はじめに

医

療の世界においても変化の波が絶え間なく押し寄せる今日，第一
線に立つ看護管理者の役割は多様かつ複雑です。管理者は，ス

タッフと経営組織体の間において，両者をつなぎ，業務プロセスを円滑
に進めることを基盤として活動しますが，customer satisfaction（顧客満
足）の向上から customer delight（顧客感動）の実現へと業務の目標レベ
ルなどが上がるにつれ，日々追い立てられているような思いを抱えてい
るのではないでしょうか。
その一方で，在院日数の短縮化は，新人職員の離職や定着率の低下に
よる労働力不足が発生している臨床現場において，ますます厳しい状況
を生み出しています。
このような時代の流れは，看護管理者に変革型のリーダーシップとグ
ループ・ダイナミクスを引き出すマネジメント技術を求めています。従
来の問題解決法だけでは応じきれずに苦戦しているとき，あるいは自信
がもてないという思いを抱えているとき，本書を参考にしていただき，
現状のあり様から脱却して看護管理者自身が活力をとり戻すきっかけに
なれば幸甚です。本書の具体的な活用法は次のように考えられます。
1 看護管理者自身の用途に応じて必要な章から読み始められるので，


日々の看護管理実践に役立ちます。
2 新人やプリセプターへのコミュニケーション技術指導に活用できま


す。
「空気が読めない」若手職員を嘆くばかりでなく，例えば，
「患者
さんが，今，何を言ったか」だけでなく「患者さんが，今，どのよう
な状況で何を言ったか」に注目することをアドバイスしてみるとよい
でしょう。また，患者さんとのコミュニケーション場面をともに振り
返ることで，スタッフ間の対話も多くなるでしょう。
3 グループ運営全般に活かせます。例えば，委員会活動が思うように進


まないときに，これは自分にコーチング力がないからだと落ち込むよ
りも，
「課題遂行と社交という拮抗する 2 つの目標の中で，本来の目的
を取り違えてしまった事例」だな，と冷静に分析することで，善後策

ii

が考えられるようになるでしょう。
＊

看

護界では，各部署から委員を選出して民主的に話し合って結論づ
けることを 1 つの手段として用います。プロセスを大事にするあ

まり，いざ実践に至るときには，遅きに失することもあり得えます。本
書では，場合により委員会をつくらない決断も必要と説いています。
管理者は自信がないと，つい，
「前に習え」したり，
「隣」に歩調を合
わせようとしたりします。しかし，過去の方法にしがみつかない柔軟な
思考で直面する状況を克服していけば，職場に「よい循環サイクル」が
生まれることでしょう。そして，よりよい組織風土をつくりあげていく
ことができると思います。
なお，文中の事例のほとんどは，日本の医療現場のみならず，海外の
医療現場をも訪れた杉本なおみ先生のアンテナが受信したエピソードを
もとに創作されたものです。看護職以外の方がこれほどまでリアルに現
場の問題を表現され，その解決の糸口を示唆されたことに脱帽します。
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