
－1－

もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.36

何かを始めるときは 
プロジェクトの手法で！

　研修でも会議でもミーティングでも、1年間の目標管理でも、その

効果を高めるには「プロジェクトの手法」が有効です。始めに「何の

ために」という目的（ビジョン）と、「何をやり遂げたいのか」とい

う目標（ゴール）を必ず決めます。「良い感じ・嬉しいこと」を目標

にすることが大切です。スタッフに、ビジョンとゴールに対してのコ

課題発見から課題解決までの
思考プロセスとコーチング

ポートフォリオを生かそう！

勤医協中央病院学習会 第2部

講演会概要

講師：鈴木 敏恵先生
2015年10月31日（土）／勤医協中央病院みなくるA
主催：看護部教育研修委員会／参加者：32人

【プロフィール】
シンクタンク未来教育ビジョン代
表・教育クリエータ・一級建築
士・文部科学省H22「確かな学力」
事業採択・日本赤十字秋田看護大
学大学院非常勤講師・放送大学非
常勤講師（心理と教育）

「意志ある学び」を理念とする新
しい教育を構想、提唱、実践。ポー
トフォリオ手法プロジェクト学習
の第一人者。教育界、医療界、自
治体などを対象に全国で指導者育
成講師として活躍している。

【公職歴】内閣府中央防災会議専
門委員（避難／人材育成）ほか・
千葉大学教育部特命教授

未来教育ワークショップ ㏌ 札幌 kin-ikyo

講師：鈴木 敏恵先生
シンクタンク未来教育ビジョン代表

ファシリテータ：
大野 睦仁先生
札幌市立三里塚小学校教諭

ファシリテータ：
安藤 宏幸先生
愛媛県西条市立丹原小学校校長
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ンセンサス（同意）を取ってスタートさせます。「何のために行うのか」

という説明を大切にしながら進めましょう。

　ワークショップ１の「スタッフとのシーンあるある」を解決する行

動提案集を作る！の目的は「スタッフ一人ひとりが生き生きと成長し

て欲しい」ということですが、目標は「管理職の皆さんが、困った場

面で解決できる力を身に付けること」です。ひいては、「スタッフが

生き生きと成長すると、師長の仕事がうまくいく」ということにつな

がります。

身に付けて欲しいのは 
現場での再現性

　日常業務では「うまくいかない」とか、「困っちゃったな」みたい

な場面があちこちに発生しますが、私にしてみれば「これは成長でき

る場面」なんです。つまり課題の全てが「成長の過程」という概念です。

　そして、今日のワークショップで獲得してもらいたいのは、日常業

務における再現性です。学んだだけでは意味がない。再現できるよう

に身に付けなければ役立てられない……ということです。皆さんが何

かを技術指導するときも同じです。「再現できるように教えること」

が重要な切り口であり、教育の新しい世界観です。

「スタッフとのシーンあるある」を
解決する行動提案集を作る！

ワーク
ショップ1

スタッフとのシーンあるある
❶勤務表を見て「え～、希望休みついていない。困る～」と言
われたとき

❷ナースコールが鳴っていても、なかなか出ない看護師を見た
とき

❸仕事中、気分感情が態度に出ているスタッフに、周りが気遣っ
ているシーン

❹マンネリ化している中堅スタッフに新たな役割・研修を勧め
ても「嫌です、このままでいいですから」と断られたとき

❺新人に厳しい先輩が「まだこれもできていないの？」と言っ
ているのを聞いたとき

❻期日までにやるべきことを申し送りノートで伝えていても
「知らない」と平気で言われたとき
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まずは、「課題って何？」から

　課題解決を目指す過程において、「頑張って」「解決してね」という

指示の言葉だけなら誰でも言えます。必要なのは「どういう順番で考

えたら良いのかという思考プロセス」ですが、全てはゼロベースで考

えます。新人には、「課題って何？」ということから始めましょう。

▼課題とは

　……「あるべき状態ではないので、解決したい」というもの

　……ありたい状態と現実（現状）のギャップ

▼まず、「ありたい状態は？」

　……ご飯1杯は食べることができる

▼次に、現状をコーチングする「今はどうなの？」

　……食事にまったく手を付けていない

▼さらに、現状の背景を挙げる

　……寒がっていた、熱があったなど

　主訴が肩こりの場合に「肩こりを治すためにどうしたらいいの？」

と聞くと、学生はスマホで調べて、「ストレッチ」と短絡的に結論を

出してしまう。でも、机と椅子の高さが合わないとか、半身浴を習慣

にしているとか、肩こりを治すために取り除かなくてはならない要因

があるはず。スマホ情報に頼るのではなく、「課題の要因」を漏れなく、

ゼロベースで先入観なく挙げられるように指導することが重要です。

コーチングでは

❶「どうだったらいいの？」……ありたい像を問う

❷「今はどうなの？」……現状をコーチングする

❸「何か問題は？」……課題を問う

❹「考えられる原因は？」……現状の背景について複数挙げてもらう

※「要因は？」と聞くと複数挙げなくてはならないようなイメージに

なることから、あえて「原因は？」と聞き、1つだけ紙に書いても

らい、つぎに「ほかには？」と聞き、いくつかの要因を引き出しま

す。これは、ゼロベースから考える力を引き出すための手法です。

術後2日が経過し、ご飯を食べ
ることができるはず……。でも、
手を付けていない。なぜ食べな
いんだろう？

経験値のある中堅看護師さんの場合は「この
人はこうだから」「ああだから」など背景が
たくさん出てきますが、新人看護師が背景を
挙げるのは難しい
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紙に書き出すことがセルフコーチング力を高める

　肩こり主訴の患者さんにイメージを膨らませて聞いてみる。「眼鏡

はしていないんですか？」と。すると、「普段はコンタクトだけど自

宅では眼鏡。しばらく視力検査はしていない」など、意外な状況が出

てくることも。つまり、これを自分で考えられる、セルフコーチング

ができるように、新人を育てることが大事です。看護師の日常業務は

忙しいけれど、先輩がいつも「考えられる原因は？」「ほかには？」

と気づく力を促すコーチングをすれば、新人も無意識にセルフコーチ

ングするようになります。

　ここでは、「必ず、紙に書く」。そして、原因をいくつも挙げること

が大事です。あらゆる可能性を書き出す。頭の中で選ばずに書く。次

に、書き上げた紙を俯瞰して、客観的に考えて選ぶ。「紙に書くこと」

が冷静な思考、判断をするためにとても大事です。

ファイル → 俯瞰 → 消去法 → 主要因

　「リフレーミング」とは「違う見方をする」という意味。フレーム

を変えて見る。多面的な見方をすると、「課題の要因」に書けること

が増えます。具体的には、肩こりで困っている人に、姿勢や運動とい

う視点だけでなく、「家ではどんな風にお風呂入っているの？」と聞

いてみたら、「最近半身浴ばかりなの」と。すると「肩が冷えている

のが原因かも」みたいな。

　要因は、一度にすべて書かなくてもOKです。パッと思いついたら、

ポートフォリオに足していきます。2週以上にわたってメモや写真や

資料をどんどん入れていく。そして、　考えたり調べたりした課題の

要因を改めて俯瞰します。

　対話コーチングで「一番の要因は？」と聞きます。直感で選ぶので

はなく、ちゃんと一個一個エビデンスを基に消していきます。ポート

フォリオにいろいろ入っていれば、消去法ができる。そしてポートフォ

リオから「一番の要因」を選び出します。それに対し、「何で？」と

問う。エビデンスを添えて言ってもらいましょう。「なぜならば……」

と答えさせることが大切です。

困った状態はあるけど、困った人はいない

　「スタッフとのシーンあるある」では、「困った人がいる」と思いが

ちですが、そうではありません。「困った状況の人」がいるだけです。

困った人とか悪い人と決め付けてしまうと、物事って全然解決しない

んですね。私は、悪い人や困った人って本当はいないと思っているん
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ですよ。

　ですから、「なんで、この状況でその言葉を言うのか？」を考えな

ければいけない。その方が、そういうふうにならないためにどうした

らいいのかを賢く考え、その現状を良いものにできるからです。「困っ

た人」と決め付けているこちらに問題があるかもしれませんし、何よ

り、全ては未来志向であることが大切だからです。。

課題を明確にするために正しい現状把握を

　例えば新人に先輩が「まだできていないの？」と厳しく言っている

のを聞いたときというケースは、ここで「新人に対してどういう先輩

だったらいいのか」という、ありたい像を考える。「優しく教える」

といった漠然としたことではなく、「何か分からないことがあったと

きにはいつでも聞いてねと新人に言える先輩」といったように具体的

に考えます。

　「ありたい状態がある」ことと、「現状をしっかりと把握している」

ことの両方がないと、課題は明確になりませんから。

　それはどんなシーンなのか、その状況をリアルに描きます。「いつ・

どこで・どんな」と具体的にイメージしてください。「どんな」とい

うのは、「どんな新人なのか」「どんな先輩なのか」ということ。背景

を映像で思い描けるくらいに。現実では本人にインタビューし、現状

を把握します。

　「どこで」は「ナースステーション」ではなく、「ナースステーショ

ンのカウンターの右端」とか具体的に。時間を書くときは「夜勤明け」

とか「ブザーが4つ一緒になっているとき」とか。リアルな映像が浮

かばないと、解決策を考えられないからです。

　そして、この先輩看護師は「なぜ新人にこういうことを言ってしま

うのか」という課題の要因を書き出してください。先輩が新人教育の

ノウハウを全く学んだことがなかった。あるいは若い世代に接する機

会がなく文化ギャップがあったとか、旦那とけんかしてきた朝だった

とか、いろいろ書き出してください。

具体的な流れをワークショップで学ぶ

　書き出した中から「一番の原因は何？」と要因を1つに絞ります。

次に、「それを解決するためには具体的にどんなことをしたらよい

か？」を考え出します。「いつ」「どうやるの」「誰が言うの」「どうい

うタイミングで」とか。よく「タイミングをみて」って言う人もいま

すけどダメです。「タイミングっていつ？」ってことになるからです。

　「いつやるか」だけじゃなくて「いつやったら一番効果があるの？」
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という言葉が良いコーチングになります。例えば「お掃除頑張りま～

す」と言われたら、「どうやったら効果的に掃除できるの？」と。

　「状況を正しく理解すること」が、具体的な提案につながります。

状況を聞くときは、いつ、どこで聞くと良いか。座る場所、座る位置

や角度は？　相手をリラックスさせながら……と考えると、ご飯を食

べながらとか、飲み会で…とか。いろいろなアイデアがあると思いま

す。寸劇で表現できるように、具体的にイメージし、ストーリーを描

いてください。

チームビルディング（6チーム：チームのゴール決定）

プレゼンテーションの作成
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チームプレゼンテーション
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プレゼンテーション「知の共有」
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プロジェクト手法の研修における「知の成果」

「知のリターン」ここが良かった、こうすればもっと良くなる
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　講義1では師長さんや主任さんに「プロジェクト手法の研修と体験」

をしていただきました。プロジェクトというのは「価値あるものを生

み出す」という意味です。講義2では、ポートフォリオの活用事例か

ら再現できる力を得て、所属部署で生かせるように持ち帰りましょう。

　パーソナルポートフォリオは一人ひとりのキャリアデザインやキャ

リアマネジメントに生きます。まず、皆さんが作ってきたご自分のパー

ソナルポートフォリオで「知の共有」を体験しましょう。

パーソナルポートフォリオ活用の実際

【1】付箋を2枚貼ります

　自分のポートフォリオに2枚の付箋を貼ります。1枚目は「これが

私です」というところ。コンサート好きとか、旅行好きとか。2枚目

は「私はここで成長しました」「工夫しました」「頑張りました」とい

うところ。「ここで」というのは場所じゃなくて、このシーンでとい

うことです。初めて受け持った患者さんが亡くなった時にとか、思いっ

きりクレームを付けられた時とか。

【2】“その人”から学ぶ

　今日は3人が向き合って座ります。一人が自分のポートフォリオを

見せて、「鈴木敏恵です。私はここをこんなふうに頑張りました。なぜ、

頑張れたのかというと……」と、患者さんに説明をする時みたいに、

ポートフォリオの該当箇所を指で差しながら話します。それぞれ3人

が行います。時間の使い方や心の持ち方など多くのことが学び取れる

はずです。共感や傾聴を越えて、しっかりと価値あることを頭を使っ

て聴き取ることをします。

【3】サンキューカードを渡します

　その人の話から自分に役立つことを得たので感謝を伝えます。「サ

ンキューカード」を書きます。大きめの付箋に「鈴木敏恵さんへ、時

間の使い方などの工夫が役立ちました。ありがとうございます！　大

野より」というように書きます。「すごいですね」はダメですよ。そ

ポートフォリオの
生かし方講義2

パーソナルポートフォリオで
知の共有！

ワーク
ショップ2
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の人が伝えてくれた具体的なことを拾うことが大切です。サンキュー

カードを本人に渡す時は無言で渡さないように、何か自分で考えて言

いながら渡します。「鈴木さん、時間の使い方が参考になりました。

ありがとうございました」って。もらう方も何か言って受け取ってく

ださい。

【メリット】暗黙知を顕在化できます

　とても短い時間で行えます。コツはサンキューカードなんですよ。

サンキューカードをもらうと嬉しいんです。中堅になると人を褒める

ことはあっても自分が褒めてもらうことはあまりないんです。でも職

場の宝物は「中堅」。中堅スタッフの暗黙知を顕在化すると新人は「職

場にすごい先輩がいるんだな」と思うようになります。1年間で膨ら

んだポートフォリオを使って、年末にこんなことをやってもいいと思

います。

　パーソナルポートフォリオは全員が作り、来年の4月からは新人も

作ります。師長さんも作り方が分かるだけでなく、部署内の全スタッ

フの「頑張っていること」をポートフォリオを通じて知ることができ

ます。

ほかの病院でのポートフォリオ活用から学ぶ

【検査室に勤務する中堅看護師さん】

　「検査室が無味乾燥だから」と患者さんのために、フェルトや粘土

で季節や行事を伝える飾り物を作り飾っていました。ポートフォリオ

で、初めて多くの人が彼女の取り組みを知ります。年1回の全体発表

会では各部署1人が檀上に立ちますが、師長さんは「すごい人」では

なく、「ひっそりと地味に頑張っている彼女」を選びました。発表会

には全ての部署の看護師や医師など多職種が200人ほど集まります。

発表が終わった後に参加者が発表者へサンキューカードを書きます。

40歳を過ぎて100人以上からサンキューカードをもらうと、もう涙、

涙です。

【年間指導計画書まで作るプリセプターさん】

　ビジョン（目的）は、「プリセプターの役割を通じて自分の看護を

振り返り、学びを深める」。ゴール（目標）は「プリセプティの目標

が達成できるように1年間サポートする」。他者に役立つ知の成果物

は「年間指導計画書をつくる」。プリセプターのポートフォリオには

プリセプティのゴールシートもしっかり入っています。担当の新人の

ゴールは「失敗の振り返りを丁寧にする」こと。

　そこで、プリセプターは「失敗の振り返りを新人が丁寧にできるよ
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うになるためには、私は何の力をつけなきゃいけないの？」と考える

ことができます。自ら学び、年間指導計画書を完成させます。教育委

員会もスゴイです。こういうのを仕組むのですから。

【独居在宅のライフポートフォリオで万が一対策】

　ファイルの表紙には、救急車の隊員あてに「私が倒れたら、このファ

イルも一緒に持って行って」と書いてあるんです。通院していた病院

の記録や服薬の記録が入っています。食生活改善のパンフも持ち帰り

ファイルしています。工夫があるのは検査の説明書のページです。左

ページに検査の内容や詳細、右ページに検査データの数値。左で検査

内容を確認し、右で数値を見る。ポートフォリオは「見開きで見せる」

というのがとても大事です。

評価とは価値を見いだすこと

　ポートフォリオを評価するタイミングは、初期面接、9月ころ、年

度末の面接の時だけではありません。

　廊下ですれ違った時にも「あなたの目標は○○だったよね。○○か、

良いよね！　もうそろそろ○○の予定だったわね。どう？　上手く

いってる？　私で役に立つことがあれば言ってね」と声を掛けます。

　その人を伸ばす評価とは「できた、できない」「どこまでしている」

と査定やチェックをするというものではありません。そのプロセスを

見て、評価を見いだしてあげることも評価なのです。

　よく目標管理という言葉が使われますが、管理やコントロールの

ニュアンスじゃなくてマネジメントだと思います。マネージャーとい

うのは生かすという意味です。人を生かす、時を生かす、場を生かす、

つながりを生かす、施設を生かす、地域性を生かす、その人の資質を

生かす。ゴール達成のマネジメントということなんですね。そのため

には、あらゆることを生かせるようにするのが、師長さんや主任さん

の仕事になるのだと思います。

最初にコーチングやワークショップを

　ポートフォリオを始めるにあたって最初の壁は、「ゴールシートを

シャープに書く」こと。だらだらだらだら長く書く人が出てきます。「雨

の日の患者さんが安全に検察室に行って、笑顔で帰れて、リスクゼロ

kin-ikyoポートフォリオ導入の
成功に向けて講義3
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で情報をしっかりと渡るようにする」って。そんな場合はコーチング

やワークショップを行います。

　ポートフォリオがあることで、物事をうまく運べたりするわけです

が、なぜかというと、「その人のことを理解することができる」から

です。人は理解されたら幸せになる。スムーズな関係性が物事をうま

く運ぶようになります。

分かっていても、あえて言ってもらう

　9月に行うポートフォリオの評価では「目標達成をするために必要

な情報を獲得できているのか」を確認します。初めに師長が「あなた

の目標は何でしたか？」と聞けば、スタッフの口から「○○○○です」

と言ってくれます。「それって大事なことよね！」と返せます。

　そして、「ゴール」へ向かい、何を経験し、何をやろうとしている

のかを語ってもらいます。例えばコーチングを身に付けたい。患者さ

んからアンケートを取ってみたいなど、解決のために行動し、それを

ファイルしているか、しようとしているか。その影響や反応を意識し

たり改善したり工夫したりしているか。例えばアンケートを取ったら、

その波及効果を考えながら俯瞰し、改めてすべきことを考えているか

……ということです。

子どもたちの凝縮ポートフォリオから学ぶ

【4年生の立体的な思考の賢さにびっくり！】

　テーマは、「朝から元気でいられるコツ・ヒミツブックをつくる！　

なぜならば、私たちが朝から元気がないから」。このチームは朝食で

海苔を食べることを提案しています。栄養素のエビデンスや比較を入

れ、説得力があります。さらに知識を集め検証し、栄養吸収を良くす

るために「ご飯と卵も一緒に」と提案しています。この知識と現実を

結びつける力。知識を現実に生かす力「コンピテンシー」があります。

知識は誰にでもあるんです。知識を現実と関連させて考え表現できる

立体的な思考の賢さ。すごいとしか言いようがない仕上がりです。大

事なのは「想い」「アイデア」「考え」「提案」。知識が山ほどあったっ

て、こういう提案をできない大人が世の中にいっぱいいます。

　皆さん、部署の目標もこういうことなんですよ。「みんな！　うち

の部署がもっと良くなるための課題は何だろう？」と聞いてください。

「リスクのことをやろうよ」となったら、「何で？」ってさらに聞きま

す。「昨年と比べてこうだから」と。「じゃあ、うちの部署はこれにし

よう」と目標を一致させます。

　最初に必要になるのは、自分たちから湧き上がるもの、モチベーショ

ンの高さです。一部のスタッフで目標を決めるのではなく、全員が心
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を一致させられるように決めましょう。そして、未来志向の「アイデ

アや提案」へとつなげましょう。

【6年生が国際貢献を学んだら成人式に呼ばれました】

　「自分たちでできる国際貢献って何だろう」と考えた12歳の子ど

もたちが、海外にボランティアで行っている人たちに話しを聞いて、

こういうやり方があるんだということを学んでいます。感動した町長

の依頼で、12歳が成人式で「国際貢献とは」って発表することに。

つまり、年齢ではなく高い志が必要だということです。

これから教育プロジェクトが重要になります

　スタッフの普段の働いている写真を撮ってあげましょう。黙々と業

務に取り組んでいる写真。働いている顔って良い顔しています。それ

を1年の最後に「ポートフォリオに入れておいてね」と言って渡しま

す。そして、それを親御さんに見せるように勧めてください。何より

の親孝行になります。

　ポートフォリオやプロジェクト学習は、学生たちがとても熱心に取

り組んでくれます。頭を使って考えることができる。それが自分の能

力をさらにアップさせるというエビデンスもあります。看護という仕

事へ意欲を高めることができる手法です。

　これから病院などの組織でさらに重要になるのは教育委員会の役割

です。教育プロジェクトを立ち上げ、ムードメーカーとして成長を支

援する仕組みを考え出しましょう。「スタッフさんにアイデア募集！」

などと楽しく言葉がけしながら、テレビのプロデューサーやディレク

ターみたいな感じで、全体をマネジメントするように動ける教育委員

会になりましょう。
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【安藤 宏幸先生】

　ここに入った時、皆さんのやる気の熱気がすごいな、違うなって。

私は教員ですが、もっともっとこういうところを学ばないといけない

なと思いました。

【大野 睦仁先生】

　私も教師です。何度か看護師の研修には参加していますが、看護師

さんはとても意識が高く一生懸命です。今日もワークショップでのレ

ベルが高くて感動しました。

【鈴木 敏恵先生】

　昨日と今日と本当に一番楽しんだのは私です。贅沢な人生だなと

思っています。本当にぐっとくるという感じです。皆さん本当にあり

がとう。そして、今さらながらですが、看護師という道を選んでくだ

さってありがとうございます。私も世の中の人たちも、看護師さんに

とても感謝をしています。今日は、看護師さんにお礼を言って終わり

たいです。ありがとうございました。

講師の先生の感想
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学びが深まり 
師長の役割を改めて確認しました

　3年前から5東病棟独自で、師長も主任もスタッフもポートフォリ

オに取り組んでいます。

　導入前は忙しい業務が続くばかりで、新人が成長を自覚できる機会

がないことから、スタッフ育成の手法に悩んでいました。そんな中、

当院の研修医評価に取り入れられていたポートフォリオを知り、「こ

れだ！」と思いました。書店で探したのが鈴木先生の著書です。独学

で新人スタッフの育成にポートフォリオを導入しました。イメージ通

りに進めることができずにいましたが、今回の学習会でいくつもの課

題が解決できました。ポートフォリオをスタッフ任せにせず、管理職

がタイミングよく関わり、コーチングで現状やアイデアを引き出しな

がらサポートすることがとても重要であることを具体的な事例で学

び、「ああ、そうか」「こういう関わりをすると良かったんだ」と発見

の連続でした。　師長の役割は目標管理ではなく、マネジメント（イ

キイキと生かす）だったことを改めて確認できたことも大きな収穫で

した。当院看護部全スタッフとともにポートフォリオに取り組み続け

たいと思っています。

参加者の感想

【5階東病棟】

富塚 祥子師長
バイブルにしていた書籍の著者に会え
て感激しました


