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Ⅰ 継続的質改善活動〜夢をかなえるカイゼン（改善）とは？〜 
 

⼭⼝（中上）悦⼦（⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科 医療安全管理学） 
 
 

１．患者安全、改善活動の推進と⼩児医療 
私は、医療安全管理部というところで専任の医師をしています。実は、医療安全の仕事と

いうのは⼩児の医療や⼦どもの教育、発達にかかわる⼈にとってはとてもなじみの深いも
のなのです。なぜかというと医療安全管理というのは、職員の発達を⽀援をする仕事だから
なのです。⼀⼈ひとりが、患者さんや家族のために⾃分や⾃分達の職場、職種では何をした
らいいのかを⾃分のあたまで考え、主体的に⾏動し、悪いところがあれば⾃分達で⾒つけて
改善して、よりよい病院を作り上げていこうとする、そういう職員を育てるのが医療安全管
理だからです。そして、⾃分が成⻑できてよかったと思える病院をつくるという。これが実
は究極の安全な病院だといわれています。こうやって考えると、⼩児医療や保育や教育と同
じ考え⽅で医療安全ができるというのがおわかりになるでしょう。本⽇お話する話という
のはおそらく皆さんたちが「あぁ〜あぁ〜」という話ばっかりなのです。要するに⽇頃やっ
ていることを、職場の、仕事の改善に応⽤するだけなのです。実はこれは成⼈医療にしか関
わっていない⼈たちにはわかりにくいことで、結構、説明するのに⾻がおれるのです。⼦ど
もの成⻑を⽇々⾒守っている皆さんたちだからこそ、今⽇、こんな短時間で改善を教えるこ
とが出来るのです。みなさんは、病院の中で改善の本質をわかっている、いわばリーダー的
な存在なのだということを⾃覚していただいて、今⽇は「よし、変われるぞ」という気持ち
を持って帰っていいただければ嬉しいです。 

ちなみに、なぜ安全と改善が関係あるの？と疑問に思われる⽅もいらっしゃるかと思い
ます。世界では、医療安全とはいわないで患者安全といいますが、安全と改善は⾞の両輪の
ように切っても切り離せないものとして考えられています。改善しなければ安全になりま
せんし、よりよい病院（質の⾼い医療を提供する病院）というのは、⼤前提で安全でなくて
はいけませんから、当たり前といえば当たり前です。今⽇は、そのこともよく覚えて帰って
ください。 
 
 
２．改善＝継続的質改善活動＝カイゼンについて 

最初に、改善についてお話をしたいと思います。ＱＣサークル活動やＴＱＭを導⼊してい
る病院の⽅は、よく知っている話だと思います。本⽇お話するのは、改善活動の理念や基本
の部分です。⼿法の詳細ではありません。考え⽅の道筋です。改善活動は、理念や考え⽅の
道筋は世界共通です。しかし、⼿法は各々の病院で独⾃に持っていていいものです。もう⼀
つ、ここでいう改善とは、⼀般の⾔葉の「改善」の意味とはだいぶ違います。⼀般の⾔葉の
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「改善」は「ものごとをよくする」だけです。ここでいう改善は、「継続的質改善活動」と
いいます。継続的質改善活動とは、「常に⾃分達の仕事に疑問をなげかけ、お客様（病院で
は患者さん・ご家族、学校や園では⼦ども・児童・⽣徒と家族）のためにもっとできること
はないのか、もっとよくできないのかと考えて、それを、やりがいを持って実践し続けるこ
と」です。職員⼀⼈ひとりの責務と⾔われています。継続的質改善活動で⼀番有名な会社は
トヨタです。しかし、今では世界中の会社や病院で、継続的質改善活動を取り⼊れようとし
ています。継続的質改善活動は、世界でも KAIZEN といわれているくらい有名な⽇本語の
ひとつです。⽇本語ではカイゼンとカタカナ表記をするので、ここでもそうしましょう。 

 
３．医療の契約とあるべき姿の追求 
 最初に共有しておきたいことがあります。それは「医療の契約」についてです。医療は、
準委任契約と⾔われています。難しいので、⾞とか、家とか、なにかの製品を考えて⾒まし
ょう。製品を作る会社とその顧客の関係は、請負契約といいます。請負契約というのは結果、
つまり出来上がりに責任を持たなければならない契約です。製品は出来上がりを予測でき
るからです。初めからブレーキが壊れている⾞とか、エアバッグに不具合がある⾞などを予
測して作るわけではありません。だから⾞が故障した、家が⽔漏れしたなどと、いわゆる⽋
陥商品があった場合は、企業が全責任を持ってリコールします。ところが医療は違います。
どんなにきちんと治療を⾏っても、結果が必ず良いとは限らないのです。これを医療の不確
実性といいます。医療はどんなに現時点で最適な医療の技術を最⼤限に投⼊しても、「⽣き
るか死ぬか」を決めることは出来ないのです。それを知っているのは神様だけなので、そう
いう場合は製品の出来上がりではなくて、つまり結果ではなくてプロセスに責任を持ちな
さい、という考え⽅が準委任契約なのです。医療機関で働かれるすべての⼈は、この準委任
契約を結んでいると考えなければいけないということです。 
 医療というのは、医師や看護師がするものだけだと思っていてはいけません。病院で働く
⼈々によって提供される活動は、すべてが医療です。お掃除も、給⾷も、事務業務も、受け
付けもそうです。さらに保育もそうですし、教育の場合は学校の先⽣は病院に所属している
わけではないですけれど、医療の質を考える際には、病院で⾏われる教育活動として、やは
り提供する医療に含めます。もちろん、医師や看護師や病院の職員と協⼒して教育活動をさ
れますから、そのように考えても違和感はありませんよね。またボランティアさんの活動も
同じです。いずれにしても、病院で働くすべての⼈が、⾃分達の仕事・活動のプロセスに矜
持と責任を持ちなさいということが、準委任契約という契約の持つ、もうひとつの意味では
ないかと思います。 

ところで、プロセスに責任を持つとはどういうことでしょうか。それは「⾃分はベストを
尽くせているか？」と⾏動しながら常に問うことです。「ベストを尽くせていたか」どうか
は、本⼈にしかわからない部分もあるでしょうけれど、⼤事なことは、⾃分の顧客、私たち
の場合は⼦どもたちとその家族に、どうしたら⾃分はベストが尽くせるのだろうと⽇々、考
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えることです。つまり、⾃分はどんな医療、看護、保育、教育あるいは活動をしたいのだろ
うか？を考えるということです。ここで、それを書き出してみましょう。「理想」というと
ころに皆さんのご職業に合わせて、⽴場に合わせて「私の理想の看護はこうである」とか「私
の理想の保育はこうである」とか、書き出してみてください。 

 
 
 今、サッと書けた⼈も、結構難しかったなっていう⼈もいると思います。では、みなさん
の書いたみなさんの⽬指す「あるべき姿」を、これまでに誰かに語るとか、後輩に⾔って聞
かすとか、ともかく誰かと共有したという⼈はいるでしょうか。とくに後輩に⾔って聞かせ
たことのある⼈はいるでしょうか。これはなかなか難しいことです。実は、これが、⾃分の
理想がわかっているのに、どうしてそうなれないのか、変われないのかという理由の⼀つで
す。まず、明確に⾃分の理想を⾔語化するのが難しいというのもあると思います。もう⼀つ
は、その理想を他⼈と共有できないという点です。他⼈とのかかわりは、⾮常に重要です。 
 ⼈間の⼤⼈は、集団でしか発達できないと⾔われています。あるべき姿に変わりたい、な
りたい⾃分になるというのは、今まで、できていなかったことができるようになるというこ
とですから、発達です。お座りできなかった⼦がお座りできるようになる、⼀⼈で⽴てなか
った⼦が⼀⼈で⽴てるようになる、というのと同じなのです。勿論、⼦どもの発達も周りの
⼈々とのかかわり合いが⼤事ですが、それでも⼈間の、「⼈間」という動物の個体にプログ
ラミングされていることです。⼦ども達は⽇々、⼀⽇中飽きもせず、⼈がみていようがみて
いまいが関係なく、ただ寝返りしたい、⽴ち上がりたいという欲求に突き動かされて鍛錬を
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繰り返し、ある⽇突然、私たちは寝返りがうてるようになった、独り⽴ちができるようにな
った彼らを⽬にします。けれど、それまでの間、彼ら無数のトライ＆エラーを繰り返してい
る。その部分を⾒守るのが、保育の仕事や教育の仕事だと思うのですけれども。⼤⼈の発達
も全く⼀緒で、⽇々、⾊々なことに挑戦し続けて、ある⽇、ふっとできる⾃分に出会うんで
すね。⼦どもと⼀緒なんですね。ところが⼤⼈の場合は、皆と⼀緒じゃないと、仲間と⼀緒
じゃないと発達できない。それで、どうしてなりたい⾃分になれないのか、その理由の⼀つ
は共有できないことなのです。仲間に喋るという⼈もいましたけど、全員ではありませんで
した。後輩に語れるという⼈は⼀⼈もいませんでした。⾃分の仲間とか同世代の⼈だけでな
くて、後輩に語り継いでいくというのも、⼤⼈の場合は重要です。そういう事が出来ていな
いと、なかなか理想の⾃分になれないということを、⼀つ⼼に留めておいていていただきた
いと思います。 
 
４．理想=あるべき姿を追えないもう⼀つの理由 

もう⼀つ、理由があります。⾃分の理想に向き合う、理想を書き出す、理想を語るという
ことは、物凄く勇気がいることです。何故かと⾔うと、理想がわかると、逆に現実が⾒えて
くるからです。理想は鏡のように⾃分の嫌なところを写し出します。もし、理想がモデルの
ような体型になることだとしたら、どうしても⾃分のウエストに⽬が⾏くわけです。このよ
うに理想を明確にすればする程、⾃分の⽋点だとか、⾃分が隠したい、⾃分がやりたくない、
⾃分ができていないことに⽬を向けることになってしまうのです。ですから、理想を語ると
いうのは個⼈にとっても組織にとっても、物凄くつらいこと、だからしたくないというわけ
です。 

これを⼼理的な阻害要因といい、このように知らず知らずのうちに⾃分の⼼を守ろうと
する仕組みが私たちには備わっていて、「⼼の免疫機能」とよぶのだそうです。要するに⾃
分を壊したくない、⾃分を守りたいから、⾃分の嫌なところに⽬をつぶるということです。
そのような⼼の仕組みを勇気で乗り越えなければならないのです。ちなみに、これは組織で
も同じです。⾃分達のあるべき姿を上司が明⾔しようものなら、それは⼀⽅で、その部署や
組織の悪いところを暴くことになるかもしれない。組織の理念を上司が明確に語れない、明
確に語ることを恐れる組織・部署というのは、「組織の免疫システムが働いている」状態で
あり、それは変⾰を忌み嫌い、顧客への視点を失い、組織としての⽬的を失った状態です。
そんな組織がどんな末路を辿るのか・・・もうおわかりですよね。 

さて、個⼈の話にもどると、やっぱり⼈⽣経験が⻑くなればなる程、嫌なことが溜まる、
振り返りたくないことが⼭ほどあるわけです。しかし、カイゼンしようと思ったらここを振
り返ないといけないということです。「そりゃぁ、できませんわ」という話になるわけで。 

そこで、できるだけ嫌な気分にならないように、楽しい⽅向に持っていくのがカイゼンの
コツです。⼤阪の⽅、関⻄の⽅は⾃分の過去の失敗をネタにするという得意技がある。「す
べらない話」といいますか、これは⾃分の失敗をおもしろい話題にして他者と共有出来ると
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いう、すばらしい⻑所ではないかと思います。おもしろい、楽しいというのは、他者と何か
を共有するときのメディアだと⾔った⼈がいますが、いずれにしても、過去の⾃分とか、隠
したい⾃分とかに向き合うときに、⾃分も聞いた他⼈も、嫌な気持ちや思い気分にならない
ように⼯夫するというのは、カイゼンという視点でいえば、⾃分にも、集団にも役に⽴つと
いう事です。その⼯夫とは、先に⻑所や強みに着⽬することです。⾃分には何ができるのか、
私の⻑所はどこなのかを先に考えて、そこから「じゃあ、もうちょっと、こうしたらよくな
るんだ」と⻑所を⼿掛かりにして、よくする点を考える。こうすると、結構、柔らかくなる
でしょう。 

ちなみに、他⼈に接する時、特に後輩とかに接する時も同じで、「あなたの出来たことは
何？」からはじめると、やさしく接することが出来ますよ。「失敗をしました」と後輩が⾔
ってきた時に、「なんで？」とか「どうして？」といわずに、「そうなの。じゃあ、それ、ど
うやって発⾒出来たの？すごいね。」とか、先に⾔ってやるといいのです。すると「別のチ
ームの誰それさんが発⾒してくれたんです」とか答えるでしょう。そこで、「あなたの部署
はチームワークが良くてすばらしいいね。今は、あなた⾃⾝はどういう⾵にしたらよかった
と思う？」とここで、⻑所にプラスしてどうしたらよくなるのかを尋ねる。すると「凄くよ
く⾒てくれる⼈がいたのだから、最初からダブルチェックを頼んでおけばよかったと思い
ます」とちゃんと⾃分達が次にやったらよいことを意識できるようになります。最初は，当
事者は落ち込んでいますから、そのままでは「反省だけなら猿でもできる」。再発防⽌にも、
カイゼンにもつながりません。こうやって、出来たことや⻑所に着⽬してから現実を振りか
えさせると、意外に、あんまり嫌な気持ちにならずに⾃分の⽋点に向き合えることもありま
す。ぜひ、お試しください。 

さらに⽇々、ユーモアと好奇⼼を⼤切にしてほしいと思います。それは、リーダーシップ
の⼤切な要素です。相⼿の意⾒を受け⼊れるときに重要です。相⼿から新しいことや奇想天
外なこと、とんでもないことをいわれても、「へえ、そうなんだ、それ、⾯⽩いね！」と⾔
えれば、相⼿は安⼼して続けて意⾒をいうことでしょう。関⻄弁には「おもろい」という便
利な⾔葉があります。興味がある、楽しそう、いいアイデアだ、わくわくするといったニュ
アンスの⾔葉なのですが、「それ、えぇやん、おもろいやん」と相⼿の意⾒を受け⼊れると
ころから始めてシェアすると、嫌なことが緩和されてポジティブに変換できるようになる
ようです。 
 
５．医療の質のための六つの指標 

私たちが⼦ども達のための医療の理想を考えたり、⾃分たちの課題を考えたりするとき
に、⼤切にしなければならない視点が六つあります。Institute of Medicine というところが、
2000 年に出した「医療の質」という本の中に書いてあります。世界共通です。⼀つ⽬が「安
全性」です。「安全」とは、傷害がないこと傷害が起こらないことをいいます。次の「有効
性」というのは、根拠があるということです。⾃分達の思いつきとか思いこみではなくて、
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ある程度の⼀定の科学的な、あるいは経験的・⽂化的な根拠もって医療を⾏いましょう、業
務を⾏いましょうということです。それは、過去の⼈たちの知恵をないがしろにしてはいけ
ないということです。私たちの前に先⼈たちが沢⼭の知恵を持っています。それを真摯に受
け⽌めて、新しい道を探して⾏くという態度は、プロとして必要な態度です。次に「患者中
⼼指向」。その⼦や家族に私たちが提供しようとしている医療、看護、保育、教育、活動が
その⼦と家族のためになっているのかというのをもう⼀度考え直す。それから「適時性」。
「適時性」というのは、その患者さんやご家族のニーズに合わせて、タイミング良く医療を
提供しましょう、とうことです。たとえば、バージニア・メイソン・メディカル・センター
という病院では、とうとう待合室の椅⼦をなくしたそうです。患者さんが病院にきて、すぐ
に診察を受けられるように徹底的に無駄を省いてしまったら、椅⼦がいらなくなった、とい
うのです。次に「効率性」というのは、「適時性」とも関係があります。「無駄がない」とい
うことです。お⾦、⼈、時間、場所・・・病院にはたくさんの無駄があります。ここでいう
無駄は、「患者さんやご家族のためにならないこと」という意味です。経営の無駄ではない
ことが重要です。こういった「無駄」は諸悪の根源です。「いや、⼩児は⼿がかかるから仕
⽅がないよ」とか「いや、⼩児は親も⼦どもも⾯倒みなくてはいけないから、時間がかかっ
ても仕⽅がない」という具合に、この「仕⽅がない」という⾔葉を⾔っている職場は間違い
なくカイゼンでいうところの無駄があります。思い返してください。「仕⽅がない」という
⾔葉を私たち⾃⾝で⾔っている時に、出来ない理由を⼀⽣懸命考えていませんか？ 

 

 
 
そして、最後に「公正性」。これは、社会的な⽴場や経済的な背景によって、医療を受け

られるのに不公平があってはいけないということです。弱い⽴場にある⼈々にも、適切に医
療を届けられるようにしましょうということです。⽇本なら、⼦どもとか障害を持った⽅に
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対する医療を考えてみてもいいでしょう。「ここの病院は⼤⼈が多いから⼦どもは我慢して
ね」とか「⼦どもは⼊眠処置あるんだから、⼤⼈の後にＣＴしましょうね」などは、公正性
が確保されていないということにもなると思います。このように、医療の質の六つの指標の
向上をバランスよく考えながら、⾃分の理想はなんだろう、どうすれば⼦どもたちやご家族
のために素敵な病院を届けることができるだろう、⾃分たちに⾜りないところはなんだろ
うと考え続ければよいということになります。たとえば、⾼いところに登りたがります。落
ちたら怪我をするという理由から「遊ぶのはダメ」と⾔うのは簡単です。しかし、これでは、
医療の質という⽴場からは本当の意味で安全ではありません。傷害がない、事故がないとい
うのが安全性なので、それが達成できていればよい。つまり、⼦どもが落ちても怪我をしな
ければいいわけです。落ちることが問題ではなくて、落ちて怪我することが問題なのです。
そう考えれば、落ちても⼤丈夫な環境を整えることによって、安全性も、患者中⼼志向も、
適時性も満⾜させることができるというわけです。 
 
６．カイゼンのプロセス 
 カイゼンは⽇本が誇る世界の技術といいました。よく知られているように、カイゼンでは、
世界中で⼀番有名なのがトヨタです。トヨタ⽣産⽅式といって「もっと良い○○を、○○の
ために」という⾔葉で⾔い表されているように、それぞれの職員が「誰のために」働くのか、
「何のために」働くのか、「よりよくすること」とは何か、そして⾃分の「⽣きる喜び」と
は何か、について常に考えるように、⼊社したときから指導する。世界中の全社員に指導す
るのだそうです。トヨタは⼈材育成を経営の柱にすえ、⾃社のシステムを 50 年以上の⻑い
時間をかけて作りこんできました1。これを医療に取り⼊れたのが、「医療の改善活動」であ
るということは先に述べました。⽇本の場合はＱＣサークル活動が有名ですよね。⽇本には
「医療のＴＱＭ推進協議会」という団体がありまして、ここを中⼼に医療の改善活動を⽇本
中に広めるという運動が展開されています。 
 さて、カイゼンには、⼤きく分けて⼆つのパターンがあります。⼀つ⽬は問題発⽣型とい
われているもの、もうひとつは課題達成型といわれているものです。問題発⽣型というのは、
ある困った状況、たとえばエラーが起こったりインシデントが起こったりした時に、それを
⼆度と起こらないようにするような活動。つまりマイナスを０にする活動です。課題達成型
というのは、ある困った状況に対して今までやってなかったことや新しいこと、過去にやっ
てみたけど失敗したこと、何らかの原因で導⼊できなかったことを実現していくことです。
こちらはいわば０をプラスにする活動ですね。問題発⽣型が問題を解決して、課題達成型が
もっとよくする、と⼤雑把に考えていただけたらいいと思います。 
 
 

                                                   
1 “The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 
Manufacturer” J. Liker, 2003. McGraw-Hill Education. 
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問題発⽣型 課題達成型 
テーマ選定 テーマ選定 
現状把握 現状把握 
⽬標設定 ⽬標設定 
要因分析 阻害要因の探索 
対策⽴案 成功シナリオの追求 

実施と効果の確認 実施と効果の確認 
⻭⽌め ⻭⽌め 

振り返り 振り返り 
 
 どちらのパターンにも⼤切なことがあります。それはカイゼンのプロセス、流れ、ステッ
プです。どちらも理想を⾒つめて、⽬的を共有して、今回の活動のテーマを決めるところか
ら⼊ります。課題や現状をきちんと把握して、つぎに⽬標を決めて、⾊々な⽅策を考えたり、
悪い要因は何なのかを分析したりしていく。そして実際に対策を⾏って効果を確認する。前
よりもよくなっていることがわかって、いざ全体でやっていこうとしたときに不都合があ
るようなら修正して、部署や組織全員でできるように広めていくというのが最後、⻭⽌めと
標準化と⾔われているところです。そして次の年にきちんとつなげていくために今後の計
画や対応を考えていくというプロセスになっています。このプロセスさえ踏んでいけば、⼀
つ⼀つのプロセスにおける⼿法は、まったく⾃由です。⾃由に発想し、⾃由に創造し、⾃由
に試⾏錯誤できる、発達を促す⼤⼈の遊び場2・・・それがカイゼンなのです。 
 

 
 
                                                   
2 F. Newmanと L. Holzmanは L. Vigozkyの Zone of Proximal Development（ZPD）の
概念を発展させ、ZPDにおける Performanceは Learning leading Developmentをもたら
すと提唱。カイゼンは職場における ZPDを生み出し、そこでの活動が職員の発達を導く
と考えられる。 
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７．カイゼンの掟 
 

①その１ 3 ⼈よれば⽂殊の知恵 
 職場でのカイゼンは⼀⼈でやってはいけません。⼤⼈は
⼀⼈では発達できないといいました。カイゼンは発達を⽬
指すための活動ですから、必ずグループでやってください。 
 
②その２ 現場・現物・現状 三現主義 
 現場調査というのを徹底して⾏います。⾃分の⽬で⾒て、
現実をたしかめる。あーだ、こうだと机の上で仲間と想像
で喋るのではありません。そしてデータを取る。写真に撮
ったり、映像で撮ったり、数値を測ったり・・・を重要視
します。⾃分の⾝体を使って、⾃分の五感を使って、本当
の悪さを探り当てます。 
 

③その３ ともかくやってみよう！ 
 アイデアがでたら、できる範囲で実際にちょっと実験してみるというのがいいですね。ア
イデアばっかり机の上で練っていると、できないことばかり考えがち。そもそもやったこと
のないことにチャレンジするのだから、失敗上等。試⾏錯誤の中にこそ、成功が⽣まれるの
です。それに、いきなり⼀度でやると失敗することも多いので、ちょこちょこ実験しながら
進めてみるのがコツです。 
 
④その４ ⻑所や強みに着⽬しよう！ 
 これはさきほど、解説しました。ポジティブに活動していくいには、⾃由な発想を奨励し
たり、楽しい雰囲気に持っていたり、相⼿の意⾒を否定しないようにすることも⼤切です。 
 
⑤その５ 継続して活動しよう！ 
 カイゼンが⼀度で終わってはいけません。ある意味、終わりのないマラソンを⾛るような
もの。下⾒て暮らすな、上⾒て暮らせ、です。逆なんです。常によりよさを求めるならば、
続けていかなくてはいけない。そのためにも楽しくやりがいがあるということは重要です。
たとえば、相⼿の意⾒を否定しないという雰囲気があると、「楽しいから次もやってみよう」
「やりがいがあるから次もやろう」という気持ちに繋がります。 
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８．簡単！カイゼンを体験してみよう！ 
１）テーマ選定 
 さて、さきほど書き込みましたシート１。これがテーマ設定のスペースですので、これを
実際にやってみましょう。⾃分の現実と理想というのが２つ上に欄がありますので、これを
書いてみたいと思います。ところで、現実を洗い出すのと理想を書き出すことはどっちがや
りやすいかといえば、それは⼈によって、また状況によって違います。先に理想を書き出し
て、それに照らし合わせたら現実が⾒えてくるという話をしたのですけれど、⾃分の現実が
結構わかっていて特段⾟くない⼈は、とっとと現実を書き出して、「もっとこうしたい」と
いう⽅が書き出しやすいかもしれない。ですので、それはお任せしますから、ともかく理想
と現実の両⽅を、書き出してみましょう。 
 例えば私の場合ですと、健康というのが⾮常に気になるという事で、先に理想を書きまし
た。理想は規則正しい⽣活をしたいとか、旅⾏をたくさんしたいとか、健康的で満⾜する⾷
⽣活がしたいという理想を書きました。それに対して現実を⾒てみると、朝起きられず、飲
み会も多くて、夜も寝る時間が毎⽇違って、もうこの５０年間、⼀度も規則正しい⽣活なん
てやったことがない・・・そんな感じです。私的な旅⾏をしたいという理想に対する現実は、
⼟⽇祝⽇は出張ばかりで休みがなくて、私的な旅⾏がほとんどできない。夫婦で海外へ旅⾏
したことなんて、結婚して２５年間で２回しかないんですね。最後の健康的で満⾜する⾷⽣
活をしたいというのは、外⾷や飲み会が多くて⾷事が偏っているのでどうにかしたいとい
う状態です。こんな感じで、理想と現実のところを埋めてみて下さい。 

 
 
 では、次に今回やる改善のテーマを絞り込んでいきたいと思います。絞り込みには、その
下の表を使います。例えば私の場合ですと、理想が規則正しい⽣活をしたい、私的な旅⾏を
沢⼭したい、健康的で満⾜な⾷⽣活をしたいなと思っていますので、これをそれぞれ「どう
なりたいか」というテーマにおとしこみます。⾏動におとしこむという感じです。「〜でき
る」、「〜ようになる」というような⾔葉に置き換えてテーマの欄に書き込んで下さい。 
 次に、その横に「重要性」「実現性」「緊急性」という欄があると思います。「実現性」っ
ていうのは「本当にできるのか」ということですね。「緊急性」っていうのは「早くやらん
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と⼤変な事になるから、早くやる」という順位ですね。というのを「◎」、「○」、「△」、「×」
を直感的につけて順位をつけていきます。私の３つの場合で⽐較すると、この３番⽬の「健
康的な⾷⽣活を送ることができる」は「◎」が２つで「△」が１点で７点。真ん中の「定期
的に私的な旅⾏ができる」が２点で、１点で、３点。この⼀番上の「朝⽅の⽣活が習慣」に
関しては２点、１点、３点で６点。「７点、３点、６点」ってことですから、⼀番これが⾼
い。そうするとここからこのテーマを選んで、始めたらよいという判断になるという具合で
す。 

 

２）現状把握〜スケジュール〜⽬標設定 
 では、次に絞り込んだテーマについて、理想と現実とのギャップを具体的に考える作業に
うつります。今⽇は机上で考えていただきますが、職場でするときは「現場」「現物」「現状」
の「調査」をして、具体的な事例や数値を調べる必要があります。これが現状把握の調査で
す。現状把握の調査は、納得いくまでとことん⾒て、聞いて、五感を駆使してやりましょう。
よく⾒る、よく聞くということが、カイゼンでとても⼤切なことです。そういえば、⼦ども
たちの教育の場合と同じですね。 
 ここまでやったら、スケジュールを⽴てます。いつまでにやるか、おしりを決めないと絶
対⼈間はやらないんですよ。少々ずれてもかまいませんから、予定は⽴てましょう。 
 次が⽬標の設定です。これは皆さんは得意だと思います。何故かというと、⼦どもへの指
導で慣れているはずだからです。⼦どもたちに課題を与えるとき、「頭ひとつ分背伸びした
くらい」できるようになるように、そういう⽬標を⽴てていますよね。それとまったく同じ
です。 
 具体的にはこういう⾵にやります。私の場合は、テーマを「健康的な⾷⽣活を送ることが
できる」に決めましたよね。みなさんも絞り込んだほうのテーマを書き込んで下さい。その
次に「健康的な⾷⽣活を送ることができる」に照らし合わせて、ここがちょっと苦しい部分
ですが、⾃分の現実を⾒つめます。たくさん悪いところが⾒つかりますが、「⾷事時間の不
規則」「⾷事内容が偏っている」「飲み会が多い」「外⾷が多い」「体重が減らない」。思いつ
いたことをどんどん書き出していくという感じです。グループでやる場合は、ホワイトボー
ドやポストイットを使うといいですね。そうして悪いとこと、嫌なところをどんどん共有し
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ていきます。 
 次ですね、本当に悪いのか、ここでも現状の調査をします。私の場合だったら⾷事時間が
本当に不規則なんでしょか、それとも不規則な感じだと思っているだけじゃないのかとい
うのを確認するために、むこう⼀週間⾷事時間を記録してみました。そうすると、結果とし
て、⽉曜⽇は朝７時、昼１２時、夜は１８時にご飯を⾷べていた。⽕曜⽇は朝７時、昼１２
時、夜２１時にご飯を⾷べていた。朝と昼は⽐較的規則正しかったけど、夜は物凄く不規則
だった。夜が物凄く不規則だったために１⽇中不規則だったような気がしていたという事
がわかったんですね。 
 次に「⾷事内容が偏っている」ような気がしているので、それが本当にそうなのかという
のを調べるために⾷事内容を記録してみました。⽉曜⽇は朝トーストで昼はおにぎり、夜は
外⾷、焼き⿃だった。⽕曜⽇は朝は抜いて、昼はおにぎりで夜はやっぱり飲み会で、その時
は幹事をしていたので殆どビールしか飲んでいなかった・・・とします。飲み会や外⾷に関
しては、過去のスケジュール帳を⾒てみました。６か⽉のスケジュール帳を⾒てみると⽉平
均で４，５回⼊っている。「４回だったらそう多いわけでもないな。」ということになってい
きます。「体重が減らない」のは、これは体重測定をするだけですが、⼀週間測ってもやっ
ぱり減らないというということで、ひとまず検証はできました。 

 

 
 それで次に⽬標を⽴てる段階です。「体重はもうあかん」と思ったのであきらめます。⽬
標は、頭ひとつ分背伸びして届く範囲、ですから。体重は、⼿が届かないから⽬標からはは
ずします。今は届かないけど、届くようになったら取り組めばいいのです。次、飲み会は、
上との付き合いだから⾃分だけでコントロールできない部分が多い。なので、これもはずし
ます。そこで私は⽬標を「１か⽉以内に、毎⽇の朝⾷と昼⾷を、栄養バランスのよい内容に
する」という⽬標を⽴てました。なぜ⼣⾷を省いたかというと「⼣⾷には外⾷が多い」とい
うのが調査の結果でわかったので、外⾷は他⼈との関係性で決まってくるのでコントロー
ルが出来ないですから、だからあえて⼣⾷を省いて昼⾷と朝⾷の部分をバランスのとれた
内容にするという、できるけれども努⼒が必要な⽬標に決めたわけです。こんな感じです。
ほら、できるでしょ？ 
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 それから最後にスケジュール、③のスケジュールは今⽇は書いてもらわないんですけど、
実際の活動の時はこの時点でガントチャートともいいますが、作業⼯程表を作って、職場に
張り出して、それをみんなで⾒ながらやるとスムーズに活動が進むと⾔われています。 
３）⽅策の⽴案と成功シナリオの追求 
 次、やりたいのは⽬標に対してそれを達成するための⽅策の⽴案というプロセスです。こ
れも、本当は皆でブレインストーミングをやります。ブレインズストーミングというのは
「三⼈寄れば⽂殊の知恵」というように、３⼈以上でやるのが原則です。そして先ほども⾔
ったように、⼈の意⾒を否定しない。もう⼀つのコツとして、⾃分が発⾔するときに、最初
に強制的に「じゃあ…」といってから意⾒を⾔うと、⾃分の意⾒も建設的になるし、相⼿も
意⾒が⾔いやすくなります。ある⼈が「Ａという⽅法をやってみたらいいじゃないかと思い
ます」と発⾔したとします。そうすると次の⼈が「じゃあ私は」と必ずつけて、考えがまと
まらないうちから「じゃあ…」とつけるんですね。⾃分が意⾒を⾔う前に「じゃあ」とつけ
るように努⼒すると、ポジティブな意⾒が⾔えるようになります。これもぜひ、試してみて
下さい。 
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 こういうやり⽅をして、⽅策を⽴てていきますが、今は⼀⼈ずつで仕⽅がないので、⼼の
中で「じゃあ」と⾔いながらやってみて下さい。シートは３ですね。私の場合はこのような
感じになります。 
 私の場合は⽬標が「１か⽉以内に毎⽇の朝⾷昼⾷を栄養バランスのとれた内容にする」で
したよね。「じゃあ、朝⾷に野菜、果物、タンパク質、炭⽔化物を⼀個ずつ⼊れよう」とい
うアイデアを考えました。もう⼀つ「じゃあ、昼⾷はコンビニなんで、コンビニから学⾷に
変えて」、学⾷だったら⾊々惣菜が選べるので、「野菜や果物を⼀品ずつ⼊れよう」という⽅
法を考えました。 

次に「阻害要因」を考えます。今までだってできたはずなのに失敗してきた理由を振り返
ってみます。今度は「でも」を頭につけます。「朝⾷に野菜、果物、タンパク質、炭⽔化物
を⼊れたい。でも、私はすぐに寝坊する、でも、これらの⾷材を買い忘れてしまう、でも、
せっかく買った⾷材が腐って、さぁ⾷べようという時に⾷べられない」という阻害要因があ
がりました。それぞれに「でも、寝坊するのは何でだろう」「やらなきゃいけないとわかっ
ているのにできない理由はなんでなんだろう」と、さらにもう⼀段階、阻害要因の背後にあ
る要因を考えます。私の場合ですと、最初からやると、「朝⾷に野菜、果物、タンパク質、
炭⽔化物を⼊れたいと思っている、でも、寝坊してしまって⾷べられない、なぜ⾷べられな
いかというと、⾷事するくらいなら寝ていたほうがいいと思ってしまう⾃分がある」と具体
的に書き出すことで明確になってきました。同じように「買い忘れるのはなぜか」にたいし
ては、「買い物するのが⾯倒」、「⾷材が腐るのはなぜか」に対しては買い物が嫌いな上に、
ものがないと安⼼しないという癖があるので、「買い物しておかないと安⼼できない」とい
う⾃分の⼼理的な要因がありました。この「背後要因」には⼼理的なものや⼈間の関係の問
題とかも浮かび上がってくるというはずなんですね。 

ここまでわかってくると次の「成功シナリオ」を追求できます。「成功シナリオ」とは、
阻害要因を乗り越えるために何をしたらいいのかというアイデアです。⾷事する時間があ
ったら寝ている⽅がいいという⾃分があるのなら「前の晩に冷蔵庫内にまとめて置いてお
いて、朝、寝ぼけて冷蔵庫を開けても掴みだしたら⾷べれるようにしておけば、いけるんじ
ゃないか」と⾔う具合に具体的な対策が浮かび上がってくるんですね。また短時間で、調理
しなくてもいい乳製品や果物で繊維をとっていくようにすれば、「いちいち調理するのが⾯
倒」をクリアできます。「買い物が⾯倒」や「買いだめをしておかないと安⼼しない」とい
うところに関しては「買い物しない」、「買い物するが嫌いだから買い物しない」という選択
肢がある。だから通販。通販で栄養バランスのいいものを買い置きしておいて、⾷べるもの
がなくなったと時に利⽤すれば⽬標はクリア出来る。このように「⽅策」に対して、どうや
ったら、背後要因を回避あるいは乗り越えて、⽬標が達成できるか具体案が成功シナリオの
ところに出されていけばいいのです。成功シナリオのところに書いていただきたい事は、⽅
策をより具体的にした⽅法論です。 
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 後々のために、ここで５番の「効果の確認⽅法」を考えておきます。というものの現状把
握の調査をした⽅法と同じ⽅法で、現状がよくなったか？を⾒るだけなので簡単です。私の
場合は、現状調査で⾷事内容を記録しました。が、現状調査では、1 週間だったけれどちょ
っと期間を延ばしたかったので、1 ヶ⽉にしました。すると、物凄くめんどくさがりで、絶
対出来ないと思ったので写真を撮るという⽅法に変更しています。そのくらいの修正は OK。
⽅法を⼯夫して、成功シナリオの効果を確認するためにはどういう調査をしたらいいのか
考えてください。 

 

９．実施〜効果の確認〜⻭⽌めと標準化〜振り返り 
 ここからは、今⽇はやってもらいません。実際にやられるときは、シートの４をお使いく
ださい。 
 ポイントのみ述べます。実施するにあたっては、時間や時期を決めて計画的に実施してく
ださい。メンバー全員に役割分担し、全員が参加できるよう気を配ってください。ちょっと
でもいいので、全員で参加するというのが⼤事です。本番前に、何回かプレテストするのも
⼤事。テストしてから、少し修正して、それから本番でも OK です。データの取り⽅も、介
⼊とか改善をしながら取るという⽅法もありますし、介⼊後にデータを取るという⽅法も
あります。今回、私は、⾷事の写真をとるという⽅法を選択しました。これは、やりながら
データを取る⽅⽅です。もし私が⽬標を「体重を減らす」にしていたとしたら、ある程度⾷
⽣活を改善した後に体重を測るはずです。もちろん、毎⽇測ってもいいですし、それはケー
スバイケース。実施前の状態と⽐較できるようなデータを取ることが⼤事です。 
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 さて、先ほど、私は⼀か⽉以内に毎⽇の
朝⾷・昼⾷をバランスの取れた内容にする
という⽬標を⽴てました。効果の確認をし
ましたところ、昼朝⾷と共に野菜・果物・
タンパク質・炭⽔化物をちゃんととれてい
た⽇は、３０⽇の中で２０⽇間ありました。
野菜・果物・炭⽔化物のうち２品⽬がとれ
ていた⽇は、３０⽇分の２５⽇ありました。
これを⾒ると、⼀か⽉間毎⽇バランスがと

れた内容にするという⽬標は達成出来なかったことになります。しかし、詳しく⾒てみると、
朝⾷だけは３０⽇中３０⽇全て、バランスよくとれているということがわかりました。 
 つまり、昼⾷でバランスが悪い⽇が発⽣しているという事がわかった。調べてみると、昼
⾷でバランスが悪い⽇というのは午前中に会議があって、それが押してしまう⽇だった。そ
こで無理に学⾷に⾏こうとして失敗したのでした。ですので、計画修正して、予定表で会議
がある⽇は、頭から健康⾷品にすると決めた・・・ここでいいたいのは、データを取って数
値で表現することで、⾃分が今までどこで躓いていたのかを明確にすることができるとい
うことです。数値での表現は、現象を視覚化（⾒える化）するのに⾮常に強⼒な⼿段です。 
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 いよいよ、効果があった⽅法を⽇常の⽣活に取り⼊れ、定着させる段階です。職場のカイ
ゼンならば、改善チームが計画したことを部署全体、病院全体でできるように⼿順化するプ
ロセスです。⻭⽌めと標準化、といいます。⼤切なことは、個⼈名ではなくて、どの役職の
⼈が、何をどうするか明確に書いておくことです。担当者の個⼈名にしておくと、その⼈が
部署を変わったらできなくなってしまいます。それを防ぐためです。この計画では、関係者
の周知⽅法や新⼈への教育⽅法、部署の⼈への教育⽅法を考え、計画します。シート 5 で
す。 
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 そして最後のシート６です。何事も振り返りは⼤事です。保育や教育では当たり前のこと、
のひとつですよね。ところが、医療現場では、みんなブリーフィング（事前打ち合わせ）や
デブリーフィング（後の振り返り）をやらないですが、これらは、本当は、チームパフォー
マンスを上げるためにも重要なのです。⼦どもに対するときと要領は同じですので、ぜひ、
実践していきましょう。カイゼンも次のサイクルに繋げていくために、良かった点やもっと
こうすればよくなる点、今後の計画を⽴ていきましょう。 
今後の計画も、ちゃんと書き出しましょう。これをしないと、活動が⼀回⽴ち消えてしまい
ます。これではカイゼンではありません。 
 
１０．まとめ 

 カイゼンについてまとめます。カイ
ゼンは、考え⽅のトレーニングです。
私たちが⼩児医療や保育、教育の中で、
対⼦どもの場合はできるのに、業務に
なるとてんでできないか・・・という
点が⼀つ⽬です。「問題」を「問題」
そのものとして、表⾯的にしか捉えら
れないところが、まさに「問題」の⼀
つ⽬です。「問題」とは、あくまで現
象、医学で⾔えば症状です。症状があ
ったからといって、それに対応するの

は、医学では「藪医者」「ニセ医者」といって蔑みます。対症療法だけなら、素⼈だってで
きる。同様に考えて、問題や現象にたいして即座に対策を⽴ててはダメなのです。背後にあ
る要因は何かを突き⽌めてから対策を打たないと、根本的な解決には決していたらないの
です。カイゼンは、世の中のものごとにはすべてつながりがあり、問題など表⾯的な事象の
背後には、それが起こった理由が必ずある、という考え⽅を⾝につけるためのトレーニング
です。 
 最初の⽅でいったように、⼩児医療や⼩児の保育や教育に携わる、⼩児の発達を⽀援する
我々にとっては、実は、この考え⽅は馴染み深いことだと思うのです。ある⼦どもが泣いて
いたとします。「泣いたらダメだよ」と「泣かないで、泣かないで」と頭をなでるのは、そ
れは素⼈の親の反応です。私たち、プロフェッショナルの⽴場では、その⼦が泣いている理
由はなんだろうと考えませんか？もし、その⼦が、そのときはいっぱい泣いたほうが良けれ
ば、泣ける環境を整えるでしょう。泣かずに気持ちを切り替えたほうがいい時は、強制的に
笑えるように、何か仕掛けるはず。みなさん、⼦どもに対しては背後の要因をきちんと考え
て仕事できているのに、いざ他の職種の⼈と⼀緒に業務を、職場をよくしましょう段になっ
たら、とたんに、できない理由ばっかり⾔い出して・・・おかしいと思いませんか？やれ、
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おもちゃが⾜りないだとか、お⾦がないとか、⼈⼿が少ないとか、すぐ「仕⽅がない」とい
う。今⽇から、切り替えてください。考え⽅は⼀緒なのです。ちゃんとできるはずです。 
 

 次に、理想と現実にはギャップが
あって、それを埋めるのがカイゼン
です。常に理想に⽴ち戻って、常に
ギャップがないか問いかけて、現実
に引き上げていくとお話しました。
例えば、ここで、この⼦たちがケン
カしているんですけど、横をみると
おもちゃがあって、どうやらこのキ
リンを取り合っているようだ。「キ
リンを取り合っているのだから、キ
リンを２個⽤意したらいい」とか
「キリンを使う順番を考えたらい

いんだ」というのは、浅知恵、浅い対策です。実はキリンの取り合いではなくて、本当はこ
の２⼈がケンカしている本当の理由がある。前の⽇に、この⼦が「お前のかあちゃん、でべ
そ」と⾔ったことかもしれない。「お前のかあちゃん、でべそ」と⾔った理由は、この⼦の
お⺟さんは働いていてなかなか病院に来ることができなくて、こっちの⼦のお⺟さんがい
ることにうらやましくて、⾔ってしまったのかもしれない・・・こういうことが隠れている
真の要因かもしれないわけですね。真の要因にアプローチするのが本当の対策なのは、おわ
かりになるでしょう。そこで、表⾯的な解決策に⾶びつく習慣を変えるために、「ナゼナゼ
５回」を⼼がけてみましょう。⼦どもと⼀緒です。「何でこの現象が起こっているんだろう」
「何故、この問題が起こっているんだろう」というのを掘り下げて、最低でも５回掘り下げ
てみることです。これを⽇常的にやっていると、⾃然に背後要因を考える習慣が⾝につきま
す。 

 もう⼀つお伝えしたい重要なこと
は、カイゼンはプロセス、ステップが
⼤事ということです。考え⽅の順番が
⼤事なのです。まず、⽅策・対策を考
えてからテーマを決めたりとか、効果
を⾒てから⽬標を決めたりとか、それ
をしないでくださいという事です。理
想はなんだろう、実際はどうなってい
るんだろうと、話し合い、調べるとこ
ろから始めます。順番どおりに進めて、
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毎年、継続すれば、いわゆるＰＣＤＡサイクルを回すということになります。先に述べたよ
うに、順番があっていれば⽅法論は別にＱＣサークル活動の⼿法であろうがシックスシグ
マの⽅法であろうが、オリジナルであろうが、なんでもいいです。 
 

 最後に、最も⼤事なことは原点に⽴ち戻ること
です。スタートのテーマ選定がすごく⼤事だとい
った理由は、この原点に⽴ち戻るときに必要だか
らです。再三繰り返していますが、理想を明確に
して、仲間と共有し、後輩にも伝えることによっ
て、世代を超えて原点に⽴ち戻りやすくすること
ができます。 
 

 ここに紹介する、やなせたかし⽒による「アンパンマン」の歌詞は、カイゼンの本質を捉
えています。「何が きみのしあわせ 何をして よろこぶ？ わからないまま おわる 
そんなのはいやだ！」、そして「もし⾃信をなくしてくじけそうになったら いいことだけ 
いいことだけ 思い出せ！」です。何が私たちの幸せですか？⼦どもたちのためではありま
せんか？私たちは何を⾃分の⽣きる喜びとしていますか？それは、⼦どもたちのためでは
ありませんか？そう問いかけているのです。そして、プロフェッショナルのくせに、理想、
すなわちあるべき姿もわからないまま、現実や⾟いことに⽬を背けたままで終わるなんて、
そんなのは嫌だ、という。ただ理想へ向き合い、⼦どもたちへよりよい何かを届けるのは、
それは⼤変だし、つらいこともあるので、勇気を出すためには「いいことだけ、いいことだ
け思い出せ！」です。この歌なら、みんな知っている。この歌を歌いながらなら、カイゼン
も楽しくできないでしょうか。ぜひ、みなさんの病院、学校、職場にお戻りになって、ご紹
介いただければと思います。 
 
＜参考⽂献＞ 
OJT ソリューションズ(2016) トヨタの仕事⼤全 KADOKAWA/中経出版 
⽶国医療の質委員会（医学研究所）(2002) 医療の質―⾕間を越えて 21 世紀システムへ―
（医学ジャーナリスト協会・訳） ⽇本評論社 
WHO (2011) Patient Safety Curriculum Guide for Multi-professionals. World Health 
Organization. 
Liker, J. (2004) The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 
Manufacturer. McGraw-Hill Education. 
Newman. F & Holzman, L. (1993) Lev Vygotsky: Revolutionary Scientist. Routledge. 
Holzman, L (2009) Vigotzky at Work and Play. Routledge. 
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Ⅱ 研修の企画と運営 
 
１．テーマとねらいの設定 
 病気の⼦どもと家族のＱＯＬの向上を⽬指すスタッフにとって，⾃らの実践を振り返り，
⽬標設定，内容の構成，実践の⼿順などを評価し，⾒直していくことは⽋かせないことであ
る。医療の場では，⽇々状況が変化する⼦どもや家族のニーズを探り充⾜させる，いま⼦ど
もや家族にできる限られたことの中に主体性を⾒いだしていくなど，かかわりあいを通し
て実践が⽅向付けられていくことが少なくない。⽣物・⼼理・社会の諸要因が関与するため，
その時々の情況を振り返る際に，⼦どもや家族に直接，間接にかかわっている様々な職種の
スタッフからの情報や意⾒などが参考になるため，いつ，だれと振り返りを⾏うかを⼤切に
考えたい。単にＰＤＣＡサイクルを形成するというだけでは⼗分とは⾔えない。 
 実践の質向上という時に，その実践が成⽴している場の構造や機能の，どの側⾯に注⽬し
ようとしているかを意識しておきたい。淀川裕美・秋⽥喜代美（2016）によると保育の質は
多⾯的である（表１）。看護や教育においても同様の整理が可能と思われる。職場における
改善活動を学ぶ研修を企画する際にも，実践の質の多⾯性を意識する必要がある。これは⼀
つの側⾯に絞った研修を⽴案すべきというのではない。改善活動は⾝近な問題意識から出
発するものである。研修の中で共有された問題意識を整理し，絞り込んで，問題が成⽴して
いる状況を分析する際の視野を広げてくれる視点として押さえておきたい。 
表１ 保育の質の諸側⾯ 淀川裕美・秋⽥喜代美(訳)「保育プロセスの質」評価スケール，明⽯書店，2016，85 

質の側⾯ 内容 具体的な説明・例 
志向性の質 

(orientation quality) 
政府や⾃治体が⽰す⽅向性 法律，規制，政策等 

構造の質 
(structural quality) 

物的・⼈的環境の全体的な構
造 

物的環境（園舎や園庭，遊具や素材・
教材等）⼈的環境（保育者の養成と研
修，保育者と⼦どもの⼈数⽐率，クラ
スサイズ，労働環境等） 

教育の概念と実践 
(educational concept and 

practice) 

ナショナル・カリキュラム等
で⽰される教育（保育）の概
念や実践 

（⽇本では，幼稚園教育要領，保育所
保育指針，幼保連携型認定こども園教
育・引く要領に⽰される保育のねらい
や内容にあたる） 

相互作⽤あるいはプロセス
の質 

(interaction or process 
quality) 

保育者と⼦どもたち，⼦ども
たち同⼠，保育者同⼠の関係
性（相互作⽤） 

⼦どもたちの育ちをもたらす，安⼼感
や教育的意図等を含み込む，保育者や
⼦どもたちの関係性 

実施運営の質 
(operational quality) 

現場のニーズへの対応，質の
向上，効果的なチーム形成等
のための運営 

園やクラスレベルの保育計画，職員の
専⾨性向上のための研修参加の機会，
実践の観察・評価・省察の時間確保，
柔軟な保育時間等 

⼦どもの成果の質あるいは
パーフォーマンスの基準 
(child-outcome quality or 
performance standards) 

現在の，そして未来の⼦ども
たちの幸せ（well-being）に
つながる成果 

何をもって成果（outcome）とするか
は，各々の価値観等によって異なる 
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 医療の場は，表１に⽰されている構造，相互作⽤あるいはプロセスの質，実施運営の質な
どに多職種が関与するため，「多職種による改善活動の推進」というアプローチは⽋かせな
いと思われる。 
 研修の企画にあたっては，改善活動の理念と⽅法をベースにおいて，実践の質の多⾯性，
多職種による改善活動の推進などの視点を考慮しつつ，参加を呼びかける対象者のニーズ
を中⼼において，テーマ，ねらい，内容等を設定していきたい。 
 ⼤阪セミナー2015（2016 年 2 ⽉ 14 ⽇開催）で採⽤されたテーマは「⼦どものための夢
の病院をつくろう！ 改善活動の⼿法を学び，実践に活かそう」であった。セミナーの案内
には次のような呼びかけが掲載された（表２）が，改善活動の理念が明⽰されている。 
 表 2 ⼤阪セミナーの呼びかけ 

 みなさんは，「⼦どものことを考えて，いくらよい提案をしても，やらせてもらえない」と諦めている
ことはありませんか？ 改善活動（カイゼン）とは，そんな諦めていた夢をかなえるための⼿法です。
⽇々の実践の中で困っている事・不満がある事に対して，職員達が知恵を出し合い，困っていることや
不満（マイナス）を解消し（ゼロ），よりよい医療（プラス）を求めて，主体的に活動します。⼦どもに
関わっている私達だからこそ，“⼦どものように”⾃由な発想で，⼦どもの発達にプラスとなる改善提案
を考え，実践に繋げることができるはずです！ 
 本セミナーは，保育⼠，⼦ども療養⽀援⼠，CLS（チャイルドライフスペシャリスト），HPS（ホスピ
タルプレイスペシャリスト），看護師，看護師⻑等管理職，特別⽀援教育担当教員，臨床⼼理⼠，医師，
ボランティア，学⽣など，トータルケアを担う様々な⽅々が対象です。みんなの知恵で“マイナスをプラ
ス”に変える⽅法を⾝につけ，⼀緒に夢をかなえませんか？ 

 
 ねらいの設定は，参加者が獲得を⽬指すものを具体的に表現する。事後に参加者の⾃⼰評
価を得るためにも，具体的に⾏動レベルで表現することが望ましい。 
 改善活動に関しては，その歴史や考え⽅（「知識・理解」）と⽅法（「思考・判断」あるい
は「技能」）に焦点づけることができる。⼤阪セミナー2015 では⽅法に焦点づけたねらいが
参加者に提⽰されたが，⼀部修正，加筆して表 3 に⽰した。これは，トータルな表現と⾏動
レベルの表現を組み合わせており，⾏動レベルのねらいによって，研修内容が絞り込まれて
いることが理解できる。なお，⾏動レベルのねらいは「思考・判断」，「技能」の 2 つの観点
で記述してみたが，他の観点で表現することも可能である。 
 表３ 改善活動に関するねらいの例      ⼤阪セミナー2015 のフォーカスを⼀部修正，加筆 

トータルな表現 
 療養環境をカイゼンするための問題解決能⼒・課題達成能⼒を⾼める。 
 
⾏動レベルの表現例 
①	 問題やテーマを絞り込むことができる（思考・判断） 

問題やテーマを絞り込むための⼿法を⽤いることができる（技能） 
②	 あるべき姿と現状，そのギャップと向き合い要因を分析することができる（思考・判断） 

あるべき姿と現状，そのギャップと向き合い要因を分析する⼿法を⽤いることができる（技能） 
③	 ⾃由な発想で，⾃在な⾏動⼒を⽣み出す対策を⽴案できる（思考・判断） 

⾃由な発想で，⾃在な⾏動⼒を⽣み出す対策を⽴案する⼿法を⽤いることができる（技能） 
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２．研修内容，グループと進⾏⽅法の設定 
（１）研修内容の設定 
 研修内容はねらいの設定に連動して明確化される。⼭⼝（中上）悦⼦先⽣の講義「継続的
質改善活動〜夢をかなえるカイゼン（カイゼン）とは」は，改善活動の 6 つの要素につい
て，実際に作業を⾏いながら学べるように構成されている。 

①	 テーマ選定＜シ̶ト１＞ 
②	 課題の明確化／⽬標設定＜シート２＞ 
③	 ⽅策の⽴案＜シート３＞ 
④	 効果の確認（結果と判定，修正）＜シート４＞ 
⑤	 ⻭⽌めと標準化＜シート５＞ 
⑥	 今後の対応＜シート６＞ 

 表 3 に⽰したように，⼤阪セミナー2015 のねらいは①テーマ選定から③⽅策⽴案まで（シ
ート１からシート３まで）を取り上げ，グループワークを対応させていた。つまり⼊⾨編の
企画であることが理解できよう。本研修の後に，各々の職場における改善活動を実践するな
どを経て，④効果の確認から⑥今後の対応まで（シート４からシート６まで）に対応する研
修を企画することもできる。 
 時間配分についても慎重に検討したい。⼤阪セミナー2015 は，午前中に講義と質疑応答
（2 時間程度），午後にグループワークとシェアリング及びまとめ（3 時間程度）で構成さ
れ，午前と午後の始まりの時間にアイスブレークを設定した。 
（２）グループと進⾏⽅法の設定 
 グループメンバーは多職種とし，１グループを 6 名程度で構成すると作業がスムーズで
ある。ただし，配置可能なファシリテーターの⼈数，グループ数が多くなるとシェアに時間
がかかることなどにも留意して１グループの構成を検討したい。ファシリテーターは改善
活動を実際に⾏っているスタッフを中⼼に設定できるとよい。また，改善活動の経験のある
参加者が分かっている場合は，可能な限り各グループに分散して配置したい。 
 ⼤阪セミナー2015 では，最初にグループメンバーの職場の課題を出し合い共有すること
からはじめ，シートを⽤いてテーマの絞り込み，課題の明確化と⽬標設定，⽅策の⽴案と効
果の確認⽅法までを話し合った。話し合いの結果はＡ３⽤紙６枚にまとめてシェアリング
の準備を⾏った。このような進⾏⼿順はあらかじめ明⽂化し，ファシリテーターが共有して
おく必要がある。進⾏が企画者の意図に沿って進⾏するかどうかを把握するために，事前に
スタッフでのグループワークを実施しておきたい。 
 
３．シェアリングとまとめ 
 会場の広さや参加者数にもよるが，シェアリングは作成した⽤紙を書画カメラとプロジ
ェクターを⽤いて映し出すと，ズームもできるため参加者が⾒やすい。 
 発表は１グループ３分程度で時間制限を⾏っておきたい。質疑や移動時間を⼊れて６グ
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ループで 30 分程度は必要である。 
 発表後には講師や企画者によるコメントを伝え，まとめていく。職場に戻っての実践のヒ
ントとなることを中⼼にコメントしていくと良い。 
 
４．評価 
 終了時にアンケートを⽤いて参加者の⾃⼰評価を得ておきたい。表４は評価の視点の例
である。⽬標（ねらい）の達成度評価はあらかじめ⽬標（ねらい）を設定していることが望
ましいが，⽬標（ねらい）としたこと以外の学びも問う項⽬を設けることで，新たな発⾒が
あるかもしれない。 
 表 4 ⾃⼰評価の観点 

①	 ⽬標（ねらい）の達成度評価（アウトカム評価） 
² 研修の⽬標（ねらい）に沿った⾃⼰評価 
² 研修参加者が研修の最初に⾃ら設定したねらいに沿った⾃⼰評価（ある場合） 

②	 プロセス評価 
² 主体的に参加できたか 

Ø 主体的に議論できたか 
Ø 他職種とのコミュニケーションを⾏えていたか 
Ø お互いの発⾔を傾聴し合えていたか 

² 教材や研修課題は適切に提⽰されていたか 
² スタッフは参加者の参加促進に寄与できていたか 
² 運営に改良すべき点はあるか 

 
 研修会での参加者の⾔動とシェアリングの内容，講師やファシリテーターをはじめとす
るスタッフの動きに参加者の⾃⼰評価を加えて，研修会の運営に関する評価を⾏っておき
たい。表５はその視点の例である。ここで得られた知⾒は次の研修企画に⼤いに活かされる。 
  表５ セミナー運営の評価の視点 

①	 期待した参加者数，職種を得ることができたか（アウトカム評価①） 
②	 スタッフが設定した⽬標を達成できたか（アウトカム評価②） 
③	 スタッフは研修の運営について学びを得ることができたか（アウトカム評価③） 
④	 参加者，スタッフのつながりは強化できたか（アウトカム評価④） 
⑤	 多職種研修の成果と課題としてなにがあるか（アウトカム評価⑤） 
⑥	 研修プロセスは参加者を主体に進⾏したか（プロセス評価①） 
• 参加者は主体的に議論に参加していたか 
• 他職種とのコミュニケーションを⾏えていたか 
• お互いの発⾔を傾聴し合えていたか 

⑦	 教材や研修課題は適切に提⽰できたか（プロセス評価②） 
⑧	 スタッフは参加者の参加促進に寄与できていたか（プロセス評価③） 
⑨	 運営に改良すべき点はあるか（プロセス評価④） 

（⾕川弘治） 
＜⽂献＞ 
淀川裕美・秋⽥喜代美(訳) シラージ,I.・キングストン,D.・メルウィッシュ,E.(著)「保育プロセ
スの質」評価スケール 乳幼児期の「ともに考え，深め続けること」と「情緒的な安定・安⼼」
を捉えるために．明⽯書店，2016 



＜シート１＞ テーマ選定 

①テーマのリストアップ 

現実 理想（ありたい姿） 

現実は〇○である 困っている 悩みがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の理想の（医療・看護・保育・教育・活動・仕事   ）は〇○である 

②テーマの絞り込み 

テーマ候補（なりたい状態） 重要性 実現性 緊急性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◎＝３点、○＝２点、△＝1 点、×＝0 点 



＜シート１＞ テーマ選定 

①テーマのリストアップ 

現実 理想（ありたい姿） 

現実は〇○である 困っている 悩みがある 私の理想は〇○である 理想の〇○は△△である 

②テーマの絞り込み 

テーマ候補（なりたい状態） 重要性 実現性 緊急性 

    

◎＝３点、○＝２点、△＝1 点、×＝0 点 



＜シート２＞ 課題の明確化/目標設定 

①課題の明確化 絞り込んだ「なりたい状態」： 

ギャップのリストアップ 現状の調査方法 結 果 

   

 

 

 

 

②目標：○○を○○までに○○する 

③スケジュール 

プロセス 分担  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜シート３＞方策の立案 

目標： 

方策 阻害要因 背後要因 成功シナリオ 

アイデアを出す 
 

予想されるトラブル、問題、障害 
 でも○○が邪魔する 
 でも○○でできない 
 でも○○がない 

左記のトラブル、問題、障害が起こる
理由 
 それは〇○だから 
 

背後要因を乗り越えるためのアイデア 
「じゃあ」〇○してみる 
・利用できるモノ、職種、設備、人脈、 
 時間…の洗い出し 
・避ける方法 
・根回し、あらかじめの準備 

効果の確認方法： 

前に調べた現状と比較して、効果が確認出来る方法（実験、観察・測定・記録、映像、インタビュー、アンケート・・・） 



＜シート４＞ 効果の確認（結果と判定、修正） 

結果 効果判定 修正案/テスト案 

例） 
野菜・果物・タンパク質・炭水化物の 3 品目が摂れていた日は 20 日/30 日 
野菜・果物・タンパク質の 2 品目が摂れていた日は 25 日/30 日 
朝食のみは、30 日/30 日 
昼食でバランスが悪い日は、午前中に会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
朝食は、１００％バランスが取れてい
たので方策の効果有り。 
昼食は、午前中に会議がある日につい
ては効果不十分。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
予定表で会議がある日は、健康食品にす
る⇒次の 1 か月、再度データを取ってみ
る 



＜シート５＞ 歯止めと標準化 

誰が 何を いつまでに どうする 

例） 
１．マニュアル担当委員が 
２．師長が 
３．改善チームが 
４．主任/副主任が 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．作業手順書を 
２．今回の内容を 
３．今回の内容を 
４．今回の内容を 

 
１．今月中に 
２．来月中に 
３．3 か月後までに 
４．4～5 月に 

 
１．作成/修正する 
２．全員に手順書を回覧する 
３．全員にトレーニングする 
４．配転者/新人にトレーニングする 



＜シート６＞ 今後の対応 

プロセス 良かった点 もっとこうすればよくなる点 今後の計画 

テーマ選定    

課題の明確化/目標設定    

方策の立案    

成功シナリオ/ 

実施 
   

効果の確認    

歯止め/標準化    

間接効果/波及効果 

例）結果的に時間が短縮した、職員の知識が向上した、部署間の連携がよくなった。など。 
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