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新人の受け入れ
【新人を受入れるということ】
• 新人（新卒新入社員も含む）対して教育や訓練で指導したことが、即実践で効果が得
られるとは考え難いものです
• 研修で習得したことを現場業務に結びつけるようにするためには、

「繰り返しの教育訓練」、「振返り」、「話合い」、「気付かせること」
に尽きると思います

• 新社会人の場合、「社会の構図や⽴ち振る舞い」や、まだまだ理解できていない部分
がたくさん存在しているかと思います。また、「ひとつの事に集中して周囲に配慮で
きない部分」もあり、物事も「正面からしか観察できないこと」もあります。指導す
る側は「我慢」も必要になりますが、少し⻑い目で育成してください

【新人と先輩社員の視点の違い】
• 四角の箱があったとします。新人に「どんな形をしていますか︖」と質問を投げたら
「四角形」と答えてしまいそうです。それは、「正⾯からしか⾒る術を知らない」や
「経験値が⾜りない」などの理由が考えられます。⼀方、先輩社員は様々な角度から
物事を⾒る事ができ、経験も異なりますので、「四角形」ではなく「直方体」と答え
るでしょう。このように新人と先輩社員の視点が違いがあります
• また、使う道具も間違っては目的の物は適切に観察することもできません。天体望遠
鏡は星空を観察するのには優れていますが、広い視野で景⾊を⾒たいときには双眼鏡
の方が役⽴ちます。新人には道具の選択や使い方から指導することも必要です。当た
り前という思い込みは禁物ですので注意しましょう
先輩社員が⾒ると･･･

新人が⾒ると･･･
四角

直方体

正⾯からしか⾒れない
【新入社員】
• ⾒方を知らない
• ⾒る道具が分らない
• 道具の使い方を知らない
• 経験が少ない

様々な角度から⾒れる
⾒る角度も⽅法も解釈も異なる

【先輩社員】
• ⾒方を知っている
• ⾒る道具を知っている
• ⾒る道具を使える
• 経験が豊富

経験や知識の差がある
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仕事について理解を深めよう
【滅菌部門の仕事】
• 滅菌部門の仕事は、「病院の安全管理に重要な役割を担う」ことは指導者では理解し
ているかと思いますが、初めて仕事をする新人に対して「医療安全」と伝えてもピン
とこない⽂⾔かも知れません。新人からすると「医療安全って何︖」と思っているか
も知れません
• 目の前の作業を指導することも重要ですが、仕事の前後工程や仕事の結果も十分に伝
えなければなりません。担当している業務が「分解・洗浄」であれば、最低でも「前
工程の回収や前処理の方法」と「後工程の組⽴と性能点検」は理解しておかなければ
なりません。業務のポイントや省いてはいけない部分をしっかりと伝えましょう
• 滅菌部門だけではなく、病院の背景なども伝えておきましょう。滅菌についても理解
を深めると同時に、医療という分野にも興味を持ってもらいましょう。視野はできる
だけ広い方が良いです
担当業務
開始

前々
工程

結果
次の
工程

前の
工程

病院について知っておこう
運営⺟体や病院の種類、診療科目
やベッド数、看護体制、地域
医療安全
連携、年間⼿術件数など
医療従事者が安全に⼿術や処置が
診療報酬や償還価格、
⾏なえるように⽀援しています
DPCや出来高払い
医療に関連する
項目を知ろう

次々
工程

終了

病院内を知ろう
病院には様々な医療従事者が
働いています。医療従事者
手術部門
の資格についても知ろう
⼿術患者さんに使用する器材を
他部門がどんな機能
準備し⼿術室に搬送します
や役割をしている
のかも知ろう

病棟部門

中央診療部門

処置や治療で使用するピンセットなど
の滅菌器材を補充しています

通院患者さんを診察する外来や内視鏡
部門にも滅菌器材は提供されています

滅菌部門
病院全体の医療安全や感染防⽌に寄与する
使用器材の回収
部署で使用したハサミ
やピンセットを回収し
ます

供給
滅菌された器材を
部署に搬送します
データ管理
受付や払い出し、消費
データを入⼒します

部門との関わり
滅菌
包装した器材を
滅菌部門と関わりの
滅菌します
深い部門のことを知って
おきましょう。器材がどう
使われることも理解できます︕

分解・洗浄
器材を分解して
洗浄します
組⽴・包装
洗浄された器材を
組⽴・包装します
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仕事内容の伝え方
【仕事内容の伝え方】
• 私たちが当たり前に使っている「滅菌」という単語ですが、未経験の方は余り聞きな
れないかも知れません。また、私たちの仕事で必須である「洗浄」、「消毒」、「滅
菌」という定義も難しくて理解できないことも多いかも知れません
「この星が冬の⼤三角形です︕」
⾒せる工夫をしています︕･

• プラネタリウムの場合、説明員が矢印でポイントを示しながら「冬の
⼤三角形がこれで･･･」と丁寧に解説し理解を深めています
• もし、説明員が星空を指し「この辺が冬の大三角形で･･･」と説明し
たら、多くの方は理解できないままになるでしょう
• 滅菌部門も同じく、解説の仕方によっては全く理解のできない⽂⾔ば
かりかも知れませんね

【専門用語や略語について】
• 初めて滅菌部門で勤務すると専門用語や略語の多さに驚きます。「WD」「ラパ」
「プラズマ」「オートクレーブ」「ビーアイ」「ギネ」「ウロ」「カイザー」など専
門用語や略語などがあり新人には相当ハードルが高い業界用語かも知れません。良く
使う用語の解説はオリエンテーションの資料に準備が必要かも知れませんね
• ここで注意したいことは、先輩社員が⿐を高くして専門用語や略語をそのまま使い指
導していることです。使わないと仕事になりまんが、用語の意味を伝えるようにして
ください
パンペリ
だって︕

オート
お願い

ギネラパ
で使うから

相手が理解できる⾔葉で説明すること︕

意味不明
理解不能

【質問を求めすぎない】
• オリエンテーションや指導の場⾯で、「何か質問ありませんか︖」と問いかける場⾯
を⾒かけますが、新人は「何を質問していいのか分らない」と考えてください
• 質問がないから「あの⼦はやる気がない」「分っていない」「理解していない」等の
誤解をしていませんか︖ひょっとしたら、説明が上⼿く伝わっていないかも知れませ
んので注意してください
• 仮に、プラネタリウムの説明が終了して、説明員が「では質問をお願いします︕」と
⾔われても、ものすごく困りませんか︖
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価値をどう伝えるか
【初頭教育の大切さ】
• 下図は、能⼒の構造図を示しています。⼼理学などの学術研究の分野では、性格とは
「モノについて感じたり、考えたり、⾏動する時のモチベーションになる、ある⼀定
の傾向や特徴」。価値観とは「人⽣の様々な場⾯での⾃分の⾏動や意思決定などに影
響を与える、⾃分⾃⾝の中で優先順位のつけることができる抽象的な概念」と定義さ
れていす https://mitsucari.com/blog/career_values/
• ⼀番下の「性格」は変わらない部分でもありますので、教育や訓練を十分に⾏なった
ところで成果に結びつくものではありません
• 2段目の「ものの考え方や価値観」は教育で変化できる部分です。初頭教育でこの部
分をしっかりと⾏ないましょう。叱っても伝わらないのは、対象者との価値観が異な
るからです。ここは1回説明したから理解できるものではありませんし、作業が中⼼
になると薄れていくこともありますので、復習も兼ねて年に数回実施すると良いで
しょう
• 上段ブロックの4つの三角形ですが、⼤きさのバラ
ンスが重要になります。例えば、ものすごく技能
が高く、知識も豊富なのですが、メンバーに対す
る態度が悪く、⾏動⾯もあまり評価が良くスタッ
フの場合は、三角形の⼤きさがことなりいびつな
形をするかも知れません
• 新人の場合、まず⾏動と態度をしっかり
と教育・訓練してください。技能や知識
は時間と共に⼤きな三角形になります。
ただし、技能や知識ばかりに気を取られ
ると、⾏動や態度は⼩さくなるかも知れ
ませんね

能⼒の構造図

知識
技能
⾏動

態度

ものの考え方
価値観
性格
人を動かす仕事⼿術 実践管理⼒より引用

【教育による価値観の相違】
• 医療現場では医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・理学療法⼠・臨床工学技⼠など
様々なライセンスを持った方が従事しています。ライセンスを取得するために、専門
学校や⼤学で基礎知識や職業の倫理などを学び、実習で学んだ実技の訓練を重ね習得
して試験に臨みます
• 滅菌部門で働く従事者は、初めは資格がない状態で就職し経験を重ねて、滅菌技師
（⼠）を取得することになります。基礎教育や職業の倫理はそれぞれの施設に委ねら
れる場合があります
• 例えば、「教育のあり方」についても滅菌技師（⼠）が考える答えと看護師が考える
答えは少し異なる場合があります。それは基礎教育や職業倫理の違いから発⽣するも
のと考えます
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働く人の価値はそれぞれ
【仕事ができる環境はそれぞれ】
• 仕事を楽しめる人や楽しめない人、バリバリ派やほどほど派やゴリゴリ派、職場での
ポジションや雇用形態、⽣活背景や勤務先までの通勤距離や時間、趣味や⼤切にして
いることは人それぞれです
• ⾃分⾃⾝と環境が異なることを理解しておきましょう。休日の研修も家の⾏事などが
あると参加できないこともあります。もし⾃⾝が猛烈派で残業が当たり前であれば、
定時に帰宅する人を⾒ると物⾜りなく感じ「もう帰るの︖」「まだ仕事が残っている
よ」「みんな残っているよ」「もっと頑張ろう︕」と声を掛けてしまいそうです
• なぜ定時に帰らなければならないのか︖をしっかりと把握しておきましょう。上司が
居るだけで帰れない雰囲気が漂う職場環境も存在するかも知れませんね
遊び派

勤勉派
ほどほど派

猛烈派
今度、部門メンバーで
遊びに⾏かない︖
もっとがんばりましょう︕
今日も居残り主任︕

いや、そこまでは･･･
家の用事もあるし･･･

仕事も楽しんで︕
プライベートも楽しんで︕

仕事は楽しめない･･･

早く帰りましょうよ︕
私定時に帰ります︕

まだ、終わってないので･･･
居残り部⻑が･･･
5分前に仕事の依頼が･･･

私、結構頑張っているんだけど
まだ、⾜りないのかな･･･
正直しんどい･･･
新人

保育所にお迎え･･･

仕事が終わると･･･
ダッシュで帰宅

【無理は⻑続きしない】
• 「職場の全員が残っているのに、私⼀人だけ帰れません･･･」「30分だけなら･･･」と
初めは頑張って対応しますが、その分様々な部分で負担やシワ寄せが⽣じているかも
知れません。短期間や期間が制約されていれば何とか調整は可能かも知れませんが、
目途が⽴たない場合や⻑期間に及ぶ場合は最悪退職に繋がることもあります
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働く人の価値はそれぞれ
【仕事観のずれは必ず生じます】
• 私⾃⾝は楽しいから、「対象者も楽しい」は誤解かも︖
• 私⾃⾝は我慢できるから、「対象者も我慢できる」は誤解かも︖
• 私⾃⾝は仕事に集中できる環境だから、「対象者も同じ」は誤解かも︖
• 私⾃⾝は仕事が速いから、「対象者も同じ速さで処理できる」も誤解かも︖
• この職場の使命はこうだから「使命に従うのが当然」は誤解かも︖
• イラストのように、「今日は友人と待ち合わ
せ」したいので「早く帰りたい･･･」というエ
ピソードは、客観的に⾒ると、軽い案件に⾒え
るが当事者に取っては相当重い課題かも知れま
せん
• 悩みは、人それぞれ違うので、⾃分の軸や周囲
の軸で物事は解決できません･･･

こんな事
誰にも相談で
きない･･･
今日は友人と
待合せ

今日は早く
帰りたい･･･

趣味（ゲーム）で例えると･･･
楽しく感じるのは「人それぞれ」⾃分が楽しい
（好きだ）から、他者も楽しいとは限らない･･･

【上司と部下との関係】
 上司と部下には権⼒勾配という⾒えないモノが存在します
• 権⼒勾配とは「強いものには逆らえない」という意味です。上司や先輩には⾔えな
いことがたくさんあります。他の方に聞いてもらうなどの工夫をしておきましょう
• 毎日の残業は、⼼も⾝体も疲弊します。メリハリや役割分担をする工夫が必要です
• 「仕事だから･･･」「みんなやってるから」「私はこうして仕事を覚えた」等で片付
けていませんか︖
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ボタンの掛け違い
【初めは我慢してくれます】
• 初体験の仕事であれば、⾒るもの⾒るものが新鮮であり、ワクワク感もあるかも知れ
ません。ただ、採用⾯接で説明したことや、希望していた職種と異なると、少し⻲裂
が入ってきます
• 対象者はメッセージは発することなく我慢して仕事をしてくれますが、⻑くは続きま
せん。これがボタンの掛け違いが起こる原因です
• 仮に、異なった仕事をお願いする場合は･･･
①期日や期間を厳守すること
②目標を設定して「やるメリット」を伝えること
• 指示した側が「期日や期間を守らない」、「もうちょっと」、「あと少し」などで期
間を延⻑したり、「とりあえず」という考えでの仕事は、モチベーションの低下に繋
がり、我慢が臨界点に達すると最悪の事態に繋がります
期日

お願い︕

2ヶ月間
搬送してもら
えますか︖

納得

2ヶ月間
ですね。
分りました

メリット

病院全体の
構図が理解
できますよ

2ヶ月なら我慢しようか･･･

実際は･･･
頑張ろう

疑問

2ヶ月間
終わった

あれ･･･
いつまで

約束が
違うぞ︕

4ヶ月目に突入
ゴールは過ぎたぞ︕

不信感

もう嫌だ︕
我慢の臨界点

限界･･･

【こんなサインは出ていませんか】
• サインの早期発⾒は普段から対象者に興味を持ち、良く⾒て、話をすることです
① 好奇⼼が満たされずいつも退屈︓仕事の楽しさはどんなことですか︖
② 誰かにやらされていると感じる︓⾃発的にしてもらう工夫かも︖
③ 仕事が簡単で学ぶことがない︓個人の能⼒に応じた仕事を与えることも必要
④ 朝起きるのが憂鬱︓仕事が嫌になるサインかも︖
⑤ 職場でいつ笑ったのか忘れてしまう︓ピリピリムードが漂うと職場の雰囲気が悪く
なります
⑥ お⾦以外に仕事をする意味がみつからない︓モチベーションはどこにありますか︖
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仕事の教え方
【進め方のポイント】
• 新人に対して、いきなり「このケーブル清拭しといて･･･」と作業を指示すると、新
人はその期待に応えて指示通りに動くと思います。その作業が終了すると、「じゃあ
とりあえず、そこのテーブルをキレイにして」など、思いつきの作業を指示すると何
の成果も得られないどころか、嫌になって翌日から来なくなるかも知れません
計画を⽴てる

• 仕事を教えるポイントを紹介しますので、参考にしてください
①

何をするか「具体的」に計画を⽴てましょう

②

相⼿が「理解できる⾔葉」で説明しましょう

③

説明に加え、「⾏動」で⼿本を示しましょう

④

理解していれば、「新人」に最後までやらせましょう

⑤

途中で「口を挟んだり手助けしない」ようにしましょう

⑥

実施した⾏動を振り返り、本人に評価させましょう
午後からは
①病院の探検
②WDの研修
③午前の復習

今日の計画は
①日常点検
②病棟の仕分け
③伝票の⾒方

説明する
⼿本を⾒せる
やらせる
成果の振返り

指導者はひたすら我慢ですが、
「危険な時」「明らかに手順が違う場合」
は中断してください

【仕事の変化】
• 仕事に慣れるまでは、同じ事を繰り返して習得していきましょう。ある程度仕事を任
せられたら、仕事に変化を付けてみるのも必要です
• 同じ仕事を、同じパフォーマンスで、同じ結果を出すためには相当ストレスや負荷が
掛かると思います。同じ仕事を「黙々と出来る人」であれば、ひたすら同じことを繰
り返しても⼤丈夫な場合もありますが、「他のことも体験したい人」は、仕事に変化
がないと単調になり「つまらない」と⾔い出すこともあります
• 滅菌部門の仕事は基本的には繰り返しの業務になります。ローテーションや新たな仕
事を開拓し能⼒開発に努めることも必要です
頑張ろう

導入期

なるほど
面白い

習得期

他の事も
やりたい
けど･･･

維持期

もう
いいわ

混迷期

モチベーション低下
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単調な仕事は少し変化をつけること

仕事の教え方
【やってはいけないこと】
• やってはいけない項目も存在しています。以下の項目を確認してください
① 曖昧な計画や⾏き当たりバッタリな指示は、⾏動を評価することができません
→時間が空いた時、「じゃあこれやって︕」「とりあえず･･･」は禁物
② 専門用語や略語などの早⼝では理解できません
→専門用語や略語はその意味も解説するようにしてください
③ ⼿順書を使わない⼝頭での業務指導は、聞き違いや誤解を招きます
→時間があれば事前に⼿順書を読ませてから、⼿順書通りに指導しましょう
④ 業務中、途中で⼝を挟むことは控えましょう
→あれもこれもアドバイスしたくなりますが情報が多すぎるのは避けましょう
⑤ ⼀方的なアドバイスは控えましょう（本人に気付かせる）
→ついついアドバイスしたがります。時には本人に答えを出させましょう
⑥ ミスったことを笑ったり、繰り返して何度も⾔わないようにしましょう
→ミスや失敗は恥ずかしいものです。笑いのネタにすることは断じて禁⽌です
⑦ ⾃⾝の価値観を押し付けないこと
→仕事への値観や仕事をする環境は人それぞれです
⑧ 複数の指導者が同時に指示しないこと
→先輩同⼠で異なる指示が出れば新人は間違えなく混乱します
⑨ 「高笑い」や「節度及び理性」のない態度や振る舞い
→新人の定着は職場の雰囲気にも依存されます

あれも
ついでに･･･
終わった︖
次はこれ･･･

テキトー
にして

○○さん
先にお願い

○○さん
後でいいよ
Aさん
違うよな︕

先輩A

先輩B

じゃあ
これやろう

とりあえず
今日はこれから

新人
各々に価値観や仕事の優先度が異なるので
新人
⾏き当たりバッタリの指導者

指示の変更は注意しておくこと︕
指導者が複数の場合
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仕事の成果と背後要因
【指示したことができない】
• 仕事を指示し、結果を⾒ると「全くことなったことになっている･･･」なんて経験あ
りませんか︖それは指示した側にも原因があるかも知れません
✄指示を咀嚼できていなことかも︖
✄指示を勘違い・誤解しているかも︖

指示は具体的に、分りやすく︕

✄指示が抽象的で理解できないかも︖
あれって
どれのこと
かな︖

違うやん･･･

これですか︖

抽象的な指示を出さない

【指示したことが時間通りにできない︕】

• 指示した仕事が時間通りに終えなかったり、「まだやってるのか･･･」なんて経験あ
りませんか︖それは期待値のギャップが原因かも知れません
✄そもそも無理な時間設定をしているかも︖
✄⾃分を基準に時間を設定しているかも︖
✄周囲も影響しているかも︖

具体的な目標時間を設定する︕

• 俺なら、この位で⾛れる︕
• 俺は、この時にはこんなことができた︕
• ⾃分軸で時間を設定すると⼤きなミスに
繋がる
⼤学時代に優勝経験のある指導者（すごいけど、場合によってはミスマッチかも）

【伝わらない3つのパターン】
① 相手の状況を考えていない
・（相⼿が）どんな情報を求めているか︖・何を知っているか︖・どんな人であるか︖
② 相手の反応を予測していない
・（相⼿が）どんな返答をするか︖・どんな⾏動をするか︖・どんな気持ちになるか︖
③ 相手に伝える工夫をしていない
・（相⼿に）読んでもらう工夫・⾒つけてもらう工夫・誤解を与えない工夫
なにを伝え
たいの︖

どこに書い
ているの︖
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新人に求めすぎないこと
【私ならもっと･･･目線は注意】
• 「あの⼦は時間が掛かりすぎ︕」「もっと周囲を⾒て働かないと︕」「片付けながら
できないのかな︖」「もっとテキパキとできないのかな︖」、「私ならもっと･･･」
という目線は要注意です
私なら･･･
• もっとテキパキと･･･
• もっと周りを⾒て･･･
• もっと早くできるし･･･

【家事のエキスパートで例えると･･･】
• 家事を始めたばかりの人は、複数の家事を段取り良くすることができないかも知れま
せん。経験を重ねるうちにスキルがアップします。同時に時間が読めるようになりま
す。時間が読めるとその合間を縫って、他の家事を⾏なうことも可能になります

お風呂の洗浄

お買い物

お洗濯

食事の準備

もはや達人技︕

【こんなことを思ったらダメ】

【こう変換してみよう】

• こんな風に思ってませんか︖

• こんな風に考えてみませんか︖

今回の新人は･･･
① ⼿が掛かるよね･･･

そうか私たちも変化が必要か･･･
① 教え方を変えないとダメかな︖

② いつになったら仕事を覚えるんだい･･･ ② 理屈が分らないと理解できないタイプ︖
③ 「我慢」が⾜りないよね･･･

③ この仕事がつらいのかな︖

④ 「⽂句」が多いな･･･

④ まだ咀嚼できてないかな︖

⑤ 周囲と馴染めないのは本人の問題だ･･･ ⑤ 職場の輪に入れない空気感かな︖
⑥ 何も⾔わないな･･･

⑥ ⾔いにくい雰囲気なのかな︖

【コミュニケーションも意識して訓練すること】
• 実際の悩みはなかなか話してくれません。様々な人から情報を入⼿しておきましょう。
⼝には出しませんが、態度には出ていることもありますので、いつもと様⼦が違う場
合は声を掛けてみましょう
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「⼤丈夫です」には裏がある
【大丈夫の裏側を読み取ろう】
• 「何か質問ありますか︖」「何か不安なことはありませんか︖」と尋ねると、「大丈
夫です」と返答があります。「⼤丈夫」や「分りました」と聞いて指導者は安⼼する
ことがありますが、その「⼤丈夫」や「はい分りました」には背後要因があることも
理解しておきましょう

○○さん
大丈夫︖

大丈夫です

• 本人以外からも情報収集しておきましょう･･･
• 人間関係が構築されないと本音はでません

何か変わった
事は無い︖

ありません
大丈夫です

• 何が「変わった事」か分らないかも知れません。
具体的に質問すると良いかも･･･

理解
できましたか︖

はい
分りました

• 「分りません」とは⾔いにくいので、「分り
ました」と答えることもあります

報告や相談
は無い?

特に
ありません

• 何を「報告」するのか︖何を「相談」すれば
良いのか分からないかも知れません･･･

【名前を呼んで具体的に指示を出そう】
• ある日の出来事ですが、20歳も下の同僚から「あのー、これやって︕」とコンテナに
指を差してコンテナ内の分解洗浄を指示をされたことがありました。カチンときてと
ても腹⽴たしく不快な気持ちでありましたが、どうやったら適切に指示を伝えられる
のだろうと考えながら作業していました
• まずは「○○さん（名前を呼ぶ）」ことから始まりますね。次に「○○セットの分解
からお願いします（指示）」「この器械少し優先です（理由）」「よろしくお願いし
ます（依頼）」「それが終わりましたら、この部分をお願いします･･･」「助かりま
したやありがとうございます（感謝）」などであれば良いのかな︖と思いました
• 何気ないエピソードですが、メンバー間のコミュニケーションはこんなことでも⻲裂
が入ることがあります。恥ずかしいから人⾒知りだから、キャラクターだからでは許
されないこともあります。作業はできても社会人としての態度や姿勢の教育も必要と
感じました
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新人から熟練者へ
【成⻑する速さ】
• 成⻑の速度は人それぞれです。「1回で上手くできる新人」「何回も失敗する新人」
「途中で諦めてしまう新人」「挫折してしまう新人」と様々なタイプが存在すると思
います。それぞれの個性に合わせた指導育成をお願いします。様々な経験や体験を通
して、確実に成⻑します
• 特に社会人1年⽣の体験は、「いい意味でも、悪い意味でも」記憶に残るものです。
「悪いことは悪い」と教えるのも今の時期にしか効き目がないかも知れません
1回で乗れる⼦

将来は分らない︕
⾃転⾞競技
の選⼿に

補助輪付き⾃転⾞
何回も失敗する⼦

【キャラクターに応じた教育・訓練体制】
• 体験をしないとできない⼦、理屈で納得しないと動かない⼦など様々なキャラクター
が存在しています。そのタイプも考慮して指導していきましょう
① 経験や体験を重視するタイプ︓担当する仕事を経験（体験）してから任せていきま
しょう
② 理屈で納得できないと動けないタイプ︓担当する仕事の⼿順書を読ませて、納得さ
せてから任せましょう
③ 自信過剰のタイプ︓担当する仕事の根っこの部分（なぜや根拠や理由）を理解させ
ましょう
④ 依存心の強いタイプ︓担当する仕事を徐々に任せ、⼀人で解決できることを増やし
ましょう
②理屈で納得するタイプ
納得いくまで調べてから⾏動

①経験を重視するタイプ
パソコン教室でしっかり習得

④依存人の強いタイプ
先輩に頼りっぱなし

③⾃信過剰のタイプ
何でもできると信じている
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目標の⽴て方
【小目標を段階的に】
• ⼤きな目標を漠然と⽴てると「いったい何のために仕事をやっているのであろう︖」、
目標を⾒失うことがあります
• 具体的な⼩目標を⽴てて、⾏動を評価、振り返りする習慣を付けましょう
• 下イラストで解説すると、Aさんは「100km休みなく完⾛︕」と⼤目標を⽴てました。
⼀方、Bさんは「20kmでゴールを決め休憩を取りながら完⾛する」⼩目標を複数⽴て
ました
• Aさんは早々に疲労が蓄積し上司に相談しようと考えましたが、上司はひたすら励ま
すばかりで疲れていることが⾔えませんでした。激励があり少し頑張りましたが、体
が動かなくなり休憩を取ろうと上司に相談しようと考えましたが、上司が⾦棒を持っ
てる姿を⾒て、⾔えなくなりそのまま⾛り続けました。既にモチベーションがなく、
体⼒も気⼒も限界に近づいています
• Bさんは20kmで休憩を取り振り返りを⾏なって次の20kmの計画を⽴てています。上
司も寄り添い親⾝になってアドバイスをしてくれます。その結果、無理なくゴールす
ることができました
• 仕事を覚えるにしてもAさんのような漠然とした計画では継続しません。Bさんのよ
うに⼩目標を積み重ねるようにしましょう

頑張ろう

こんな事
⾔えない･･･

Ａ

休みたい
けど･･･

疲れた
けど･･･

⾔えない･･･

燃え尽き
症候群
もう
無理︕

もう
無理です

例えゴールしても、
気持ちが続かない

モチベーションはさらに低下
二つ目のサイン
モチベーションがない･･･
Aさんは大目標（100km）を漠然と⽴てる
モチベーション低下
一つ目のサイン

100km
ゴール

スタートは同じ
お疲れ様

⼤丈夫︖

半分
過ぎたよ

あと少し
だよ

頑張ろう

ゴール
出来た

B
20km

40km

60km

80km

モチベーションを確認しながら進める
Bさんは小目標を重ねて100km

次の
目標は

目標ややるべきことを確認しながら進める
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目標管理について
【目標とは︖】
• 目標とは期待される結果であり、達成すべき到達点（ゴール）を表わしたもの
• 目標設定とは、このゴールを描くことを示す
・辞書では以下のように記載しています
① そこに⾏き着くように、またそこから外れないように目印とするもの
② 射撃・攻撃などの対象（的） 「砲撃の目標になる」
③ ⾏動を進めるにあたって、実現・達成をめざす⽔準 「⼀日の売上は目標10万円」
【目標と目的の違い】
① 目標は目的のためである
• 目標とは、目的を達成するためのステップ。「目的」を
達成するために目指すべき⾏動やその道筋を示したもの
が「目標」です

接客技術
⾔葉遣い
商品知識

• 目的が「顧客満足」すると、目標は「接客技術の向上」
や「従業員満足の向上」など様々なものが目標として上
げられます
② 目標は具体的に、目的は抽象的に
• 目的は「顧客満⾜」「従業員の満⾜」「会社の利益を上げる」といった概念的なもの
になります
• ⼀方で、目標はその目的を叶えるための道標となる。目標は具体的にクリアできる手
段や方法が分るものでなければ、目的までの道筋が⽴たないということになります
【目標とノルマ別のもの】
• 上司から「今日は訪問営業を20件回ること」と指示を受けました。これは「ノルマ」
になります。ノルマは「相⼿の⾃主性を認めずに、数値目標を⼀方的に押し付け、そ
の達成度を測る」ことです
• ⼀方で、目標管理は「自分で設定した目標を自分自⾝で管理し統制する方法」です。
ノルマと目標の⼤きな違いは、上司からの押し付けであるのか、⾃分⾃⾝の設定であ
るかです
ノルマが中⼼になると、件数をこ
なすことが主体となるため、質が
低くなることがある･･･
あと、10件回ったら終わろう･･･

電話の内容より、件数を稼ぐ
ことになりかねない
今日は、100件電話掛けるで︕
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目標管理について
【目標達成の3つの視点】
• 目標を⽴てるときには、3つの視点を視野に入れて⽴てましょう。
① 組織からの期待目標
• 病院や会社の方針や目標を受けて、⾃分の役割と責任に応じて設定する目標
② 担当業務の問題・課題解決
• 担当業務の問題や課題を抽出し、その解決のために何をやるべきかという視点で設
定する目標
③ 顧客満足度向上テーマ
• 顧客のために本来どのようにあるべきか、どのようなサービスを提供すべきかなど
の視点から設定する目標
【目標は具体的に設定する】
•

具体的でないと目標の達成度の判断ができなくなります。目標の達成度が測れない
と以下のように陥ります

① 本人の達成感が得られない
• 達成できたのか、できなかったのか︖
② 進捗管理ができず、対策が打てない
• 計画通り進んでいるのか、どこまで進んでいるのか、新たな対策が必要か︖
③ 目標設定時に、施策・手段の有効性が判断できない
• どこまでの施策が必要なのか、設定した施策で目標達成は可能か︖

抽象的なダイエット宣⾔︕

とりあえず
ダイエット
するぞ

スタート

今も
ダイエット中
です︕

2ヵ月後

1ヵ月後

例︓2ヵ月で5kg体重を減らすという目標であれば、達成の度合いが評価できる

どちらが具体的な目標ですか︖
必ずって
どれくらい︖

今年は必ず
会社の利益を
上げる

粗利
100万円ね︕

今月の売上は
粗利100万円
にしよう
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目標管理について
【目標設定の方法】
• 目標設定する際に、三要素を決めておくことがポイントです
① 何を【目標項目】
② いつまでに【期限】
③ どれだけ【達成基準】
【効果的な目標の⽴て方】
① 目標はできるたけ数量化（数値化）しておく
 数量化できる目標の例
 ⾦額（売上高・経費など）、数量（⽣産量など）、⽐率（回転率など）、時間（標準
作業時間など）、度数（災害度数など）
② 数量化しにくい場合は、スケジュール（期限）目標にしておく
 スケジュール目標の例
 4月 業務の課題を抽出
 5月 課題の優先順位を決定し、課題解決の目標を決定する
 6月 課題①に取り掛かる
 7月 課題①が終了し、課題②に取り掛かる
• 測定可能な目標であれば、結果も測定が可能になります
• 「品質向上」「コストダウン」などのスローガン的目標は、曖昧となりますので注意
しましょう。品質であれば、⽣産の安定性や誤差率などの数値化が必要になり、コス
トダウンであれば、どのコストをいつまでにどれだけという評価基準が入れば最適に
なります
【どの指示が良い︖】
• 今日やってもらう仕事について、どのような指示が最も適当でしょうか︖
 ○○さん、今日は4日目ですね。では…
① とりあえず⼿術セットを作成してください︕
② ⼿術セットを「10セット」作成してください︕

10セットか
頑張ってみよう

計測できる指示（目標）

とりあえず･･･
目標数値は︖
意味不明･･･
計測できない指示
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PDCAサイクルについて
【PDCAサイクル】
• 目標に対して、まずは、計画を⽴て（Plan）、目標に向けて⾏動（Do）することか
ら始まります。次に、⾏動から得た結果を評価（Check）します。⾏動を評価する
と、改善すべき項目が⾒つかります。それが改善⾏動（Action）となります
• PDCAを回す習慣ができると、日々のモチベーションにも必ず寄与しますので、早い
段階で⾝につけましょう
• 下図では、「どうしたら目標が達成できるのか︖」悩んでいる人がいます。目標を達
成するために、まず計画を⽴てます。計画通りに⾏動しました。その⾏動を振り返る
と、いくつか課題が出てきました。その課題を考え、次の計画を考えます。次のサイ
クルでは、新しい計画で再挑戦することができます。これを繰り返し⾏なうことで最
適な計画や⾏動となっていきます
どうしたら
「目標」が達成
できるのか︖

この期日までに、この項
目を習得しよう︕

新しい計画で再挑戦
Plan

計画通りに⾏動できてい
る︕

新しい計画が浮かぶ︕

どうすればもっと効率的
に業務が進むのか︖

Action

【PDCAを役だてる方法】

Do

Check

⾏動を評価すると改善点
は他にもありそう︕

• 無計画であれば「P」を⽴てましょう
• 残業が多いなら「D」の質を評価しましょう
• ミスを防ぐなら「C」の機能を高めましょう
• 成果を上げるのであれば「A」を十分にしましょう
【OODAループ】
最近ではPDCAから「OODAループ」を取り入れる場⾯も出てきました。参考までに紹
介しておきます
• Observe みる（⾒る、観る、視る、診る）
• Orient

わかる（分かる、判る、解る）

• Decide

きめる（決める、極める）

• Act

うごく（動く）

• Loop

みなおす（⾒直す）／みこす（⾒越す）
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リーダーシップ
【リーダーとリーダーシップの違い】
• リーダーとは、「チームや組織の中で役割を示す名称」です。組織の中で一部の人が
対象になります
• リーダーシップとは、「目標達成のためチームに影響を与える人」です。組織の中で
は全員が対象になります
【リーダーシップ】
• 全員が対象
• 目標に向って全員が指摘する
• 誤りに気がつけば改善⾏動

【リーダーの場合】
• ⼀部の人が対象
• 指示する人は限定される
• 指示通りに動く（誤っても）

パスを
回そう

もっと
投げろ︕

痛いけど
投げないと

サイドを
使おう

スピード
を活かそう

【アサーティブに意⾒を伝えてみよう】
• 指示された通りにやることはとても⼤事ではありますが、その指示が状況に応じて全
て正しいとも限りません
師⻑から指示︕
⾔われた通りに
やりましょう︕

えっ︕違ったの︕
おかしいと思った︕

はーい
指示

やっぱり︕

結果
⾏動

全部やり直し︖
誰が指示したの︖

あれ︕おかしいけど･･･
まぁ、いいか︕
⾔われたとおりにやるということ･･･




師⻑から指示︕
⾔われた通りに
やりましょう︕

発信

その方法も良いですが、
今回はこの方法も検討
してもらえますか︖

指示

⾏動

ポイント︕
プライドを傷つけず、さりげ
なく正しい方向に導く

チームへの参画意識が低くなる
失敗すると責任転嫁が始まる
反省が無く同じことを繰返す

ありがとう
結果

成功︕

予定通り完了

これもリーダーシップの一部
 チームの成果や成⻑がみられる
 ゴリ押しすると、コミュニケーションが悪化、反発しチームがまとまらなくなる
19
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チームワーク
【チームワークを育む方法】
• 仕事は何があっても必ずやり遂げることこそ、真のチームワークにつながります
【STEP2】
• 他の人をフォロー
• できるだけ能⼒を高める

【STEP1】
• ⾃分の受け持っている仕事を
完璧にこなす

• ⾃ら進んで仕事を⼿伝うことで⽣まれるマイナス要素
1. ⼿伝ったことで⾃分の仕事も遅れる
2. 仕事全体が遅延する
3. 申し訳ないという気持ちが⽣まれる
4. 「誰かが助けてくれる」という甘えが⽣まれる

【良いチームとは】
• 良いチームの条件は、「共通の目的」が存在することです。次に「測定可能な目標」
になります。リーダシップやコミュニケーションやメンバー同⼠の結束が図れれば、
目標に向けて進むことができます。もちろん、そこにはメンバー間の敬意がないと成
⽴しません
仕事の目的を共通化

共通の目的

メンバー間での敬意

測定可能な目標

メンバーへの気配りや職場内接遇の徹底

目標の数値化

ミーティングなどで関係を築くこと

目標達成には適切なリーダーシップ

メンバーが良好な結束

有効なリーダーシップ

コミュニケーション

アメリカ発チームステップス日本版 医療安全

聴く、話すなど基本的動作が必要

チームで取組むヒューマンエラー対策
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チームワーク
【チームワークの原則を適応する方法】
① チームへの⾃己紹介（名札）
② 指示の復唱（チェックバック）
③ 明確な⾔葉で話す（思い込みを避けるためには明確な⾔語）
④ 不明な点があれば質問や確認する（質問しやすい雰囲気）
⑤ 指示を出すときは、相⼿のほうをみる（誰に指示を出すのか明確に）
⑥ ⾃信の役割をはっきりさせる（何を担当し、どこまで責任を持つか）
⑦ 客観的な⾔葉を用いる（いつもの鉗子セット×）
⑧ メンバーの名前を呼ぶ（責任感が生まれる）
⑨ 必要なときは、はっきりと主張する（経験に関係なく実施する）
⑩ わからないことがある場合は、他者の視点から考える（思い違いを修正できる）
⑪ ブリーフィングとでブリーフィングを⾏う（これから何をするのか、どんな役割か、
緊急事態の対処方法はなどイベント前に実施しておく）
⑫ 対⽴したときは、「誰が」ではなく、「何が」正しいかに集中する（目標を達成す
るためには、何をすれば良いのかを明確にする）
相馬孝博：患者安全のためのノンテクニカルスキル超入門 メディカ出版

【コミュニケーションを高めよう】
• 伝えたつもりが伝わっていなかった、⾔ったつもりが伝わっていなかった。このよう
な事は、時に重大な事象に繋がりますので「２回チャレンジルール」や「CHECK
BACK」を取り入れておきましょう
1. 2回チャレンジルール
• 発⾔したことに対して、相⼿から返事が無い場合は、正確に伝わったかを確認でき
るまで、もう一度発⾔しましょう。気掛かりな事をはっきりと伝えることがあなた
の責任になります
2. CHECK BACK（チェックバック）
・情報発信者に戻るコミュニケーションを習慣化しましょう（下図）
発信者︓
外科腹腔鏡鉗⼦セットを
在庫を確認してください

受信者︓
外科腹腔鏡鉗子セットの
在庫ですね︕

発信者︓
そうです。確認をお願い
します。

普段の指示もチェックバックする習慣を⾝につけると用語を覚えることになります

アメリカ発チームステップス日本版 医療安全
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成⻑を阻害する因⼦
【無関心・過保護・過干渉】
• 成⻑の速度は無関心︓無関⼼であると、成⻑も失敗も気が付きません。相⼿に対して
関⼼を持ちましょう。日常の声掛けを⼤事にしてください。
• 過保護︓過剰すぎると、依存⼼が強くなり成⻑する機会を失います。何でも先輩が解
決すると考えなくなります。
• 過干渉︓何でも⼲渉すると、⾃分で判断できなくなります。先輩は⾃分の意思に従わ
せようとしているかも知れません。
無関⼼

過 保護

過⼲渉

【こんな考えで仕事ができたらいいな︕】
• 「フィッシュ哲学」とは、アメリカ⻄海岸・シアトルのさびれた⿂市場がこれを導入
したことで⾒事に復活したという実話で知られる、人材マネジメントの⼿法です

①仕事を楽しむ

②人を喜ばせる

③注意を向ける

④態度を選ぶ

という四つの⾏動原理を意識して実際の仕事に取り組むのがフィッシュ哲学の基本。
シンプルで実践しやすいことから、組織の活性化や社員のモチベーションアップの秘
訣として、ビジネスだけでなく、医療や福祉、教育などさまざまな職場で採用されて
います
• フィッシュ哲学を形成する四つの⾏動原理は、次のよう具体化することができます
①仕事を楽しむ
• 働いている人⾃⾝が楽しく仕事ができるように、遊びの要素を取り入れること
②相手を喜ばせる
• 顧客に対して楽しい雰囲気で接し、満⾜を与えること
③注意を向ける
• 目の前に顧客が来たら、その人ひとりに対して注意を向けること
④態度を選ぶ
• 常にポジティブな態度で仕事に向かうこと
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