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本研修会の位置づけ

【研修会の対象】

・プレイングマネージャーとしてマネジメントに関わる必要がある方

・職場でスタッフの働きやすさを向上したいと考えるリハ関連職種

【研修会の目的】

・マネジメントに関する知見を知る

・実行可能な知見を見つけ、明日からの実践に繋げる

・自身のマネジメント能力を向上させる
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1.マネジメントとはなにか



マネージメントとは何か

他者を通じて物事を成し遂げる

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

マネジメントとは❝なんとかすること❞である

a他者を通じて何とかする



マネージメントの難しさ

何しろ、昨日までオーケストラでフルートを吹いて
いた人や手術室でメスを振るっていた人が、次の日
からは、昨日までの自分と同じことをしている人た
ちを管理する立場になるのだ。

全てががらりと変わる。

それなのに、誰も手を差し伸べてくれず、自分だけ
でなんとか切り抜けていかなくてはならない。途方
にくれるのも無理はない。 ヘンリー ミンツバーグ

グロービス経営大学院(2016).これからのマネージャーの教科書.東洋経済新報



マネージメントを学び始める時に

あなたは素敵な外国人講師に
恋をしました。食事に誘いたい
けれど、言葉が通じません。

あなたは何から勉強しますか？



マネージャーが担う役割

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

①対人関係の役割
１挨拶屋 ２ベクトル合わせ屋 ３連絡屋

②情報関係の役割
４分析屋 ５伝達屋 ６宣伝屋

③意思決定に関わる役割
７変革屋 ８障害やりくり屋 ９配分屋 10決定屋



マネージャーが担う対人関係の役割

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

１挨拶屋

組織を代表した挨拶、親睦を深める機会の創造

を作ったりする

２ベクトル合わせ屋

組織の中の人々の方向性を合わせる

３連絡屋

社内外の人の繋がりを円滑化



マネージャーが担う情報関係の役割

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

４分析屋

社内外の各種情報を収集して分析

５伝達屋

社内外の各種情報を自分の組織に伝達する

６宣伝屋

外部に対して、自分の職場の情報を流す



マネージャーが担う意思決定に関わる役割

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

７変革屋

リスクを取って社内を変革

８障害やりくり屋

組織内の葛藤や人間関係のトラブルを解決

９配分屋

職場メンバーにヒト・モノ・カネを分配

10決定屋

外部と交渉し、最終的な決定を下す



プレイングマネージャーが担いやすい役割

中原敦(2021).増補版駆け出しマネージャーの成長論.中公新書ラクレ

①対人関係の役割
１挨拶屋 ２ベクトル合わせ屋 ３連絡屋

②情報関係の役割
４分析屋 ５伝達屋 ６宣伝屋

③意思決定に関わる役割
７変革屋 ８障害やりくり屋 ９配分屋 10決定屋



2.対人関係の役割を果たす



２．コミュ力が高いとは

学生

・誰とでも仲良くなれる
・場を楽しませることが出来る

社会人

・コミュニケーションを
通じて物事を進める

安達裕哉(2017).仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか?.日本実業出版社



なぜ話を「聞く」ことが大切なのか

血液検査や画像診断などの検査が確立して
いなかった時代、病歴聴取は病気の診断や
マネジメントの主たる手段であった。
19世紀以前の医師と患者の対面様式は不明
な点が多いが、話を聞くことこそが、有能
な医師の証であったのだ。

Nicola Cooper,et al(2020).ABC of 臨床コミュニケーション.羊土社



人は話を聞いて欲しい生き物

どんなほめ言葉に惑わされない人間でも、
自分の話に心を奪われた聞き手には惑わされる

ジャック・ウッドフォード

商談に特に秘訣などというものはない・・・
ただ相手の話に耳を傾けることが大切だ。
どんなお世辞にも、これほどの効果はない

チャールズ・エリオット



話を聞き切るための準備

・話すための準備する

・相手の話に意識を集中する

・話の途中で口を挟まない



話すための準備する

傾聴のレベル

レベル１ 自分自身に焦点を当てる

レベル２ 相手の意識に焦点を当てる

レベル３ 自分の周りすべてに意識に焦点を当てる



相手の話に意識を集中する

また同じことを言っている
それはこういう事でしょ
これは単なる愚痴だな

聞き手の解釈

次に何を言おうかなんて考えて
聞かない自分を作っていませんか



話の途中で口を挟まない

話を聞き切ろうとする強い意志を持つ

黙って聴くための３つの指針
クライアントが話し始めたら、
①絶対に、口を挟まないで
②絶対に、質問しないで
③絶対に、助言しないで
話し終わるまで、ただ静かに聴く

髙橋和巳(2019).精神科医が教える聴く技術.筑摩書房



3.情報関係の役割を果たす



ロジカルシンキングとは

リクルートマネジメントソリューションズ 人材育成・教育・マネジメント用語集

自分の考えを論理的に人に伝えられる形にする

物事を結論と根拠に分け、その論理的なつな
がりを捉えながら物事を理解する思考法です。
日本語では「論理的思考法」と言います。



ロジカルシンキングの必要性

A：最近患者さんの歩行練習が上手くいかなくて
B：股関節の可動域測ったの
A：まだ測っていません
B：まずは股関節の角度測ってみたらいいんじゃない

先輩Bに後輩Aが対象者に提供するリハ内容について相談



問題解決の4ステップ

What Where Why How

What：何が問題なのか
Where：どこが問題なのか
W h y：なぜ問題になるのか
H o w：どうやって解決するのか



イシューとは何か

イシュー 今本当に答えを出すべき問題

1人の科学者の一生の研究時間なんてごく限られている。
研究テーマなんてごまんとある。ちょっと面白いなとい
う程度でテーマを選んでいたら、本当に大切なことをや
るひまがないうちに一生が終わってしまうんですよ。

安宅和人(2010).イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」.英治出版

利根川進



意味のある仕事とイシューの関係性

意味のある仕事
課題の質（イシュー）

解の質

安宅和人(2010).イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」.英治出版より図を一部改編

自分の置かれた局面でこの
問題に答えを出す必要性の
高さ

課題の質に対してどこまで
明確に答えを出せているか

課題の質（イシュー）

解
の
質



イシューと犬の道

意味のある仕事
犬の道

目指す道

一心不乱に仕事をして意味
のある仕事に到達しようと
する

課題の質を高めてから、
解の質を高める

解
の
質

安宅和人(2010).イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」.英治出版より図を一部改編

スタート

犬の道

課題の質（イシュー）



ロジックツリー

株式会社アンド.ビジネスフレームワーク図鑑.2018

ロジカルシンキングの手法

対象者の問題点

心身機能

筋力低下

可動域制限

活動

参加

物事を分解して考えていくことで、「全体」と
「部分」を網羅的に整理するフレームワーク



ロジックツリーを作る時のルール

①問題探索と解決案作成のツリーは別に作る

②もれなくダブりなくを意識して抽象度を揃える

③5段目までつくる

ロジカルシンキングの手法



①問題探索と課題解決のツリーは別に作る

問題点を考えている時に解決策を考えたり、
解決策を考えている時に問題点を考えたりする
ことで思考の難易度が上がってしまう

問題探索（なぜできたか/できなかったか）はWhy
課題解決(どうやって達成するか)はHOWで分析

ロジカルシンキングの手法

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング



②もれなくを意識

対象者の問題点

心身機能

筋力低下

可動域制限

活動

参加

個人因子

1段目 2段目 3段目

もれてる

ロジカルシンキングの手法

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング



対象者の問題点

心身機能

筋力低下

可動域制限

活動

参加

社会的不利

ダブってる

1段目 2段目 3段目

ロジカルシンキングの手法

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング

②ダブりなくを意識



対象者の問題点

身体機能

筋力低下

関節可動域制限

活動

バランス障害
抽象度が違う

1段目 2段目 3段目

ロジカルシンキングの手法

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング

②抽象度を揃える



③5段目までつくる

対象者の問題点

心身機能

筋力低下

可動域制限

活動

参加

1段目 2段目 3段目 4段目 5段目

5段目までの分析で具体的な問題点や解決策

ロジカルシンキングの手法

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング



右片麻痺で歩行に見守りが必要な患者
認知機能、コミュニケーションは良好

新人とのリハ中に転倒し、幸い外傷はなく病棟に戻り経過観察
と医師より指示あり

新人は「次から注意して介助する」と対応を書いてきた

あなたは上司、転倒事案の対策を考える必要あり

【演習】脳卒中患者の転倒事案の問題点を探る

ロジカルシンキングの活用



ロジカルシンキングの活用

転倒

人

物品

制度

環境

転倒

転倒前

転倒中

転倒後

エラーの要因で分ける 時系列で分ける



4.意思決定に関わる役割を果たす



上司は今どんな事を問題と考えているか

職場の課題の原因を何と捉えているか

問題点の前提を揃える

a

仕事

上司の期待
する仕事

上司の期待する仕事と自身が考える仕事のすり合わせが大切

あなたが考える
・したい仕事

あなたに何を期待しているか



旅行で理解する目標設定の必要性

旅行に行きたい どこに行くか決める

旅行の準備をする 飛行機に乗る



旅行で理解する目標設定の必要性

どこに行くか決める（目標）飛行機に乗る（手段）

正解が無い事ほどとりあえず実行してみてから、
どこまで行けるか考えるという思考になりやすい



S：Specific（特定、具体化）
M：Measurable（測定可能であること）
A：Achievable（達成可能であること）
R：Result Oriented（最終目標に関連した目標であること）
T：Time setting（期限が設定されているか）

立てた目標が適正か確認する方法



S：Specific（特定、具体化） 例：ゴールが歩行自立

立てた目標が適正か確認する方法

https://www.irasutoya.com/2016/06/blog-post_3.html

歩行補助具は何を使うか、時間帯は日中か24時間か

M：Measurable（測定可能であること） 例：速く歩ける

「速い」は人によって異なるため、10mを10秒で歩くなど数値化

A：Achievable（達成可能であること）：実現可能性

本人の想い、家族の想いを考慮しながら、受傷前の身体状況
や回復の傾向も踏まえ判断



R：Result Oriented（最終目標に関連した目標であること）
例：自宅での生活自立

立てた目標が適正か確認する方法

歯磨き、着替え、入浴など自宅に退院に向けた目標に
なっているか

T：Time setting（期限が設定されているか）
例：24時間病棟杖歩行自立

11月24日20時までになど、期限をつける



PDCAの復習

P l a n（計画）
ゴールを決め、課題を設定し解決案を考える

D o（実行）
解決案を一段具体化した T O D Oまで考え、実行する

C h e c k（検証）
ゴールや課題や K D Iを検証し、できなかった要因やできた要因を
絞り込む

A d j u s t（調整）→一般的には A c t i o n
検証結果を踏まえ調整案を考え、次のサイクルにつなぐ
（または中止する）

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング



論文の形式でPlanする

a

「実験をする前に論文を書いちゃえばいいんだよ」中略
「つまり、教授が言っていたのは予測が外れてもかまわない
から筋道を立てて考えろってことだったんだよね。明確な仮
説が無い状態でいきなり実験をはじめてしまうと、何をどこ
まで検証すればいいのか、ゴールが見えにくくなってしまう。
だからまずしっかり仮説を立て、それが合っているか、間
違っているかに的を絞って実験する。」

永井孝尚(2012).100円のコーラを1000円で売る方法.中経出版

検証するために論文の形式で自身の計画を作成



論文の形式でPlanする

リハオンデマンド2022.11(24)：20-21

〇〇病院育成制度改善計画

方法：実際の運用方法

背景：その施策を行う意義

社内コミュニケーションや
ロジカルシンキングなどで
得られた課題

終了と中間の評価時期
運用評価の方法、判断基準
＊5W1Hで記載

結果：望ましい結果

設定した目標

考察：なぜ上手くいったのか

自身の仮説
＊3点検討



計画をDoする：説明するべき事項

時間が無いからやって欲しい事だけ伝える

納得感はなく、やる気も出ない

納得感を得るためのポイント

目的経緯



計画をDoする：説明するべき事項

目的＝組織・個人のメリットは何か

成分 効能

どんな取り組みを行うか 働き方がどう変わるのか
竹村俊介(2020).書くのがしんどい.PHP研究所



会議で決定事項を伝える 間違った情報が伝わる スタッフのやる気が無くなる

①説明が理解できなかった時の確認先を事前に決めておく
②説明会に参加できなかったスタッフへの伝達方法を事前に決めておく
③運用するうえで主要な役割を果たすスタッフには事前に説明をしておく

計画をDoする：伝える前の準備



あるあるDoできない要因

・何をしたら良いのかが分からない

・モチベーションが沸かない

仕事の意義が分からない、仕事の難易度が高すぎる

何か止めないと新しいことをはじめる時間は無い

・時間が無い

繰り返し伝える、確認できる機会を複数確保



計画のCとAを行う

Check

Planで立てた中間の評価時期、終了時に運用計画通りに進
んでいるか確認

Adjust

Checkでプラン通りに進んでいる場合には継続
プラン通りでない場合には、上司に相談し仮説を検証と
Doの「追加・変更」か計画の「中止」を選択する

冨田和成(2016).鬼速PDCA.クロスメディア・パブリッシング



PDCAを回し続ける

1週間や半月など短いスパンでPDCAを回し続ける

P

DA

C

永井孝尚(2012).100円のコーラを1000円で売る方法.中経出版

P

D

A

C
P

D

A

C
P



①対人関係の役割
組織の人々の方向性を合わせ、社内外の人の繋がりを円滑化
→話を聞く準備をして最後まで聞き切る

②情報関係の役割
社内外の情報を収集分析、自分の組織に伝える
→何が問題なのか見極めて解決に取り組む

③意思決定に関わる役割
組織内の葛藤や人間関係のトラブルを解決
→目標を定め人を動かすDに注意しながらPDCAを回していく

まとめ



参考書籍



関連情報のお知らせ

2023年1月11日（水）20時～
Zoomミーティング
顔出し不問、出来れば顔出し
聞き専ok

①基本は事前に決められた
範囲を読み参加。要約を
運営側が準備

②それぞれが気になった
部分を共有し意見交換

読書会の紹介

毎月第3水曜日21時～
Zoomミーティング
顔出し、マイクON
①テーマに合った情報
提供とディスカッション

②悩み相談会

マネージャーが
相談し合える場の提供

マネジャーズカンファレンスのお知らせ


