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                                     はじめに 

 

                               看護学研究科長 菱沼典子 

 

 「チームビルディング力育成プログラム」は、文部科学省大学改革推進等補助金（大学改革推進

事業）の専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業に採択されて、平成 23年度から 3ヵ年にわたっ

て、聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程(修士課程)において実施したものである。 

本プログラムの内容と成果は、ホームページや論文、学会シンポジウム、新聞において、公表し

てきたが、3 年間の活動を振り返り、今後の発展と活用を改めて考え、また多くの医療人養成課程

において参考にしていただきたく、本報告書をまとめた。広く活用いただければ幸いである。 

 

 本学では修士課程で、専門看護師に代表される高度な実践家の育成を、平成 9年より始めた。そ

れまでの教育者研究者を目指すコースに加え、上級実践者を目指すコースを立ち上げ、カリキュラ

ムを構築してきた。現在では、看護学専攻において、がん看護学・緩和ケア、精神看護学、小児看

護学、地域看護学、在宅看護学、老年看護学、看護管理学、急性期看護学、慢性期看護学、国際看

護学、周麻酔期看護学、遺伝看護学、またウィメンズヘルス・助産学専攻において助産学、計 13

の専門分野で上級実践コースを開設している。 

もともと看護の上級実践者には、課題解決に向けてチームを作り、チーム内でコミュニケ―ショ

ンの円滑化を図り、倫理的課題を含む様々な課題を解決する役割が求められている。昨今ではチー

ム医療の推進が強力に推し進められ、その役割はより大きくなってきた。一方、社会全般で指摘さ

れているコミュニケーション能力の低下は看護職についても例外ではなく、院生が実習においてチ

ームに加わることや、チームを作ることに困難を感じる場面も見られるようになった。また、チー

ムはメンバーが集まればできるのではなく、チームの要素、チーム作りの過程、評価の視点等、チ

ームビルディングの理論と実際を学ぶ必要性も指摘された。そこで、チーム作りとチームによる問

題解決を牽引できる人材となる看護職の育成強化に、あらためて取り組んだ次第である。 

 

チーム力育成の基盤理論、ミシガン大学による学際的チームアプローチを推進するためのチャレ

ンジプログラムを用いた演習、看護現場でのチーム医療演習、実習におけるチームビルディング、

課題研究という系統的なプログラムを組み、2 回実施した。さらに参加した学生によるプログラム

評価、実習指導者の評価等を経て内容を精選し、「チームビルディング」という科目の構築に至り、

補助期間後もカリキュラムに加えることとなった。 

3 年にわたる本事業において、活動推進のため助力いただいた関係各位に、この場を借りて深く

感謝申し上げる。そして本プログラムを履修した学生が、チームビルディング力を身につけて巣立

つことを大いに期待している。 
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第１章 本プログラムの概要 

 

１－１ 本プログラムの目的と概要 

本プログラムは、博士前期課程において、当事者中心の考え方のPeople-Centered Care(以下PCC)

とシステムズアプローチを基本概念とし、チーム医療を推進できる高度看護実践家の育成を目指すも

のである。 

既存カリキュラムに、チーム力の育成を強化するプログラムを加え、1)PCC とシステムズアプロ

ーチの概念を学び、2)チームビルディング演習、3)モデルとなるチーム医療現場での演習、4)実習

におけるチーム作りと段階的に学び、チームを作る力を育成し、さらにチーム医療の効果を評価す

る視点を養うものである。 
 

１－２ 本プログラム開発の背景 

高度看護実践家には、本来チームで活動できる能力が備わっているべきであり、本研究科でも実

習でのチーム活動の実践に力を入れてきた。しかし、実習の場でチームに加わることや、チームを

作ることが困難な現状がある。チーム医療は様々なメンバーがそこにいれば成り立つものではなく、

また、メンバーが個々のケアに関する詳細な専門知識と優れた技術を持っているだけでも成り立つ

訳ではない。真にチームを組んで医療を推進できるには、集団の力動やダイナミズムを理解し、チ

ームを作るという明確な意思とチーム作りの方略が必要である。またチーム医療の推進には、その

効果を研究的アプローチで実証していく能力の育成が必須である。 

現在のカリキュラムに欠けているチーム力の育成を加える本プログラムは、高度看護実践家がチー

ム医療の中でその役割を確実に果たしていくには必要と考える。 
 

１－３ 実施体制と評価体制   

実習

専門分野における実習

聖路加国際病院
オレゴンヘルスサイエンス大学(ウィメンズ・助産分野)
兵庫医科大学病院(周手術期外来)
金沢大学(産科医療チーム強化プログラム)
ミシガン大学老年医学センター

ミシガン大学の学際的チームアプローチによるプログラム
(集中演習)

ゼミ方式で展開

課題研究

ステップ1：システムズアプローチ・PCC特講

ステップ2：学際的チームビルディング演習

ステップ3：モデルチーム医療演習

ステップ4：実習

・
小
児
看
護
学

・
老
年
看
護
学

・
地
域
看
護
学
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学

・
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看
護
学

・
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際
看
護
学

・
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看
護
学

・
急
性
期
看
護
学

・
看
護
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理
学

・
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麻
酔
期
看
護
学

・ウ
ィ
メ
ン
ズ
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ル
ス

・
慢
性
期
看
護
学

・
助
産
学

ステップ5：課題研究の作成と公表

チーム医療の実践例の評価
研究的アプローチを用いて論理的に記述

チーム医療を進める際の基本的知識と姿勢を培う

チームを作る力の育成

モデルとなるチーム医療に触れ、目指すチーム医療の
イメージを造る

チームを作る経験をする

 

 

 

 

本プログラムは、5 つのステップから組みたて、高度看護実践家を目指す学生が領域横断的に学ぶ
ものとする。個々の領域での専門知識と技術の修得は領域別の専門科目での学修によるが、チー
ム力育成は全領域に共通する課題である。またチーム医療の進展状況は領域によって異なってい
るので、高度看護実践家を目指す学生が領域を超えて直面している課題を共有し、実践力をつけ
られるプログラムとする。 
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本プログラムの実施のために、研究科委員会内に上級実践コース担当者によるチームビルディン
グプログラム推進委員会を新たに設置し、各ステップに担当責任者を置く。また教務課内にコーデ
ィネーターを置き、ステップ2,3の実施に向けた対外交渉と学生の配置等を統括する。 
ステップ 3,4 では、可能な限り現場の専門家を臨床教員として採用し、臨床教員並びに実習担当者
との臨床教員・実習担当者会議を開催する。 

本プログラムによって、個々のケアに関する高度な看護実践力に加え、理論を活用してチームを作り、チーム医療の一員として活

躍できる高度看護実践家が育成される。その修了生が臨床現場に入ることによって、チーム医療が促進されると充分に期待できる。 

また、チーム医療の効果を評価する研究的視点を持った高度看護実践家が輩出されることで、チーム医療の効果に関する評価が提

示できればさらなるチーム医療の推進、普及に貢献すると期待できる 

チーム医療においてチームが機能するには、専門家同士が役割を持って集まるだけでなく、システムズアプローチと患者・家族等の

当事者を中心とする PCC の共通理解、ならびにチームビルディングの技術を持つことが必要である。本プログラムの試みは、今後、

看護職はもとより、他職種のチーム医療を目指す人材育成に、共通して活用され得るものと期待できる。 

3



 

第２章 本プログラムの各年度の目的、実施計画、内容 

 

２－１ 平成 23年度の目的、実施計画、内容    

目的 

 平成 23 年度は平成 24 年度からのプログラム展開が可能となるように、チームビルディングプ

ログラム推進委員会を設置し、シラバスの作成、ミシガン大学によるチャレンジプログラムを導

入するための訪問、プログラム調整、宿泊演習先の確保、見学実習機関の調整、臨床教員・実習

担当者会議の開催について準備を進めた。 

 

実施計画 

① 12月 チームビルディングプログラム推進委員会設置 

② 12月～3月 コーディネーターを雇用し、プログラムを調整 

③ 1月～3月 国内外の優れたチーム医療機関を探索し学生の演習の可能性を探る 

④ 1月～3月 修士課程特別講義「チームビルディング」シラバス作成 

⑤ 3月 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）の開催 

 

内容 

①研究科委員会内に上級実践コース担当者によるチームビルディングプログラム推進委員会を新

たに設置し、各段階に担当責任者を置いた。 

②教務課内にコーディネーターを置き次年度からのミシガン大学のチャレンジプログラムを導入

した教育の実施のための調整を行い、プログラム実施に向けた対外交渉と学生の配置等を担当

した。 

③モデルチーム医療の見学実習機関として、オレゴンヘルスサイエンス大学のウィメンズヘルス・

助産分野、兵庫医科大学病院周手術期外来、金沢大学産科医療チーム強化プログラム等との調整

を図った。また、診療所、訪問看護ステーションについても探索した。 

④講義、合宿演習、見学実習を組み合わせたシラバスを作成した。 

⑤臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）を開催し、現状の課題確認と本

プログラム内容の説明、協働する教育内容の打ち合わせ、および見学受け入れの依頼等を行っ

た。 
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２－２ 平成 24年度～25 年度の目的、実施計画、内容 

平成 24年度 

 

目的 

 平成 24 年度は既存カリキュラムにチーム力の育成を強化するプログラムを単位化して開講し、

加えてモデルとなるチーム医療の見学実習を行った。それとともに、臨床教員・実習担当者会議（大

学院実習関連ネットワーク会議）を行い、プログラムの評価と臨床教員からの意見を受けた。 

 

実施計画 

①4月～5月 オリエンテーション、PCC特講の講義実施 

②9月  チームビルディング宿泊演習の開講(ミシガン大学より講師招聘) 

③10月～12月 モデルチーム医療見学実習 

④3月 臨床教員・実習担当者会議の開催 

⑤3月 学生・教員・臨床教員による評価 

 

内容 

①履修者は 24名であり、看護学専攻、ウィメンズヘルス・助産学の両専攻が含まれた。 

②チームビルディングプログラム推進委員会を毎月開催した。 

③ チームの動きを理解するために、PCC の概念とシステムズアプローチ、チームの定義、チーム

のプロセス、チームに生じる葛藤等を理解し、チーム医療を牽引する際の基本的姿勢を培った。

講義方式で 1年前期に展開した。 

④チームビルディング力の育成を図るため、ミシガン大学のチャレンジプログラムを導入した. 

2 泊 3 日の宿泊演習で、チームを作る方略を身につけた。この演習にはミシガン大学からジョ

ン・スワドロー氏、エリザベス・ゾルウェグ氏を招聘し、9月に宿泊演習として開講した。 

⑤現在の医療現場では高度看護実践家がその活動を開拓している状況であり、優れたチーム医療

が展開されている場はまだ少ないことから、他領域のモデルとなるチーム医療に触れ、目指す

チーム医療のイメージを造る。10 月～12月に実施した。 

⑥臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）を開催し、現状の課題確認と本

年度実施したプログラム内容の説明、協働する教育内容の打ち合わせ、および本プログラムの

評価を受けた。 

⑦プログラムの進行に合わせて、本プログラムがチームビルディング力を育成できるプログラムか

どうかを評価した。 

各ステップの評価：院生及び教員による評価 
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平成 25年度 

 

目的 

 平成 25年度は前年度と同様のシラバスにより実施し、加えてモデルとなるチーム医療の現場で

の演習を行った。それとともに、プログラムの評価と臨床教員・実習担当者会議を開催した。 

次年度以降、本プログラム終了後についても引き続き単位化した科目として本学教員のみで実施出

来るようファシリテーターの養成を目指し、ファシリテーターの養成数は 6名を予定とした。 

3年間の総括評価を行い、第三者評価を受けた。 

 

実施計画 

①4月 オリエンテーション 

②9月  PCC特講の講義実施、チームビルディング宿泊演習の開講(ミシガン大学より講師招聘) 

③9月～1月 モデルチーム医療見学実習 

④3月 臨床教員・実習担当者会議の開催 

⑤3月 学生・教員・臨床教員による評価 

 

内容 

①履修者は 24名であり、看護学専攻、ウィメンズヘルス・助産学の両専攻が含まれた。 

②チームビルディングプログラム推進委員会を毎月開催した。 

③前年度と同様のシラバスで特別講義を開催し、講義日程は 9 月第 1 週に集中して宿泊演習まで

行った。 

④大学院チームビルディング力教育公開セミナーを開催した。（第 7章に詳細） 

⑤前年度と同様に、モデルチーム医療見学実習を行った。9月～1月に実施した。 

⑥臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）を開催し、3 年間実施した本プ

ログラムに第三者評価を受けた。 

⑦プログラムの進行に合わせて、本プログラムがチームビルディング力を育成できるプログラムか

どうかを評価した。 

各ステップの評価：院生及び教員による評価 

⑧3年間に実施した内容を、ホームページ上に掲載し公表した。 
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第 3章 平成 23年度 活動報告と評価 

 

３－１ 科目の構築 

  わが国は他国に類のない速さで超高齢社会を迎え、慢性疾患や長期的な療養を必要とする疾患

を抱える人の急増、医療のみでは解決し得ない複雑な健康課題を抱える人の増加、患者や家族の

価値観の多様化などが顕在化している。 

一方、医療は高度化、複雑化、専門分化し、中でも看護職の働く場は、保健、医療、福祉、リ

ハビリテーション、教育、産業の場など、多様な場へと拡大してきた。これらのいずれの働きの

場においても、チームによる実践は必要不可欠となっている。 

  チームとは、同じ目的をもって、能力と努力を重ね合わせ、協調を通じてプラスの相乗効果を

生み出す集団といわれ(Robbins, 1997)、各チームには構造と特徴があり、発達プロセスをもつも

のと考えられる。 

  本プログラムは、これらの社会的背景を踏まえ、高度看護実践者がチームを牽引する人材とし

て、多様な場においてチームを作る実践力を身につける人材を育成するため、大学院修士課程教

育として、科目を構築することをねらいとした。 

具体的には、チームビルディングプログラム推進委員会内での検討、および研究科委員会での

審議等により、大学院修士課程の特別講義「チームビルディング」(1 単位)として開講するため

の準備をすすめることとなった。この科目でチームビルディング力を育成する上では、座学のみ

では実践力を身につけることは困難であると考え、講義、演習、見学実習、実習、課題研究によ

る複合的な形態で教育をすすめ、既存の修士課程のカリキュラムの中に組み込むことでいずれの

専攻領域の院生でも履修することが可能であることを前提とした。 

 

  講義では、People-Centered Care(PCC)を基本概念とし、システムズアプローチの理解の上に、

保健医療におけるチームの理解、チーム内に生じる問題とその解決についての理解を進めること

とし、学内の教員、および専門家が教授する構成を計画した。 

   PCC の講義では、理論的背景や PCC の考え方、具体例を講義し、履修者相互の話し合いを取り

入れることとした。システムズアプローチでは、理論の教授、および履修者間での演習を取り入

れることとした。保健医療におけるチームの講義では、チームの定義、チームの形態とアプロー

チの方法、チームによる実践の有用性、チームビルディングの方法などを講義するとともに、体

験学習への導入を含め橋渡しすることとした。チーム内に生じる問題とその解決については、理

論と具体例を用いて、現場で生じやすい課題をイメージできるように計画を立てた。 

   

演習では、履修者自身がチームを作る体験を取り入れ、実践的にチーム作りのプロセスを学習

できることに重点をおくこととした。チーム作りのための教育方法は、1990年から米国ミシガン

大学レクリエーショナルスポーツ学部が提供しているチーム開発アプローチである「チャレンジ

プログラム」を導入することとした。  

チャレンジプログラムはグループの相互作用を生かしたアクティビティベースの問題解決型体

験学習による屋外でのプログラムである。単純なアクティビティからより複雑なアクティビティ

へと、参加者グループの目標に応じて多様なアクティビティを専門のファシリテーターが進行す

る。その中で、参加者グループは段階を追って、チーム内のコミュニケーション方法やチーム作
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りについて理解し、その過程で自分自身の特性についても気づいていくというプログラムである。

屋外で開催する理由には、参加者が互いに相互作用するための安全な雰囲気と環境をつくること

にも注意を払い、普段の生活空間の範囲よりも、心地よいと感じる空間を自分自身で押し広げ、

解放感のある場で、コミュニケ―ションを促進させながら、チームでの課題解決にあたることを

体験することがあげられる。アクティビティの種類は多様で、その目的は、アイスブレーカー(雰

囲気を和らげる)、コミュニケーションを促進する、問題解決法を体験する、他者を信頼すること

などを体験するもの、これらの混合で、各アクティビティにはユニークなタイトルが命名されて

いる。アクティビティごとに、その目的を達成するための用具を用い、それらを効果的に使用し

て、各アクティビティの目的の到達を促している。 

  また、講義と演習を連動することで学習をより効果的にするよう、一部の講義はチャレンジプ

ログラムの演習期間中に組み入れた。これらを実施するために、専門のファシリテーターはミシ

ガン大学から招請し、宿泊による集中ブログラムを構築するための準備を行った。 

また各アクティビティの冒頭にファシリテーターからゴールやルールの説明(briefing)が行わ

れ、制限時間が設定される。参加者がトライアルを繰り返し、話し合い、方法を変えていく。そ

の中で、コミュニケーションのあり方や、情報伝達のあり方、反対意見の取り込み方、結束力な

どを身につける。課題を達成した直後には、振り返り(debriefing)を積極的に行わせ、経験や体

験を言語化し、他者の意見に耳を傾ける。参加者グループの目的や体力に応じて、アクティビテ

ィ内容は変化させる。そのため、チャレンジプログラムを実施する目的を伝え、それに応じたプ

ログラムの提供を受けられるよう、ミシガン大学を訪問し、ファシリテーターとの入念な打ち合

わせを行った。 

   

見学実習では、モデルとなるチーム医療を実践している医療機関(診療所を含む)、訪問看護ス

テーションを選定し、履修者が小グループで訪問する一日の見学を計画し、見学受け入れ機関と

の打ち合わせを行った。 

 

  実習と課題研究は、それぞれの履修者の先行領域の中ですすめることとし、課題研究のテーマ

は履修者自身の関心事に焦点をあてるものとした。 

  平成 23年度はこれらの準備により、科目の複合的な構成の構築を図った。 

 

３－２ シラバス作成 

  特別講義「チームビルディング」の科目内容について履修者に学習目標や事前学習の内容など

を具体的に示すシラバスを作成し、修士課程の院生に配布した(資料 2参照)。 

 

３－３ チャレンジプログラムの実施準備と内容打ち合わせ 

  チャレンジプログラムの目的、日程、実施可能な場所、アクティビティの具体的な内容、使用(準

備)する用具について打ち合わせるため、平成 24 年 3 月 12 日～13 日にミシガン大学レクリエー

ショナルスポーツ学部(ミシガン州アナーバー市) ジョン・スワドロー副部長、エリザベス・ゾ

ルウェグ氏を訪問した。 

ミシガン大学はチャレンジプログラム専用サイトを所有するため、そこを見学し、使用する用

具や設備を確認した。両氏からは、本学で実施するための提案書を受けるとともに、アクティビ
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ティ用具の中で、本学で準備するものについて、具体的な大きさ、材質などについてアドバイス

を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 演習の宿泊施設の検討と選定 

  国内でミシガン大学と同等の広大なチャレンジプログラムサイトを得ることは困難であるが、

屋外でのプログラムの実施が不可欠であることから、①安全で広いスペースを確保できる、②周

囲への気兼ねなくプログラムに集中・専念できる、③大学から 2～3時間以内で移動でき、宿泊可

能な場所という条件で宿泊施設を複数の候補の中から選定した。 

その結果、日本私立学校振興・共済事業団直営の宿泊施設(軽井沢)が最適と判断できた。現地

を訪問し、プログラムの開催が可能であるか、打ち合わせを行うこととなった。 

  スワドロー氏からの提案書では、約 15種類のアクティビティ、5回の小講義が計画されている。

この宿泊施設では、講義・グループワーク用の屋内スペース、およびアクティビティ用の屋外ス

ペースを十分に確保でき、両者の行き来を短時間で行うことが可能であるため、演習の開講に適

していた。受け入れ可能な日程や収容定員の確認を行い、30名程度での貸し切り使用は可能であ

るとのことであったため、宿泊による演習プログラムを実施する場所として選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義、グループワーク、発表用スペース        チャレンジプログラム用屋外スペース 

 

 

 

 

 

 

 

スワドロー副部長、ゾルウェグ氏によるミシガン大学チャレンジプログラムサイトの説明(ミシガン州アナーバー市) 
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３－５ チーム医療見学の見学機関の選定と準備 

 

講義および演習を終えたのち、実際の医療現場におけるチーム医療を見学し、多職種が連携して

患者ケアを提供していくための手法、考え方、現場での活動の実際などについて学ぶことを目的に

1日の施設見学を行うこととなった。 

見学先の施設の選定については、以下の要件を重視した。 

1. 専門看護師等が多職種協働でのチーム医療に深くかかわっている施設であること 

2. 医療機関のみでなく、地域医療も含めた施設を選択する 

3. 本科目担当教員と何らかの関連があり、見学演習の意図を十分にくみ取って大学院生の教育

に参画してくれる施設であること 

 これら条件に合致した施設を 9 か所選定し（表 1）、見学依頼をしたところすべての施設より快

諾が得られ、合宿演習後の 9月から 10月にかけて見学日の調整を行った。見学施設には短期間で効

果的な学習の機会を院生が得られるよう、以下の点について具体的に依頼した。 

1. 施設概要 

2. 多職種が協働して患者ケアに当たっている現場の見学 

3. 見学後、学生の質問やインタビューへの対応。主としてチーム内の調整役割を担っている看

護職の方に依頼。伺う要点については下記。 

 何をチームとして捉えているのか 

 チームをどのように育ててきたのか 

 チームの中でご自分の役割をどのように認識しているのか 

 その他  

表 1 見学実習依頼先一覧 

施設名 特   徴 

No.1 
兵庫医科大学病院 周術期
外来 
：兵庫県 

急性・重症患者専門看護師が実践する、心臓血管外科手術を受ける患者に対する周手術
期（術前・術後）外来。患者・家族との面談、身体観察を行いながら、IC、意思決定支
援、患者のアドヒアランス行動を高める援助を実践している。リハビリテーションや歯
科口腔外科の術前調整や地域歯科医との術前プラークコントロールなど、他職種連携を
実践している。また、入院患者に対して、継続看護の目的で病棟看護師・ICU看護師と
カンファレンスを行う。 

No.2 
ナグモクリニック 
乳腺専門クリニックの薬物
療法外来 
：東京都 

がん看護専門看護師が実践するクリニック内でのチーム医療で、検診や手術担当医師・
薬物担当の腫瘍内科の医師・薬剤師・常勤の看護師でのチーム体制。各自が専門家とし
て自律して活動し、常勤看護師が、それぞれの動きをコンダクトしている。ここでのが
ん看護専門看護師の役割は、がん治療中の患者の、心の変化のキャッチや治療選択支援、
他職種の機能がより生かせるような出番の調整、地域連携など、患者と医療チームのコ
ミュニケーションを深める役割も果たしている。 

No.3 
聖路加国際病院 
緩和ケア外来 緩和ケアチ
ーム 
：東京都 

がん専門看護師が緩和ケアチームの一員として活動している。緩和ケアチームは、緩和
ケア科医師、がん看護専門看護師、薬剤師から構成されている。2010年より、専従チー
ムによる緩和ケア診療加算を受けるようになっている。コンサルテーション活動として
は、一般病棟へ病室訪問を行い、治療やケアの検討を行っている。疼痛コントロールが
難しい事例などへのコンサルテーションが多い。緩和ケア外来は平日の午前に予約制
で、緩和ケア科医師、がん専門看護師が担っている。痛みをはじめとした様々な苦痛の
緩和における相談などを行っている。週に 1度緩和ケアチームでの多職種カンファレン
スを実施している。
http://www.luke.or.jp/guide/15_palliative/index.html#overview-content 

No.4 
国立国際医療研究センター
病院 
緩和ケアチーム 
：東京都 

緩和ケアチームでの介入対象者は、承諾や希望があれば入院中の全ての患者・家族とし、
病名・病期は限定していない。身体的な症状がなくても、治療への不安や療養場所の相
談などにも応じている。週に 1回緩和ケアチームラウンドを実施している。 
コンサルテーション依頼のあった患者に対して病棟ラウンドし、医師や看護師から情報
収集した後に、患者の診察にあたる。その後、アセスメントした事と治療やケア介入に
ついて医療チーム間でディスカッションを行っている。 
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No.5 
聖路加国際病院 ブレスト
チーム 
：東京都 

乳腺外科医、形成外科医、乳腺腫瘍内科医、放射線診断科の乳腺専門医、看護師、薬剤
師がチームを組んで乳がんの診断・治療・ケアを行っている。月 1回のブレストミーテ
ィングでは、上記の職種に加えて、受付担当、乳腺外科病棟看護師、研究支援部門、栄
養部門などからの参加者を含め、部署間の情報交換を行い、診療の向上に向けて検討を
行っている。更に、ブレストミーティングの後は勉強会を行っており、治療に関するこ
とだけでなく、終末期のリンパ浮腫ケアなどの広範囲な内容の勉強会を開催している。
乳腺外科病棟では、週 1回乳腺ミーティングを実施し、全入院患者に対する治療方針の
確認やケアの検討を行っている。特に、再発・転移患者、終末期患者については、入念
な検討が行われている。このミーティングの構成メンバーは、乳腺外科医、病棟看護師、
腫瘍内科医、精神腫瘍科医、緩和ケアチーム（緩和ケア科医、がん看護専門看護師、薬
剤師）、リエゾンナース、ソーシャルワーカー、チャイルドライフサポート、チャプレ
ンなどである。http://www.luke.or.jp/guide/24_breast_surgery/index.html 

No.6 
白十字訪問看護ステーショ
ン 
：東京都 

新宿区内の在宅ケアの拠点として、医師、ケアマネジャー、介護職、ボランティアや区
民を巻き込んで、都心での超高齢社会での在宅ケアを実践している。その実践は在宅ケ
アの基盤ともなっている。 

No.7 
あすか山訪問看護ステーシ
ョン 
：東京都 

日本訪問看護財団直営の訪問看護事業所の一つ。訪問看護認定看護師が施設の管理者を
しており、医療・介護チームが関係性良く利用者数も増加している。 

No.8 
淀川キリスト教病院 
：大阪府 

がん患者のためのホスピスケアとして長年の実績を有する医療機関である。地域看護専
門看護師が退院調整・退院支援を担っている。地域の医師からの信頼も厚く、院内外の
関係職種間の連携がとれている。 

No.9 
新国内科医院 
：兵庫県 

一般診療所にがん看護専門看護師 が勤務している。診療所に併設されている訪問看護
ステーションでなく、診療所のスタッフとして地域によい医療、よい看護を提供し、そ
れがチームとしてよく機能していくためにとられた看護実践が特徴である。 
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３－６ 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議） 

本事業の見学実習予定機関、および大学院上級実践実習の現場指導者、臨床教員、上級実践コー

スを担当する教員、学長、研究科長、事務局計 39名が参加した関連機関のネットワーク会議を行っ

た。 

日時：2012年 3月 19日 18時から 20時 

場所：東京新阪急ホテル築地 すみれ 

次第: 

1.今年度の実習についての意見交換、今後の実習についての課題 

2.次年度からの新たな取り組みについて（チームビルディング力育成プログラムについての説明） 

3.チームビルディング力育成プログラムに対する意見交換       

 

1 では、上級実践実習の現場指導者に本プログラムの意図と内容を紹介し、本科目の履修者が上

級実践実習にどのように転移させる可能性があるか、ディスカッションの基盤となるよう説明を行

った。 

3 の意見交換では、実習指導者自身がこのような学習が必要であると考えるというコメントが多

く出された。チームビルディングの知識と技術が、実習現場で実践に活用されることを期待して会

議を終了した。 

 

平成 23年度 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）会議場 

 

３－７ 平成 23年度の評価 

  平成 23年度は、大学院博士後期課程(修士課程)の既存カリキュラム内に本事業による新規開講

科目特別講義「チームビルディング」を位置づけるため、修士課程のどの専攻領域の院生も履修

できるように科目の内容と構成、開講時期、実施場所、宿泊プログラム、見学先機関を検討し、

科目を開講するための具体的な準備を整えた。   

  本科目は、講義、演習、見学実習、実習、課題研究の複合的な構成で開講することが妥当であ

り、次年度から開講するための教員の役割の打ち合わせ、講義内容の具体化、宿泊施設の選定、

チャレンジプログラムの内容と海外招請講師との打ち合わせ、用具類の準備、見学実習機関との

調整を行った。次年度のシラバスを作成することができ、開講の準備を整えることができたと評

価できた。 

 引用文献 

 Robbins, S.:組織構造のマネジメント、高木晴夫訳、ダイヤモンド社、東京、1997. 
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第４章 平成 24年度 活動報告と評価 

 

４－１ 科目オリエンテーション 

 平成 24年度から特別講義「チームビルディング」を開講した。4月の大学院オリエンテーション

期間中に、科目概要、科目の目的、開講日程、2 泊 3 日の宿泊演習プログラム、および一日の見学

実習が含まれることについて説明し、履修登録者を募った。また、この 2年間は文部科学省による

補助事業であることも説明に加えた。計 24名が履修登録を行った。 

 

４－２ 特別講義「チームビルディング」の概要 

１) 講義 

(1)PCCの概念 (担当:菱沼典子) 

本学の教育の基本概念である、People-Centered Careについて、その背景、定義と概念、

PCCを具体化するために必要なパートナーシップに関するモデルを講義した。  

(2)システムズアプローチ(担当:遊佐安一郎氏 所属 長谷川メンタルヘルス研究所) 

組織やチームを捉える上で、対象者と支援者の援助関係の理解を基盤とし、多様な場の

構成員同士の相互作用や、システムの変革をもたらすためのシステムへの介入技法を理解

するために必要なシステムズアプローチの基礎知識について講義するとともに、履修者相

互による小演習を行った。 

(3)保健医療におけるチームとは(担当:亀井智子、宇都宮明美) 

保健医療現場におけるチームの定義、チームの種類、チームのプロセス、チームに生じ

る葛藤や問題、その解決法について講義した。 

(4)チャレンジプログラムとは(担当:ジョン・スワドロー氏、エリザベス・ゾルウェグ氏) 

チャレンジプログラムの歴史、対象と種類、チームの形成段階について講義した。 

(3)(4)はチームビルディング宿泊演習の中で行った。 

 

２) チームビルディング宿泊演習 

2 泊 3 日の宿泊による演習として軽井沢町において実施した。宿泊演習は、小講義、チャレ

ンジプログラム、チームによる事例検討会で構成した。 

 (1)方法 

チャレンジプログラムは目的を持ったアクティビティをあるルールの中で一つ一つ達成する 

アドベンチャーにもとづく体験型学習である。達成後はふり返りにより、オープンで深いディ

スカッションを行う。これによりチームの強い結束を生じ、個人、そしてチームについて学ぶ

ことができる。アクティビティは、単純なものから、より難度の高いアクティビティに進んで

いく。 

(2)目的 

各アクティビティは、主として次の目的で計画されている。 

① Ice breakers：チームメンバーの緊張を解き、コミュニケーションを促進するためのプログ 

ラム  

② Communication：チーム内のコミュニケーションに注目し、その重要性に気づくためのプ   

ログラム 
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③ Trust：チームのメンバーを信頼し、委ねる－委ねられる感覚を身につけるプログラム  

④ Problem solving：主として問題解決法をチーム内で検討し、解決していく体験をするプロ           

グラム 

⑤ 混合：上記の目的が混合されたプログラム 

   これらをチームの段階に応じて、組み合わせて実施する。 

(3)進め方 

チャレンジプログラムの進め方は、次の通りである。これら①～⑩を繰り返し、より複雑な 

課題にチャレンジしながら、チームビルディング力を身につけていった。 

① アクティビティの実施場所への誘導(事前に用具が設営されている) 

② ファシリテーターからのゴール、ルール(やること、やってはいけないこと、制限時間など) 

の説明(briefing) 

③ チームによる目標達成のための作戦会議(制限時間あり) 

④ トライアル 

⑤ チームによる本実施 

⑥ さらなるゴールの提示、またはチームでのより高いゴール設定 

⑦ チームによる、目標達成のための作戦会議(制限時間あり) 

⑧ チームによる新たな実施 

⑨ ファシリテーターによる振り返り(debriefing)の促進 

⑩ 一般化による現実社会への適用 

  

 

 

 

 

  

アイスブレーカー          問題解決             振り返り 

(4)チームによる事例検討会 

 専攻領域の異なる履修者 6名が 1チームとなり、自身のチームの強みや発達段階を分析した上

で、提示された事例の課題を解決するための取り組みを検討した。分析した事例は、うつ病をも

つ母親の育児事例、独居で要介護・認知機能低下の事例、単身で出産した母親の事例、レビー小

体型認知症で、行動心理兆候により介護負担が生じている事例を準備した。検討の過程で生じた

チームの葛藤と解決方法も分析の対象とした。宿泊演習の最終のセッションで、事例の検討結果

を発表し、全体での意見交換を行った。 

 

 宿泊演習は、以上のような複合的なブログラムにより展開することができた。 

 

３) チーム医療現場の見学実習 

  施設見学は、合宿演習の後 9月中旬から 10月下旬までの間に実施した。見学先の調整は、受け

入れ側の条件を示し、誰がいつどの施設に行くのかについての決定は当該院生に一任した。その結

果見学先は表 2のように決定した。施設 No.4および 9については該当者がいなかった。以下には、
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施設見学後に作成された課題レポートから、施設見学にまつわる記述を抜粋した。レポートのテー

マは、各自の実践の場における「チームアプローチへの提言」である。なお、表現が冗長である箇

所については、意味が変わらないように注意して要約して記載した。施設Ｎo.5 についてはレポー

トに施設見学のことに関する記述がなかったので掲載を省いた。 

 

表 2 平成 24年度見学者割り振り 

施設Ｎo. 見学者 人数 

１ １ 

２ ７ 

３ １ 

５ １ 

６ ６ 

７ ７ 

８ １ 

合  計 24 

 

 

１）施設Ｎo.１を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 看護師が術前の十分な説明と合併症予防の目
的をもって、心臓血管外科外来で専門の外来を
開設していた 

 チームメンバーは、医師、看護師、理学療法士、
臨床工学技士、呼吸ケアチームであり、早期離
床や合併症予防に対して包括的指示のもとチ
ームを調整していた 

 退院後の患者には看護外来にて社会復帰状況
を把握していた 

 看護外来では医師に続き改めて患者に疾患の
説明を行い、手術のリスクと利益を伝えること
で患者の不安を解消し、患者の選択を助けるた
めの情報提供を行った 

 入院患者には医師と共に回診し、ほかの医療者
と情報交換しながら、術前・術後管理に関する
調整を行っていた 

 医療者と患者・家族の間におけるコミュニケー
ション不足を看護外来担当の CNS が担ってい
た 

 医療者と患者・家族の隙間を埋める架け橋にな
りうるのが CNS をはじめとする上級実践者の
看護師である 

 専門看護師はカンファレンスでファシリテー
ターの役割を担っているように思った 

 

２）施設Ｎo.２を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 乳腺摘出術後の患者に対する治療方針を伝え
る場面では、がん看護 CNS、医師、薬剤師が患
者に話をする前にどのような方針がよいのか、
目標や伝えるべき点を十分に明確にし、異なる
ことを伝えないように話し合っていた 

 がん看護 CNSは、メンバーは互いに専門職の協
働の必要性を認識しながら働いていると語っ
た 

 はじめにがん看護 CNS が患者の問診をしてい
た。 

 問診では疾患を抱えてどのように生活してい
るのか（QOL)をアセスメントし、必要時助言し

 がん看護 CNSの「ここでの役割は、患者さんの
目標達成はもちろん、多職種の機能がより発揮
できる・活かせるような環境調整も大事な役割
の一つだ」という話から、看護師がチーム内で
リーダーシップを担っている姿であり、自分た
ちにも求められているスキルであると分かっ
た 

 チームは互いの役割が明確でありその能力を
認め合える関係性ができていた 

 チームメンバーの関係性はチームのメンタル
ヘルスに大きくかかわり、チームの発達に影響
するので、コミュニケーション技術も必要であ
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ていた 
 治療や診断に関する問題は、診察する医師に情

報提供した 
 問診をとった患者と共に診察室に入り、治療や

診断に関する質問は医師に伝えていた 
 治療方針について医師と患者の意向が合わな

い場合は、患者の生活面や思いを医師に伝え、
また、治療の優先が必要であることの後押しを
していた 

 各職種が自分の専門分野において高い知識と
技術を持っており、多角的に患者にアプローチ
していた 

 各職種が自分の専門性や役割と他の職種の専
門性と役割を相互に理解しあっており、それぞ
れの専門性を信頼していた 

 外来診療の短時間の中で声を掛け合い役割分
担を明確にし、得られた情報で早めに共有する
必要のある内容は適宜共有していた 

 外来診療後にチームカンファレンスが開かれ
情報や方針の共有もおこなわれていた 

 チーム内でがん看護 CNS は患者の生活や社会
面・心理面を特に重視し、患者へのがん告知や
生活面の相談を担っていた。チーム内では第３
案を提案するなど話し合いを円滑に進める役
割を持っていた 

 自分の領域の専門性を持ちながらも、ほかの領
域やほかのチーム員の領域に関する知識を広
く持つことで、コミュニケーションは円滑にな
り、相互理解の一助になると聞いた。 

 実際のカンファレンスは小さな部屋で椅子を
円形に並べ優劣のない関係がとられ意見交換
が活発であった 

 外来の前後で誰が何を伝えるのかを確認し、外
来の様子を振り返ってみて各々がどのように
感じたか、時間を設けない中で意見交換してい
た。 

 コメディカルと医師は対等な立場で意見交換
をおこなっていた。互いの専門の能力と限界を
わきまえて、専門性を尊重し最大限に活用して
いた。 

る 
 合宿セミナー後の演習では、これまで自分が漠

然と理想としていたチーム医療とはどういう
ことなのか、チームビルディングにおける重要
な要素をもとに考えることができた 

 カンファレンスだけでなく、業務の中でのコミ
ュニケーションも重要であると感じた 

 チーム内でコンフリクトが起きた場合、チーム
での話し合いの結果協調していることが分か
った。その前提には「自分が絶対に正しいとは
思わないこと」「知識があっても相手の経験を
尊重すること」「相手の意見を聞くこと」「自
分の領域以外の知識も広く持つこと」がポイン
トであると聞き、実際話し合いの中で一人が発
言すると皆が聞くという姿勢を感じた 

 がん看護 CNS という幅広い知識を持つ看護師
のほか、医学的知識と薬学の知識を持つ薬剤師
がいることがチームの強みであると思った 

 意見交換が短時間であったが相手に耳を傾け
合意にまで達していたように感じた 

 互いの役割を認識しあい、委ねる部分と担う部
分とを共有し、その過程においてコミュニケー
ションを切らすことがなかった様子が印象に
残った 

 患者とのコミュニケーションは、ただ同意を得
る段階に行うものではなく、その方自身が現状
や今後を受容する過程に有効に用いられてい
た 

 アウトカムが統一され、さらに EBMを重視して
いるため、連携や協働ができていると考えた 

 

３）施設Ｎo.３を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 チームメンバーは、緩和医師、主治医、看護師、
薬剤師などであった 

 治療方針について医師と患者の意向が合わな
い場合は、患者の生活面や思いを医師に伝え、
また、治療の優先が必要であることの後押しを
していた 

 依頼を受け、患者を回診し、情報収集、アセス
メント、カンファレンスでの問題提起と方針策
定を全員で討論していた 

 多職種がそれぞれの立場からの意見交換が活
発で治療方針が変わっていく様子が見えた 

 施設横断的に活動している専門看護師は、 
専門職が院内で円滑に活動する際の病棟側の
立場を理解し、介入することが重要であると教
えられた 

 多職種協働チームがとるアプローチは、患者や
家族と共に医療スタッフが全体としてチーム
を作り、専門的な情報交換をしつつ有効でバラ
ンスのとれた有機的チームアプローチを行う
ことである。特に患者や家族には病状や潜在的
能力・治療方針と手技の選択についてわかり易
く説明し同意を得ることが必要である 
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４）施設Ｎo.６を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 在宅医療を中心に実践している開業医、病院の
医師、訪問看護ステーション看護師、ケアマネ
ジャー、相談員が参加していた 

 多職種が全員自己紹介して会への参加目的を
明らかにしていた 

 事例検討を通して訪問看護師、医師、患者家族
が情報を共有することの重要性が指摘されて
いた 

 多職種の話し合いは結論は出ないまでも連携
の必要性とマネジメントの方法についての課
題が明確となった 

 日本とオランダの在宅ケアチームの話を聞い
た 

 在宅医療連携について多職種が話し合いを行
っていた 

 話し合いのテーマは、病院の地域連携に関する
センターの紹介を活用方法、主治医不在の際の
緊急時対応についてなどであった 

 医療者と患者・家族の間におけるコミュニケー
ション不足を看護外来担当の CNS が担ってい
た 

 医療者と患者・家族の隙間を埋める架け橋にな
りうるのが CNS をはじめとする上級実践者の
看護師である 

 専門看護師はカンファレンスでファシリテー
ターの役割を担っているように思った 

 

５）施設Ｎo.７を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 朝の申し送りで訪問看護師が一人ずつスピー
チを行い、実際の現場で自分の意見や状況の説
明がスムーズにできるようトレーニングして
いた 

 在宅療養者の希望で動物園に行くための計画
立案をしていた 

 看護師と１２歳の患者宅を訪問した 
 訪問先で１２歳のこどもをケアする母親に話

を聞いた 
 小児の在宅療養者を訪問した 
 病院で行われた退院調整のためのカンファレ

ンスでは、多職種チームが話し合いを行う様子
や、小児の場合のチームのコーディネートにつ
いて実際に学んだ 

 退院調整のためのカンファレンスで対象児の
両親が退席した後、専門職だけで具体的なケア
の微調整を行い、訪問計画に合わせて両親が行
うケア内容を調整していた 

 連携を図るためにコミュニケーション能力は
欠かせない 

 在宅では緊急の場合看護師が医師を動かすこ
とも必要となる。その時に看護師の説明方法に
よっては医師の行動が変わり患者の命にも関
わることになりかねない。医療者間のコミュニ
ケーション能力はチームの機能を左右する 

 看護師の動きは、すべて患者を中心としたチー
ムの形成やチームが機能するためにおこなわ
れていた。 

 在宅では家族が連携の中に積極的に含まれる
ことも多く、看護師は家族の意向なども把握し
て看護実践開発研究センター局的に支援に参
加できるよう働きかけることも重要と感じた 

 患者中心に看護をしていれば、自然に他職種と
連携が図れ次第にチームが形成されると考え
ていたが、それはなく、チームをまず意識する
ことで目的を明確にでき、その都度、目的に沿
った必要な支援体制を早期から考えていくこ
とができると理解した。 

 １２歳の在宅療養者とその家族を中心とする
チームに関わる職種の多さに驚いた 

 在宅療養者を支えている医療というのはその
大勢のチームの中のほんの一部であることに
気付いた 

 その人にとってのその人を支えるチームとは
どのようなものであるのかを想像しながらチ
ームの中心である妊産婦を支援していく必要
があると感じた 

 講義や文献で当たり前のように使われていた
「包括的な」や「全人的な」などが初めて具体
的に理解することができた 

 小児に特徴的な、ケアマネジャーがいない場合
の地域との連携では、訪問看護師が主に他のチ
ームメンバーをコーディネートしていること
が分かった 

 それぞれの視点やアプローチの仕方が異なる
職種間で共通の目的をチームメンバーが共有
することも難しさと感じた 
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 多職種が関わるからこそ、共に話し合い、利用
者にとっての最善の医療についての共通の認
識や目的が重要となってくるのだと思った 

 

６）施設Ｎo.８を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 退院調整に関する共同カンファレンスを見学
した 

 スクリーニングシステムから漏れているが退
院支援が必要と思われる患者を CNS が病状や
治療内容から判断し、調整の必要性があるとし
ていた 

 専門看護師は病棟看護師に教育をしていた 

 チームに共通する目的は、「患者や家族の意向
を尊重し、最良の場所での生活を調整するこ
と」であると考えた 

 共通する目的があるからこそ、それぞれの専門
分野を生かした的確な情報共有によって相乗
効果が生まれ、早期からの円滑な調整によって
患者・家族がこれからの生活について考え、最
良の選択をすることができると考えた 

 チームマネジメントの構成概念を臨床現場で
確立するためには、定期的に時間を設定したカ
ンファレンスの中で意見交換をしてそれぞれ
の介入を確認することが重要であると分かっ
た 

 

 

４－３ 履修者による評価 

 本年度履修者 24名の、専攻領域表 3の通りであった。 

宿泊演習の参加前後で相互独立的－相互協調的自己観尺度、およびチームアプローチ尺度を用い、

履修者の意識の変化を検討した。また、日々のプログラムの内容については、一日ごとに満足度を

評価した(聖路加看護大学研究倫理審査委員会承認番号 12-025)。 

プログラム参加前後の相互独立的－相互協調的自己観尺度得点の変化は表 4に示した通り、プロ

グラム参加後には「独断性」、および「評価懸念」が有意に低下していた。 

また、チームアプローチ力については、表 5に示した通り、「関係性・メンバーシップ」「問題解

決への取り組み」「自身の貢献・自信」が有意に上昇していた。 

各日程のプログラムの満足度はいずれも高く(図 1)、参加日別の満足度は、初日よりも 2日目、3

日目の方が高くなっていた(図 2)。 

表 3 履修者の専攻領域 

上級実践専攻領域 男性   女性 

ウィメンズヘルス・助産学

専攻 

-       13名 

看護学専攻 

内訳 

周麻酔期看護学 

小児看護学 

急性期看護学 

在宅看護学 

がん看護学 

遺伝看護学 

精神看護学 

   11名 

 

-        5 

-       1 

-        1 

-       1 

-      1 

-        1 

1      - 

計 24名 
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表 4 相互独立的－相互協調的自己観尺度の平均値の差の検定結果 

n=24 

 
平均値 SD ｔ値 P(両側) 

尺度全体合計(開始時) 91.5 6.3 
2.47 .021 

尺度全体合計(終了時) 86.7 9.8 

個の認識・主張(開始時) 16.4 3.8 
1.39 .178 

個の認識・主張(終了時) 17.3 3.4 

独断性(開始時) 24.7 4.6 
2.77 .011 

独断性(終了時) 22.0 6.1 

他者への親和・順応(開始時) 29.7 3.7 
0.31 .760 

他者への親和・順応(終了時) 29.9 3.7 

評価懸念(開始時) 20.7 3.5 
4.38 <0.001 

評価懸念(終了時) 17.5 4.4 

注)検定は paired t-test、SD = Standard deviation 

 

表 5 チームアプローチ尺度の平均値の差の検定結果 

n=24 

 平均値 SD ｔ値 P(両側) 

尺度全体合計(開始時) 67.4 12.2 
4.23 <0.001 

尺度全体合計(終了時) 87.5 21.0 

コミュニケーション(開始時) 17.7 2.4 
2.06 .051 

コミュニケーション(終了時) 20.0 5.0 

関係性・メンバーシップ(開始時) 22.2 4.9 
4.17 <0.001 

関係性・メンバーシップ(終了時) 28.9 7.2 

問題解決への取り組み(開始時) 15.9 3.9 
5.36 <0.001 

問題解決への取り組み(終了時) 23.4 5.9 

自身の貢献・自信(開始時) 11.7 2.9 
4.02 .001 

自身の貢献・自信(終了時) 15.3 3.6 

注)検定は paired t-test、SD = Standard deviation 
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４－４ 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）  

本事業の見学実習機関、および大学院上級実践実習の現場指導者、臨床教員、上級実践コースを

担当する教員、学長、研究科長、事務局計 41名が参加した関連機関のネットワーク会議を行った。 

日時：2013年 3月 18日 18時から 20時 

場所：聖路加看護大学 505・506教室 

次第: 

1.特別講義「チームビルディング」科目全体の報告  

2.チーム医療見学実習の報告 

チーム医療見学実習についての意見交換  

3.CNS・特定・助産の実習についての意見交換        

 

1 では、上級実践実習の現場指導者が、本プログラムの意図と内容を理解し、本科目の履修者が

上級実践実習にどのように転移させたかをディスカッションする基盤となるように、事業全体につ

いて説明を行った。 

2、3の意見交換では、学生がこのようなプログラムを学ぶことによって、臨床でどのような能力

を発揮することが可能であるかについて、指導者と教員双方から意見が出され、ディスカッション

が行われた。 

 

 

平成 24年度 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議） 
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４－５ 平成 24年度の評価 

 平成 24年度は、前年度の準備にもとづき、本科目を開講することができ、講義、演習、見学実習

ともに、内容を連動して進行することができた。 

 演習の評価の詳細は、資料 12の通り論文として掲載され、本事業による成果の公開に至った。 

履修者によるプログラム評価や科目レポートから、本科目はチームビルディングに意識を向け、

チームビルディング力を身につけること、現場においての実際のチームの理解に有用であったと判

断できた。 

 ただし、講義が 4月の実施、演習・見学実習が 9月～12月と両者の日程が離れたため、講義が演

習に結びつかないという意見があった。 

演習では、宿泊形式により有意義で集中してチーム作りを体験的に学習できたが、ふり返って言

語化し、発言することが十分ではなかった。また、チームによる事例検討会とチャレンジプログラ

ムとが結びつかないという履修者からの意見があった。 

一方、参加した教員側からも、事例検討会と発表がチャレンジプログラムから得た体験とつなげ

られていないこと、発表内容が高度実践看護の内容として不十分という意見があげられた。 

見学実習では、多様なチームの形態を見学できたが、職種の理解が不十分であるとの指摘があっ

た。これらの改善が次年度の課題として残った。 
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第５章 平成 25年度 活動報告と評価 

 

５－１ 特別講義「チームビルディング」の概要 

  平成 25年度は、2回目の開講であり、前年度の課題の改善に取り組みながら今年度の科目を開

講した。科目開講時期は 9 月第１週の 1週間に集中させる日程に変更し、講義、演習を連続的な日

程ですすめた。また、見学実習も 9月中旬から 1月までの日程で行うこととなった。 

 

１) 講義 

講義の変更点は、保健医療におけるチームとは (担当 亀井智子、宇都宮明美)の講義を講義

期間中に移動し、さらにチャレンジプログラムとは (担当 亀井智子)を加え、体験学習サイク

ルについて講義し、アクティビティ体験を教室の中に取りいれて行った。 

宿泊演習期間中には、ジョン・スワドロー氏、エリザベス・ゾルウェグ氏からチャレンジプ

ログラムの歴史、対象と種類、チームの形成段階について講義を受けた。 

   

２) チームビルディング宿泊演習 

宿泊演習は、前年度の課題を受け、debriefing 時の言語化をより促進するため、前年度宿

泊期間中に行った講義を、上述の通り、学内での講義期間に移行し、事前に方法を理解するこ

ととした。チャレンジプログラムとチームによる事例検討、発表を中心としたプログラムに変

更した。 

学内での講義を短期に集中し、講義中に小演習を取り入れて行ったため、講義内容の理解が

高まった。また、宿泊演習時のチャレンジプログラムへの導入がスムーズとなり、特に

debriefingは前年度よりも深く、長い時間を費やして行えていた。 

 

 ３）チーム医療現場の見学実習 

 

平成 25年度の施設見学は平成 24年度と同じ施設に依頼し、同様に日程調整は当該院生がマネジメ

ントを行った。見学は、合宿演習の後 9月中旬から最終は 1月に亘った。見学先は表 6に示した。 

 

表 6 平成 25年度見学者割り振り 

施設Ｎo. 見学者 人数 

１ ３ 

３ ３ 

５ ７ 

６ ９ 

８ ２ 

合  計 24 
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７）施設Ｎo.１を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 CNSは患者側の視点に立ち、医師と看護師の担
うべき役割を明確にしていた 

 CNSは十分に時間をかけ患者の不安を傾聴して
いた、相手の反応を見ながら術式など平易な言
葉で説明していた 

 CNSは看護師としての責任を持ち、患者のゴー
ルを見据えて専門性を最大限に活かす活動を
していた 

 看護外来、回診を見学した 
 CNSが時間をかけて患者および家族の理解に合

わせた説明を行っていた 
 外来での情報を ICU と共有していた 

 CNSの姿は患者の結果を最良にするという目的
を持つ、心臓血管外科チームとしてのメンバー
シップであった 

 目標を共有すること、相手の意見をよく聞くこ
と、お互いの専門性を尊重して役割分担するこ
と、チームの特徴を生かしたチーム形成をする
こと、日頃のあいさつなどからコミュニケーシ
ョンを図ることの大切さがわかった 

 これまで十分な関わりができなかったスタッ
フと話す場面を設けてお互いの意見を交換し
たり、各スタッフの特性を考えて適切な役割を
見出したり、臨床で生じている課題に対して目
標を共有するという行動を実践することが自
分の課題であることが明確になった 

 外来の役割として患者の満足度の向上という
結果だけでなく、外来から術後せん妄予防ケア
が検討されるなど、相乗的な結果を出していく
ために CNSの役割がある 

 CNSの目的は、チームを作ることではなく、継
続・発展させていくことが目的であり、そのた
めにチームを作る過程が重要だと考えた 

 組織でチームを作ることに必要な要素は、４
つ、この組織に何が必要なのかという課題整理
に基づいたチームを作ること、チームの役割を
理解すること、信頼関係・円滑なコミュニケー
ションがあること、CNSとしての自己の役割の
確立していること 

 チームという形を作れば自然に人が集まるの
ではなく、ゆるがないものを中心にそれぞれの
要素が絡みあうことで、少しずつチームならで
はの形ができ、それがチームとなり目的が共有
できる。チームは作られる過程が重要だ 

 

８）施設Ｎo.３を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 医師と CNS、患者とその家族が対等でありな
がら、各立場から情報や知識を持ち寄り、
チームメンバーが流動的な目標を共通させ
るためコンサルテーションに多くの時間を
費やしていた 

 皆が一丸となって何度も目標設定を共通にす
るための時間を持ち、今までの経過を評価しな
がら改善・修正しチームは常に変化しているこ
とを実感した 

 チームの中心にあるのは常に当事者の思いで
あることを実感した 

 

９）施設Ｎo.５を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 看護師のシャドウイングを行った 
 看護師が血液検査後、検体を助手に検査室に運

ぶことを依頼する場面での看護師がとった行
動を見て、その意図を聞いた 

 一人の患者に対して複数のスタッフが報告し
て意見交換をしていた 

 患者の訴えをしっかりと聞いている医師の診
察の場を見学した 

 オンコロジーセンターで出産後乳がん治療を
行うことになっている女性に関する多職種カ
ンファレンスに参加した 

 カンファレンスに参加した産科、整形外科医、
心療内科医、看護師、社会福祉士が意見を出し
合って、今後の治療方針を検討していた。 

 先に起こりそうな混乱を予測し、誰にでも伝わ
る言葉でわかり易く丁寧に依頼することが重
要だと聞き、コミュニケーションをとる上で
は、誰にでもわかりやすい言葉で先を見据えて
伝えることが重要であり、そこから関係性を良
好に築くことができ、チームとしてプラスの相
乗効果を生み出すことができることを感じた 

 ノートをお互い書く、という意識をして書くこ
とで、皆が理解できその職種間での信頼関係が
増すと感じた 

 複数の専門職が意見交換することでより正確
な診断を行い、適切な治療につながることがで
きているように感じた 

 情報の共有だけでなく複数で評価することで
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 カンファレンスの場でコンフリクトが起こる
と、自分の専門領域から女性の病状や環境、ス
タッフとのかかわりの内容について知ってい
る情報を提供し、不明であれば質問し、あらゆ
る視点からその女性のためにカンファレンス
を行っているのだという意識を認識できるよ
うにお互いに働きかけていた 

 月１回のブレストミーティングに参加した。そ
こでは各職種が平等に意見を述べる機会を与
えられ、どの議論も自らの役割や経験を活かし
てより質の高い医療提供につなげようとする
姿勢が見えた 

 乳腺外科病棟でオンコロジーカンファレンス
に参加した 

 乳腺の CN に聞いたところ、コンフリクトは悪
いことではなく、ずれが生じている原因を究明
して介入するというコンフリクトマネジメン
トを行うことで、より良い結果を招くことがで
きると語っていた 

 ブレストミーティングで多職種の話し合いを
見学した 

 多様な職種が同席する活発な議論がなされる
カンファレンスに出席した 

 多忙な業務の中で円滑なコミュニケーション
を図って働く看護師たちの実際を見た。 

誤診予防にもなっていると思った 
 カンファレンスを行うことによって、一人の患

者に対して多面的、全人的に考えていくことが
可能となっており、まさにチーム医療の場とな
っていた 

 人間関係の構築をもとに連携があり、それによ
って協働することが可能となっていると考え
た。医師同士、医師と看護師、医師と患者など
信頼関係があるからこそ思いや考えているこ
とを発言でき、共に考えることができるのだと
思った 

 互いがコンフリクトを認識しながらも積極的
にコミュニケーションをとることができれば、
情報や状況を全員で共有することで協働を発
展させることができると考えた 

 チームで一人の患者の最善の治療方針が検討
されていたと感じた。 

 定期的に各職種の意見を述べる場所が与えら
れることは、チーム医療を行う上で非常に重要
な意味を成すことが分かった 

 CN が自らの役割を認識し、主体的に行動し、
チームを作り、活性化し、患者にとっての最善
の医療を提供できるようにしたモデル的なチ
ーム医療だと感じた 

 それぞれの職種の専門性を互いに理解し、専門
性を発揮するためにも日頃からカンファレン
スや委員会などの場でコミュニケーションが
必須であること、クライエントがおかれた状況
やニーズに合った目標を、多職種で共通認識し
たうえで支援体制を整えていくことの必要性
を認識した 

 チームワークの原則にすべて当てはまってい
ると思った 

 「垣根モデル」「餅は餅屋モデル」が現場に生
きていると思った 

 

１０） 施設Ｎo.６を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 様々な人々が一人の対象者とその家族の QOL
向上に尽力していた 

 １例に同行訪問し、ケアの実際、多職種との連
携状況を見学した 

 訪問看護師と共に利用者宅に同行訪問した 
 暮らしの保健室に参加した 
 地域のケアマネジャー会議に参加した 
 地域連携ケア会議を見学した 
 日本とオランダの在宅ケアの話を聞いた 
 専門職が集まったチームにはリーダーは不要

だと聞いた 
 他職種チームカンファレンスにて、訪問看護師

が患者の状況をアセスメントし、受診の必要性
を指摘したり、外出をケアプランに盛り込むこ
との意味を指摘したりするなど、コーディネー
ターとして機能している姿を見た 

 「医療と介護の連携」という勉強会に参加し、
多職種でのグループワークに参加した 

 グループワークでは自宅に戻りたい希望を叶
えるためにどのような工夫が必要か、事例を通
して話し合うものだった 

 訪問先の連絡ノートには多職種の関わりが記
載されており、信頼関係を構築していくコミュ
ニケーションツールであると感じた 

 対象者に関わる全員がわかる用語でコミュニ
ケーションすることが職種間の信頼関係を深
めると感じた 

 訪問看護師の視点は患者の代弁者の役割を担
っていた。 

 多様な他職種と連携している姿は患者・家族が
中心となる PCCそのものであった 

 他職種と連携する際には、その職種の考え方や
働き方を正しく理解することが基盤にあって、
そのうえで役割を分担ですることができると
思った。 

 ケアマネジャー会議はまさにその基盤を作る
上で重要な会議であった 

 自分の専門領域でも、院内で行った在宅支援
が、実際に在宅移行した患者家族や訪問看護や
保健師にどのような影響や効果を及ぼしてい
るのかが分からなかったが、見学したような地
域と医療機関間での定期的な会議(勉強会）を
開催することで、病院スタッフと在宅支援スタ
ッフの双方にとってケアの向上が期待できる
のではないかと考えた 

 医師がリーダーであると感じている自分が医
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師に頼りたいという気持ちがあるのではない
かと気づいた。専門職として働くという自覚が
足りなかったと反省した 

 産婦一人一人を取り巻くチームはあるが、産婦
という「かたまり」「集合体」としてとらえた
チームアプローチができていないと考えた 

 妊婦や母親が地域と交流できるコミュニティ
を作り出すことのできるチームとして「大人の
児童館」を作ってはどうかという考えに至っ
た。「大人の児童館」では、専門職同士対等な
立場で何を提供できるかを話し合ったうえで、
対象者のニーズに応えていくことをしたい 

 多職種連携チームの中で看護師は、自分の経
験、知識、技術をフルに活用し、対象者にとっ
て良い生活を常に考えて実践するためのコー
ディネーターの役割を担っていた。これはまさ
に「餅は餅屋」のことだと思った 

 勉強会参加者の中に、医療機関に勤務している
医療者がいることに驚いた 

 病院勤務の看護師が訪問看護の研修を受けて
いるということも初めて聞きさらに驚いた 

 グループワークでは積極的に意見交換するも
のではなかった。グループワークが有効でなか
った原因として、各職種がどういった範疇をな
すのか曖昧なまま話し合っていたからだと考
えた 

 各メンバーが目指す患者の目標が共有できて
いなかったと感じた。目標を達成するために各
専門家が自分の特徴をいかしたアプローチを
していくという話になるのだと思う。 

 チームの中にメンバーを知ろうとする思いが
なかったり、信頼性が欠如していたり、つまり
はコミュニケーションが欠けていると、医療と
介護という職域を超えたチームの形成が難し
くなるのだと思った 

 

１１） 施設Ｎo.９を見学した院生のレポート記述の抜粋 

観察したこと 考察等 

 CNSから地域連携に向かった改革を実践してい
る話を聞いた 

 退院調整を担当する CNS から退院支援システ
ム導入の経緯について話を聞いた 

 病院の中にはカンファレンスの重要性を理解
している部署とそうでない部署があることが
分かった 

 その認識の違いによって変革したと思っても
ごく小さなきっかけから変革が停滞・後退する
ことになっているのではないかと考えた 

 はじめは看護部との信念の対立があったが、お
互いが目的を理解し、患者にとって有益と判断
でき、協力していこうと歩み寄ることでそれが
解消したと考えた 
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 ４）実習 

   実習は、急性期看護学、遺伝看護学、がん看護学、精神看護学、周麻酔期看護学、小児看護

学、在宅看護学、助産学の領域で高度看護実践の実習として行った。チームについて分析を行

い、対象者にとって必要なチームメンバーを分析し、実践場面のみならず、調整や倫理調整の

場面で、専門職間で意見交換し、チームメンバーが同じゴールを持って協働するプロセスを経

験する実習が行えた。 

 

 ５）課題研究 

   精神看護領域の履修者が、課題研究のテーマとして「リエゾンチームにおけるチームビルデ

ィング」を取り上げ、’チーム医療’という言葉の形骸化を問題意識としてもち、リエゾンチ

ームの実際の機能を検討することを研究的に行っている。論文の完成は、次年度である。 

 

５－２ 履修者による評価 

履修者は 24名で、専攻領域は表 7の通りであった。前年と同様の方法で、履修者による宿泊演習

参加前後について、相互独立的－相互協調的自己観尺度、チームアプローチ尺度を用いて評価した。 

履修者のプログラム参加前後の相互独立的－相互協調的自己観尺度得点の変化は表 8に示した通

り、プログラム参加後には「独断性」、および「評価懸念」が有意に低下していた。チームアプロー

チ力については、表 9に示した通り、「コミュニケーション」「関係性・メンバーシップ」「問題解決

への取り組み」「自身の貢献・自信」の全てが有意に向上していた。 

また、各プログラムの満足度はいずれも高く(図 5)、参加日別の満足度は、2日目が最も高かった

(図 3)。前年度と結果は同様の傾向であったが、平成 25年度の履修者の方が相互独立的－相互協調

的自己観尺度の「評価懸念」、および「チームアプローチ尺度」の下位項目全てについて点数の変化

量が大きかった。 

 

 

表 7 履修者の専攻領域(25年度) 

上級実践専攻領域 男性  女性 

ウィメンズヘルス・助産学専攻 -  16名 

看護学専攻 

内訳 

周麻酔期看護学 

小児看護学 

急性期看護学 

在宅看護学 

がん看護学 

遺伝看護学 

精神看護学 

    8名 

 

-       -  

-      - 

2       1 

-      - 

-     1 

-       3 

-     1 

    計 24名 
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           表 8 相互独立的－相互協力的自己観尺度の平均値の差の検定結果     n=24 

  平均値 SD t 値 P (両側) 

尺度全体合計(前) 89.3 7.5 
2.009 .056 

尺度全体合計(後) 85.8 8.3 

個の認識・主張(前) 17.5 2.9 
-1.56 .132 

個の認識・主張後(後) 18.4 3.7 

独断性(前) 24.0 4.9 
2.81 .010 

独断性(後) 20.9 5.5 

他者への親和・順応(前) 29.0 3.2 
-0.79 .438 

他者への親和・順応(後) 29.6 4.0 

評価懸念(前) 18.7 2.9 
2.09 .047 

評価懸念(後) 16.9 3.9 

             表 9 チームアプローチ尺度の平均値の差の検定結果        n=24 

  平均値 SD t 値 P (両側) 

尺度全体合計(前) 70.1 14.9 
-8.036 .000 

尺度全体合計(後) 96.7 8.7 

コミュニケーション(前) 16.8 3.1 
-7.36 .000 

コミュニケーション(後) 21.9 2.1 

関係性・メンバーシップ(前) 22.5 5.3 
-9.64 .000 

関係性・メンバーシップ(後) 32.8 2.8 

問題解決への取り組み(前) 18.2 4.6 
-5.41 .000 

問題解決への取り組み(後) 24.9 3.0 

自身の貢献・自信(前) 12.6 2.7 
-7.47 .000 

自身の貢献・自信(後) 17.1 1.7 
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５－３ 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議） 

 本事業の見学実習機関、および大学院上級実践実習の現場指導者、臨床教員、上級実践コースを

担当する教員、学長、研究科長、事務局計 42名が参加した関連機関のネットワーク会議を行った。 

 当項ではその前半部分について述べる。（後半は第 6章参照） 

日時：2014年 3月 17日 18時から 19時 

場所：聖路加看護大学 402 教室 

次第: 

1.特別講義「チームビルディング」  

  1)講義、演習について 

 2)見学実習について     

2.チームビルディング力育成プログラムについての意見交換      

3.CNS・助産の実習についての意見交換  

 

1 では、上級実践実習の現場指導者が、本プログラムの意図と内容を理解し、本科目の履修者が

上級実践実習にどのように転移させたかをディスカッションする基盤となるように、事業全体につ

いて説明を行った。 

見学実習については、レポートの内容の要約を説明し、本科目の履修者が習得した内容、尺度を

用いた実習前後のプログラムの効果測定の結果を説明した。 

2 の意見交換では、本学教員、および実習指導者双方から発言があった。本科目履修者は、実践

の場でチームが形成され得た場合と、形成がうまくなされていない場合を両方体験していた。本科

目で、学修場面で成功したチームを体験していたことによって、相対的に実践場面での困難を理解

した可能性があることが指摘された。 

3 の意見交換では、学生がシステムズアプローチを学ぶことによって、場のシステムにおける自

身の位置や、発言のタイミングをより適切に判断し、実習の場に良い貢献もできるようになってい

ることが評価される意見があった。実習指導者が学生のパワーを適切に活用することにより、実践

の場のシステムを動かすことができた例も示された。 

 

学生が能動的にケアの現場に参加することの困難が大きくなっている今日、現場のチーム全体がエ

ンパワメントされ、学生も能動的な役割をもって現場に参加できるようになるために、本科目が持

つ有効性が、今後とも活用される必要があることが合意された。 

 

平成 25年度 臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議） 
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５－４ チャレンジプログラムファシリテーターガイドの作成 

  ミシガン大学によるチャレンジプログラムはチームビルディング力を育成する上でわが国にお

いても有用である。しかし、専門のファシリテーターでなければ適切に実施することは困難であ

る。また、わが国の現状に応じて、実施する場所を選定し、アクティビティの内容や用具を決め

る必要がある。 

  そこで、平成 24年度～平成 25年度に実際に行われたチャレンジプログラムのアクティビティ

をアイスブレーカー、コミュニケーション、問題解決、信頼の目的別に分類し、各アクティビテ

ィの目的、使用する用具、briefingする内容、debriefする内容をファシリテーターの手のひら

に収めて進行できるようにするため、チャレンジプログラムファシリテーターガイドをジョン・

スワドロー氏の監修協力を得て作成した。これを用いて、本委員会メンバーが中心となってファ

シリテートできるように活用することが期待できるものとなった。 

 

 

  

 

５－５ 平成 25年度の評価 

 今年度は、開講期間を 9月 1週目に集中させ、講義から演習へとスムーズに進行することができ、

前年度のような講義と演習がつながらないという意見はあがらなかった。講義の中でチャレンジプ

ログラムの導入を行い、debriefingの方法を理解しておくことで、演習では、チャレンジプログラ

ムの debriefingが前年度より深く、的確なものになっていた。 

 チームによる問題解決の事例検討会では、何について検討するのか理解できなかったとする履修

者の意見が無記名アンケートから挙げられた。今後は事例分析のみでなく、チーム分析をより強化

する検討会に変更することが提案できる。 

 これら演習については、資料 13の通り論文として掲載され、成果を公開することができた。 

また、チーム医療見学実習からは、利用者に応じた多様なチームの形態があることが理解でき、

実践現場でどのようにチームを作り、発展してきたのかを理解することができたとする意見が挙げ

られた。チームアプローチ尺度の変化量は、前年度よりも大きかった。 

以上から、平成 25年度は、科目の開講時期と内容を改善したことにより、よりチーム力を身につ

ける教育を行うことができたと評価でき、履修者の満足度も高かったことから、事業の目的は達成
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されたと捉えられた。 

 尚、補助事業が終了するにあたり、科目の運営、特に宿泊演習の方法を検討する必要がある。一

方で、チームビルディング力を身につける上でチャレンジプログラムの有用性は非常に高く、講義、

演習、実習と複合的な科目構成を踏襲することは必要と考えられる。宿泊演習を自己負担となって

も継続する方法や、宿泊せずに学内のスペースで実施する方法などを検討したが、最終的には、連

続した 2日間をとって学内で実施する方法となった。 
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第６章 本事業の総括評価 

 

６－１ 委員会による総括評価 

3年間の成果をまとめると、平成 23年度は科目の構成を検討し、講義、宿泊演習、見学実習、実

習、課題研究の複合による科目構成とすることとし、シラバスの作成、ミシガン大学、および宿泊

演習先との事前の打ち合わせを行うことができた。平成 24～25年度は特別講義「チームビルディン

グ」を開講し、履修者は 2 年間で計 48 名となった(表 10)。科目全体を通して様々な教員間で連携

を図りながら運営することができた。 

また、履修者による宿泊演習参加前後の相互独立的－相互協力的自己観尺度を用いた評価では「独

断性」「評価懸念」が有意に低下し(表 11)、チームアプローチ尺度では、すべての下位項目が有意

に上昇(表 12)したことが確認できた。 

科目の最終レポートの内容からは、それぞれが、講義によりチームに関する理論を理解し、演習

を通して自分の傾向やチームとしての力を発揮することを感じ、そのうえで実際の医療現場を見学

することをとおして、必ずしも医師をピラミッドの頂点とする構造の中でチーム力が発揮されてい

るわけではない現実を見て、そこには高度実践看護師の巧みなコミュニケーション技術によるチー

ムの牽引が展開されていることを見出していた。チーム内の多職種間が役割葛藤を調整しながら、

患者を中心とした一つの目的をもつことによって様々な場でチーム医療が展開されていることを理

解していた。そして高度実践看護師としてどのようにチームをマネジメントしていくのか、課題を

あげることができた。 履修者のプログラム満足度も高かった(図 6～図 8)。 

 

                 表 10 履修者の専攻領域別人数 

 

上級実践専攻領域 

 平成24年度      平成25年度 

男性  女性     男性  女性 

ウィメンズヘルス・助産学専攻 －  13名      －   16名 

看護学専攻 

内訳 

周麻酔期看護学 

小児看護学 

急性期看護学 

在宅看護学 

がん看護学 

遺伝看護学 

精神看護学 

 1名  10名           2名      6名 

 

-       5         -       - 

-      1        -    - 

-       1        2    1 

-      1        -    - 

-     1        -    1 

-       1        -    3 

1     -        -    1 

    計 24名                   24名 
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表 11 相互独立的－相互協力的自己観尺度の平均値の差の検定結果 

n=48 

  平均値 SD t 値 P (両側) 

尺度全体合計(前) 90.4 7.0 
3.208 .002 

尺度全体合計(後) 86.2 9.0 

個の認識・主張(前) 17.0 3.4 
-2.10 .041 

個の認識・主張(後) 17.9 3.5 

独断性(前) 24.4 4.7 
3.98 .000 

独断性(後) 21.4 5.8 

他者への親和・順応(前) 29.4 3.5 
-0.75 .455 

他者への親和・順応(後) 29.8 3.8 

評価懸念(前) 19.7 3.3 
4.41 .000 

評価懸念(後) 17.2 4.1 

 

表 12 チームアプローチ尺度の平均値の差の検定結果 

n＝47 

  平均値 SD t 値 P (両側) 

尺度全体合計(前) 68.7 13.7 
-12.224 .000 

尺度全体合計(後) 94.1 9.6 

コミュニケーション(前) 17.2 2.7 
-9.38 .000 

コミュニケーション(後) 21.4 2.4 

関係性・メンバーシップ(前) 22.4 5.1 
-12.34 .000 

関係性・メンバーシップ(後) 31.5 3.6 

問題解決への取り組み(前) 17.0 4.5 
-10.10 .000 

問題解決への取り組み(後) 24.6 3.1 

自身の貢献・自信(前) 12.1 2.8 
-9.86 .000 

自身の貢献・自信(後) 16.6 1.8 

 

図 6 

図 7 
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図 8 

 

以上の分析から、平成 23～平成 25 年度文部科学省大学改革推進等補助金「専門的看護師・薬剤

師等医療人材養成事業」により、チームビルディングプログラム推進委員会を設置して、チームビ

ルディング力育成プログラムを推進した結果、 

1.本科目の履修者計 48名は、看護学専攻、ウィメンズヘルス・助産学専攻両者で構成され、専攻領

域は多岐にわたっており、学習ニーズが高い科目であった。 

2.講義(PCC、システムズアプローチ、チームの理論等)、宿泊演習(ミシガン大学チャレンジプログ

ラムを取り入れたチームアプローチ宿泊演習)、見学実習(モデルチーム医療見学)、実習、課題研

究により複合的に構成する本科目は、チームビルディング力を短期間で向上させ、チームのプロ

セスを向上する上で有効であると考えられた。 

3.臨床教員、第三者評価者による本事業への評価は肯定的意見が殆どで、大学院でチームビルディ

ングの理論を学び、チームビルディング力を身につけることは、現場の中でのチーム医療、チー

ムケアや看護実践にも有用であると評価された。 

 

今後の課題には、宿泊によらない本プログラムと同等のプログラム作り、およびチームによる事

例検討法の改善、見学実習が終了した時点での全体の振り返りをプログラム化すること、また、実

習と課題研究により全体のプログラムとしてどのようなチームビルディング力を習得できたのか、

チームビルディング力が総合的にどの程度身につき、長期的な現場での実践に有効であるのかなど

について、履修者を長期的にフォローアップして確認することの必要性が指摘できた。 

以上から、本事業の目的は達成できたと評価できた。 
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６－２ 第三者評価委員による評価 

本事業の概要、実施経過、および履修者による評価等について、評価委員に説明を行い、評価委

員 2名による評価を受けた。 

評価会は、臨床教員・実習担当者会議（大学院実習関連ネットワーク会議）の後半に行われ、本事

業の見学実習機関、及び大学院上級実践実習の現場指導者、臨床教員、上級実践コースを担当する

教員、学長、研究科長、事務局計 42名が参加した。 

日時：2014年 3月 17日 19時から 20時 

場所：聖路加看護大学 402 教室 

次第:  

1.チームビルディング力育成プログラムに関する総括評価意見           

評価者  東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所在宅サポートセンター長 

平原 佐斗司氏         

東京大学統括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門 

Ruth Campbell氏 

2.質疑・意見交換 

評価者である平原佐斗司氏からは、チームビルディングにはうまくいく場合と、そうでないこと

を学習の場で理解しておくことにより、現場でうまくいかないことによっていたずらに燃え尽き体

験をすることを避けられることが指摘され、本プログラムの内容は評価できるとの意見があった。

守られた安全な学習の場で失敗をも体験することと、現実の場で自信を喪失する体験としての失敗

をいきなりすることとの間には大きな差異があることも指摘された。 

Ruth Campbell 氏からは、医療と福祉の協働が必須であるわが国において、本事業のような優れ

たプログラム構成によって、学生が融合や協働を感覚として体験することには大きな意味があると

のコメントがあった。合宿のようなリラックスした場、学内、現場と次第に知識を適合させ、理解

の幅を広げることを意図的に行う必要があることも指摘され、本事業について高く評価いただいた。 

 

東京ふれあい生協梶原診療所在宅サポートセンター長 平原佐斗司様 評価意見全文 
 

3年前にこのプログラムが始まる時に説明を聞いたが、その時は、正直よく内容を理解できなかった。本日ようや
く全体像がわかり、指針がわかり、非常に勉強になった。 

チームビルディングの必要性が増していることは在宅医療の現場で実感していることである。保健医療福祉のあ
らゆる分野でも、「連携」だ、「チームアプローチが重要」だとあちこちの臨床領域で言葉が飛び交っているが、ど
うやっていいかなかなかわからないというのが現状ではないだろうか。 

在宅医療でも同様である。その中で看護師がシステム作り、ケアをしていく保健・医療の中心にあり、キーマン
になっていると感じている。従って、看護師がこの技術(チームビルディング力)を身につけることは非常に重要だ
と思う。 

実際、目的意識を持ってすぐれた看護実践を行っていても、職場内でいろいろなストレスをかかえていてバーン
アウト寸前の姿を現場でたくさん見ている。このようなチームへの考え方を持って、理論的にも実践的にも、きち
んと経験を積んだ看護師を大学院で育成する計画が進んでいるということはとても重要である。 

プログラム全体は多目的で、その必要性は今日の説明で、よく理解ができ、すとんと落ちた。専門看護師が直面
する患者、家族、困難事例へのチームの経験、それから職場・事業所内のマネジメント、我々の領域で言うと地域
作りなどにチームビルディング力を生かすことができ、このプログラムは汎用性があり重要な学びになるプログラ
ムである。おそらく専門看護師のコンサルテーション力もかなり培うことに役立つと思われる。 

特にプログラムの中身を拝見し、非常に練られたプログラムだと感じた。我々も在宅専門医のプログラム、柏プ
ロジェクトなどに携わってきたが、チームの学習方法としては、「参加型」のプログラムが圧倒的に学習効率が高い
といわれる。自分で体感したり、現場を見たり、さらに最後には自分でチームを作ることを経験することもうたわ
れており、実際やってみることができる。この教育の流れは非常に効率を上げると思われ、その意味でもよく練ら
れたプログラムだと思う。 

多くの看護師がこれを学ばずに世に出て行くとすると、現場でのストレスフルな状況に直面した只中で、「さあど
うしようか」となる。自分自身が安全でない環境の中で考えるとなかなかよいアイデアが浮かばない。まず、この
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安全な環境の中(大学院)でしっかり学び、それから実践の荒波の中に飛び込んで行くことがやはり大事であると感
じている。 

最後に、チームを作る力の評価は難しい。自分でもとても難しいと感じている。そのようなスタンダードな尺度
は実際あるのか、我々はよくわからなかったが、実際は現場のパフォーマンスで評価することも大事であろう。こ
の大学院を出られた方々がどうされていくか、評価する方法は難しいと思うが、是非、後追いをして成果を発信し
てほしい。 

 

東京大学統括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門 Ruth Campbell 様 評価意見全文 
 

以前にも、平原先生、亀井先生とは、長くプロジェクトで協働した経験があり、今回コメントすることを嬉しく
思っている。 

病院や地域の中でいかにチームが大事か、皆さんよく耳にされていると思う。特に高齢者ケアの中で、医療と福
祉の融合が非常に重要ということを政府はいつも述べている。つまり、チームが大事である事は知っている。しか
し、どうチームを構築するのか、またチームを「創る」というトレーニングを受けていないことが問題である。プ
ロとして働き出してからでは遅い。この大学院生の時に学ぶことが大切である。 
 亀井先生の開発した本プログラムは、さまざまな内容が組み合わせられ、効果が高いと思われる。講義、チャレ
ンジプログラム体験、学生が事例を通して実際にチームを作るという事と、実際の医療チームの見学などの組み合
わせで科目が成り立っており、効果的である。特に、チャレンジプログラムを体験することを通して、自分でやっ
てみることで、院生は肌で、一緒にチームを作り上げていくことがわかる。ああ、これが“チーム”の意味だと自
分自身が真に心底から感じることができる。 

実際にチーム作りを体験し、チームビルディングを学んだことで、学生が看護師として臨床の場に立った際には、
他のスタッフを勇気づけることが出来るのではないか、チームのリーダーシップを取っていけるのではないかと思
われる。 

軽井沢での合宿は今後はもう難しいようだが、亀井先生がうまく調整して、大学でこのプログラムを続けられる
ことを期待している。 

若い医学生と話した際、どのように看護師とチームの中でやっていったらよいか、チームを構築して行ったらよ
いかわからないと聞いたことがあった。本学(看護学)だけでなく薬学、医学、社会福祉学など他校(他領域)に対象
者を広げ、知識を共有していって欲しい。 

次回は他の領域を網羅したチームの構築を行って、是非、文科省から補助金が下りることを願っている。 
チームの評価は重要であるが、チームのメンバー個々の評価よりも、最終的には患者さんがどう思うかが一番大

事であることを忘れてはならない。私の老年学領域における長年の経験からも、スタッフそれぞれが個々でどうこ
う動くことよりも、このような“チーム”の取り組みがより効果的であることは間違いないと考えて居る。このプ
ログラムがますます発展していくことを期待している。 

 

評価意見への質疑 

Q. パフォーマンスの評価方法でなにかアドバイスがあれば教えていただきたい。（萱間） 

A. 柏プロジェクトでのプログラム作りの経験では、単純に「医師が在宅医療を実施するようになる」

というものにした。診療報酬の請求をみて、往診に出ている医師が増えたと評価してわかったが、

領域が違う看護の場合に用いる複雑な評価尺度については見当がつかない。教えてもらいたい。 

（平原） 

Q．チームをビルディングするのみならず、チーム・エンパワメントの概念も含まれるのではない。 

（井部） 

A. 賛成である。非常に時間がかかることであり、チームがエンパワーしていくためには、病院など

組織のトップの者からによってチームが信頼されていくことが非常に重要である。（Campbell） 

 

第三者評価者への意見 

総合的に本事業の評価をいただけた。院生時代に「安全な環境でチームについて学ぶ」ことの意

義、臨床に出てからストレスの多い中でもチームで立ち向かい、チームを引っ張っていける力を身

につけた院生を世に送り出すことの意義を改めて指摘いただいた。（亀井） 
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第７章 情報発信とプログラムの普及 

 

7－１ 大学ホームページ、facebookによる情報発信    

 本学ホームページ(http://www.slcn.ac.jp/graduate/master/teambuilding.html)、および

facebook(https://www.facebook.com/SeiLuka)を通じ、本事業の内容、公開セミナーの案内など

を行った。facebookには「いいね」の反響があった。 
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7－２ 「チームビルディング力」を育成する大学院教育公開セミナー  

2013 年 9 月 5 日(木)13 時 30 分～15 時 30 分、聖路加看護大学アリス C セントジョン・メモリ

アルホールにおいて、ミシガン大学ジョン・スワドロー副部長、エリザベス・ゾルウェグ氏、本

学亀井智子を講師とした「チームビルディング力」を育成する本学の取り組みを紹介し普及する

ための公開セミナーを開催した。 

スワドロー氏からは、チャレンジプログラムの歴史と背景、「紙破り」のチーム体験の実演、ゾ

ルウェグ氏からは、ミシガン大学の実践例の紹介があり、本学の本事業による取り組みの経過を

亀井が講義した。 

公開セミナーには学内外から 115名の参加者があり、参加者の背景は、看護系大学教員、社会

福祉系大学教員、看護職、本学大学院生、本学修了生、本学学部生、認定看護師教育課程受講生

等であった。 

セミナーの評価に関する無記名自記式アンケートの回収を 73名から行った(回収率 63.5%)。分

析の結果、公開セミナーの満足度は「満足」「やや満足」を合わせ 69%、内容の理解度は 64.8%が

「理解できた」「やや理解できた」と回答した。今後高度実践看護教育としてチームビルディング

力を育成することについては、77.5%が「良いと思う」との回答を寄せた。 

本公開セミナーは、本学の取り組みを紹介するとともに、チャレンジプログラムを導入する意

義を広く伝える良い機会となった。 

 

 

   

 

 

 

７－３ 第 33回日本看護科学学会シンポジウム「社会に発信できる人材育成－未来をみすえた看護

系大学院の在り方」シンポジスト 

 

2013 年 12 月 6 日(土) 大阪国際会議場において、本学の本取り組みを報告し、意見交換を行

った。 

看護系大学教員、大学院生、看護師、出版社などの参加があり、大学院での人材育成プログラ

ムの導入に期待の声が多くあげられた(資料 15参照)。 

 

 

 

 

公開セミナー風景 
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<資料2>平成24年度、平成25年度大学院修士課程特別講義「チームビルディング」シラバス



<資料2>平成24年度、平成25年度大学院修士課程特別講義「チームビルディング」シラバス



修士課程 特別講義「チームビルディング」について  

                             2013.4.11 

                           単位認定者 亀井智子 

 

本科目は文部科学省の助成金「チームビルディング力育成プログラム」に採択され運営されて

います。科目の構成は、学内での講義、合宿セミナーでの演習、チーム医療の見学実習となって

おり、講義、演習、実習に出席し、所定のレポートを提出することが必要です。 

また、2年次の課題研究や、修士論文でチーム開発やチームアプローチ等に関するテーマで論

文をまとめることも期待されています。 

 

講義は 9 月 2日から 4 日、演習(合宿セミナー)は 9月 6 日から 8日、チーム医療見学は 9 月か

ら 11 月で行います。合宿セミナーは下記の要領でミシガン大学から講師を迎えて行います。予

め日程を確保してください。 

 

日程      2013年 9月 6日（金）9：00 頃集合～9月 8日（日）夕方までに帰京(2泊 3 

日)  

 

場所      長野県北佐久郡軽井沢町長倉 3607 「私学共済軽井沢すずかる荘」 

        大学から往復とも専用バスで移動します 

 

費用      個人負担はありません 

 

目的            チームによる課題解決の方法について実践的に学び、チームビルディング         

に必要なコミュニケーションスキル、チームへの貢献、他者との相互作用、 

        役割意識、リーダーシップ、メンバーシップの取り方などを修得します。 

 

内容      小講義、チャレンジプログラム、グループによる事例検討と発表で構成します。

お互い打ち解けるためのアイスブレイキングに続いて、様々なアクティビティ

のチャレンジを通し、チーム力を高める方法を身につけます。チャレンジの後

には振り返りを行い、一般化を目指します。 

チームによる問題解決力を身につけるため、事例検討をグループで行い、最終 

日には発表や討議などを行いチームビルディングの成果を検討します。  

 

講師      ジョン・スワードロー(ミシガン大学) 

        エリザベス・ゾルウェグ(ミシガン大学) 

        菱沼典子(研究科長) 

亀井智子(老年看護学) 

        飯岡由紀子(成人看護学慢性期) 

        宇都宮明美(成人看護学急性期) 

        片岡弥恵子(助産学) 

        萱間真美(精神看護学) 他 TA 

 

その他    ・亀井との連絡係りの院生を看護学専攻から 1 名、助産学専攻から 1 名選出し、

メールで報告してください。kamei@slcn.ac.jp 

       ・ホテルの部屋割りの関係で、7月に合宿セミナーの参加申込書を配布しますの

で、所定の日までに教務課に提出してください。 

       ・本科目で収集するアンケート、レポート、プレゼンテーション資料、写真など

は個人名を伏せた上で文部科学省への報告書用に使用しますので、ご了承くだ

さい(個人の科目成績は報告には含みません)。 

・セミナーへの持ち物等の詳細は 9 月の講義期間にお知らせします。 

・事前学習として、図書の講読があります。(シラバス参照)         
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<資料7>チャレンジプログラム アクティビティ用具一覧



17：30～ 受付開始

18:00 開始 司会　：　萱間 真美

開会挨拶　：学長　井部 俊子

�

18：05～ 今年度の実習についての意見交換、今後の実習についての課題　　　　
　　　　　山田 雅子

19：05～ 次年度からの新たな取り組みについて　
（チームビルディング力育成プログラムについての説明）

　　　　　亀井 智子

19：10～ チームビルディング力育成プログラムに対する意見交換

19:45 閉会挨拶　：　研究科長　菱沼 典子

19:50 事務連絡

平成23年度大学院実習関連ネットワーク会議　次第

2012・3・19　　於：東京新阪急ホテル築地　３２階「すみれ」
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17：30～ 受付開始

18:00 開始 　　司会　：　萱間 真美

開会挨拶　：　学長　井部 俊子

18:10～ 特別講義「チームビルディング」科目全体の報告：　亀井 智子

18：25～ チーム医療見学実習の報告：　山田 雅子

18：40～ チーム医療見学実習についての意見交換

18：55～ CNS・特定・助産の実習についての意見交換

19:40～ 閉会挨拶　：　研究科長　菱沼 典子

19:45 事務連絡

平成24年度大学院実習関連ネットワーク会議　次第

2013・3・18　　於：聖路加看護大学505・506
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１７:３０～ 受付開始

１８:００ 開会挨拶　：　学長　井部俊子 司会: 萱間真美

１８:０５～ 文部科学省大学改革推進等補助金　専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業
チームビルディング力育成プログラムの報告
特別講義「チームビルディング」　講義、演習について　：　亀井智子、飯岡由紀子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 見学実習について　：　山田雅子、宇都宮明美

１８:４０～ チームビルディング力育成プログラムについての意見交換

１９:００～ 文部科学省大学改革推進等補助金　専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業
チームビルディング力育成プログラムの評価
評価者 ： 東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所　 平原 佐斗司氏

          　 東京大学統括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門　　Ruth Campbell氏

１９:２０～ CNS・助産の実習についての意見交換　

１９:３０～ CNEプログラム等について　:　研究科長　菱沼典子

１９:５０～ 閉会挨拶　：　研究科長　菱沼典子

１９:５５～ 事務連絡

平成25年度大学院実習関連ネットワーク会議　次第

2014・3・17　　於：聖路加看護大学 402
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<資料9>大学院チームビルディング力教育公開セミナー案内チラシ



 

 

                                                                

講師紹介 

エリザベス ゾルウェグ 

2005年よりミシガン大学在籍。ケント州立大学時代はレクリエー
ション管理運営を学ぶ。イースタンミシガン大学院では高等教育
におけるエデュケーショナルリーダーシップを研究。 

ジョン スワドロー 

1998年よりミシガン大学レクリエーショナルスポーツ部に所属し、現
在ミシガン大学チャレンジプログラムディレクターとして、大学、コミュ
ニティや企業グループなどに対してアクティビティをベースとしたチー
ムビルディングを行い、またアウトドアアドベンチャーディレクターとし
て秘境探検や野外活動トレーニングを行っている。 

亀井智子 

 

聖路加看護大学教授(老年看
護学)。聖路加看護大学看護実
践開発研究センターPCC開発
室長兼務。 

保健師、看護師、日本公衆衛
生学会認定専門家。 

台東区保健師、川崎市立井田
病院看護師、東京医科歯科大
学文部教官(助手・講師)、聖路
加看護大学助教授を経て、
2006年4月より現職。 

 

 

 

菱沼典子 

 

聖路加看護大学教授・看護学部
長兼看護学研究科長 

基礎看護学・看護技術学を担当 

天理よろづ相談所病院看護師を
経て、本学に勤務。 

本プログラムにおいて、People-

Centered Careの講義を担当し
ている。 

 

 

 

片岡弥恵子 

 

聖路加看護大学 母性看護・助
産学 准教授 

助産師として聖母病院にて実践
を行った後、聖路加看護大学に
て助手となる。 

2004年聖路加看護大学大学院
博士後期課程修了し、現在大学
院にて助産学の教育に携わって
いる。研究テーマは、「女性への
暴力と健康」「助産実践の質の評
価」など。 
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実施日 平成２５年９月５日 

 

文部科学省専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業 

「チームビルディング力」を育成する大学院教育セミナー アンケート 

 

本日は本学の“「チームビルディング力」を育成する大学院教育セミナー”にお越し頂きま

して、誠に有難うございます。今後のチームビルディング力育成プログラムの為に、皆様の

ご意見を頂戴致したく、ご協力をお願い申し上げます。 

 

本日のセミナーについての満足度をお聞かせください。 

満 足  2 2 %   や や 満 足  4 7 %   ふ つ う  2 9 %   や や 不 満  3 %   不 満  0 % 

自由な意見をお書きください。 

 

 

 

 

本日のセミナーについて、内容は理解できましたか？ 

全て       やや      ふつう     やや        全く 

理解できた 4%    理解できた 59%      22%      理解できず 15%   理解できず  0% 

自由な意見をお書きください。 

 

 

 

 

高度実践看護師教育で「チームビルディング力」を育成する事についてお聞かせください。 

良いと思う  75%         ふつう  21%       なくて良い  1%       （わからない  3%） 

自由な意見をお書きください。 

 

 

 

 

人材養成事業としてのこの取組みに対する、ご自由な意見をお書きください。 

 

 

 

 

               あなたの属性を教えてください。 

教員         教授・准教授・助教 2名・助手・その他 2名 

学生  学部生・院生 13名・認定看護師コース研修生 36名・その他 

  病院関係            保健師・看護師 7名・助産師・その他 4名 

                      不明                           9名 

ご協力ありがとうございました。 
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<資料１４>学園ニュース掲載記事

atsushi
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<資料15>週刊 医学界新聞 第3061号掲載記事 この資料は「㈱医学書院」の承諾を得て転載しています 



<資料16>日本看護協会機関誌「看護」WHO　NEWS掲載記事 この資料は「日本看護協会出版会」の承諾を得て転載しています



 

 

 

 

本事業は、文部科学省 大学改革推進等補助金 専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事 

業に採択され助成を得て行われた。 
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