したりしてくる対象です。したがって、再

度の記載で恐縮で

すが、右の表に示

した『病院の 5S 改

善という局面』で

は、「病院サービス」

とか「患者さんを

始めとした外部志

向の 5S 改善対策」

の対象の中では清

掃と清潔の対象と

なるため、あえて、

患者さんと関係者

へのコミュニケー

ションの取り方～

病院クレームに至る対処などを『外部志向の 5S 改善』という視点で、岩手県立

中部病院で研修してきた内容を、ここまで紹介してきたわけですが、読者の皆

様には、このような局面から、皆様が関与する病院の、患者さま満足度の向上

～改善の促進、評価の向上の一助になれば幸いです。

【参考にしていただきたい『外部志向５S 改善』上のチェック事項】

□ 皆様の職場の目標達成のため、①個々に職場の活動方針と、②重点事項、

③成功達成者を褒めて育て、努力内容を波及する努力を図っていますか？

□ 病院の各職場を管理するリーダー力（管理技術）向上のため、『職場管理者

の 6 大能力』の活用などの活用を図ってこられましたか？

□ 病院関係者の実力向上のための評価基準を具体的に示していますか？

□ 内外を含め、患者さまがお持ちになる、またはクレームや内在しそうな問題

を整理して、対処方法（ノウハウ）などを研究しあい、技術向上という局面

からレベルアップを進めていますか？

□ リスク対策の進め方は病院関係者が知って使うべき技術ですが、実際に適用

されてきましたか？

５Sの改善の定義と適用手法

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



82

第４章 外部志向５S 改善の実践【ジャンプ】

岩手県立中部病院では全員参画の改善だったため、多くの事例がありました。

この種の内容は上沖 5S 委員会長（副院長）を中核とした活動組織で、相互に発

表し合い技術波及を図ってきました。では、相互発表してきた要点を紹介した

後、他の病院にもご参考になりそうな事例を紹介させていただくことにします。

4－1 5S 活動発表会の概要

（１）内部指向の 5S 改善活動（主に、外部へ移行時の内容を掲載）

①平成 25 年 6 月 3 日終日 発表 3 件の後、院内ラウンド（相互診断 5 か所）

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 「目に見えにくい

改善」

外来

患者さんが病院に来られた時の行き先表示、掲示板

などを総て見直した結果、患者さん視点で判りにく

い、見にくい、などの視点で改良、目に見にくいテ

ーマは対策内容を掲示したため評価を得た。

２ 「目に見えにくい問題

の改善へ向けて」薬剤

課

病院補助者が患者さんのお薬を取にこられた時、確

認の時間や未処理の薬があり、再度の受け取りをお

願いしなければならない例があった。そこで、アイ

デアバンクで解析して、処方発行についてのマニュ

アルの改善～気送管の運用まで効率化を進めた。

３ 「よりよい医療に向け

て」救急・検査・透析

スムーズな連携医療をチームとして目指す対策を

進めた。事例は重症外傷の方に対する医師からの医

療指示を看護師が十分できないという問題があっ

た。このため、緊急担当医師と看護師がカードを用

いて問題を総て挙げて、整理～整頓の後、有効策を

見つけ、重症外傷に対する、小さい問題を含め総て

の対策を進めた結果、医師とのコミュニケーショ

ン、対応スキル面で大幅な改善が図られた。

４ その他

院内ラウンドと講義

① 事務、医療放射線科、4 階東病棟を現場診断、

外部志向で改善すべき点を講師指導、診断参加

者の皆さんで改善具体策を提案した。

② 講師からの講義：発表会と診断結果を含め、外

部志向 5S 改善で行うべき内容を、全 5S 改善リ

ーダーを中心に 5S 改善を進める実務者に解説

注釈：第 1 回「内部志向の５S 改善」の実施編という視点で進めてきた内容

をフォローアップ研修の形で実施したが所定の成果を得た。また、有

効な事例や改善事項をラウンドで関係者がと共に確認した。
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② 平成 25 年 11 月 7 日終日 近隣 4 病院の波及を含めた 5S 活動の発表

   （なお、下の表には近隣の病院への波及内容の記載は省略した）

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 「セーフティマネジメ

ント部会への参加者増

加対策」

医局

病院の重要課題のひとつである「医療務安全」を部

会方式で進めてきたが、出席率向上対策が課題にな

っていた。そこで、アイデアバンクによる解析を進

めた。その結果、連絡体制、参加しやすい業務面で

の相互支援、他の業務との調整など有効策を組合せ

て行う方式が見つかり、実施へ移すことができた。

２ 「忘れ物ゼロ化対策へ

向けて」

事務局

忘れ物や落し物が事後処理の形で事務局に持参さ

れる問題があり、確認～返却や警察への遺失物届出

などの処理があった。この問題は、患者さんもお困

りになっているハズなので、忘れ物ゼロの目標を立

てて活動した。アイデアバンクによる解析を進めた

結果、忘れ物がしにくい環境と患者さんの活動手順

～忘れ物をしないバッグなどの利用、忘れ物が起き

にくい病院環境面の改善、早期発見対策などを進め

た。

３ 近隣病院への 5S 改善

結果発表会

5S 改善を導入してヒューマンエラー対策と病院ス

タッフ関係者の皆様の仕事の負荷軽減（ゆとりづく

り）を進めたい病院からの希望で、5S 改善の結果

を、東和病院、沢内病院、北上きぼう苑、宮古病院

の 4 病院が実施結果の形で発表された

４ 研修・講演会 ① 5S のバージョンアップとして、改善を進める補

完的な技術知見の研修を進めた。

② 5S の基本ということで、新たに 5S 改善を進め

る方や近隣病院の方に対して、基本的な事項か

ら現在の活動、さらに、今回発表された進化し

た改善などの要点を研修した。

注釈：第 2 回「外部志向の５S 改善のバージョンアップ」対策の技術的な側面     

を補完するため、数名の方が組作業の形でする仕事のスムーズ化の見え

る化対策法、各種コミュニケーション対策、リーダーシップの手法を講

義と演習形式で習得願った。今回は、目に見にくいが病院・患者さん相

互で困る問題に着手できた内容が発表された。また、5S 改善が近隣の病

院に波及展開され成果を挙げ始めた発表も価値の高い内容だった。
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③ 平成 26 年 9 月 1 日 16:00～17:00 5S 活動発表会

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 針捨て BOX の改善

検査・救急外来

血液培養や血ガスと共に採血を行ったシリンジ針

は BOX に入れないように仕分け対策した。大幅な

原価削減を得た。

２ 業務分担の見直し

  栄養管理室

臨時職員の人数比率増加と共に、予想外の早期退職

者が発生。理由を徹底分析の結果、業務分担の改善

が最も効果的なことが判り対策。その結果、スキル

向上と相互連携が増し、問題を解消した。

３ 火・木に OHS などの

対応時のピーク対策

     外来

業務が一時的に集中した結果、看護師の不足となる

問題に対し、仕事の分析を行い、アイデアバンクを

使って対策案を策定～評価～最適案の抽出に努力

した。患者さんへのご協力を含め、患者さんの満足

を得ながらピーク対策を可能にする成果を得た。

４ 電子カルテ、日誌、依

頼経路の一本化と共に

進めたみえる 5S
  CE センター

例えば、ペースメーカーのチェックや日誌など、

日々行ってきたテンプレートを 5S 改善の視点で見

直した結果、多くの問題点を発掘したので、関係者

で改善した結果、早く、確実な処理が進んだ。同時

に、医療器材などの置き場も改善、早く、楽に仕事

が進む職場づくりを具体化させた

注釈：5S 改善を病院全体に波及するため、行った発表会だが、事務や環境改

善など、多くの分野に 5S 改善が進み、病院スタッフの皆様の仕事が楽

に早くできる対策が医療面で仕事のスムーズ化～患者さんの待ち時間

の減へつながるという内容を確認しながら、波及へ向けた。

（２）外部志向の 5S 改善活動

内部指向を重点に進めてきた 5S を外部志向の局面から見直し、外部志向面で

も評価される 5S 改善運動を進めた結果を中心に、活動内容をまとめます。

① 平成 26 年 11 月 4 日終日 外部志向の 5S 改善、職場診断と事例発表会

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 院内ラウンド

     薬剤科

既に、多くの改善が終了しており、関係者が勉強と

いった意味合いで現場見学を進めた。なお、動作面

で改善する個所があり関係者で意見交換した

２ 火・木に OHS などの

対応時のピーク対策

     外来

（１）の③（上の表）の No.3 の内容と、その後の

活動が発表された（新たな 5S 推進委員が加わった

ため、更なる波及を狙い、発表願った）。
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① 平成 26 年 11 月 4 日終日 （つづき）

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

３ 患者さん満足度の実態

調査と患者さん視点で

見た目にみにくい改善

     事務局

患者さん満足度で有名な亀田病院と岩手県立中部

病院において、職員の接し方～各種の待ち時間など

統計比較した。結果は病院の特徴を除きアンケート

結果はほぼ似た値だった。さらに、この種のデータ

をベースに患者さん指向で病院を廻り、身障者用ト

イレ、駐車場、案内板や飲食スペースの掲示など、

総てを見直し、問題と感じた個所の改善を進めた。

４ 臨床検査技師による検

査説明の改善

    臨床検査科

病院の予算で見ると 3～5％だが、検査結果は医療

現場の診断、治療などの意思決定の 60～70％を占

めるため、アンケートを用い、患者さんから、目に

見えない検査説明に対する改良点を探った。その結

果、判り易く満足を得る方式へ大きな改良が図ら

れ、患者さんの評価が高まった。

５ N95マスクの管理の最

適化

     ５西病棟

結核病棟で使用する N95 マスクは保管・管理が重

要であり、清潔かつ限られたスペースの有効活用が

課題だった。そこで、5S 視点で使用と保管が確実

に進む方法を考えた結果、留め具（洗濯バサミ）の

上手い利用法をみつけ着装～確認～交換などの時

間が大幅に短縮できた。

６ 講義と演習：5S 改善対

策の見直しと充実

サービス業におけるサービスの基本、ビッグデータ

ーの活用による患者さん志向による改善などを研

修、活動のレベルアップを願った。

注釈：患者さん志向の 5S 改善が進みつつあるため、その波及と共にサービスと

いう局面から技術向上へ向ける各種対策を研修した。なお、今回、さわうち病

院の発表がなされたが、待ち時間の改善は外部志向の 5S 改善を大きく進める内

容だった。

② 平成 27 年 2 月 2 日 16:30～17:15 5S 活動発表会

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 小さな改善

     1 病棟

小さい改善を数多く行い、働き易く確実な仕事づく

りを図る対策の継続は 5S 改善を進める上で極めて

重要だが、この活動を進めてきた結果の紹介。注射

箋のシュレッダーレイアウトと 5S 面の改善、麻薬

金庫の定数化、エンゼルケアーセットの改善、指示

依頼～受けボックスなどの改善で効果を得た発表
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② 平成 27 年 2 月 2 日 16:30～17:15 つづき

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

２ 職場の仕事の総点検～

5S 改善  5 東病棟

ここも、小さい改善の繰り返し積み上げで、仕事の

確実化と効率化を進めた事例が紹介された。例とし

て CE 機器返却カード、絶食表示カード、麻薬・眠

剤入れケースなどの改善事例が紹介された。

３ 各人が感じた問題の改

善

リハビリテーション科

目に見にくいが個人が感じている問題を総てカー

ドに挙げ、業務改善につなげるという視点で整理し

た後、例えば、共有フォルダー、回覧物～皆で使う

文房具などが雑然とした結果、仕事の効率を阻害す

る例などを抽出して対策へ向けていった内容が発

表された。

注釈：今回は、徹底的に内部指向の 5S で積み残した対策を進めた発表がなされ

たが、同時に、副次的だが、患者さんへのコンタクトの際にゆとり生むとい

う内容に貢献する事例だった。同時に、（0.1％/日の改善）×25 日/月×12
ヵ月/年＝30％/年の効率向上、これを 3 年続ければ、1.3×1.3×1.3>2 倍/3
年という内容が、気づきを母体とした 5S による継続的改善ですが、今回の

事例は、総て、この要素を持ち、5S 改善が病院内で完全に普及した形で活

用されていることを証明する例となったように思う発表でした。

③ 平成 27 年 6 月 9 日終日 5S 改善（最終）研修会と事例発表、ラウンド

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

１ 外部志向の 5S 改善

最終研修会と演習

約 2 年間に渡り外部志向による 5S 改善に関する

技術的な内容を研修してきたが、もはや投入する内

容が終了となった。このため、看護師の一日という

視点で外部志向の活動をどのように取り入れるべ

きか？を整理する対策とリーダーシップ研修を実

施した。なお、終業時間には新人教育を実施。

２ 小児科への入院時、

家族への説明時間の

改善  

  3 東病棟

患者さんと病院関係者間で起きる「目に見にくい問

題」として、小児科におけるオリエンテーションか

ら付き添いの家族の方々に対する説明の質を高め

つつ、短時間化を図る問題を挙げ、テーマポケット

マトリッス解析で最良策を探求した結果、家族の

方々が早くつかみたい内容の標準化が図れた（皆で

知恵を集めた結果、相互ノウハウ交流も進んだ）
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③ 平成 27 年 6 月 9 日 つづき

テーマ名と発表部署       発表内容の要点

３ 整形外科で使用する機

材置き場の改善～入退

院や手術管理・連絡票

の改善

   4 東病棟

全体で 4 件の発表がなされた。大きく分けると、①

整形外科で使用する機材は多いが 5S 改善の手法で

出し入れが容易な棚の構成を確立した。という 5S 
改善と、②入退院や手術管理・連絡票の管理上、例

えば看護補助者に十分に情報が伝わっていないと

いう例があり、転室の遅れになる例などがあった。

そこで、全員が目で見て判る方式を確立した。

４ お薬相談室・患者さん

用説明冊子・指導用資

材の 3 分野を徹底的に

5S 改善

   薬剤科

お薬相談室には書棚があるが、相談時に貸し出しす

る本を探すのに時間がかかった。この際、患者さん

が待つなどのご迷惑が発生する問題を対策した。こ

のような整理整頓で成果を得たため、患者さん用説

明冊子・指導用資材についても、目で見てすぐ解り

取だし可能な方式に改善した。

５ 他院の 5S 改善発表会 沢内病院、北上きぼう苑、北上共済会病院、県立東

和病院で進めてきた 5S 改善事例と努力の内容が発

表された（すばらしい取り組みが発表された）

６ その他

  追加研修会

5S 発表討論会がスムーズに進んだため、外部志向

の 5S 改善に関する事項として、仕事を改善して「看

護師の一日・笑顔でいつづけられる環境づくりへ向

けて行くには如何にすべきか？」という内容につい

て No.1 の研修の中から、看護師の 1 日の行動を解

析して 5S 改善の成果を結びつける対策を、今まで

の投入した手法の活用を整理する形で紹介した。

注釈：今回の発表で基盤として進めてきた①内部指向の 5S 改善と、②外部志向

の 5S 改善に関する技術対策は終了する段階となったため、①＋②で病院ス

タッフの皆様が 1 日の中で何を行い、どのような成果を得るか？という内容

の明確化も進みました。

4-2  外部志向の 5S 改善事例（その１）：患者さんの待ち時間対策

既に、前回の報告書で「内部指向の 5S 改善」を進めた内容と結果は紹介した

ので、本報告書では、「外部志向で進めた 5S 改善」を中心に事例を紹介するこ

とにさせていただくことにします。なお、この両者は問題を見る局面が異なる

だけであり、基本的には改善手法は同じものが多い状況です。しかし、「外部志

向で進めた 5S 改善」を進めると、対象が患者さんを始め、病院を訪れる方のサ
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ービス向上という局面になります。では、「目で見て判る表現」ということで、

改善前後の状況を示しながら、ここまで表の中で紹介した事例を紹介して行く

ことにします。

① 外部志向で改善した、「病院環境」入り口から通路付近の改善

事例 1 身障者用の駐車場

【Before】改善前         【After】改善後

身障者駐車場は１カ所 10 台だった。→ ２カ所 19 台をおけるようにした。

              （屋外にも身障者用 9台分の駐車場を用意した）

玄関まわりの美化も実施（改善後 2015 年 8 月の写真）

   

身障者駐車場は１カ所 10 台の設置だったが、利用者の利便性を図るために屋

外にも身障者用の駐車場を用意した。

玄関は床面に綺麗に植えた植木屋草花の配置だったが、常に植え替えや手入

れが大変だった。また、玄関から離れた位置にあり、病院を訪問される方の目

に花や緑が入りにくく、入口のドアーだけが目に入る状況だったため、季節感

とゆとりなどを感じていただく雰囲気が無かった。そこで、植木鉢を利用する

方式とした。
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事例 2 掲示板の掲示

車いす利用者から、身障者用トイレの位置が分かり難いとのご意見があり、

車いす利用者の目線位置に、１階案内図に追加掲示した。

【Before】改善前の表示盤    【After】改善後：身障者用トイレの表示

  

【Before】改善前の行き先案内  【After】改善後の行き先案内

改善当初の表示状況        2015 年 8 月現在の表示状況（追加）

    

5S 改善では、「必要な時、必要な情報を必要な場所に必要なだけ」明示する

対策を図ることが重視されるが、外部志向の 5S 改善では『車いす目線』という

患者さんの立場で掲示物の表示法を見直して改善した。

表示を、拡大

す る と 同 時

に、車いす利

用者の目線に

合う高さに改

善した。
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事例 3 緩和ケア病棟の案内板の設置表示位置の改善

【Before】改善前の案内板の位置   

【After】改善後の案内板の表示

事例 4 飲食スペースの表示の改善

【Before】改善前の案内板の位置   

  

時間によっては消灯する場所があるため、利用できずにお困りになることが

あり、それぞれの場所に合わせた内容の表示を行うことによって、ご利用がス

ムーズになった。

緩和ケア病棟の案内板は、

移転当初から 分かりにくい

ことは承知していた。しか

し、病院では設置６年、緩和

ケアに対する 住民の意識変

化を基に、案内板の設置を奥

の方から通路の手前に変更

した。

移設前

病院にこられた方が、ご持参

した昼食等の際、飲食場所の確保

にお困りになっていた。このため、

1 階の飲食スペースにそれぞれの

利用時間を明記し、利用される方

のサービス向上に努めた。
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② 外部志向で改善した各種「待ち時間」の改善

前回（平成 25 年度）の内部指向の 5S 改善でも、改善を進める過程で、平成

26 年度を見ると、患者さんを含め、病院に来られる皆様の待ち時間改善は図ら

れてきました。その状況は下に示したデータの通りですが、今回は、「待ち時間

を減らしたい」という対象にしぼって対策を進めましたので、その努力の一例

を紹介することにします。

  

事例 5 患者さんの待ち時間の表示

【Before】改善前 → 【After】改善後：表示方式の改善を進めた

改善後の状況、各外来診察ブロック前に設置の（写真左：待ち時間表示）と、

頻繁に科別の待ち時間を表示（写真右：待ち時間表示）する方式にした。

   

事例 6 患者さんの待ち時間の表示（４東病棟）

整形外科では患者基本表に、指示を受けしたい内容を書いた紙を挟んで指示

受けをする方法を取っており、医師が患者基本表をカートから持って行って指

示を出し、またカートに基本表を戻す作業をしています。電子カルテ上で、指

示依頼をするより見落としが少ないため、この方法を取っていますが、医師が

パソコンと患者基本表を置くカートの間を移動しなければならないという動線

の問題もありました。そこで、歩行距離と時間について調べた結果、距離は４

Km848m、時間は 58 分 10 秒でした。カートを移動したことで、歩行距離は３

Km８７５ｍ,時間は 46 分 30 秒の短縮となり作業効率がアップした。また、電

子カルテのベッドマップを A3 に印刷し、クリアケースに入れ水性マーカーで転
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室や入退院、手術の予定を書き込み、スタッフステーション内に掲示するよう

にしました。その結果、予定していた部屋に、別の患者さんが緊急入院するな

ど変更が多くありましたが、この方法を取り入れて書き直しができるようにし

てから、わかりやすく、看護師や看護補助者との連携もよくなり転室がスムー

ズにできるようになりました。

【After】改善後に行った「見える化対策の内容」

    

図のように、電子カルテのベッドマップを印刷して、看護師毎に担当患者さ

んをマーキングし全患者さんにおいて担当漏れがないことを確認して、スタッ

フステーション内に掲示するようにしました。また、この用紙を保存しておく

ことで、次の日の夜勤においても業務分担の参考となり、業務分担に費やす時

間を情報収集の時間に充てることができるようになりました（その結果、予防

として取り入れたもので、インシデント予防にも繋がっています。）

事例 7 小児科への入院時、家族への説明時間の改善（3 東病棟）

小児科におけるオリエンテーションから付き添いの家族の方々に対する説明

の短時間化を図るため、テーマポケットマトリッス解析で最良策を探求した。

次ページの「付き添われる家族の病院での過ごし方のしおり」は、改善の結果

作成した資料ですが、この資料の作成により、説明時間の短縮だけでなく、看

護師相互の情報交流～ノウハウの集約が図れました。

【テーマポケットマトリックスによる解析：知恵集めの過程】
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事例 8 お薬相談室の整理・整頓（薬剤科）

お薬相談室内に患者指導用の冊子・資材などがあるが、無造作に置かれ、指

導環境の悪化となっていた。しかし、患者さんの立場からすれば、一時的とは

言っても、「物置に入れられて説明を受ける」という感がぬぐえないと考えまし

た。そこで、資料の取り出しや保管のし易さなどの改善を進め、結果として美

化を得るという取り組みを進めた結果、居心地も良い部屋になりました。
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【Before】改善前の書棚 → 【After】改善後：整理・整頓対策の結果

③ その他、患者さんの志向で行った 5S 改善

事例 9 忘れ物ゼロ化へ向けた対策（事務局）

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、ゼロ化運動を進めました。

【Before】改善前の事例 → 【After】改善後：発生時点の対策ルール化

当面、ここまでは、忘れ物が発生した場合の対応を進めましたが、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)

１，目的の資材がすぐに見つからない

  問題は解消

２，他部署への相談室貸出も容易に

  判るようになった。

３，「がん患者管理指導料３」算定

（化学療法初回・レジメン変更時）

の患者さんの指導室として使用す

る予定
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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。

事例 10 各種目に見にくい問題の対策（リハビリテーション科）

病院におけるどこの科でもそうですが、病院スタッフの方がやりにくい仕事

やコミュニケーション面で不具合があると、結果的に仕事に支障をきたし、患

者さんの待ち時間の増と言った面でご迷惑をお掛けするため、関係者の問題解

決を基本に 5S 改善を進めた結果を紹介させていただきます。

【Before】改善前の事例：各人からの問題の列挙と実情把握

  

【Before】→【After】改善例

【5S 改善で得た効果】

1．各個人から問題点を挙げてもらったが、気づか

ない視点もあり、みんなの意見を共有できた。

2．改善の結果、仕事の効率化が図られて、ゆとり

増と共に、リハビリ業務のスムーズ化へつなが

った。
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4-3 学会発表事例

事例 11 学会発表（その 1）外来業務安全性にゆとりをもたらした 5S 改善

左に示した内容は、5S 改善と

共に、外来される患者さんにゆ

とりを持っていただきながら安

全対策を確保したという事例で

す。岩手県立中部病院では、平

成 24 年度より「心かよう 5S 改

善運動を通じて、患者・職員・

環境の安全を守ります」を理念

とした 5S 推進委員会を立ち上

げ、職員全体での 5S 改善運動

の取り組みを開始しました。こ

の時、外来では「楽しく 5S 改

善運動を進め、働きやすくゆと

りと笑顔あふれる外来にする」

を目標とし改善を進めることに

しました。これは、そのような

活動を進めて行く中で得た成果

の一例です。外来では、看護業

務は、看護師 34 名・看護事務補

助員 19 名・時間制看護補助者 4
名、計 57 名で行っていますが、

5S 改善という視点で仕事を見

直すと、まだ、気づかなかった

仕事のムダが見つかり、早速の

改善となりました。上の図では

改善前後で作業が 16 秒から 5
秒になり、安全性とゆとり増に

なった例です。下の例は泌尿器

外来の尿検体回収時の改善です。

採尿カゴを利用したは、毎回 10
秒の時間減だけでなく「検体を

こぼす」等のヒューマンエラー

の回避と共に、看護師の皆さん

の作業負担も解消しました。



97

事例 12 学会発表（その 2）眼科視能訓練部門における 5S＋医療安全対策

右に示したように岩

手県立中部病院におけ

る 5S 改善活動は、既

に URL：qcd.jp にて報

告書と動画を配信中で

す。当初の活動は、看

護師の皆様を中心に病

院スタッフの皆様の仕

事を改善し、改善した

結果美化とヒューマン

エラーが発生しやすい

仕事の環境を撲滅する

という対策でした。5S
改善の内容は写真など

で目に見て判る対象と、

仕事の連携上で発生す

るコミュニケーション

の問題や、やり難い仕

事、人間関係上の改善

など目に見にくい問題

があります。今回、こ

の対策内容を外部志向

ということで、改善の

幅を広げた活動を進めてきたわけでしたが、学会という価値の高い会場でも適

宜、活動内容を報告してきました。上の図はその一例ですが、適宜、この種の

報告を進めてきたので、ここに紹介させていただきました。

【注釈】お断わり

今回、ここに、発表一覧ということで岩手県立中部病院における外部志向の

5S 改善事例の一部を掲載しました。しかし、既に記載したように、今回、内部

指向の 5S 改善の結果、外部志向面でも多くの成果を提示した例がたくさんあり

ました。さらに、近隣病院の皆様のお取り組みの中にも素晴らしい事例があり

ました。しかし、報告書の紙面を拡大して記載すると、その内容は極めて膨大

になるため、今回、特に、他の病院でも参考にしていただきたい内容に限り、

ここにまとめました。
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第 5 章  まとめとして

本報告書は、2012年紹介させていただいた、「病院における5S 運動取り組み

の記録」に続き活動した、「外部志向の5S改善」（2013年11月～2015年11月）

の間の活動報告です。このふたつの活動で、岩手県立中部病院に対する5S技術

の投入は、その総てを終りました。今後は、新たに病院に配属される新人の方

への5S技術伝承面の教育の他は、独自の維持向上活動に移ります。また、これ

以外の対象は、医師の皆様が担当される医療や看護技術～病院のスタッフの皆

様が進められる専門領域となります。では、以下、『内外の対策を含めた5S改善

と、今後』という見地で、まとめをさせていただくことにします。

既に何度も定義を紹介させていただいたように、岩手県立中部病院における

5S改善は、右下の

表の内容としまし

た。したがって、

ここには、ある意

味、一部の病院で

進められておられ

る不要物の撤去運

動のPRや、美化を

目的にした清掃活

動、さらには、病

院関係者の挨拶の

徹底や、大投資を

伴う建造物や施設

～機器の導入など

がありません。(1)あくまで、知恵と努力により医師と患者さんのためになり、

(2)病院スタッフという形でお仕事を進める方が、自ら手が届く範囲で改善を進

め、(3)安全、確実、ムダが無く信頼性の高い仕事が出来る仕事を追及すること

や、(4)ヒューマン・エラー等の問題が起きないゆとりある職場と仕事をする環

境にする努力でした。そして、今回は、特に、(5)患者さん達を始め、外部の方

から見て病院のサービスという局面から、自然体で出来る課題を設けて、改善

運動を展開しました。

今回の取り組みも、正解や国際的な評価基準は無い対象でした。このような

意味では、報告書は出来たが、活動はまだ模索が続くことになります。しかし、

次ページの上に示した内容の質を高める活動であることに間違い無いと信じま

す。今後も、まず、自分と病院関係者のための改善を進め、病院で働く皆様の

ゆとりを作ると同時に、万一であってもヒューマン・エラーを絶対発生させ

５Sの改善の定義と適用手法

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
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ない職場環境を整

備・維持すること

を基盤に、厳しい

目で外部から病院

のスタッフの仕事

と改善スキルの向

上を進めるという

視点で各種の改善

を図り、さらなる

高みを目指す活動

が続きます。した

がって、ここに終

わりも結論も無い

わけですが、本報

告書が、他の病院

にでも、ガイドに

なれば幸いと考え

ます。

報告書のまとめ

としては、極めて

恐縮ですが、ここ

に至るまで、多く

のご関係者のご支

援やご鞭撻などを

いただいたご関係

者に対し、本文を

持って御礼とさせ

ていただければ、

幸いです。同時に、今後も岩手県立中部病院の各種の活動に「相変わらぬご支

援をお願い申し上げます（完）。

                          2015年12月吉日

                       JMA・専任講師 中村 茂弘

本報告書が関与する事項

早く仕事を覚える

一流の仕事を進める！

患者さんから感謝される

医療技術を高める
改善活動に積極
参加する

医師や先輩、仲間
から、感謝される

任せられる人材になる

力量
改善とレベル
アップを図る

仕事を修得し、
更なる発展を
目指す

仲間

個人

病院発展
のため

患者さん
のため

高める

一体化して活動

地域の健康と発展ため

家族と
自分のため 近

隣
へ
も
波
及

改善とは

練習

試合

改善

病院の活動

（0.1%/日の改善）

×（25日/月）×12ヶ月
＝30%／年の向上

1.3×1.3×1.3 > 2倍
3年間で2倍の実力！

努力と

無駄の
差異

現状

目標

達成＝努力が
実る！

ムダ ！
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終わりに

２０１３年に医療安全推進のツールとして院内で５Ｓ運動を行うことを決め

ました。５Ｓ推進委員会を立ち上げ、磐田市立病院や関東自動車（現、東日本

トヨタ自動車）など近隣の工場見学で５Ｓ運動の現場見学を行いました。結果、

医療現場に５Ｓ運動を取り入れることが医療安全につながることを確信しまし

た。はじめは全く手探り状態でのスタートでありました。日本能率協会の中村

先生にご教示いただき、病院の多数の職員の協力を得ながら、本日まで続けて

きて、本書に掲載されている内容まで進化してきました。

５Ｓ運動を推進し、その発表会を頻回に行ってきました。今では多くの職員

が職場の整理整頓はもちろん、いろんな目に見えない問題点に気づく力を養い、

そしてそれらを解決する実行力を確実につけてきています。このことが医療安

全の推進の一端になっているのは明らかです。

これからもこの５Ｓ運動を継続し、発展させ、当院の文化として根付かせて

いくことが重要であると考えております。これからもゆとりのある仕事で、安

全な医療を提供できる病院をめざしてゆきます。

          岩手県立中部病院 医療安全管理室長  上沖修三


