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１．はじめに
少子高齢化，疾病構造の変化や医療の高度化，チーム医療の推進，医療への国民ニーズの増
大や多様化，療養の場の多様化等により，医療従事者に求められる能力や需要は増大してい
る。なかでも看護師は，日々進化・変更される医療技術や治療法に対応すべく知識と技術を
修得し続けると共に，医療職場においては医師と患者の傍らで，双方の情報と職場の状況を瞬
時に判断し適切かつ効率的な看護を提供することが求められる。看護職場では古くから，医療
施設内外での集合教育（Off-JT）や職場でのプリセプター1 制度，クリニカルラダー，キャリア
ラダー制度等，教育体制の構築に取り組まれてきたが，看護師の能力育成は社会情勢の変化と
あわせて常に重要な論点であり続けている。近年では特に看護の臨床における教育において
OJT（on-the-job

training）が重要であるという認識は広がり，様々な報告がなされるように

なってきた。しかしながらOJTに関してその定義や具体的事象についての共通理解が欠落し
たまま議論が進められている感があり，これまでの研究には，看護の職場がどのように計画的
に職務を担わせ，どのような能力を育成しているかの具体を観察し分析する視点が乏しい。看
護師育成の課題を解明しようとする時，看護師の労働市場がどのようにあるかを前提として，
看護師が育つ／育てられる実際のあり方を研究する産業労働研究の視座が必要であると考え
る。
本稿では，病院外来看護部門を対象に看護師の職務配置の仕方に着目し，看護部が組織的に
看護職員を計画的に育成していくあり方を記述することに主たる目的を置くこととする。そ
の方法として以下の三つの分析レベルに区別し記述する。①病院外来看護の労働編成と労働
過程，②外来看護の職務を遂行するための職務間関係の結び方，③能力育成が組み込まれた職
務編成のあり方，である。なお本稿では，能力育成方法のうちのOJT（On the Job Training）に
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焦点を絞り議論を進めることにする。職場で看護職員に求められる職務そのものと，その職務
の遂行に必要な能力がどのようなものであるかを，OJTのあり方を観察・分析することで浮か
び上がらせると考えるためである。
本稿の構成は次の通りとなっている。第2節でOJTを中心に看護職の能力育成に関する先行
研究を概観する。次に第3節で看護職場の労働編成と職務間関係を，第4節で能力育成を組み込
んだ職務編成について述べ，最後に本稿での知見をまとめる。

２．看護職の能力育成に関する研究：OJTを中心に
OJTは主として，鉄鋼業や自動車産業等製造業等の，内部労働市場が形成されている大企業
における産業労働，労働経済研究において，その中身や身につけられる能力について具体的に
明らかにされてきた（たとえば小池，1981，1991：道又編，1978：木村ら，2008など）。
改めて言うならばOJTとは，日本経営者団体連盟が1969年に打ち出した「能力主義管理」の
中で挙げられている，従業員の能力育成に必要な，基本的な手段の一つとされる。さらに，
「OJTを実質的に支えているもの」は，
「配置，異動，昇進を計画的にコントロールする配置管理
に他ならず」，
「職制上の上位者が所属の部下に対して，日常業務を通じて行う職場教育」とさ
れている（日経連能力主義管理研究会編，1969，274頁）。八代の整理によると「能力主義管理」
とは，具体的には企業内資格制度の運用を職務遂行能力によって行う「職能資格制度」である。
職能資格を昇格していくために，定められた職能資格ごとの職能要件（職務遂行能力の要件）
を満たすべく経験するのがOJTやOff-JT（off-the-job training）である（八代，2004，66頁）。
他方，看護分野における研究動向としては，院内教育充実化の要請を背景に1980年代後半に
OJTが注目され研究されるようになっている。以下，看護分野でのOJT研究の展開過程を追い
あげ，到達点と残される課題を明らかにする2。
看護分野でのOJT研究はその初発段階では，病院が生き残りをかけた競争で勝ち抜くため
に，看護の質を向上させる院内教育体制の充実を希求することを動機としたとみることができ
る。これを出発点とし，看護分野で既存の代表的教育体制のひとつであるプリセプター制と接
続させる視点，およびその体制構築，集合教育（Off-JT）との連関の視点で議論されてきた。
看護分野のOJTに言及した原著文献の初出は1988年であった。経営問題研究会代表取締役
の二挺木（当時）は，
「教育訓練を考える上で基本ともいえるOJT」の考え方と展開の仕方を，
企業内研修必読書10点（青木武一『企業内教育』他）を紹介しながら論じている（二挺木秀雄，
1988a，1988b）。二挺木が「教育担当者の道しるべともいえる」本と推奨した本の著者青木は
「OJTの本家はアメリカである」とし，その例として旋盤工見習いを例にとり，未熟練から熟練
へ訓練したのがOJTの原型と述べている（青木，1979，45頁）。これらから，二挺木が製造業で
の企業内教育のメソッドを，対人援助を基礎とする医療分野に援用しようとしていたことは明
らかである。
聖路加国際病院総婦長（当時）の内田は以下のように述べている。
「1980年代に入って推進さ
れた医療費抑制政策による医療費の一部自己負担化を機に，病院は患者・家族から選ばれる立
場へと転換した。病院経営者たちは，提供する医療・看護の質について病院間の競争は避けら
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れなくなったことへの自覚を迫られたのである。選ばれる病院となるには看護の質を高め，良
い医療・看護の提供に責任を持てるようにならねばならず，そのために看護師に対する院内教
育は欠くことのできない課題となった」
（内田，1988）。このように，二挺木の論文が登場した
文脈のひとつとして，臨調行革下にあった80年代後半の看護実務界における院内教育充実化の
要請があったといえる。その院内教育に利用しうる他産業（主に製造業）の企業内教育システ
ムの紹介者として二挺木が登場している3。
以降，看護師の職場での教育においてOJTが重要であるとする文献（山元ら，1995），実施状
況やOJTの効果・機能の程度（井木，2003），OJTにおける指導者の役割と能力，いわば訓練者
を訓練するための研究（永坂ら，1999：下元ら，2010：三成ら，2010），Off-JTとの連動性が課題
とされてきた。いずれの論文でもOJTの重要性が認識され，その教育体制の構築への高い関
心が寄せられ，プリセプター制との組み合わせで論じられる傾向にある（石塚ら，2002：山田孝
江ら，2002：畠山ら，2005：亀井ら，2008：中垣ら，2008：秦ら，2009：山田志保ら，2009）。また近
年，臨床研修医の教育体制として広く採用されている「屋根瓦方式」を看護師院内教育に援用
する報告がある（熊谷，2006：中林ら，2007：上田，2009：北島，2012）。
看護分野におけるOJTへのこのような注目は，熊沢が1960年代の日立製作所企業内教育分析
の中で「『技能訓練においてはOJTが重要である』との言説はどんな時代にもみられる」と述べ
たように，いわゆる「OJTの強調」
（熊沢，2003）現象が，約50年後の今日の看護分野にも生じて
いることを意味しよう。
看護師の熟練形成の観点からOJTが肝要であると主張する下野と大津は，ペーパーペイシェ
ント（紙上患者）の看護診断（看護援助のための判断・アセスメント）および，実技テストの分
析による実態調査をもとに，看護師の熟練が形成されていないと論じている（下野・大津廣
子，2010）。その検証方法ではペーパーペイシェントを「65歳の女性で，脳梗塞のため左半身麻
痺がある。いつも仰向きに寝ているために背中の痛みを訴えている」と条件づけているが，描
写はあくまで静的なものである。業務の流れのある職場からは時間的，空間的に隔絶された条
件での観察という限界があるといえる。筆者の知る限り，臨床の看護師たちは，職場での様々
な業務の中で，多様な患者，すなわち個別性のある患者を複数担当し，医療サービスを提供す
る組織の運営枠組みに則りながら，スケジュール立てて，つまり時間管理をしながら業務を遂
行している。下野らの方法では職務を遂行する流れの中での技能をみていないため，著者ら
が「OJTが肝要」と主張しても「熟練を形成するOJT」がどのような事象であるかが判然としな
い。OJTが肝要であればあるほど，看護の現場でどのように展開されているか，その実際の環
境の研究を必要とするのである。
以上先行研究の概観から，看護の職場のOJTは，プリセプター制による職場教育を前提とし
てこれとOJTを組み合わせんとする様相が把握された4。けれどもどのような仕組みでOJTを
展開しているのか，どのような事象をもってOJTといっているのかが曖昧とされ，職場で誰に
どのように職務を担わせ，技能を育成しているのかという具体を記述する視点に乏しい。現在
のところ日本の看護職場のOJT研究に必要とされるのは，その事象の実証的考察である。なぜ
なら看護職務を遂行する能力の育成がいかなるOJTによって促されるのかは，医療サービスを
提供する組織の運営枠組み，すなわち業務そのものの構成と職員の配置のされ方を観察・考察
するところから出発するものと思えるためである。それゆえ本稿では，OJTを職場における職
務そのものを遂行する能力を育成する教育的取組みとしてとらえ，看護師の職務と配置をみる
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ことで，能力育成していくあり方を明らかにすることを課題とする。

３．外来看護職場の労働編成
（1）調査対象・分析方法
1）調査対象

看護職場を調査対象とする時，看護師の労働市場のほとんどを占める病院が対象となる。そ
して病院には入院部門と外来部門がある。筆者はいずれの看護職場も研究対象とすることを
展望しているが，本稿ではまず外来部門を取り上げる。その理由は，
「外来は病院の顔」
（岡田
ら，2000）といわれるように，外来は病院の質が評価される重要な場所の一つである点にある。
近年入院日数が短縮され，従来であれば入院して行われていた看護ケアが外来へ移行し，外来
看護は多様化してきた。外来看護師には患者の再入院を予防し，在宅医療が続けられる支援を
行うなど，個々の患者のニーズに対応した質の高い看護ケアを提供することが要求されてい
る。その担い手として，7割を越える病院が外来看護師の勤務配置に際して新人看護師は配置
せず，病棟勤務経験者，産休明けの正規雇用職員，臨時・パートタイム雇用者，病棟に対し相
対的に多い年配者等，多様な人材を配置している（大津佐知江ら，2009）。このことは，病院外
来がそれを利用する者の健康上の多様なニーズをわずかな時間的接触によって把握し，応えて
いく力量が求められる職場を意味するといえ，経験を積んだ者で構成させたい部門であること
が伺える。
その一方で外来部門は非正規雇用（パートタイム，アルバイト，嘱託，派遣看護師等）の割合
が病棟よりも高く，看護行為の診療報酬への反映は入院病棟に比べると皆無に等しい。看護
師が配置されているにもかかわらず，である。また，現場を離れて久しい潜在看護師や，病棟
での勤務が何らかの理由で難しい看護師の再教育の場ともされており，外来部門がさまざまな
キャリアの看護師たちがまじりあって働く職場である。このことは職員への教育を経験年数
に区切って画一的に展開することが難しい職場であることを意味している。であるからこそ，
本稿では外来部門を，看護師の能力育成の実態を検討するのに適した部門の一つと考え，研究
対象とした。
全国の医療機関の中でも施設数分布の多数を占める100−199床規模の一般病床病院5で，看
護部門に組織的な教育体系を有する施設の中から，研究への協力を得られた施設の外来看護部
門を対象とした。オーダリングシステムについて電子化を部分的に導入している中小規模病床
急性期病院の外来看護部門である。看護部長に病院と看護部の組織概要，人事労務管理概要を
聴取調査し，5日間の研修形式により外来師長，主任，リーダー看護師，スタッフ看護師にそれ
ぞれ一日密着して業務の観察と解説をうけノートをとった。合間に非構造的個別聴取を行っ
た。
2）分析方法

先行研究を概観し，医療サービスを提供する組織の運営枠組み，すなわち業務そのものの構
成と職員の配置のされ方が観察されるべきであろうと述べたことから，本稿では誰にどのよう
に職務を担わせ，技能を育成しているのかという具体を描くことを目指したい。そのための看
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護職場のOJTを分析する方法として，分析レベルを以下の三つに区別することとする。①職務
編成について，②職務と職務の関係について，③職務編成への能力育成の組み込みのあり方。
職務編成については，外来看護部門の組織編成，職場の物理的環境，外来での職務（診察室，
処置室，その他）とその配置を述べる。二つ目の職務と職務の関係については，診察室への「応
援」や「リリーフ」など職場をうまく回すために行われている職務どうしの関係を述べる。三
つ目の職務編成への能力育成の組み込みのあり方については，外来看護体制の充実を展望し，
看護師を育てることを意図した配置の仕組みについて述べる。
3）調査日程

2011年7月11，12，13，14，19日の5日間

4）倫理的配慮

本調査依頼に際して研究の目的・方法，知り得た情報は学術目的以外に用いないことについ
て文書で説明し，看護部長に調査協力の許可を得た。表記の人名はすべて匿名にしている
5）対象施設概要

100−199床規模の一般病床病院で，急性期の消化器，癌，および地域かかりつけ病院として
生活習慣病等慢性期疾患等に対応している。常勤医師数10人，非常勤医師13人で，診療科目数
12科，外来診察室5室体制（内科4，外科1）で医療を展開している。1日平均外来患者数180-280
人，二次救急当番病院として地域医療の一翼を担っている。DPC（診断群分類包括評価を用い
た入院医療費の定額支払い制度。医療費請求の合理的システムの形態）は導入準備中である。
2002年に予約外来診察制，検査予約の「オーダリングシステム」を導入し院内ネットワーク化
したが，処方，カルテ記録及び臨床検査・画像診断結果は電子化されておらず紙媒体（伝票）を
使用する。
理事

院長
副院長
看護部長

診療部

薬剤部

事務部

教育師長
一般病棟

一般病棟

緩和ケア

52床

50床

20床

師長

師長

師長

師長

師長

主任

主任2名

主任2名

主任

主任

一般看護
職16名

一般看護
職4名

外来

一般看護
職19名

一般看護
職26名

一般看護
職27名

手術室

訪問看護
ステーシ
ョン師長

地域
連携室
室長

一般看護
職4名

図－１ 看護部組織図
出所

看護部長聴取より筆者作成

看護師の配置について概観しよう。看護単位は，外来看護，病棟看護3棟，手術室看護，訪問
看護ステーションからなる6つである（図−1）。
看護職員数94人，うち准看護師は9人。外来に配属されている看護師は19人である。正規雇
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用率は98％，2011年7月から看護配置基準を7対16で届け出ている。2009年10月に3つの病棟を
7
1病棟を編成した。PCUの看護配置
再編し，一般病床群2病棟と緩和ケアユニット（以下PCU）

は7対1でなければならず，他の病棟で7対1を維持できる看護師数を集められなかったため，一
般病床群を10対1に落とした経験がある。配置基準を満たす看護師の確保が容易でないことわ
かる。
採用には新卒看護師を「本当は4人はほしい」
（看護部長）と望むも一人のみで，主に既卒者が
求職してくる（2011年4月）。教育専任師長を看護部において教育委員会活動を展開させ，職能
資格等級制度，人事考課制度を採用し，クリニカルラダー・システムを主軸とした教育体制と
して整えているが，思うほどには就職希望者が集まっていないという。既卒者採用20人（2011
年3月末），退職数20人（2011年3月末）とバランスは良いようにみえるが，計100人弱のうち2割
の看護職員が入れ替わっている。職員数を確保するために，多様な働き方を認め，2011年4月
短時間正規職員制度を導入して3人を採用した。看護部全体の平均勤続年数は約6年である。
職制は，看護部長―師長―主任―一般看護師となっている。看護分野でよく聞かれる呼称で
あるが，この施設でも一般職位の看護師を慣習的に「スタッフ」と呼んでいる。主任以上の職
位には管理職手当がつく。この他に，一般職位で時間外勤務をしなければ特段の手当も付けら
れないが，業務遂行の重要な役割として「週リーダー」および，チームナーシング制8における
「チームリーダー」9がある。前者は週ごとに担当者が交代する。後者は，外来看護においては，
退院した患者にたいして継続的な視点で看護を展開して行くために編成されたチームがあり，
そこでのリーダー役割をとる。ここには4チームあり，それぞれに非交代制のリーダーがいる。
「週リーダー」業務は主に外来診察業務の円滑な遂行を果たすために配置される。
「チームリー
ダー」はチームメンバーの誰に受け持ち担当患者を振り分けるかをメンバーの力量から判断し
ている。いずれのリーダー業務も，患者への看護の質への影響と，看護職員にたいする教育的
な配慮を担う点でその役割は大きい。そしてこれを担当できる者とできない者がいる。
（2）外来看護職場の労働編成
1）外来での基本的な医療サービスの流れ

はじめに病院の外来部門において患者が診察を受ける過程をみておこう。
この外来では主治医制のもと，あらかじめ診察時間を予約しておく「予約外来」と，初めて
の受診で予約の必要のない「新患外来」とに分けて受診が扱われる（図−2，図−3）。外来を

医事課受付

図−2

医事課受付

採血等
検査

処置室

次回

会計

診察

予約

処方箋

帰宅

予約外来：患者が予約表を持って医事課受付する場合の流れ

問診票
記入

図−3

診察

検査

結果

会計

処置

説明

処方箋

帰宅

新患外来：初めて患者が受診する場合の流れ
出所
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受診した患者は入り口正面の医事課で受付し，新患患者なら第4診察室付近で，予約患者なら
主治医名を掲示された第1・第2・第3診察室付近で待つ。看護師は呼び出しなどで患者と接触
するために，表の廊下からも裏のバックヤードからも，医事課や外科処置室，空いている場合
には診察室を通り抜けて，廊下やロビーへと行き来している。
「新患外来」とは，主治医制をとらない新規受診患者のための外来で，過去に受診したことの
ある場合はカルテ内の記録から治療方針の連続性を保っている。患者は受付窓口で渡される
自記式の問診票に，今ある症状やいつから自覚したか，既往歴やアレルギーの有無等に答え，
待合ロビーや診察室付近で待つ。看護師に呼び出されると診察室へ入っていく。医師にとっ
ては，まったく初めて受診した患者を診察する場合「予約外来よりも緊張感が高い」
（ F副院
長）。このことは患者に関する情報が乏しい中，また患者からの「信頼が薄い」と思われるとこ
ろからの診察開始のためという。
「予約外来」を受診する患者はたいていの場合，定期的な検査や治療効果の確認や処方を求
めて来院する。そのため数か月から数年，長い患者では開院以来のつきあいとなる者もおり，
どんな患者であるかの情報が多く，医師にとっても看護師にとっても名前と疾患名（時には疾
患名と性別）を聞いただけでどんな人かわかるほどに把握されている患者が少なくない。かつ
繰り返し受診していることからも，患者は医師に対する信頼ないしは，この病院の外来診察シ
ステムを一定受け入れているとみなせるため，医師にとって「新患外来」ほどの緊張感はない。
すなわち医師はかなりの程度マイペースで診察室を統制していることが伺われる。外来の看
護師は「新患外来」
「予約外来」どちらであってもこのような心境におかれることのある医師と
ともに，患者の診察に対応している。このことは，看護師がその職務上配慮すべき対象が患者
だけではないことを意味する。

図−4

外来診療部門の建物の構造と看護師の動線
出所

調査データから筆者が作成

次いで，外来看護師の作業場の配置と動線をみよう（図−4）。診察室は並列に配置され，表
には廊下，裏にはバックヤードと呼ぶ作業スペースを兼ねた通路がある。院長が優先して使用
する第1診察室，副院長が使用する第2診察室の中央が処置室と処置ベッドの空間となってい
る。処置の指示が診療によって出されると，患者はここへ呼ばれ，看護師もまた互いに声を掛
け合う。
この処置室にはさまざまな情報が集約されている。患者への医療サービスに関する直接的
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な情報としては，カルテそのものの経由地であるとともに，診療予約および検査全般を予約入
力できるオーダリングシステムがプログラムされたコンピュータがある。また検体ラベルや
印刷機等情報を出力する機器が置かれている。なにより，情報源である人物自身が処置室を往
来している。患者，看護師，医師のほか，臨床検査や放射線科のメッセンジャー，医事課職員
等が絶えず行き来するいわば情報センターである。
患者への医療サービスに関する間接的な情報としては，職員の業務効率のための情報がある
が，これらもまた処置室の一角に掲示されている。代表的には，後述する「業務分担表」や，入
院予定が書き込まれたカレンダー，その日の院内会議やイベント（防災訓練等）が書き込まれ
たホワイトボードなどである。看護師たちはこれらを見て，管理者や医師がある時間帯にど
こにいるかを知ることができる。朝出勤すると看護師たちは外科診察室に集まり8時30分から
10分程度カンファレンスをもつ。前日の諸会議の報告，
「ヒヤリハット」や「インシデント」の
報告，入院予定患者や「即入」
（即日入院）受入れ可能病棟と病床数，内視鏡検査件数，外来化学
療法予定，
「昼残り」担当看護師，患者対応などの注意事項他が確認される。診察が始まる9時
以降，情報を得るための場は処置室に移される。朝のカンファレンスを処置室で持てない理由
は，カンファレンス時にはすでにそこで採血等の処置が始まっているためである。処置室は外
来部門のあらゆる情報が集約された情報センターであるがゆえに，
「協調のセンター」10として，
各診察室や処置室担当，内視鏡検査担当と，それぞれに分かれて動く看護師たちの活動を協調
させる場として機能している。ここでは特に師長，主任，リーダー看護師が診察室につく看護
師の職務の協調に関わっている。
2）外来診療への看護師の配置とスケジュール

外来看護部門の構成員は，看護師長1名，主任看護師1名，一般看護師15名（正規雇用看護師
11名，正規雇用准看護師2名，パートタイム看護師2名）である。勤務は平日及び土曜半日の日
勤帯である。週末の日直や夜間当直を担当した場合代休をとるため，平日は通常管理者含めて
11～13名体制である。欠員が多いことが事前にわかっている日や，予想外に採血待ち患者で
溢れるような外来業務量の増加する場合には，手術室や病棟看護師に応援を依頼し対応してい
る。その判断は師長レベルで検討され決定される。
また，詳しくは後述するが，毎週1名「週リーダー」が師長によって一般看護師から割り当て
られる。さらにこの「週リーダー」がどの作業場（診察室等）に誰を割り当てるかを決めてい
る。
看護師が配置されるのは主として診察室と処置室があげられる。調査時の看護師の構成は，
師長，週リーダー，一般看護師12名（准看護師含む），早番（8時15分出勤～17時退勤，1名）の主
任，遅番（いわゆる当直勤務のことで17時に出勤し翌9時退勤する）の看護師であった。配置さ
れる作業場として，3つの予約診察室（第1，第2，第3診察室），一つの新患外来（第4診察室）お
よび外科外来診察室からなる合計5つの診察室があり，それぞれに看護師各1名が配置されてい
る。このような，医師1名につき看護師を1名配置する編成は，医療情報がIT化・電子カルテ化
の流れで人員配置を合理化した医療機関からすると，前近代的に思えるかもしれない。近年で
は看護師1名で複数の診察室を対応するように配置し，医師の傍らに医療秘書を各診察室に配
置する医療機関が増えている。しかしながら厚生労働省による2005年（平成17年）医療施設調
査（静態調査）では，電子カルテシステムの医療機関全体導入は全国で470施設，一部導入156施
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設，計626施設であり，全国の病院数9026の6.9％に留まっている11。また，病床数規模，病院機
能によっても導入の程度は一様ではない。このことに鑑みると本事例のような看護師の配置
のあり方をとる医療機関がマイノリティと断じることは適当でないといえよう。
診察室以外の配置先として，採血や点滴を行う処置室に3〜4名，内視鏡室（午前は主に胃内
視鏡検査）
2名，相談コーナー
（午前のみ）
1名がある。この他，日によって配置数および，作業時
間帯に変動がある職務として，外来化学療法担当2名，外来患者への糖尿病などの療養指導担
当1〜2名がある。
この日の午前の「業務分担表」を表に示す（表−1）。
「週リーダー」は皆が出勤してくるまでに
この「業務分担表」を作成し，処置室の一角にあるホワイトボードに掲示する。出勤者はこれ
を見て，自分の担当業務を確認し始業までに持ち場に必要な準備を始める。例えば診察室を担
つきばん

当する「付番」ならば，診察室の入り口に掲示する医師と自分の写真付き名前マグネットをは
め込み，使い捨て舌圧子，舌圧子立て，血圧計とそのマンシェットの確認，体温計の使用後に用
いる酒精綿，担当医師の予約患者一覧表，すでに受付済みのカルテ数冊といった具合である。
表−1

業務分担表

内容

看護師

内容

第 1 診察室

内科予約診察

A（准看護師）

予約 50 名（実数 50 名）

第 2 診察室

内科予約診察

B

予約 34 名（実数 34 名）

第 3 診察室

循環器予約診察

C

予約 36 名（実数 34 名）

第 4 診察室

内科新患外来

D

新患外来

外科診察室

外科外来 非常勤医

E（准看護師）

予約 8 名（実数 6 名）

内視鏡室

F，G（パート）

処置室

H・I・J

相談コーナー

師長

化学療法

K・L

療養指導

主任・師長
出所

2011年7月19日火曜日午前調査データから筆者が作成

（3）外来看護職場の職務：
「付番」看護師の労働過程

つきばん

以下では，外来看護職場での代表的な職務である診察室「付番業務」について述べる。ここ
でいう「付番」看護師の役割は大きく二つある。一つは，医師の診療の進行を円滑にする「診療
（後述）を立てた通
の補助業務」，および「療養上の世話」12に相当するところの「継続看護計画」
院患者にたいする，看護サービス提供のための関与である。この「付番業務」は施設によって
異なる呼称が使われていることもあり，本稿では括弧つきで表現する。
図−5はこの日の各診察室への看護人員の配置を時間軸に沿って表記したものである。施設
内の実際の部屋の並び順に合わせて診察室を記している。このうち，太枠で囲った午前の部，
第1診察室における予約診察の「付番」看護師の作業過程を以下に示そう。繰り返しになるが，
本事例医療機関ではカルテおよび，血液検査結果や画像診断データは電子化管理されていな
いことを断わっておく。つまりここではカルテは基本的に手書きによる紙への記録物である。
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検査コスト請求伝票や検査結果ファックス紙，レントゲンフィルム，心電図，他院からの診療
情報提供書（通称「手紙」），次回予約診察申込票等々がカルテに挟み込まれる。
「さばく」ことを
要する様々な資料が，看護師によって，診察机脇の作業台上で扱われることを意味する。

8：15～

出勤

主任当直明
け
処置室

35
8：30

カンファレンス

午前

診察準備

8：4 5

医師 / 看護
師

9：0 0

外来開始

第 4 診察室 外科診察室 第 1 診察室 処置室
（新患）
（予約）
D医師/D 非常勤医
α/E
予約6名

X医師/Ａ J,I,H
予約50名

第 2 診察室 第 3 診察室 内視鏡
（予約） （予約）
B医師/B C医師/C
予約34名 予約36名

時々師長

1 1：3 0

師長

胃内視鏡

処置室
往来
9：30-17：
30 主治
医A/K,
L

終了4名,
医師は手
術へ

1 2：3 0

処置質 Ns 昼
休み
午前受付終
了
昼休み終了

午後

診察準備

1 3：0 0
1 3：3 0

外来開始

1 2：0 0

患者指導 相談
コーナー

F,G

9：3 0
1 0：0 0

化学療法

9：40 糖
尿病入院
退院後初
受診,主
治医A/
師長

終了

J,I,H休憩
D,師長
終了34名
残り番
終了50名

第 4 診察室 外科診察室 第 1 診察室 処置室
（新患）
（予約）
D医師/Ｅ

F医師/

非常勤医

12：56
終了34名

E,J,I.H休
憩終了

G 退勤

第 2 診察室 第 3 診察室 内視鏡
（予約） （予約）

L休憩
化学療法

患者指導

師長E,H,
K,他

β/J
1 4：0 0
1 4：4 5
1 5：0 0

G医師/D 大腸内視
予約24名 鏡/B,F

師長休憩
A,C,D,H
師長戻る
C,E

非常勤医
β/Ａ

E医師/J 終了24
予約26名 名

1 6：0 0
1 6：3 0

非常勤医

B,C,D,
H,L

β/Ｅ
1 6：5 0
1 7：0 0
1 7：3 0

E医師/A

Ａ医師/Ｅ
終了24名
カンファレンス
遅出M出勤
カンファレンス
終業時間
終了26名
診察終了

図−5
出所

17：17 E医
師患者に緩
和ケア説明
/A

外来各診察室のタイムライン

2011年7月19日（火）の調査データから筆者が作成

1）
「付番」看護師の労働過程

この日，准看護師Aさんは第1診察室のX副院長の予約診察「付番」担当であった。医師のデ
スク脇の作業台―見開きA3サイズのカルテを開けば一杯になるようなスペース―に積み上
がったカルテの山の上で，現在診察室にいる患者の3人後の方のカルテを開き，前回受診の内
容，今回検査等指示とその結果が出そろっているか確認している。診察室の向こうには既に2
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人の患者を待機させている。X副院長の診察時間は約6分である。その分沢山の予約患者を受入
れているが，時間が押してしまえば後から時間通りに来る患者が後ろに押されることになる。
そうならないように，医師が血圧測定をしている間にロビーにいる患者を迎えに行く。前回受
診からの体調の変化や気がかりなどないか尋ねながら診察室前へ誘導する。処置室を経由し
てバックヤードのファクシミリをのぞくと，X医師の，先程とは別の患者の検査結果が届いて
いた。それを手に裏から診察室へ戻り，名前とカルテ番号を照らし合わせて挟み込む。さて，
今診察を受けている患者はどうか。そろそろ席を立ちそうなことを医師と患者の会話から嗅
ぎ取ったようで，その患者に渡す「次回予約申込票」の検査の有無欄にチェックを入れている。
患者の立ち上がりに手を添え，顔を見ながらこの票を手渡し次回受診の手続きについて短く言
葉をかける。出入り口のドアを開けてさしあげるために数歩踏み出した頃には，いつ置いた
のか，医師の机の脇に次の患者のカルテがあった。X医師はAさんに笑顔で振り向き，立ち上が
り，ハムと玉子で夏をしのぐ料理の話を始めた。立ったまま前屈姿勢で今しがた退室した患者
のカルテの後処理をしていたAさんは顔を上げ，笑顔で「へー」と返しつつ目線をカルテに戻
すと，今度は医師に笑顔を向けがなら診察室とバックヤードを隔てるカーテンの向こう側へ移
動した。処理したカルテを会計へまわすためである。
こうした観察から，患者が診察を受け終わるまでの看護師の作業には少なくとも11の過程が
あることがわかった（表−2）。中には判断を伴うものもある（11番目）。看護師による作業の過
程を分析したものであるため，本稿ではこれを外来「付番」看護師の労働過程と呼ぶ。
表−2 「付番」作業過程
1．医師にカルテを渡す前に，前回受診の内容，今回検査等指示と結果が出そろっているか確認
2．患者を待合室の近くへ呼びに出て，体調・主訴の情報収集
3．紙媒体である検査伝票や処方箋，検査画像等をカルテに挟み込む
4．医師の机の脇に呼び入れる患者のカルテを置く
5．診察室正面から出て，患者を室内へ呼び入れる
6．診察室へ戻る際に，次以降の患者を診察室近くへ呼んでおく
7．数人後の患者の検査データが院内 FAX で届いているか等みて確認
8．医師の触診に間に合うように診察室へ戻り，血圧測定のマンシェット着脱や聴診介助。患者
の診察台への臥床，起床介助
9．医師と患者の会話を聞き取り，患者の次回予約申込表にチェックをいれる
10．上記 8～9 の間に次以降の患者の診察準備のため，上記 1～3 を行う
11．次以降の患者の検査データのそろい具合や，医師の集中力の様子を口調や表情を読みながら，
短い休憩を促す
注）本事例医療機関ではカルテ，血液検査や画像診断データは電子化されていない資料・伝票等紙媒体が，
医師の机脇の作業台上で扱われている。
出所 2011 年 7 月 19 日（火）の調査データから筆者が作成

「付番」看護師はこれら11の作業を滞りなく行わねばならない。医師の診察には流れがあり，
これに乗りおくれないように遂行せねばならない。外来看護師の「付番」業務は予約診療シス
テムおよび，医師の診療進行のペースに大きく規定されている。その意味でこの業務は，いわ
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ゆるライン・システムのような，加工・組立工場にみられる流れ作業のようにみえる。時間軸
の情報だけ取り出してしまうと，病院の予約外来というところは効率重視的で，いかにも時間
で管理されたベルトコンベア式の流れ作業が徹底されているようにみえる。これにたいする
看護サービスの質的側面は後述するので，ここではあえて時間管理的側面とそれに当たる看護
師の作業の整理に限定して述べる。
2011年7月19日火曜午前，第1診察室での内科予約診察の「付番」業務を例に具体的に示そう。
この日，X医師は9時から12時30分終了までの3時間半に50人を診察した。患者を診察室に呼び
入れてから出るまでの時間は一人当たり約6分である。以下は10時から30分間の観察記録を，
患者一人一人の作業過程毎に整理し表記した（図−6）。
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予約外来「付番」の作業過程

2011年7月19日（火）の調査データから筆者が作成

まず，X医師の場合，30分間に診察した予約患者数は7人だった。患者一人に長くて5分，最
多は3分（4人）である。この医師の予約診察に訪れる患者の多くは，高血圧症や糖尿病などの
生活習慣病，胃潰瘍治療後など消化器疾患の状態追跡などである。本人の主訴や日々の数値の
自己記録，血液や尿の検査結果から，治療内容を評価・修正する。医師が担当する患者の疾患
群には傾向があるため，医師毎に患者一人当たりの診察時間の長さは異なるが，X医師の場合
には院内で1～2を競う速さ＝短さで進めている（ただしこの医師も新患外来では患者一人当た
り10〜15分の診療時間を必要としている）。
ここで注目すべきは患者にとって診療時間が短すぎるかどうかではなく，この診察の流れを
滞らせることなく診察を補助する職務を看護師が担っている事実，およびその作業内容であ
る。3〜5分の診察の間に，上記した実に11もの作業を行っている事実である。この作業が11過
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程であるかどうかについては施設によって異なるだろう。医師がどの程度一人で作業するか
の分業の程度ないし，建物の動線のあり方によって，少ない場合も，また，より多い場合もあ
りうる。この外来では診察の補助業務を医療事務員ではなく「付番」の看護師が担っている。
その作業は単にカルテや検査結果・伝票類を物理的に整理するだけでなく，カルテの過去の
記載内容に目を通し，これから生じるであろう，診療上の作業を予測しながら情報を拾い読む
ことである。そしてそれは予約診察である以上，限られた時間内で遂行すべき作業となってい
る。
平均すると患者一人当たり6分の診察時間ではあるが，Aさんは「それほどかけるわけじゃ
ないからけっこう早めに進められます」という。
「それほど」が意味するところは6分間がむし
ろ長いとの認識である。患者一人一人にたいして均等に6分間を最大限に使われるわけではな
い。診療内容によって時間は短縮されることが多く，余剰の時間を使って医師は休憩を挟み，
集中力を緩めたり引き締めたりしている。図−6を見ると，この医師はA～Dの患者4人を診察
したのちに，自ら立ち上がるなどして間を取っている（10時17分部分）。こうして時間を統制
することにより，医師によっては「病棟へあがって」急ぎの回診をすることも珍しくない。
「付番」看護師にとってこのような余剰の時間は，滞留したカルテ等書類の整理や，後に控
える患者のカルテ準備などの時間として，また，看護上の課題から関わるべく療養生活の情報
をより多く把握する必要のある患者の受診準備に使われる。こうした余剰の時間をいつどの
タイミングでとるかについては，本事例のように医師が示唆することもあれば，予約時間と実
際の診察時間のズレやカルテの積上り具合や，後述するが患者にたいして看護上の課題から関
わろうとする時に，
「付番」看護師もまた患者にかける時間を主体的にコントロールしている。
つまり，
「付番」看護師は完全に医師の行動に従属しているわけではない。時間に追われがち
にはなるが，予約システムがもたらす時間の圧迫は主体的に統制することができる。そして医
師と「付番」看護師は互いに作業の仕方＝時間の統制を協調しながら進めているといえる。
2）重複する作業過程とそれを遂行する力の訓練

図−6をみると「付番」看護師は患者Aが診察を受けているうちに次以降の患者B，患者Cの
準備をしている。また，同時に最多5人の患者（E，F，G，H，I）に配慮していることが見て取れ
る。このことは，患者への外来診療の遂行，すなわち現場における「付番」看護師の労働過程
の多重性を示すものである。ここでいう多重性とは，看護師によって編成される，診察をめぐ
る患者の時間が同時に複数流れていることをさす。一つの診察室で複数の患者（の情報）が同
時に扱われることで，患者それぞれの時間はそれぞれに編成されている。つまり一つの診察室
には同時に複数名分の患者の時間が流れている。その意味で，製造業にみられるラインの受け
持ち範囲の広がりを表現する「多能化」とは概念的に異なる実践が展開されている。
本事例の准看護師Aさんは3？5分の診察の隙間を縫って，診察室周辺の物理的な移動を伴い
ながら11もの作業過程を行っている。この複数の作業が重複しながら進行する「付番」看護師
の労働過程を，図−6を参照しながら整理を試みる。
この外来での「付番」労働過程のタイプは大きく3つに類型される。①「看護記録」
（後述）を
用いる，継続性のある看護実践（患者G）。すなわち，治療の継続のために看護介入が必要な患
者。②「看護記録」は用いないが継続性のある看護実践（患者A，B，C，D，E，F，H，I）。すな
わち再来患者で，過去のカルテ記載内容の追跡によって看護上の課題がある程度読み取れる患
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者。③「看護記録」は用いず継続性もない看護実践（新患外来患者，健康診断のみの受診者な
ど）
。すなわち，単発受診の患者，である。
准看護師Aさんはこのうち①にあたる患者Gにたいして約16分を費やしている。診察室に入
室させるまで，3人も前からカルテの情報を収集していた。その「看護記録」にいたっては診察
が開始される9時前から手元に置かれていた。理由は「看護記録」上に展開されている看護計
画を実践するためである。
「付番」業務に当たりながら，わずかな時間を縫って患者の治療上の
課題を把握するために情報収集をせねばならない。繰り返しになるが，診察介助の11の作業を
進めながらのことである。
この作業をどうしてうまく遂行できるのだろうか。彼女のキャリアと仕事に対する心がけ
をみてみよう。彼女は免許取得後24年，44歳の准看護師である。新卒で「田舎の個人病院」に2
年勤務し結婚。公立病院の外来に6年勤務した。家族の病気による6年のブランクを経て，当該
病院外来パートタイマーとして10年勤続し，家庭の事情が許すようになったこの春からフルタ
イム正規職員となった。パートタイム勤務の10年間はほとんど処置室勤務で，ときどき新患外
来診察の「付番」につく程度だった。今日当たり前のように予約診察の「付番」業務をつけられ
るようになったのは，フルタイムになってから4ヶ月後である。Aさんは，診察中にも医師のダ
ジャレに短く付き合うなど，医師とのコミュニケーションを良く取れている。不慣れな業務に
従事する際，どう取り組んでいるかについては，
「マニュアル見る。先輩に聞く。不具合が起
こらないように準備する。時間がかかっても丁寧にやる。分からないままでやるのではなく。
けど，それほど不慣れな事をさせられたことがない」。準備を入念にし，不完全な作業で次に
移らないように心がけていることがわかる。また，担当する業務中に普段と違ったことが起
こったときどう対応しているかについて尋ねたところ，
「聞く。助けを求める。
『わからないこ
とがあったらためらわないで聞いてね』といわれてたのでそうしてる」という。困った状況を
一人で抱え込んでいない。これらを可能にしているのは周囲の同僚への信頼と，職員間コミュ
ニケーション力，すなわち自分の状況を素直に伝えるアサーション力といえよう。仕事の丁寧
さとあわせて，慌ただしくなりがちな「付番」業務に落ち着いてあたる努力しているようであ
る。
しかしながら，心がけとコミュニケーションスキルがあっても実際にカルテを「さばく」作
業は進められない。後述するが，准看護師AさんはX医師の「チームメンバー」であり，X医師
の患者で継続的な看護を実践している患者の「受け持ち」になっていることもあって，この医
師の「付番」につく機会を与えられている。特にこの医師の診察は「流れが速い」ので，それに
対応できるようになるまで繰り返し担当している。時には，
「流れ」の速さのために予約申込
票の誤記入や記載漏れ，診療報酬を請求する伝票のチェック漏れなどが起こることもあった。
医師に拒まれたことこそないが（看護師によってはある），ミスをして医事課でのレセプト入
力（診療報酬計算）や次回診察予約など，後の過程に影響を与えたと落ち込むこともあった。
それでもこの医師の「付番」を繰り返し担当するのは，作業上のチェックポイントを目と耳，
手に浸透させる反復による訓練とそのリフレクションである。ミスなく過ごすことが一日あっ
ても，医師も患者も，次もまた同じ状況でいることはほぼないからである。つまり，看護を遂
行する能力の訓練材料は，診察が進行する状況に埋め込まれてり，これを反省し，繰り返し経
験することによって精度を高めている。
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４．外来看護職場の職務間関係
（1）外来看護職場の職務2―処置室
1）処置室での看護師の職務

病院の外来を患者として受診したことがあるならば，医師に診察を受けるとともに，一度は
処置室へ通された経験があるだろう。そこでは採血などの検査や点滴をはじめとする様々な
処置が，主に看護師らによって展開されている。他職種としては，カルテから指示を拾い伝票
を起こすなどの事務的な作業を担うクラークと呼ばれる医事課事務員も処置室に配置されて
いる。当然ながらクラークにできる作業は限られており，やはり患者の身体に直接関わる看護
師たちがこの空間の統制者である。
処置室には，時間帯にもよるが看護師1〜3人，クラーク1〜2人が配置されている。ここで看
護師らは医師の指示に基づく採血等検査や注射・点滴等与薬，検査前説明，および，患者の心
身の状態を観察し適切な看護（たとえば主訴が発熱と腹痛の場合，バイタルサインを測定しモ
ニタリング，冷・温罨法や寝具調整などでの体温調節，安楽な姿勢をとる体交枕，体調を気遣
う声掛け，検査・処置をしやすくするための寝衣交換等々）を提供する。診察前・診察途中・
診察後の患者がそれぞれ医師の指示に基づいた処置をうけるためにこの処置室を経由する。
処置室が情報のセンターであり協調のセンターでもあることは前述したとおりである。また，
出入りする患者の数だけ労働過程が多重的に発生していることは，診察室における「付番」看
護師と同様である。
処置室では，医師からの指示の不徹底（検査項目漏れ，薬品の量や内容の誤り等），患者取り
違え等のエラーの危険性に常にさらされている。ある患者が処置を受けるまでの間に起こり
がちなエラーは，情報の取り違えである。
採血検査を例にとろう。具体的には，まず準備段階において，①カルテから指示項目を確認
し，②適切な検査伝票を用意する。③伝票の項目にチェックを書き入れ，④適切な血液検体
容器を数種類ある中から選び取る。⑤コンピュータの検体ラベル出力アプリケーションにID
を入力し，⑥患者氏名・ID番号の記載されたラベルを必要枚数印刷，⑦先の検体にラベルを貼
る。次いで患者の前に立つ段階では，⑧廊下で待つ患者を呼び出す。⑨患者着席後，患者に名
乗らせ本人確認し（カルテ表紙に同姓同名の印が押されている場合は生年月日も），⑩手元の
検体の種類・本数を患者とともに確認する。採血の実施前で実に10の過程があり，いずれの段
階も的確でなければ患者の採血は正しく達成されない。
そして処置室看護師の業務が「付番」と異なるのは，この過程がクラークと看護師ら2〜3人
で分業されることである。業務がリレーされるタイミングは，準備段階および患者の呼び出し
前後である。複数人が関与する際の情報の不連続というヒューマン・エラーを回避するため，
声出し確認やダブルチェックなどの注意を払いながら作業は遂行される。そのため処置室各
所は様々な内容の声や音が発生する，騒々しい空間でもある。また，処置の停滞は患者の再診
察への戻りを遅延させることにつながり，つまりは患者の待ち時間を長引かせ，患者を無駄に
疲れさせ，したがって不満につながることになる。そのため処置室の看護師にも，早くかつ正
確にという時間的圧力および，サービスの質的圧力が働いている。
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2）回遊的に関わる：処置室，診察室，相談コーナー

処置室看護師には，もうひとつ重要な役割がある。処置待ち患者数にたいして人手に余裕が
感じられた際に，隙を見て各診察室バックヤードに並ぶ診察前カルテの整理を行うことであ
る。いわゆるメッセンジャー業務である。具体的には，ファックス受信した検査結果を各診察
室の当該患者のカルテへ挟み込むことや，受診時に必要な検査結果がそろえばそのカルテを当
該診察室へ運ぶなどである。診察室へ寄った際に，
「付番」にそこでの診察の遂行を妨げるよ
うな出来事が起こっていないか尋ねたり，依頼を受ける，いわば「付番」のサポーターとでも
言うべき職務である。
「付番」は前述したようにとにかく時間に追われている。予約時間を過ぎて患者を待たせ
る事態も珍しくないが「なるべくならお待たせしたくない」
（准看護師Aさん）という。積み上
がった診察前カルテの準備を少しでも進め，切れ目なく医師が診察できるよう備えておきたい
ので，処置室看護師にたいして「手伝いにきてくれないか」
（看護師Bさん）と願うほどである。
ここで望まれる手伝いとは，診察事前のカルテ整理作業―伝票や検査データの整理―をバック
ヤードでしておくことや，診察待ち3番手から5番手あたりの患者を部屋の前へ呼んでおくと
いったことである。
これらはさしたる手間もかからなさそうな事務的な作業に見えるかもしれない。しかし「付
番」にとってそれらは情報の池である。予約診察の呼び出し順にしてその時点から30〜40分以
降のカルテとそこに挟まれた書類の束がもつ情報は，診察中患者と直前1〜2人の患者に集中
している状況下では優先度がまだ高くない。にもかかわらず一端開けば溢れ出す（ように感じ
取られる）情報を整理せねばならない。要するに「付番」看護師にとって混乱のもとになりう
る情報群を，誰かが整えておいてくれるととても助かる，という意味である。それだけでカル
テ・書類から患者の状況が読み取りやすくなり，
「付番」は時間的，物理的にだけでなく，精神
的にも助けられるのである。
患者の呼び出しについても同様である。持ち場を離れずに済むため診察中の患者の帰結を
把握できるし，次の患者の準備もできるが，理由はそれだけではない。
「付番」がひとたび廊下
やロビーに出ると，患者の視線は一斉に注がれる。呼び出したい人物にたどり着くまでに，そ
れ以外の情報―「自分の順番はまだか」
「 尿検査を早くしたい」
「 点滴後血が止まらない」
「 エレ
ベーターはどこか」等尋ねてくる患者・来院者，激しい咳をしているにもかかわらずマスクを
着用していない人，ベンチに横たわりいかにも体調が優れなさそうな人，ぐずる子どもをつれ
て自分の診察を待つ女性，等々―が，耳に目に飛び込んできて，それらひとりひとりへの対応
が求められる，ないしは，対応したくなるためである。
「対応したくなる」とは，その事象自体
から看護師が援助すべき情報を読み取り判断するがために生起する認識である。けれども「付
番」は自分の職務を遂行せねばならない。他方，患者からすれば看護師がどのように役割分担
されているかなど当然知り得ないことであるし，また看護師に対していつも必ず意図して要望
を訴えるわけでもない。
こうした状況を処置室担当者が回遊的に関与し引き受けてくれることが，診療のスムーズ化
と，なにより「付番」看護師の心のゆとりに大きな影響を与えている。
「付番」経験者が処置室
を担当する場合，
「付番」が覚える心境をよく知っているので，
「なるべく手伝いにいってあげ
たい」
（主任）と考えるという。
しかしながら，処置室の人数は日によって，時間帯によってさえ一定でないため，朝のカン
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ファレンス時にそもそもの配置人員が少ないことがリーダーから伝えられると，その日の「付
番」担当者は「今日は助けに来てもらえないと思った方がいいってことね」
（看護師Eさん）とそ
の意味を解釈し，わりきって作業に臨む。この場合のわりきりは，自分を奮い立たせ，集中し，
人手が足りないために起こりうるエラーは極力回避しよう，という緊張感に変換される。
メッセンジャー作業での回遊的な関与は，処置室作業を兼務する「相談コーナー」担当看護
師や，看護助手13も行っている。処置室の人員配置は業務割時には3～4人いることになってい
るが，検査対応等で不在のことが多く，実質的には常時1～2名であり人手が足りていない。そ
のような状況下で処置待ちカルテが積みあがってきたり，患者から「まだ呼ばれませんか」と
声をかけられると「お待たせしてすみません」と答えつつも余裕がなくなっていく。そんな時
分に「相談コーナー」担当者が「処置室ヘルプ」に戻ってくると，1人で作業していた看護師が
ほっとした表情を見せる。処置室と「付番」看護師に時間的・精神的ゆとりをもたらすのが
「相談コーナー」担当のようなリリーフ役割をとる者である。
「相談コーナー」担当者の担い手は師長・主任および，次節で述べる「チームリーダー」およ
び「週リーダー」を務める看護師である。聴取調査では，リーダーレベルの看護師は「知らない
ことはない」とスタッフの誰もが認めた，いわゆるベテラン看護師である。
「付番」
・処置室担当
双方の心境を理解でき，状況の円滑化にむけて関わっている。また，それぞれの看護師たちの
職務遂行力を日々の実践から把握したうえで，どの看護師の支援に入るかをも勘案している。
このように「相談コーナー」職務を担当する看護師は回遊的役割を担うことによって，外来診
療システム全体に関与している。
「相談コーナー」の元々の役割は，医事課で受付された新患患者情報を医事課職員から申し
送られ，患者本人にアプローチすることである。そこで得た情報をもとに，患者の受診目的
と，必要と考えられる診療の経路について新患外来の「付番」看護師に伝達し引き継ぐ。患者
の話から受診の目的をアセスメントし，この病院の診療体制への接続がうまくいくように介入
する。例えば患者が「お腹の右側が痛いので盲腸かもしれない。外科にかかりたい」と自分で
病気を見立てて訴える。しかし外科外来はすでに終了している。付き添う家族は「どうしても
診てもらえないのか」という。そのような場合，患者は外科への受診希望を満たせないが「内
科医の視点でお腹を調べて，それに対する治療を考えることができます」といった提案，交渉
を行う。こうした提案や交渉には，自施設運営上のルールとのディレンマ的な状況を十全に理
解し，患者と診療システム（全体の進行状況，関与するだろう職員）を俯瞰して双方にたいして
説得的に働きかける力量を要する。
診察室や処置室の各作業場で，作業の円滑化に回遊的に関与しつつ状況を把握し，こうした
患者に対応することが可能な診察室（大抵は新患外来だが状況に応じて予約外来または，病棟
にいる医師を呼んで）の「付番」看護師に働きかける。その「付番」看護師の職務遂行能力を理
解した上で，個別の力量に応じて自らの介入の程度を決めている。いわゆるコンピテンスの高
い看護師たちが，患者の受診目的を達成する一過程を担っている。状況に「回遊的に」関わる
ことができるこのようなベテラン看護師たちが，他の看護師たちの職務遂行力を把握したうえ
で，診療システム上の制約を勘案しながら，理想的な患者の一連の受診過程をデザインし，介
入しているのである。外来看護業務の中でも難易度の高い職務であり，この役割があることに
よって，処置室および診察室で展開される看護師の職務遂行の円滑化が保障・補強されてい
る。
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５．能力育成を組み込んだ職務編成
ここでは，看護師の人員配置の仕組みから読み取れる教育訓練のあり方について述べる。表
−1，図−5に見るような具体的な配置の前提となるもう一つの労働編成をみよう。
（1）
「チームナーシング」と「リーダー制」

図−5に見たようなタイムラインに則った外来予約診療の進行は，それ自体はシンプルなよ
うだが，その内容に立ち入ると，患者一人の診察にかかわる看護師による作業の過程が11項目
あった。またその労働過程は重複性をもって進行していることを確認した。ここでは「付番」
にあたる看護師と医師の間には「チームナーシング」に基づいた関係があることを述べる。
冒頭でも触れたが，事例の外来看護においては，退院した患者にたいして継続的な視点で看
護を展開して行くために編成したチームがある。チームは4つあり，
「F先生チーム」など医師の
名前を冠している。それぞれに非交代制のリーダーが1名おり，サブリーダー1名，メンバー1
～2名で構成される。例えば，がん疾患やリウマチ疾患の外来化学療法のためや，日常生活で
諸々の自己管理を必要とする生活習慣病で通院する患者など，継続的な視点での支援を必要と
する患者の看護をそれぞれのチームで展開する。これらの患者には個別の「看護記録」に「看
護計画」が立てられており，患者一人に一人の「受け持ち看護師」を充てる体制（プライマリー
ナーシング制）をとっている。
チームの組織化は医師の主導で起こったものではない。基本的に，患者の「継続看護」の内
容は受け持ち看護師に任されるのだが，状況のアセスメント，看護計画の立案，介入，評価，修
正といった一連の「看護過程モデル」
（Benner，1984＝2005，195頁）の内容の妥当性は，互いに
検討しあう必要がある。相互確認，および，指導-被指導関係を，同職位間でゆるやかに結んだ
うえでの，学習のための小集団活動であると例えることが出来る。医師の名を冠したチーム名
は，
「継続看護」を展開する患者を主治医によってクラスター化したものである。これが診察
「付番」の職務と合わせて，合理的に作用している。
チームに配属された看護師は，
「看護記録」を発生させている患者をそれぞれ複数名「受け持
ち」，チームの医師が診察の際「付番」業務にあたる機会を与えられている。チーム毎にカラー
の違いはあるのかもしれないが，むしろ「看護記録」でフォローする患者の疾患，背景によっ
て，経験される看護内容が異なるという特徴がある。チームメンバーの変更は退職や採用など
職員の異動を機に，師長，主任，チームリーダーとで決定される。チームリーダーの選定もまた
師長と主任が選考し，その基準は判断力があるとされる経験の長い者となっている。他方でメ
ンバーはこの職場に新参者として参加している者らである。つまり看護師免許取得後年数も
比較的浅く，この病院での雇用期間もまだ短い者である。チームリーダーが患者の疾病やメン
バーが既に受け持っている人数，これまでの看護実践の習熟程度，ケアレスミスの発生量（患
者，他の職員から苦情が入る等で把握される）を勘案して，誰がどの程度「できるか」をみて，
「受け持ち患者」を振り分ける14。
チームリーダーの役割は大きい。ナースの力が見えてる人でないと（務まらない）。
そして，チームのメンバーをまとめあげる。そうすると（チームリーダーを）できる
人とできない人は決まってくる。
（主任）
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後述する「週リーダー」を担当しても「メンバーの力が見えているので，人員の配置がすごく
うまい」という。配置の「うまさ」は新参者の看護師の能力形成に大きく関わっている。
表−3

一週間の外来業務分担表

注）表中のⓅはパートタイム雇用者の略，（昼）は昼休み交替要員の略
出所 調査データより筆者が作成

（2）人員配置のありかた―「業務分担表」に込める能力育成の意図

どんな看護師をどの職務に配置させるかは「週リーダー」が考える（表−3，および図−5も参
照）。
「週リーダー」は非職位で，毎週交代する。外来診察業務の円滑な遂行を果たせる看護職
員の配置管理を担う。一見機能的な役割のみに見えるが，教育的役割をも担っている。その日
の勤務者の顔ぶれをみて，患者の指導予定や化学療法予定を勘案し，前述した「チームナーシ
ング」に対応する医師に看護師メンバーを「付番」にあてていく。その際，看護遂行能力育成
の程度を慮って，教育的な配慮をもって配置している。
例えば，図−5の2種類の矢印を見てほしい。実線矢印は先述した准看護師Aさんのこの日の
担当業務である。午前中に猛スピードともいえるX医師の「付番」をし，昼休憩を挟んで処置
室→第4診察室で外部から来る非常勤医による新患外来の「付番」→J看護師に代わって第2診
察室で副院長の「付番」→最後にがん患者への緩和ケア導入インフォームド・コンセント（説
明と同意）への同席，とパッチワーク的に職務に当たっている。先述した「チームナーシング」
の担当医であるためにこのように配置されているが，だからといって診察スタイルに個別性が
ある医師3人の「付番」につくことができるわけでもないため，やはり彼女の看護職務遂行能力
の高さを勘案されての配置といえる。准看護師Aさんのように，パッチワーク的に職務を引き
受けられる看護師はほかにも数名読み取ることができる（この日の場合看護師D，E，J等）。
破線矢印はこの職場でもっとも若く，配属されて日が浅いH看護師である。看護大卒業後助
産師を目指したが，新卒で就職せず1年のブランクを経て採用された。採用時は病棟に配属さ
れたが，仕事が遅いことを同僚から責められ1年後に外来へ配転された。調査時点で外来配属
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後の日が浅いとはいえすでに半年が経過している。彼女は一日を通して処置室に配置されて
いる。主任曰く，彼女は同時に二つのことを考えられないという。経験のある看護師ならば1
カ月で「付番」業務につけられるが彼女には当分先のことであり，看護要員としての「戦力」に
乏しく，他のスタッフから成長の遅さへの苛立ちの声が上がっている。この事実も含めて，師
長，主任，リーダー，本人との間で教育課題を共有しながら，当面，処置室での業務に従事させ
ながら採血や点滴等実践頻度の高い看護技術の向上および，検査説明等を通じて外来診療部門
の仕組みを学ばせている。
別の教育例をみよう。一週間の業務分担表（表−3）からは人員配置への教育的配慮を見るこ
とができる。太枠で囲んだF医師の付番をみると，そのすべてを看護師Iさんが担当している
ことに気付く。チームメンバーであるからという理由だけでなく，週リーダーがIさんの育成課
題に依拠して意図的に配置している。具体的にみよう。Iさんは現在37歳の大卒看護師である。
既卒で採用され，調査時点で勤続9か月である。免許取得後16年，通算臨床経験12年9か月だ
が，そのほとんどを病棟フルタイムではなく，診療所6年，病棟3年のパートタイム勤務で過ご
し，その他の期間を数回の語学留学に費やした。新卒の3年間以来10年ぶりに正規職員として
就職した。Iさんについて主任は「採血とか処置するだけの職場経験しかなくて，患者の看護そ
のものを全体的に考える力とか，なんでそれをするのかっていう根拠に結びつけて考える力が
すっごく弱い」という。
診療所での勤務でさえ診察「付番」を経験してこなかったIさんを鍛えたいと考える主任は，
F医師が患者一人当たりの診察に他の医師の2〜3倍長い12〜15分をかけていることから，まず
はこの医師のもとで，慌てず確実に「付番」業務を遂行できるようになることを目指した。当
人も能力を磨く必要があることを繰り返しの指導から促されて，これを了承した。F医師にもI
さんを教育したいという目的を伝え，了承を得た。
半年経つとIさんは「付番」業務を滞りなく遂行できるようになった。処置室担当看護師の関
与の影響の理解が深まり，自分が処置室を担当する時も「付番」の動向を気にすることができ
るようになった。しかし主任は嘆く。
今度はただの流れ作業になってしまうの。先生がゆっくり診察してる間に，この患者
がどんな看護問題抱えてて，どんな関わりが必要かとか，考えることいっぱいあるの
に，ただボーッと突っ立って，次以降のカルテの準備だけは万端にして診察が終わる
のを待ってるのさ。ただでさえこの先生は緩和ケア病棟を立ち上げるくらいガンの終
末期医療に想いがあって，そんな患者さんばっかりくる外来なのにだよ。なんのため
にこの先生に付けたのか，まったくわかってない。
主任がこの看護師に求めているのは，患者に対する看護上の問題はなんであるかを能動的・
主体的に考える態度，行為といえよう。
「付番」業務は外来看護師が相当の時間を費やす職務で
はあるが，それ自体はいわゆる流れ作業のようであり，それだけで看護師本来の職務を果たせ
る内容ではないと主任は認識していることがうかがえる。Iさんにたいして「次以降のカルテの
準備だけは万端にして診察が終わるのを待ってる」程度で，それも「ただボーッと突っ立って」
という強い批判の言葉を伴って語り，Iさんの成長度合いにいらだちを覚えていることは明ら
かである。その一方で，
（看護の）
「考え方を訓練する機会が学校ではこのコには足りなかった
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し，働くようになっても訓練されてこなかったっていうか，そういう場所を選んでこなかった
のさ」とIさんの職歴を考えるとそれも当然だという割り切った考えを持ってもいる。ここで
主任が問題視するのは，Iさんの患者が抱える看護上の問題にたいする意識の低さであり，こ
のことは，看護の職場では，患者の看護上の課題を意識的に思考し，判断，行動できるように
なることが，看護遂行能力訓練への関心の核心となっていることを示している。
主任はさらに，こうした看護師の教育上の情報を師長，
「チームリーダー」および「週リー
ダー」と共有し，業務分担表作成時に考慮するよう促してきた。また，
「チームリーダー」が
「週リーダー」を担当すると，その他のメンバーの看護業務の習熟程度を把握していることか
ら，最適配置を実現することができるという。作業の種類とその精度の次元で仕事に習熟する
ための配慮が行き渡っている。
しかしながら，Iさんは主任やリーダーらの思惑通りに成長しているわけでもない。主任
からの指導で自らの足りなさを自覚したかのように，Iさんは「『はい。はい。わかりました。
やってみます。こうすればいいんですよね。できます。』と口では言う」が，
「『はい』も二回や
三回は言う」
（主任）という。主任はIさんの主体的な能力育成への意欲がどれほどのものであ
るかを懐疑しているようである。しかしながらどんな看護師も労働内容に対応するために進
んで能力を開発することをいつも志向するとは必ずしも限らないし，それに応えられるとも限
らないのではないか。
「患者さんのため」が常套句とされる看護の職場にあっても，その職務を
遂行するための能力開発に自らを積極的に投入することを望まない看護師がいてもおかしく
はないだろう。これに関わるエピソードをあげ考察したい。主任によると，Iさんはミスをし
て「ヒヤリハット」報告書を書き，上司に注意されるたびに以下のように言うという。
涙ながらに「もう辞めます」っていう。そのセリフは聞き飽きた。反省したくなくて甘
えてるだけ。引き止めてくれるの分かってて言う。私はとめないけどね。でも師長が
「もうちょっと一緒に頑張ろう。看護ってわかると楽しくなるものだから」っていうか
ら。本人も続けるっていうし，私もそうかと思って粘るのさ。
このことは，指導者が，若手を育成することが長期戦であると認識していることを示してい
る。と同時に，単に仕事ができるように育てるだけでなく，成長後の姿を思い描き互いに希望
を持つこと，
「看護」することで得られる充実感を伝えたいという師長の意向を，主任が汲もう
としていることがわかる。看護を志す者同士の同僚性とでもいうような思いがあることを意
味しよう。能力育成を組み込んだシステムでありながらも狙い通りには進まないというせめ
ぎ合いをはらみながら，看護職場においては教育を意図して業務分担し，日々の業務に向かわ
せている。
一方で，Iさんの訴えは「甘え」であると断じていることに一寸立ち止まって考える必要があ
る。労務管理職位にある主任からすると思うように成長しないようにみえるIさんだが，Iさん
自身の態度についてはどのように考えることが出来るだろうか。
「涙ながらに『もう辞めます』」
と「引き止めてくれるの分かってて言う」のは，Iさんが感じている仕事の困難さの，Iさんなり
の表現と解釈できる。Iさんにとってはそもそも精一杯の業務量であり，仕事をこなせないとい
う事実を，涙をもって，かつ辞職の意図さえ言葉にして，管理者が求めるような仕事ができる
ようになることに抵抗しているとみることもできよう。そのような視角からすると，この職場
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での業務および業務量，その遂行のための人員配置の妥当性が等閑視されているようにみえる
のである。さらにいえば，診察室「付番」看護師の労働過程にみたように，事務的な作業の多
くを看護師が担っていることを容認し，時間的制約の大きい「付番」業務に当たりながら本来
なされるべき「看護の視点」を持つことを求め，かつ免許が異なる准看護師と看護師を隔たり
なく職務にあたらせている。このような労働内容そのものから，こうした能力育成の労務管理
をせざるをえない施設および外来看護職場の現状が」思いがけず浮き彫りにされるのである。

６．おわりに
以上，本稿では看護職場における看護師の職務配置の仕方に着目し，看護部が組織として看
護職員を計画的に育成するそのあり方を記述することを課題としてこれを描いてきた。以下
にその知見をまとめる。
まず，看護師の職務と配置，労働過程を整理しよう。
各診察室のタイムライン（図−5）でみたように，本事例の外来看護業務として5つの診察室と
処置室その他が同時に作業を進行する労働編成となっていた。外来看護師の典型的な職務で
ある診察室「付番」業務と処置室業務について取り上げたところ，
「付番」では11の作業を要す
る労働過程があった。
「付番」看護師は作業を反復して業務にあたり，職務を遂行する力を形成
している。またエラーの発生も含めて，繰り返し経験することで精度を高めている。また処置
室における採血直前までの過程には10の作業があった。これらの労働過程は一人の患者の診
療をめぐる時間を編成するものである。そして，あとに続く患者らの時間を同時に編成する作
業をも含む，労働過程に多重性があることを確認した。診察室あるいは処置室の空間にいる患
者それぞれにサービスが生み出されている時間が流れているが，看護師には早くかつ正確にと
いう時間的圧力および，サービスの質的圧力が働いているといえる。しかしながら，
「付番」看
護師の労働過程分析でみたように，看護師はいつも完全に医師や患者の時間に従属的に行動し
ているわけではないようで，時間に追われがちになるけれども外来診療システムがもたらす時
間の圧迫を医師に休息を促すなどして主体的に統制している。そうやって医師と「付番」看護
師は互いに作業の仕方＝時間の統制を協調しながら進めていることがわかった。
また，各診察室にたいするサポートが処置室や相談コーナー担当者によって回遊的に行われ
ており，そのことで診察室「付番」看護師は時間的にも心理的にもゆとりがもたらされている。
これらは外来運営システムとして整えられているというよりは，担当する看護師の心がけに
よって展開されるいわゆるローカル・ルールといえる。この役割があることによって，処置室
および診察室で展開される看護師の職務遂行の円滑化が保障・補強されている。
次いで，能力育成のあり方について整理してみよう。第一に，外来看護職場のOJTによる教
育訓練で目指されたことは，看護師一人一人が持ち場でのタイムライン的にシステム化された
職務を，自立的に判断し行動できるようになることといえる。と同時に，第二に，看護師Iさん
の教育訓練の例にみたように，システマティックに業務を遂行しながらも患者の看護問題を意
識することが目指されている。看護することを看護師自ら志向し，判断し行動するという能動
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性が求められている。意識しなれければたちまち流れ作業をこなすだけになってしまうため
であり，それは看護ではないという強い自戒といえる。指導の際に主任看護師は，看護師なら
ば「それは看護なのか？」と常に自問しなければならないことを言外に諭しているのである。
それは単なる管理職による部下の労働の統制にとどまらない専門職として責務を負っている
ことを自覚させる問いとなっている。
第三に，こうした能動性の訓練を積むことで従事できる看護作業の多種化，提供する看護の
質の向上として表されることを示唆すると考える。
第四に，職務の内容と過程そのものから必要とされる能力を形成するために，職務の配置の
工夫がなされていた。業務分担のあり方に見たように，看護職場のOJTは特に教育訓練を必要
とする看護師の育成課題に配慮して職務配置され，職務に当たるようにされていた。その配置
の前提になっているのがチームナーシング体制であり，日々の業務配置である。単に円滑に外
来業務がまわるように配置するだけでなく，個々の看護師の「陶冶」を意図した配置がなされ
なければならないし，そう配置されている。このことは看護師個人の成長にとどまらず，この
看護師集団による外来看護の発展を展望する布石になるからといえよう。けれども他方で，能
力育成が志向される職務配置がなされても応えられない／応えない看護職員がいることを最
後に指摘した。この事実が意味するところを考えねばならないだろう。つまり労働の内容に
たいする労働編成そのものの無理／矛盾を，管理者が意図してか，あるいはまったく意図せず
に，個別の看護師の能力で埋合わせようとする労務管理になっているのではないかということ
である。管理者の意図の有無とあわせて関連する看護師の処遇を考慮する必要があろう。こ
れについて後日別稿で考察したい。

注
1 一人の新人看護師（Preceptee）に一人の先輩看護師（Preceptor）が対応して，一定期間マンツーマンで教育指

導を行うシステム。
なお本稿では先行研究検索に際し国内データベース医中誌Web，およびCiniiを利用した。検索の際，研究

2

データの精緻さや論考の信頼性の担保として検索文献の種類を原著論文でフィルタリングし，検索語「看護」
「OJT」でヒットした54件（2012年4月4日時点）を精読した。
3

1981年，第二次臨時行政改革推進審議会（第二臨調）の第一次答申にて，医療費抑制が国家的基本路線に位置
づけられる。1983年に老人保健制法実施（高齢者医療費無料制度の廃止），翌1984年には健康保険法改正で本
人2割（当面1割，1997年より2割）の医療費が自己負担化されるなど，拡大の一途をたどる医療費に対する医
療保障政策を受け，この頃より病院管理者は明確に存続競争を意識しはじめたといえる。

4 看護行政の今日的展開として，新人看護師への職場教育におけるOJTへの関心の高まりが認められる。厚

生労働省医政局は，新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するため，これを迎えるすべての医療
機関等での，新人看護職員研修実施体制の整備を目指すガイドラインの中で，
「Off-JT（集合教育）→OJT，
OJT→Off-JTのスパイラル学習は効果があると言われていることから，Off-JTとOJTは研修目標に合わせて
組み合わせることが適当」とし，その教育体制の構築を推奨している（厚生労働省，2009）。このガイドライ
ンの根拠法は「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律」
（2009年7月改正）であ
り，2010年4月から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修が努力義務化に対応して作成されている。こ
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の推奨に対応じて，Off-JTとOJTとの連動に関する研究が積まれつつある（亀井ら前掲，2008：馬塲，2010：小
渡，2010）
。
5 厚生労働省による「2010年（平成22年）病院報告，上巻第36表（6月末現在）
」の結果から算出すると，全国一般

病床病院数7600施設のうち100-199床規模病院は計2343施設（30.8％）
［内訳100-149床1258施設（16.6％），150199床1085施設（14.3％）］を占める。50-99床2184施設（28.7％），200-500床未満計1655施設（21.8％），500床以
上計419施設（5.5％）という比率の中で，施設数の多数派規模となっている。
6 看護職員一人が受け持つ入院患者数で決まる「入院基本料」の区分のこと。診療報酬2006年改定（2年に1回）

で，一般病棟入院基本料の看護配置基準が平均して，入院患者7人に対し看護職員一人が実質配置され，かつ
看護職員中にしめる看護師の割合が7割以上で，平均在院日数19日以内の場合に最も高い報酬評価がなされ
るようになった。病院経営上，人件費増をもってしても増収が見込まれたため，7対1看護基準人数の確保に
奔走する病院が続出した。
7 末期がん患者を対象にした終末期医療専門の病棟。
8 Team

Nursing

複数のメンバーによる看護チームで複数の患者のケアに当たる看護方式の一つで，一種の

機能分散システムといえる。チームリーダーは業務を統括し，チームメンバーに業務が分配される。業務内
容によりメンバーを配分することもある。メンバー間で情報が交換され，ケアを含む業務を遂行する。固定
チームナーシングと呼ばれる方式では，一定期間看護チームのメンバーを固定し，患者毎に担当を決め，担
当看護師が不在の場合は看護チーム内の別のメンバーが代行する（和田ら，2010，1965頁）。
9 チームの責任者。看護においてはチームナーシングにおけるそのチームのリーダー，責任者。一定の経験年

数を有する看護師のメンバーが勤務帯毎に交替でリーダー役を務める事が多い。その勤務帯での患者の状
態や業務内容を把握し，メンバーに対してどのように業務を割り振るかを決める。また，病棟においては医
師との調整をする（金井pak雅子：和田ら編，2010，1965-6頁）。
10 「協調のセンター」とは，複数の人によって分散して配置されているさまざまな作業を協調させ，再編成す

るためのいくつかの道具が利用されることによって，その分散と強調を解消する場をさす，エスノメソドロ
ジーの概念（前田・水川・岡田，2007）
。
11 厚生労働省，
「平成17年医療施設調査（静態調査）」
（最終訪問2013年1月31日）

http：//www．
mhlw．
go．
jp/toukei/saikin/hw/iryosd/05/kekka1-3．html
12 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号） 第5条「この法律において「看護師」とは，厚生労働大臣の免

許を受けて，傷病者若しはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」
とある。ただし外来看護においては，後者役割ばかりが期待され，患者援助・指導ができていないことが指
摘されている（山村ら，1989）
13 ただし，看護助手は口頭による医療情報の伝達者として訓練されていないため，担当しうる職務は主にカル

テの運搬に限定される。それでも「付番」看護師自身は持ち場を離れずにすむため，結果的に患者にとって
は待ち時間が短縮されることとなり，受診から会計までの一連の過程の効率化に貢献している。
14 都留は，チームナーシングにおけるチームリーダーの役割のひとつに「チームの育成」を挙げている（都留，

1963，143頁）。
「 チーム員がそれぞれの職種に応じ，適切な看護が行えるよう，各チーム員の成長を促し，
持っている才能技術を十分に発揮しうるよう援助し，またその機会と場を与える。さらにチーム員の互助的
人間関係の場を創り出し，これを調整する」とある。
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An Analysis of a Hospital Outpatient Department：
The Allocation of Nursing Duties Including Training
Chikako TANIKAWA
Key Words
Outpatient Department Nursing，Labor process，Labor organization，Developing Competence，
On-the-Job-Training
Abstract
The purpose of this paper is to focus on job placement and training of nurses intended for
the hospital outpatient department．Also to discuss the organization and planning of the nursing
administration．There are three key methods to accomplish this objective．
1）Labor process and organization．
2）Streamlining nursing duties．
3）Allocation，training and evaluation．
Conclusion：
1）Each nurse must carry out 11 separate tasks on a single patient in 3～5 minutes，while the
doctor is with another patient．Multiplicity of duties are performed on up to five patients．
Unfortunately there is too much“office type”work which reduces time for professional
nursing．
2）I suggest an extra“migratory”nurse to be available at times when these rushed duties are
carried out．This additional support will reduce stress for the nurses as assistance can be
offered on many items of concern．
3）To carry out these duties management must create an independent mind for each nurse，
improve efficiency while carrying out tasks，but always focusing on professional nursing
standards．
4）Maintaining correct scheduling between OJT’s and doctors．For example each nurse should
be allocated to the same doctor for the period it takes to gain confidence in her job．
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