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要旨（和文）
緒言
看護の人材育成においては、臨床現場での直接的な指導が重要である。Benner(2005)は、
看護師は臨床現場での実践を重ねて成長することを見出し、一人前になったからといって
指導や見守りが不要になるわけではなく、どの段階にあっても適切な支援が必要である
ことを強調している。スタッフの人材育成には、高い臨床実践能力を備えたベテランの存在
が不可欠である(Connelly, Yoder, & Miner-Williams, 2003; Douglas, 2011)。主任看護師は、日々
の実践を通して患者ケアに関して十分な知識・技術、経験をもつことから、スタッフにとっ
て優れたロールモデルとなり、スタッフをサポートしたり、学習機会を提供したりすること
ができる(Spencer, Al-sadoon, Hemmings, Jacson, & Mulligan, 2014)。スタッフの能力や課題を
適切に評価し、不安や悩みに気づく機会も多い(Kiriyama, Sunagawa, Okudaira, & Hirayasu,
2002; Sambrook, 2007; Teraoka, 2011)。これらのことから、主任看護師は臨床現場での継続的
な教育と評価において重要な役割を果たし、スタッフの育成に大きな影響を与えると考え
られる。
看護管理に関する先行研究の殆どは看護師長を対象としたものであり、中間管理職で
ある主任看護師を対象とした研究報告は、管理役割に着目したいくつかの研究を除いて
ごくわずかである。これらの研究ではイギリスでの Senior Nurse の役割(Sambrook, 2007)、
インドネシアの First Line Nurse の管理能力尺度(Gunawan, Aungsuroch, & McDaniel, 2019)、
主任看護師の役割意識やストレス(Kiriyama, et.al, 2002; Teraoka, 2011; Luan, Wang, Hou, Chen,
& Lou, 2017)などが報告されている。しかし、これらの先行研究からは、スタッフを育てる
ために主任看護師が行うべき具体的な行動は明らかになっていない。また、看護師長の看護
管理に焦点を当てた研究は、主任看護師の人材育成を考えるうえで一部参考にできるが、
人材育成に特化したものではなく、主任看護師が日常業務を通して行っている人材育成
行動を評価できるような尺度は見当たらない。
臨床現場での効果的な人材育成を促進するためには、看護実践とスタッフ育成に携わる
主任看護師の人材育成行動を明らかにすることが必要である。本研究では、中間看護管理者
のうちの主任看護師に着目し、スタッフを育てるうえで効果的な行動を評価するための
自己点検ツールの開発を目的とする。

方法
本研究は 2 段階で構成される。第 1 段階では、文献検討と主任看護師を対象とした
フォーカスグループインタビュー (以下、FGI とする)をもとに、主任看護師の人材育成行動
を抽出し、自己点検ツールの項目案を作成した。この項目案の内容妥当性を確認するために
2 回の Content Validity Index Check（以下、CVI チェックとする）を実施し、項目の精選と
見直しを行って自己点検ツール原案を作成した。第 2 段階では、第 1 段階で作成した項目
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案について、看護師の人材育成についての有識者（以下、専門家パネルとする）を対象と
したデルファイ調査と、主任看護師を対象としたアンケート調査を実施し、自己点検ツール
に含む項目についてのコンセンサスを確認した。
本研究は名古屋大学大学院医学系研究科生命倫理委員会にて承認を受け実施した（承認
番号 16-146、17-169）
。

結果

FGI データの分析結果から、328 のコードが抽出された。コードを意味内容の類似性
に基づいて集約し、49 のサブカテゴリに分類した。サブカテゴリの内容と行動レベル
に基づき、類似・共通する内容をまとめて 7 つのカテゴリに分類した。各サブカテゴリ
に含まれるコードをもとに作成された 86 項目に、文献検討の結果を基に作成した 2 項
目を加え、88 の項目案を作成した。研究者間で討議を重ね、自己点検ツールを使用する
対象が回答しやすい項目数を考慮し、37 項目に絞り込んだ。2 回の CVI チェックを
経て、項目の追加・精選を行い、7 カテゴリ 53 項目の自己点検ツール原案とした。
デルファイ調査の第 1 ラウンドには 284 名が参加し、8 項目が同意率 90％未満であった。
一部の項目の表現を修正し、他の自由意見は注釈として説明を加えて第 2 ラウンドで提示
した。第 2 ラウンドには 205 名が参加し、6 項目が同意率 90％未満であった。項目の重複を
指摘する意見があり、項目間での相関が高かったため、同意率の低い 6 項目、他に統合され
る 1 項目、相関係数の高かった 6 項目の計 13 項目を除外することにした。第 3 ラウンドに
は 198 名が参加した。「スタッフの声に耳を傾ける姿勢を示す」「スタッフができていると
ころを認め、言葉にしてほめる」
「看護のやりがいや楽しさをスタッフに伝える」
「スタッフ
が自分で気づくことができるように新たな視点を与える」などの 40 項目を自己点検ツール
として採択することを提案し、40 項目全てについて 90％以上の同意率が示された。また、
主任看護師へのアンケート調査では、これらの 40 項目全てについて 82.6～98.4％の受け
入れ率が示された。

考察
デルファイ調査での各ラウンドの回収率は、第 1 ラウンド 50.6%、第 2 ラウンド 79.5%、
第 3 ラウンド 76.7％と、デルファイ法を用いた先行研究と比較すると高い値であったこと
から、本調査の信頼性は高いと言える。今回は病院だけでなく、大学や看護協会といった
病院以外の組織に所属する看護職も専門家パネルとして設定し、3 ラウンドともにこれまで
の先行研究では例を見ないほど多くの専門家パネルが参加したことから、コンセンサスの
妥当性は十分に証明できたと考える。
FGI を基に作成された項目案には、先行研究でみられた看護師長の管理行動と共通する
ものと、看護師長とは異なる主任看護師独自のものがあった。主任看護師は仕事の方法や
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コツを直接的に教えることだけではなく、スタッフ自身に考えさせる、学習の機会や材料を
与えるといった、スタッフが自ら学ぶための情報提供を重視していた。また、スタッフと
看護師長をつなぐ仲介者としての行動や、スタッフが働きやすい職場環境づくりなども、
スタッフの育成につながる行動ととらえていた。デルファイ調査と主任看護師のアンケー
ト調査では、これらの行動を示す項目が支持され、主任看護師の人材育成行動としての
コンセンサスが得られた。本研究によって看護師長と主任看護師の人材育成における役割
を区別し、主任看護師独自の行動を特定することができたと考える。

結論
本研究では、文献検討と FGI をもとに主任看護師の人材育成行動の自己点検ツール
53 項目を作成した。3 ラウンドのデルファイ調査の結果、40 項目について専門家パネルの
コンセンサスが得られた。また、主任看護師のアンケートでは、これら 40 項目について
82.6～99.2％と高い受け入れ率が示され、本ツールを使用する当事者にとっても十分に受け
入れられるものであることを確認することができた。このプロセスを経て、ある程度の信頼
性と十分な妥当性を有した 40 項目を精選することができた。

Abstract
Introductions：Providing direct guidance in clinical settings has the most significant

influence on nurses’ professional growth. A chief nurse performs direct patient care with
the staff and assists the nurse managers. In this sense, they can be excellent role models
for the staff.
Aim：This study aims to identify effective behaviors of chief nurses and create a self-

assessment tool to evaluate them. Thus, we examined chief nurses’ behaviors that help
promote staff development.
Methods ： There are two phases in this study. In Phase 1, the chief nurses’ staff

development behaviors were extracted based on the focus group interview (FGI) with the
chief nurse and the literature review; subsequently, the items of the self-assessment tool
were created. Two Content Validity Index Checks (CVI-check) were carried out to confirm
the content validity of these items, and the self-assessment tool draft was prepared by
selecting and reviewing the items. In Phase 2, a Delphi survey of experts in nursing staff
development and a questionnaire survey administered to chief nurses were conducted on
the first stage's draft items to achieve consensus on the items included in the self3

assessment tool. This study was approved and conducted by the Nagoya University
Graduate School of Medicine Bioethics Committee (Approval number 16-146, 17-169).
Results：The 328 codes extracted from the FGI data analysis were classified into 49

subcategories, which were further classified into seven categories. In addition to the 86
items based on the code, two items based on the literature review results were added to
create 88 item proposals in total. We reduced the number of items to 37, so that they can
be quickly answered by the chief nurse. After two CVI checks, items were carefully
selected and added, and drafts of the self-assessment tool, comprising 53 items in seven
categories, was created. In the three rounds of the Delphi survey results, 40 out of 53
items had an agreement rate of over 90%. In the chief nurse survey, these 40 items had
an acceptance rate of 82.6–99.2%. Consequently, we clarified the 40-item self-assessment
tool of staff development behaviors for chief nurses with adequate validity.
Discussion and Conclusion：The first-, second-, and third-round response rates in the

Delphi survey were 50.6%, 79.5%, and 76.7%, respectively—higher than those in
previous studies using the Delphi method—indicating high reliability of this survey. The
diversity of the panel and the high participation rates for all three rounds seem to have
adequately demonstrated the consensus validity. The items prepared based on the FGI
included ones similar to the chief nurses’ management behavior in a previous study.
Moreover, it included items unique to the chief nurse that were different from the nurse
manager. The chief nurse focused not only on the direct teaching of work methods and
tips but also on providing information to help staff learn independently, encouraging them
to actively deliberate and providing learning opportunities and materials. In addition,
acting as a mediator between the staff and the head nurse and creating a work environment
that makes it easier for the staff to work were also seen as actions that lead to staff
development. In the Delphi and the questionnaire surveys for the chief nurses, items
concerning these behaviors were indicated; moreover, consensus was obtained regarding
the talent training behavior of chief nurses. Consequently, our study distinguished the
roles of the chief nurse and nurse managers in staff development and identified the
behaviors of chief nurses. This self-assessment tool would help them promote staff
development while working in clinical settings, and enhance the quality of nursing.
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Ⅰ. 緒言
看護の人材育成においては、臨床現場での看護業務を通しての直接的な指導が重要で
ある。Benner(2005)は、看護師は臨床現場での実践を重ねて成長することを見出し、一人前
になったからといって指導や見守りが不要になるわけではなく、どの段階にあっても適切
な支援が必要であることを強調している。しかしながら、臨床現場では新人教育に大きな
ウェイトが置かれがちであり、中堅看護師を育てる立場にある中間看護管理者に対する
支援体制が十分でないことが指摘されている。
中間看護管理者のなかでも主任看護師は、スタッフ看護師とともに日常業務にかかわる
ことから、スタッフの能力や課題を適切に評価し、不安や悩みに気づく機会も多いと言える。
主任看護師は質の高い看護実践と同時に、スタッフ育成や学生指導、看護師長のサポート
など多くの役割を担っているが、このような多重役割を抱え、実践業務と管理業務の両立に
困難を感じていることが報告されている(Yamane, Inoue, Kurata, Okgawa, Oka, 2013)。この
ような主任看護師の支援につながるツールを開発することは、看護の人材育成の促進に
貢献すると考える。本研究では中間看護管理者のうちの「主任看護師」に着目し、主任看護
師がふだん行っている人材育成行動を評価するための自己点検ツールを開発し、効果的な
人材育成に役立てたいと考える。

Ⅱ．背景
1．中間看護管理者の役割
看護の質の向上においては、ケアの開発や管理だけでなく、スタッフをどう育てるかが
重要な課題となっている(Fenton & Phillips, 2013; Spencer, et.al., 2014)。Benner(2005)の臨床
実践モデルに示されるように、看護師の成長には臨床現場での実践を通しての直接的な
指導が大きく影響する。多くの研究者らが、最も効果的に看護師を成長させる方法は看護
実践を通しての学習であるとし、臨床現場での指導や学習機会の提供は中間看護管理者の
重要な役割であると述べている(Sambrook, 2007；Lammintakanen, Kivinen, & Kinnunen, 2008)。
一般的に、上位の管理職になるにつれデスクワークや会議などの管理業務に費やす時間
が増すことが知られている。看護師長などの中間看護管理者についても同様に、管理業務の
時間が増えるとともに臨床実践から遠ざかる傾向にあり、スタッフ指導にかかわる機会が
減少することが指摘されている(Fenton & Phillips, 2013; Rankin, McGuire, Matthews, Russell,

& Ray, 2016)。この問題に対処するため、多くの国々ではスタッフ数が多い部署に看護師長
の役割を補佐する役職が置かれている。この役職には、主任看護師(日本)、Senior Nurse
(イギリス)、Associate Charge Nurse(ニュージーランド)、Associate Nurse Unit Manager、(オー
ストラリア) 、First-Line Nurse Managers (インドネシア)など、国によって様々な名称が なさ
れている。ニュージーランドやオーストラリアの職務記述書 job description によると、これ
らの役職にある看護師の役割は、臨床実践、スタッフの指導・育成、ミドルマネージャーの
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サポートなどと示されている(Counties Manukau District Health Board, 2014)。本稿では、臨床
実践とスタッフ指導を行い、かつ、看護師長をサポートする立場にある役職を「主任看護師」
とする。
スタッフの人材育成には、高い臨床実践能力を備えたベテランの存在が不可欠である
(Connelly, et.al., 2003; Douglas, 2011)。主任看護師は、日々の実践を通して患者ケアに関して
十分な知識・技術、経験をもつことから、スタッフにとって優れた指導者かつ臨床実践者と
してのロールモデルとなりうる。また、主任看護師はスタッフとともに看護実践を行うこと
から、スタッフが困っている時にサポートしたり、日常業務の中でスタッフの成長につなが
る学習機会を提供したりすることができる(Spencer, et.al., 2014)。また、主任看護師は、スタ
ッフとともに日常業務にかかわることから、スタッフの能力や課題を適切に評価し、不安や
悩みに気づく機会も多い(Kiriyama, et.al., 2002; Sambrook, 2007; Teraoka, 2011)。これらのこと
から、主任看護師は臨床現場での継続的な教育と評価において重要な役割を果たし、スタッ
フの育成に大きな影響を与えると考えられる。

2．主任看護師に関する先行研究
看護管理に関する先行研究の殆どは看護師長を対象としたものであり、主任看護師を
対象とした研究報告はごくわずかである。このうち、主任看護師の管理役割に着目した研究
がいくつか報告されている。Sambrook (2007) はイギリスでの Senior Nurse の役割に焦点を
当て、主任のスタッフ開発の役割を、学習機会の提供、トレーニングの促進、ロールモデリ
ングとして説明している。Gunawan, Aungsuroch, McDaniel (2019) が開発したインドネシア
の First Line Nurse の管理能力尺度には、ロールモデルになること、コーチングやスタッフ
へのメンタリングを行うことなど、スタッフの育成に関する項目がいくつか含まれている。
また、主任看護師の役割意識とストレスに関する研究では、管理業務、患者ケア、スタッフ
育成などの多重役割から、主任看護師は看護師長よりも高いストレスを感じていることが
報告されている (Kiriyama, et.al, 2002; Teraoka, 2011; Luan, Wang, Hou, Chen, & Lou,2017)。
しかし、これらの先行研究からは、スタッフを育てるために主任看護師が行うべき具体的な
行動は明らかになっていない。

3．看護管理に関する先行研究
看護師長の看護管理に焦点を当てた研究や、看護教育に関する先行研究から得られた
様々な知見は、主任看護師の人材育成に部分的に参考にできる。例えば、Gesme, Towel, &

Wiseman (2010)は、看護管理の要素の一つとして人材育成を挙げており、人材育成に必要な
能力を、専門的な知識とスキル、リーダーシップ、役割モデリング、学習機会の提供、スタ
ッフの支援としている。Moghaddam, Jame, Rafiei, Sarem, Ghamchilli, & Shafii (2019) も同様
に、人材育成は看護管理の一部であるとし、このうちの人材育成に関する管理能力として
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プロフェッショナリズム、業績評価、フィードバックを挙げている。この他、看護師長の
管理能力を評価するための尺度が開発されており、これらには人材育成に関する項目が
一部含まれている(Witt & Almeida, 2008 ; Motomura, Kawaguchi, 2013 ; Hagimoto, Kasamatsu,
Aizawa, Yanai, 2014 ; Kantanen, Kaunonen, Helminen, & Suominen, 2017)。しかし、これらの
尺度はいずれも看護師長の看護管理行動や管理能力全般を評価するためのものであり、
人材育成に特化したものではなく、主任看護師が日常業務を通して行っている人材育成
行動を評価できるような尺度は見当たらない。

Ⅲ．研究の意義
臨床現場での効果的な人材育成を促進するためには、看護実践とスタッフ育成に携わる
主任看護師の人材育成行動を明らかにすることが必要である。主任看護師の役割や業務に
即した人材育成行動の自己点検ツールを用いてスタッフとのかかわりを振り返り、できて
いる行動を確認し、不足している行動を補うことで、より効果的な人材育成行動の促進に
貢献する可能性がある。また、他者評価ではなく自己評価式とすることで、簡便・手軽に
日常的な振り返りが可能となり、より実用性の高いツールになるものと考える。

Ⅳ．研究の目的
中間看護管理者のうち、臨床現場での実践を通してスタッフを直接的に指導する主任
看護師に着目し、スタッフを育てるうえで効果的な行動を評価するための自己点検ツール
の開発を目的とする。

Ⅴ．方法
本研究は 2 段階で構成される。研究の流れを図 1 に示す。第 1 段階では、文献検討と主任
看護師を対象としたフォーカスグループインタビュー (以下、FGI とする)をもとに主任
看護師の人材育成行動を抽出し、自己点検ツールの項目案を作成した。この項目案の内容
妥当性を確認するために 2 回の Content Validity Index Check（以下、CVI チェックとする）
を実施し、項目の精選と見直しを行って自己点検ツール原案を作成した。FGI は 2017 年
8 月～9 月に、CVI チェックは 2018 年 2 月～3 月に実施された。
第 2 段階では、第 1 段階で作成した項目案について、看護師の人材育成についての有識
者（以下、専門家パネルとする）を対象としたデルファイ調査と、主任看護師を対象とした
アンケート調査を実施した。2 つの調査は 2018 年 6 月～2019 年 2 月に実施された。

1．第 1 段階：自己点検ツール原案の項目作成
1) フォーカスグループインタビュー
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主任看護師の人材育成に関する先行研究が乏しく、本研究に適用できる理論的枠組みが
見あたらなかったため、具体的な人材育成行動を抽出するためのインタビューを実施した。
インタビューには、グループダイナミクスを利用して効率的な方法で豊かな情報を入手
することができるとされる FGI の手法を用いた。FGI の設計・実施およびデータ分析は、
COREQ チェックリスト(Tong, Sainsbury, & Craig, 2007)に準拠して実施した。
(1) 対象の選定

目的別・便宜的サンプリングとし、A 県内の病院に勤務する主任経験 1 年以上の
看護師を対象とした。設置主体により主任看護師の業務内容や教育体制に差異がある
可能性が考えられたため、対象が所属する病院は、公立病院、大学病院、私立病院の
うちからそれぞれ 1 病院を選定した。
(2) データ収集方法
看護部長を通じて調査協力を依頼し、事前に参加の同意が得られた主任看護師を対象
に FGI を実施した。FGI で望ましいとされる 1 グループの人数が 6～8 人(Polit & Beck,
2010)となるように看護部長に対象の人数を調整してもらった。
対象の参加しやすさ、意見交換のしやすさを考慮し、対象が所属する病院ごとにグルー
プを編成し、主任看護師が一度に集まる機会を利用して、3 病院の計 3 グループに 1 回
ずつ FGI を実施した。以下の 3 つの質問項目を設定した半構造的面接とした。
①主任になってから人材育成のために実際にしている行動
②スタッフナースとして働いていた時に主任から受けた支援・指導で自己の成長に
つながったと感じた経験
③スタッフナースの育成の上で大切にしていること、重視していること
FGI は参加者の許可を得て IC レコーダーに録音し、録音された対象者の発言のすべて
を逐語録データとした。
(3) データ分析と項目案作成
Flick によって紹介されている Mayring の手法(Flick, 2009)を参考に、著者を含む 3 名の
研究者で質的内容分析を行った。逐語録から 3 つの質問に対する回答を要約し、必要に
応じて補足し、コードを抽出した。コードの抽出に先立ち、研究者 2 名が逐語録から抽出
したコードを並べて比較し、一致したコードが全体の 8 割程度になるまでコード抽出
作業を繰り返した。
次に、
各コードの意味内容の類似性・共通性に基づいて整理した上で、
サブカテゴリを作成した。さらに、サブカテゴリに含まれるコードの内容を吟味し、類似・
共通する行動をまとめてカテゴリを作成した。サブカテゴリ化、カテゴリ化の段階では
研究者 3 名で合意が得られるまで討議を重ね、慎重に作業を進めた。各サブカテゴリに
含まれるコードをもとに、サブカテゴリを代表するような項目案を作成した。

(4) 倫理的配慮
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参加者が所属する病院の看護部長に、研究の趣旨を文書および口頭で説明し、研究実施
の承諾を得た。参加者には、看護部長を通じて事前に研究の目的、内容、倫理的配慮を
記した研究依頼書と同意書を配布してもらい、FGI 開始前にあらためて研究者が文書およ
び口頭で研究の趣旨を説明した。FGI 実施当日の同意書の提出をもって、研究参加の同意
を確認した。FGI への参加は自由意思であり途中で参加をやめてもよいこと、参加をやめ
ても不利益は生じないことを説明した。
また、FGI 実施時はお互いを氏名でなく記号で呼び合うようにし、匿名性が確保できる
ようにした。インタビューデータは IC レコーダーを用いて録音し、逐語録とすることを
伝え同意を得た。
本研究は名古屋大学生命倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 16-146）
。
2) 項目案の内容妥当性の検討と見直し
Lynn の内容妥当性の定量化の方法(Polit, & Beck, 2010)を用いて、臨床経験と看護研究の
経験をもつ看護職を評価者として Content Validity Index Check（以下、CVI チェックとする）
を実施した。作成された項目にコードの内容が反映されているか、カテゴリ内のコードを
代表する項目が偏りなく選ばれているかを「4：妥当である」「3：ほぼ妥当である」「2：
やや妥当性に欠ける」
「1：妥当でない」の 4 段階で尋ね、4 と 3 の合計比率を項目内容妥当
性指標（I-CVI：Item Content Validity Index ）として算出した。また、自己点検ツール全体の
内容の妥当性についても同じく 4 段階で尋ね、4 と 3 の合計比率を尺度内容妥当性指標
（S-CVI : Scale- Content Validity Index ）として算出した。先行研究の基準を参考に、I-CVI
は 0.78 以上、S-CVI は 0.90 以上を妥当性の基準とした(Matsubara,et.al.,2016)。

2. 第 2 段階：自己点検ツールの項目の精選と実用可能性の確認
1) デルファイ調査
Keeney(2001)らのデルファイ法およびデルファイ調査ガイドラインに示されたチェック
リスト( Hasson, Keeney, & McKenna, 2000；Keeney, Hasson, & McKenna, 2001)を参考にした。
第 1・2 ラウンドと第 3 ラウンドの問いを一部変更した Modified Delphi Survey とした。
(1)専門家パネルの設定
日本国内の看護師の人材育成に関する知識・経験を持つ者を専門家パネルとして設定
し、以下の条件に該当する看護職を対象とした目的層別サンプリングとした。
① 人材育成システムが整備されていると考えられる日本医療機能評価機構認定病院
に勤務する看護部長・教育担当師長・各部署の師長
② 全国の都道府県看護協会の教育担当理事・部長・研修企画担当者
③ 全国の都道府県看護協会等の看護管理者研修にて管理・人材育成を担当する研修
講師
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④ 全国の看護系大学・研究機関に所属する看護管理・人材育成を専門とする研究者
(2) データ収集方法
前述の専門家パネルを 200 名程度確保することを目標とした。日本医療機能評価機構
認定病院、都道府県看護協会、看護系大学それぞれの約半数をランダムサンプリングにて
抽出した。第 1 ラウンドの依頼にあたって、①は 293 病院の看護部長宛に、②③は 25 看
護協会の協会長宛に、依頼文・研究説明書のサンプルを送付した。調査に承諾が得られた
53 病院と 7 看護協会に、対象となる専門家パネルの人数分の依頼文・研究説明書・同意
書・第 1 ラウンド調査用紙を送付した。④は、ランダムサンプリングによって選出された
100 の看護系大学・研究機関に所属し、看護管理を専門とする研究者宛に、依頼文・研究
説明書・同意書・第 1 ラウンド調査用紙を送付した。第 1 ラウンドの調査用紙とともに
同意書の返送があった 258 名に、第 2・第 3 ラウンドの調査を依頼した。
(3) 調査内容
調査内容は、年齢や臨床経験などの基本属性と、自己点検ツール原案の各項目について
の同意の程度を尋ねる項目とした。
第 1 ラウンドでは、全項目について、主任看護師が行う人材育成のための行動として
どの程度重要と考えるかを尋ねた。「5：とても重要である」「4：ある程度重要である」
「3：どちらともいえない」「2：あまり重要でない」「1：全く重要でない」の 5 段階で
評価してもらい、自由意見と重要性が低いと考える場合にはその理由を記載するように
求めた。 第 2 ラウンドでは、第 1 ラウンドの回答集計結果を示し、第 1 ラウンド同様に、
自由意見と重要性が低いと考える場合にはその理由を記載するよう求めた。
第 3 ラウンドでは、第１・2 ラウンドの集計結果と、後述する主任看護師のアンケート
集計結果を提示し、最終的な自己点検ツールの項目を提案した。これについて同意できる
かどうかを「4：完全に同意できる」
「3：ある程度同意できる」
「2：あまり同意できない」
「１：全く同意できない」の 4 段階で尋ね、自由意見と同意できない場合にはその理由を
記載するように求めた。
(4) データ分析
第 1・2 ラウンドでは、回答のうちの 5 と 4 の合計割合を同意率として算出した。第 3
ラウンドでは、回答のうちの 4 と 3 の合計割合を同意率として算出した。
デルファイ調査に関する先行研究を参照に最も慎重で厳密な基準を設けることにし、
本研究では各ラウンドの同意率 90％以上をコンセンサスレベルとして設定した(Wiener,

Chacko, Brown, Cron, & Cohen, 2009 ; Chang, Gardner, Duffield, & Ramis, 2010)。また、
各項目の回答の相関を求め、集約した自由意見とあわせて、項目表現の見直しと精選の
際の参考にした。

2) 主任看護師へのアンケート調査
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デルファイ調査で専門家パネルのコンセンサスが得られた各項目について、自らが行う
人材育成行動として受け入れられるかどうかを確認するため、主任看護師に書面でのアン
ケートを実施した。
(1) 対象とデータ収集方法
全国の病院に勤務する主任経験 1 年以上で、かつ、現在主任職にある看護師を対象とし
た。書面によるアンケート調査を実施した。全国の日本医療機能評価機構認定病院のうち、
看護部長の承諾が得られた 9 病院に所属する対象に、看護部長を通じて依頼文・アンケー
トを郵送した。
(2) 調査内容
年齢や臨床経験などの基本属性と、各項目についての受け入れを尋ねた。なお、アンケ
ートには、専門家パネルの第 2 ラウンド回答結果を示した。主任看護師には、デルファイ
調査にて専門家パネルが 90％以上の同意率を示した項目について、自らが実際に行う
人材育成行動として受け入れられるかどうかを「5：完全に受け入れられる」「4：概ね
受け入れられる」
「3：どちらともいえない」
「2：あまり受け入れられない」
「1：全く受け
入れられない」の 5 段階で尋ねた。各項目に対する自由意見と、受け入れられないと
考える場合にはその理由を記載するように求めた。
(3) 受け入れ率
回答のうちの 5 の 4 の合計割合を受け入れ率として算出し、自己点検ツールの項目案
をどの程度受け入れられるかを確認した。

3) 倫理的配慮
デルファイ調査、主任看護師へのアンケート調査ともに、研究概要および倫理的配慮について
文書を用いて説明した。回答は無記名とし、得られたデータは数値化して個人の特定につながら
ないように配慮した。
デルファイ調査では、3 ラウンドの反復調査を実施することから送付先のデータを保管することに
なるため、データの扱いに関して書面による説明を行い、第 1 ラウンドの回答とともに同意書を
得た。主任看護師へのアンケート調査では、アンケート用紙の返送をもって同意が得られたものと
した。
デルファイ調査、主任看護師へのアンケート調査は、名古屋大学大学院医学系研究科生命
倫理審査委員会の承認を得た上で実施した（承認番号 17-169）。

Ⅵ．結果
1．フォーカスグループインタビュー
1) 参加者の属性
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病院ごとの参加者の内訳は、A 公立病院が女性 7 名、B 大学病院が女性 2 名、C 私立病院
が女性 4 名と男性 1 名であった。1 グループの FGI 実施時間は 60～90 分であった。
参加者は女性 13 名、男性 1 名の計 14 名であり、臨床経験年数の平均が 21.2±5.3 年、
主任経験年数の平均が 3.6±2.1 年であった。研修の受講状況は、管理者講習（ファースト
レベル）受講者が 2 名、実地指導研修受講者が 8 名、臨地実習指導者研修受講者が 7 名で
あった。14 名のうち、実地指導の経験を有する者は 12 名、実地指導経験年数の平均は
13.6±6.4 年であった。臨地実習指導の経験を有する者は 8 名、臨地実習指導経験年数の平均
は 15.6±6.0 年であった。参加者の属性を表 1 に示す。

2) FGI データの分析
まず、Ⅴ．方法 1-1)-(2)で示した質問①②③に対する回答を含む部分をコードとして抽出
した。なお、逐語録データには①②③に対する回答のほかに、対象が考える「主任の要件」
が数多く含まれていたため、新たに④「主任の要件」として分析の枠組みに追加した。この
①～④の枠組みに沿ってデータを要約化・説明化・構造化し、328 のコードを抽出した。
コードを意味内容の類似性に基づいて集約し、49 のサブカテゴリに分類した。サブカテ
ゴリの内容と行動レベルに基づき、類似・共通する内容をまとめて 7 つのカテゴリに分類
した。【Ⅰ．スタッフが相談しやすい雰囲気作り】は、［スタッフや患者に挨拶をする］
［話しやすい雰囲気を作る］など 10 のサブカテゴリから構成された。【Ⅱ．スタッフの
個性やレディネスの把握と承認】は、［スタッフを知る］［スタッフの考えを尊重する］
など 4 つのサブカテゴリから構成された。【Ⅲ．自分の考えや経験の伝達】は、［自分の
思いや考えをスタッフに伝える］［自分の経験を伝える］などの 3 つのサブカテゴリから
構成された。【Ⅳ．仕事を通してのスタッフ指導】は、［一緒にやってみる］［スタッフの
理解度を確認する］など 17 のサブカテゴリから構成された。【Ⅴ．ロールモデルとしての
実践】は、［自分の実践を見せる］［ロールモデルとなるように心がける］の 2 つのサブ
カテゴリから構成された。【Ⅵ．管理者としての視点に立った行動】は、［管理的視点を持
つ］［組織の方針を意識する］などの 4 つのサブカテゴリから構成された。【Ⅶ．スタッフ
が育つ環境

作り】は、［スタッフを非難しない］［スタッフが働きやすいように物品を

管理する］など 8 つのサブカテゴリから構成された。データの概要を表 2 に示す。

3) 項目案の作成
上記 2)で得られた各サブカテゴリに含まれるコードをもとに、86 の項目案を作成した。
文献検討の結果から、スタッフの育成についての計画を立案すること、スタッフ育成のため
の知識・技術を管理者自身が学ぶことなどがあげられたが、FGI のデータをもとに作成され
た項目には、これらに該当するものが含まれていなかったため、新たにこの 2 つに関する
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項目を追加した。このように作成された 88 項目について研究者間で討議を重ね、自己点検
ツールを使用する対象が回答しやすい項目数を考慮し、37 項目に絞り込んだ。

4) CVI チェック
1 回目の CVI チェックには 9 名が参加した。37 項目全体の S-CVI は 0.78 であり、I-CVI
が 0.80 未満の項目が 9 項目であった。コードの内容が反映しきれていないといった意見が
あったため、コードの内容を再度見直して 17 項目を作成・追加し、54 項目とした。
2 回目の CVI チェックには 13 名が参加した。54 項目全体の S-CVI は 0.78 であり、I-CVI
が 0.80 未満の項目が 14 項目であった。CVI 0.47 と最も低かった 1 項目を除き、その他の 13
項目については参加者の意見を参考に表現を修正し、53 項目を自己点検ツールに含める
項目として残すことにした。このうち、13 項目の I-CVI ならびに S-CVI は目標とする値 0.80
以上には至らなかったが、本研究ではこのあとにデルファイ調査が予定されていたため、
各項目についての最終的な採択・除外の決定はデルファイ調査での専門家パネルの判断に
委ねることにした。

2．デルファイ調査と主任看護師へのアンケート調査
1) デルファイ調査
(1) 参加者（専門家パネル）
第 1 ラウンドの参加者は 284 名（有効回答 252 部）
、年齢平均 50.2±6.4 歳、臨床経験年
数平均 25.2±8.1 年、管理者経験年数平均 7.3±6.1 年であった。所属先は病院が 227 名、
大学が 19 名、看護協会が 6 名であった。
第 2 ラウンドの参加者は 205 名（有効回答 187 部）
、年齢平均 50.6±6.5 歳、臨床経験年
数平均 25.0±8.4 年、管理者経験年数平均 7.7±6.5 年であった。所属先は病院が 156 名、
大学が 23 名、看護協会が 8 名であった。
第 3 ラウンドの参加者は 198 名（有効回答 170 部）年齢平均 50.7±7.0 歳、臨床経験年
数平均 24.9±8.2 年、管理者経験年数平均 7.5±6.2 年であった。所属先は病院が 140 名、
大学が 29 名、看護協会が 7 名であった。
それぞれのラウンドの回収率、有効回答率、参加者の属性を表 3 に示す。
(2) デルファイ調査の同意率
第 1 ラウンドで提示した 53 項目に対する同意率は 77.8～100.0％であった。このうち、
同意率 90％未満の項目は 8 項目であった。項目の重複や表現の見直しを求める自由意見
があったため、これらの意見を参考にして、「4．どのスタッフにも平等に接する」を
「4．どのスタッフにも公平に接する」に修正し、他の自由意見は注釈として説明を加え
て第 2 ラウンドで提示することとした。
他の項目との相関が高い項目（相関係数.630～.854）
がいくつか認められたが、第 1 ラウンドではこれらの項目の削除をせずに第 2 ラウンド
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の結果を待つことにした。
第 2 ラウンドの同意率は、78.1～100.0％であった。このうち、90％未満の同意率を示し
た項目は 6 項目であった。
第 1 ラウンド同様に項目の重複を指摘する意見があったこと、
かつ、項目間での相関が高かったことから、
「38．自分がケアを実践する姿をスタッフに
見せる」を「37．自分が患者とかかわる姿勢をスタッフに見せる」に統合することとした。
また、
「31．スタッフと一緒に目標を設定する」と「32．スタッフと一緒に目標の達成度
を評価する」
、
「39．自分自身が学習に取り組む姿勢をスタッフに伝える」と「40．自分が
学んだ知識や技術をスタッフに伝える」などのように、2 項目あるいは 3 項目間で、相関
係数 .60 以上を示した項目が複数あった。これらについては、相関係数がより高い方の
6 項目を除外することとした。このようにして、同意率の低い 6 項目、他に統合される
1 項目、相関係数の高かった 6 項目の計 13 項目を除外することにした。
第 3 ラウンドでは、上記の 13 項目を除外予定として示し、残る 40 項目を自己点検
ツールの項目として採択することを提案した。40 項目全てについて、90％以上の同意率
が示された。
各ラウンドの同意率を表 5 に示す。
なお、専門家パネルは病院、看護協会、看護大学と異なる所属先の看護職で構成した
が、分散分析の結果、それぞれの回答には所属先による有意差は認められなかった。

2) 主任看護師へのアンケートの参加者と受け入れ率
(1) 参加者
参加者は 124 名（有効回答 124 部）、年齢平均 44.9±6.4 歳、臨床経験年数平均 21.4±
6.4 年、管理者（主任）経験年数平均 5.6±4.6 年であった。所属部署は病棟が 81 名、外来
が 21 名、その他が 22 名であった。回収率、有効回答率、参加者の属性を表 4 に示す。
(2) 受け入れ率
デルファイ調査第 2 ラウンドの結果を主任看護師に示し、自己点検ツールに採択予定
の 40 項目についての受け入れ率を確認したところ、82.6～98.4％の受け入れ率が示され
た。受け入れ率を表 5 に示す。

Ⅶ．考察
1．項目の精選
今回提示した項目の殆どは FGI によって得られたもの、すなわち主任看護師が人材育成
において重視している、あるいは実際に行っている行動であった。デルファイ調査の結果、
78.1～100.0%と専門家パネルが全体的に高い同意率を示したことは、主任看護師と専門家
パネルとの視点に大きなずれがなかったことを表している。
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第 2 ラウンドでコンセンサスに至らず、除外することになったのは 6 項目であり、第 1・
第 2 ラウンドともに同意率 90％未満であったのが、「24．スタッフにできていないことを
伝える」
「26．スタッフが実践するケアを忍耐強く見守る」
「29．個々のスタッフに合わせた
指導計画を立てる」
「50．スタッフの仕事をフォローする」の 4 項目であった。項目 24、26、
50 については“必ずしもいつもそうするべきではない” “時と場合による”といったコメン
トがみられたことから、スタッフが行うケアや仕事全般についての指導に関して、専門家
パネルは患者やスタッフの状況に合わせて臨機応変かつ個別的に対応すべきと考えている
ことがうかがえた。項目 29 に関しては、“プリセプターの役割である” “師長の役割である”
という相反するコメントがあった。個々のスタッフに必要な指導はそのレベルによって
異なるため、主任看護師が一律にスタッフの指導計画を立てるというのは共通の役割では
なかったと考えられる。この他に、
「5．スタッフの相談に必ず答える」「15．私の仕事での
経験をスタッフに伝える」の 2 項目は、第 1 ラウンドでは同意率 90％以上であったが、
第 2 ラウンドではともに 89.9％とわずかながら同意率が低下した。項目 5 については、
“いつもそうするべきではない” “時にはスタッフ自身に考えさせることも必要”といった
コメントがいくつかみられた。項目 15 についてはネガティブなコメントはなく、むしろ
重要性を述べるポジティブなコメントが数件あったことから、重要性が低いわけではない
が、全体のコンセンサスには至らなかったものと考えられる。
なお、今回提示した項目の中に、2 項目あるいは 3 項目間で非常に強い相関を示す項目が
あった。さらに、これらの項目については、自由意見に“他の項目と似ている”“他の項目
との違いがわかりにくい”などといった指摘があった。このほか、項目 31 については
“
「目標」が漠然としていてわかりにくい”などのコメントがあった。そこで「31．スタッ
フと一緒に目標を設定する」「38．自分がケアを実践する姿をスタッフに見せる」などの
7 項目を除外した。自己点検ツールの項目数をできるだけ精選するためにこれらの項目を
除外したことは適切であったと言える。
第 1 ラウンドでは 77.8～100.0％とどの項目も高い同意率が示されたが、今回はコンセン
サスレベルを 90％以上とした。より使いやすく実用的な自己点検ツールにするためには
項目を絞り込む必要があったためである。コンセンサスレベルをより高い同意率に設定
したこと、および、相関の高い項目を整理したことは妥当であったと考える。

2．デルファイ調査の信頼性と妥当性
各ラウンドの回収率は、第 1 ラウンド 50.6%、第 2 ラウンド 79.5％、第 3 ラウンド 76.7％
と、デルファイ法を用いた先行研究(Fischer, Jones, &Verran, 2017 ; Sun, Dohrn, Oweis, Huijer,
Abu-Moghli, Dawani, Ghazi, & Larson, 2017)と比較すると高い値であったことから、本調査の
信頼性は高いと言える。このように高い参加率を維持することができたことは、本研究の
テーマが専門家パネルにとって関心が持てるものであったと考えられる。
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パネルの選定においては、現在の政策や実際の活動に影響力のある決定をすることが
でき、結果の影響を受ける人を代表する者であることが推奨されている(Pope, Mays, 2008)。
専門家パネルのうち、看護部長・教育担当師長・各部署の師長は、主任の役割を経験し、
その業務内容を把握していること、また現在は主任の役割を離れていることから、客観的に
主任の役割を判断することができる。また、看護協会の教育担当理事・部長・研修企画担当
者、および看護協会等の看護管理者研修にて看護管理・人材育成を専門とする研究者は、
人材育成に必要な知識や方法論を教える、あるいは研究する立場にあることから、適切で
効果的な人材育成行動についての知識を有すると言える。いずれのパネルも看護師の人材
育成に関する知識や経験を有するだけでなく、看護師の人材育成のためのプログラム構築
や制度確立にかかわる存在であり、本テーマの専門家パネルとして妥当であったと考える。
Keeney, et.al. (2010)は、異なる領域の専門家がパネルとして参加すること、また、より多く
の専門家パネルが参加することで、コンセンサスの妥当性を高めることができると述べて
いる。今回は病院だけでなく、大学や看護協会といった病院以外の組織に所属する看護職も
専門家パネルをとして設定し、3 ラウンドともにこれまでの先行研究では例を見ないほど
多くの専門家パネルが参加したことから、コンセンサスの妥当性は十分に証明できたと
考える。

3．自己点検ツールの特徴
デルファイ調査によってコンセンサスが得られた項目の特徴について、カテゴリごとに
考察する。
【 Ⅰ．スタッフが相談しやすい雰囲気作り】
このカテゴリに含まれる項目は、主任看護師がスタッフと信頼関係を築く上での基本
的な行動である。
「3．スタッフ話を聴く姿勢を示す」
「4．どのスタッフにも公平に接する」
は、先行研究で示された看護管理者のコンピテンシー尺度 (Motomura & Kawaguchi, 2013)
に含まれる項目と類似している。Carlin & Duffy (2013) は、親しみやすさは看護師長に
必要な能力のひとつであるとし、看護師長がスタッフとの良好な関係を構築することに
重点を置くべきであることを示唆している。このような行動は、看護師長に求められる
マネジメント行動と共通しており、スタッフとの良好な関係を築くことによってスタッ
フが相談しやすく、指導を受けやすくなり、スタッフの育成にポジティブな効果をもたら
すと考えられる。

【 II. スタッフの個性やレディネスの把握と承認 】
このカテゴリはスタッフそれぞれに適切な指導をする上で、スタッフの特性を理解
するための行動を反映している。このカテゴリに含まれる項目は、カテゴリ I の場合と
同様に看護師長の管理行動に類似しており、「13．スタッフができているところを認め、
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言葉にしてほめる」と同様の項目が、看護師長の承認行為尺度 (Hagimoto, et.al., 2014)にも
含まれている。Rahimaghaee, Nayeri, & Mohammadi (2010) が指摘しているように、スタ
ッフの育成には積極的なフィードバックが不可欠であり、肯定的な評価を言葉にして
伝えることはスタッフの成長を促すために重要な行動である。

【 III. 自分の考えや経験の伝達 】
このカテゴリに含まれる項目は、主任看護師の仕事における価値観を反映している。
「14．仕事に対する私の考え方をスタッフに伝える」「16．看護のやりがいや楽しさを
スタッフに伝える」は、先行研究で示された看護師長の管理行動にはみられなかった内容
である。管理業務を主とする看護師長は、臨床実践をしながらスタッフとかかわる機会が
少ないことから、価値観ややりがいを伝えられる場面を共有する機会も少ない可能性が
ある。主任看護師はスタッフと日常業務をともにすることからこのような機会が多く、
また、意図的にそれを実践しているのではないかと考えられる。Gaberson & Oerman (2010)
は、看護観すなわち患者ケアに関する特定の信念や価値観は臨床実践の場で育まれると
述べている。また、Sibandze & Scafide (2018)は、看護師の育成の上では、すでに臨床現場
で実践している看護師の職業的価値観の認識をより高められるような働きかけが必要で
あると述べている。このことから、このカテゴリに含まれる 2 項目は、主任看護師のポジ
ションだからこそできる重要な人材育成行動であると言える。

【 IV．仕事を通してのスタッフ指導 】
このカテゴリは、実践を通してのスタッフ指導に関するものであり、最も多くの項目を
含む。知識や技術を直接的に教えるための行動は、
「22．スタッフと一緒に仕事をしなが
ら必要な知識・技術を教える」の 1 項目のみであり、この他には、「19．スタッフがして
いる行動の理由や意味を、本人に考えてもらうようにフィードバックする」
「21．スタッ
フが自分で気づくことができるように新たな視点を与える」
「34．スタッフの学習に役立
つ課題や情報を与える」など、スタッフの思考を促す項目が多くみられた。このことから、
主任看護師は仕事の方法やコツを直接的に教えることだけではなく、スタッフ自身に
考えさせる、学習の機会や材料を与えるといった、スタッフが自ら学ぶための情報提供を
重視していることがうかがえる。デルファイ調査および主任看護師のアンケート調査の
結果でもこれらの項目が支持されたことから、スタッフの人材育成においては、いま必要
なことを直接的に教えることだけでなく、スタッフが自ら成長していけるように自律性
を高める働きかけが重視されていることがわかる。さらに、このカテゴリに含まれる項目
には『一緒に』という用語が含まれており、これは主任看護師の人材育成行動の特有の
キーワードともいえる。一方的に示唆を与えるのではなく、ともに学習する、スタッフの
成長を見届けることは、日頃の臨床実践を行う関係性の中でのみ可能であり、看護師長と
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は異なる主任看護師独自の行動であると考えられる。

【 V．ロールモデルとしての実践 】
このカテゴリは、主任看護師のロールモデル行動を反映している。「36．自分自身の
行動がスタッフのロールモデルとなることを自覚する」
「37．自分が患者とかかわる姿勢
をスタッフに示す」は、特定のロールモデル行動に対するコミットメントの前段階にある
と言える。既に知られている通り、望ましいロールモデルの存在はスタッフの専門性の
発達に大きな影響を与えるが、望ましくないロールモデルは職員のモチベーションを
低下させ、専門性の発達を阻害し得る(Danielson & Berntsson, 2007 ; Rahimaghaeeet.al.,2010 ;
Rankin, et.al, 2016)。まずは自らの行動がスタッフのモデルとなることを認識することが
必要であり、さらにロールモデリングが意図的に実行されているかどうかを自己評価
することも必要である。

【 VI．管理者としての視点に立った行動 】
このカテゴリは、管理的側面からのスタッフの育成行動を反映している。Teraoka (2011)
は、主任看護師がスタッフと看護師長をつなぐ仲介者としての役割を重要視している
ことを報告している。本研究でも同様に、主任看護師が組織や看護部の方針をスタッフに
伝達することや、看護師長の存在と役割を尊重していることが示され、このカテゴリに
含まれる 2 つの項目は、看護師長とは異なる主任看護師独自の行動であると言える。

【 VII．スタッフが育つ環境作り 】
このカテゴリは、スタッフが成長できる職場環境の調整のための行動を反映している。
「46．スタッフ間の人間関係を調整する」「47．他のスタッフの成長を喜べる雰囲気を
作る」は、スタッフの成長を促すための人間関係を築くことを重視した行動である。カテ
ゴリⅠに含まれる項目同様に人間関係を重視したものであるが、個人対個人の関係構築
だけではなく職場の雰囲気、職場風土の醸成を意識した管理者としての視点が含まれて
いる。専門家パネルと主任看護師のいずれも、主任看護師がスタッフを直接的に指導する
だけでなく、職場のすべての看護師にスタッフの育成に関心を持つよう働きかけること
を重視していると言える。また、
「49．スタッフが働きやすいように物理的環境を整える」
は、スタッフのニーズに精通していなければできない行動である。主任看護師は、スタッ
フとしての立場から管理者としての立場に移行する段階にあり、そのことを自覚した
上で、スタッフが育つ環境づくりを意識しているものと推察される。このカテゴリに含ま
れる項目もまた、看護師長とは異なる主任看護師特有の行動であると考えられる。

このデルファイ調査によって、看護師長と主任看護師の人材育成における役割を区別し、
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主任看護師独自の行動を特定することができたと考える。先行研究では、スタッフの能力開
発に必要なものとして、専門知識、スキル、リーダーシップ、ロールモデリング、学習機会、
スタッフのサポート(Gesme, et.al., 2010; Rahimaghaee, et.al.,2010)が挙げられている。FGI に
基づいて作成された項目には、専門知識とスキルの指導、ロールモデリング、学習機会の
提供、スタッフのサポートが含まれていたが、リーダーシップを示す項目はなかった。Fischer,
et.al (2017) によれば、コミュニケーションは最も重要なリーダーシップスキルの一つで
あり、組織文化の形成に強い影響を与えるとされる。本研究からは、カテゴリ I 【スタッフ
が話しかけやすい雰囲気を作る】とカテゴリ VII【スタッフが育つ環境を作る】に示される
ように、スタッフと良好なコミュニケーションを形成し、適切な環境を作るための具体的な
行動が示された。これらの結果は、スタッフの人材育成行動とリーダーシップの関係を間接
的に示唆すると考えられる。

4．研究の限界
本研究には以下のような限界がある。
デルファイ調査によってコンセンサスが得られた 40 項目は、現在のところ 7 カテゴリに
分類されている。このカテゴリは項目作成の段階でその類似性に基づいて分類されたもの
である。本研究の目的は臨床現場で主任看護師が実際に行っている人材育成行動を抽出
することにあり、主任看護師の人材育成行動についての先行研究がなかったことから構成
概念の妥当性については検証できていない。今後、看護師長などの人材育成行動との類似性
をもとに、更に検討を行う必要がある。
今回は対象を中規模以上の病院に所属する看護職に限定したため、小規模病院や病院
以外の施設で求められる人材育成行動とは異なる可能性がある。また、看護師長と主任看護
師の役割の違いが明確でない場合には、一部の項目について評価が難しいかもしれない。
今後はより広範な病院や施設に所属する主任看護師を対象に調査を行い、これらの点を検
証することも必要である。
また、本研究は日本国内の看護職を対象としたものであり、自己点検ツールの項目は日本
の主任看護師を対象とした FGI をもとに作成されたものである。デルファイ調査で得られ
たコンセンサスについても、日本の病院の看護制度や管理組織、日本の看護における価値観
などが反映されている可能性があり、他国で活用するための実用性に関しては検討が必要
である。

Ⅷ．結論
本研究では、文献検討と FGI をもとに主任看護師の人材育成行動の自己点検ツール
53 項目を作成した。3 ラウンドのデルファイ調査の結果、専門家パネルのコンセンサスが
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得られたのは 40 項目であった。また、主任看護師のアンケートでは、これら 40 項目につい
て 82.6～99.2％と高い受け入れ率が示され、本ツールを使用する当事者にとっても十分に
受け入れられるものであることを確認することができた。このプロセスを経て、ある程度の
信頼性と十分な妥当性を有した 40 項目を精選することができた。

Ⅸ．臨床現場での人材育成への貢献と示唆
提案されている 40 項目の自己点検ツールは、主任看護師がスタッフを育成するための
行動を振り返り、できていることとできていないことを区別するのに役立つ。本研究以前に
は主任看護師に関する研究はほとんど行われておらず、主任看護師の人材育成に活用でき
るツールはなかった。本ツールには主任看護師独自の行動が含まれており、これを使用する
ことにより、主任看護師が自らの人材育成行動を振り返るとともに、臨床現場におけるスタ
ッフの学習機会の質を高めることが期待できる。
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資料
図 1. 研究の流れ

表 1．FGI 参加者の属性（n=14）
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表 2. FGI で語られた主任看護師の人材育成行動
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表 3．デルファイ調査参加者の属性
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表 4． 主任看護師へのアンケート調査参加者の属性
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表 5．デルファイ調査の同意率と主任看護師の受け入れ率
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