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　全老健のリスクマネジャー養成講座や中堅職
員研修会などでも講義を行っている「メディカ
ル＆ライフサポートコーチ研究会」は、医療系
現場で働く専門職に特化したコミュニケーショ
ン力向上のためのコーチングスキル、メンタル
ヘルスケアに関するメソッドの提案・実践など
を提供している。
　研究会の代表である奥田弘美氏に、老健施設
職員に求められるコミュニケーションスキルや、
管理者に求められる職場環境の整備などについ
て、専門家の立場からの意見をうかがった。

コミュニケーション力は 
訓練によって鍛えることができる

　私自身、初対面では人見知りをするほうですし、
もともとコミュニケーション力が優れているタイ
プではありませんでした。精神科医としての研修
時代には、明らかに自分のコミュニケーション力
の拙さから、患者さんやそのご家族と何度かトラ
ブルになりかけたこともありました。上司にも叱
られていました。
　「コーチング」に出会ったのは、今から 17 ～
18年前、長男の妊娠・出産で仕事から一時離れ、
少し時間ができたときです。コーチングがまだ日
本に普及して間もない頃で、ふと手にしたビジネ
ス本にコーチングのことが書かれており、「医療
従事者にも役立つ」というので興味をもったのが
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きっかけでした。
　コーチングとは、相手に質問しながら、その人
の潜在能力や問題の解決策を自主的に引き出して
いくメソッドですが、基本となるのはコミュニ
ケーションのハウツーです。アメリカでスポーツ
の指導法をビジネスに取り入れたもので、効率よ

く非常に実践的にノウハウを教えてくれるので、
忙しいビジネスマンに受けたのでしょう。あっと
いう間にいろいろな分野で取り入れられて、いま
や、ひと言でコーチングといっても、流派や対象
分野もさまざまになっています。私たちメディカ
ル＆ライフサポートコーチ研究会のメンバーが研
修などでお伝えしているのは、主に医療系の現場
で働く専門職を対象に、私の専門である精神科・
心理学的な視点を入れてまとめたメソッドです。
もちろん、老健施設職員の方にも活用いただける
ものです。
　私自身は、コーチングを学ぶ過程で、自分の医
師としてのコミュニケーションスキルは、格段に
向上したと実感しています。もっとも、コミュニ
ケーションとは“水物”で、コーチングを学んだ
からこれで完璧などということはありません。
　コミュニケーションは、自分と相手のそのとき
の状態によって大きく変化するもので、自分がい
つもと同じ状態で話していても、相手の状態が違
えば、そこに齟

そ

齬
ご

が生じたり、拒絶されたりとい
うことはあります。私もいまだにそういう経験は
しょっちゅうあります。ただ、コミュニケーショ
ンスキルを知っていると、状況を早く察知し、軌
道修正をしたり、深入りせずにその場をうまく切
り上げたりすることができるようになります。
　ですから、これをお読みになっている老健施設
の関係者の皆さまに申し上げておきたいのは、例
えいま、自分は人とのコミュニケーションが苦手
だなと思っている方も、トレーニングによってコ
ミュニケーションスキルは向上させることができ
ますよ、ということです。

コミュニケーションとは 
会話のキャッチボール

　さて、そもそもコミュニケーション力とは何か
を説明する前に、最近の若者同士のコミュニケー
ションについて触れておきたいと思います。

　私には 17歳と 13歳の息子がいますので、彼ら
を見ているとよくわかるのですが、彼らの友だち
同士の会話は、すべてメールや SNSのメッセン
ジャーなど文字によるものばかりです。すぐそば
にいるのに、スマートフォンの画面を見て LINE
で会話していたり…。極端な場合は、文字も打た
ずにスタンプの応酬だったりする。
　もちろん、SNSでのコミュニケーションと現
実のコミュニケーションは使い分けているので
しょうが、傾向として、若者のコミュニケーショ
ンには圧倒的に聴覚と視覚が抜け落ちています。
文字だけのコミュニケーションでは、誤解を生み
やすいので、注意が必要です。
　しかし、彼らはそういう不安定なコミュニケー
ションツールに慣れてしまっているため、仲のよ
い友だち同士でもめったに電話をかけません。電
話をかけることに、ものすごく抵抗感があるよう
です。異常に気を遣う。そういう若者が社会に出
ると、本来なら電話をかけるべきなのにメールで
すまそうとしたり、緊急事態が起こって電話をす
ればすぐに解決するかもしれないのに、その選択
肢に思い至らなかったりすることが起こります。
相手と直接話すことに抵抗を感じる若い社員が多
いという話は、ビジネスの現場ですでに問題視さ
れています。老健施設でも、高校や大学を出てす
ぐの新卒者を採用されているところでは、その傾
向にお気づきの方もいらっしゃるでしょう。
　本来、コミュニケーションとは何かというと、
相手と面と向かってする会話のキャッチボールで
す。相手の顔を見て言葉を聞き、それに対して自
分の言葉を返すこと。他人と波風を立てず誰とも
仲良くできる“いい人”や、機転が利いておしゃ
べり上手な人は、一見、コミュニケーション力が
高いように見えるかもしれませんが、必ずしもそ
うとは限りません。コミュニケーションにおいて
は、相手の言っていることをしっかりと受け止め、
できるだけ共感しながら聞く受け身の姿勢も大事
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　精神科医・産業医として日々多数の働く人のス
トレスケアに携わっている。またコーチングやマ
インドフルネスの活用を、執筆や講演などを通じ
て提案している。著書には『メディカルサポート
コーチング』（中央法規）、『スマ子・まめ子とマン
ガで学ぶ新人・後輩指導コーチングスキル超入門』
（メディカ出版）など多数。
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なのです。

聴く・質問する・伝える 
3 つの基本スキルを意識

　私は、コミュニケーションのポイントは、「聴
く」「質問する」「伝える」の 3 つだと思っていま
す。口の達者な人は、もしかしたら自分は得意な
つもりで気づいていないかもしれませんが、コ
ミュニケーションという観点からみると、ただ自
分の思いや意見を一方的に伝えているだけだった
りしますので、それでは実はコミュニケーション
は成立していません。
　私が研修などでお伝えしているコミュニケー
ションの基本スキルとは、ポイントをまとめると
17頁のようになります。ちなみに、「聞く」で
はなく、あえて「聴く」という字を使っています。

「聴く」とは、その字が示すとおり、耳に目と心
を合わせ、しっかりと相手の話に耳を傾けること
です。人は自分の話をきちんと聴いてくれた人に
対しては、自分は受け入れられていると、安心や
信頼を感じるものです。
　時間がたっぷりいただける研修では、この 3 つ
を踏まえた会話のロールプレイなどの実践を何度
も繰り返し行い、コツを覚えていただきます。
　研修を受ける機会がなくとも、基本スキルのポ
イントを意識しながら会話するだけでも、自身の
コミュニケーションスキルは、かなり良くなるは
ずです。とにかく、まずは何か 1 つ、自分に足り
ないと思われるポイントを、日々の会話で集中的
にトレーニングしてみるのもいいかもしれません。
例えば、「今日 1 日は、人の話を徹底的に聴くよ
うにしよう」とか、「相手が話している間、いつ
もの倍くらいうなずいて聴こう」とかですね。
　そうやって日々、意識してスキルを実践してい
くと、相手の対応も変わってくるので、「あ、こ
うすればいいんだな」という手ごたえを感じ、自
信がついていくのです。

　そうしたノウハウは、仕事においてだけでなく、
私生活にもプラスの影響を及ぼします。内向的
だった人が社交的になるきっかけにもなる。私自
身も、以前に比べ患者さんとの意思疎通のトラブ
ルがなくなりましたし、当初は周囲から「なんか
雰囲気が変わったね」などと言われました。　

老健施設の相談業務に 
基本スキルを応用してみる

　少し具体例を紹介しましょう。
　老健施設の職員の皆さんは、利用者のご家族と
のコミュニケーションも重要な仕事だと思います。
特に近年、在宅復帰に力を入れるにあたり、

「ずっと老健施設でみてもらいたい」ご家族と、
「ある程度元気になったら、ご自宅に戻って、が
んばってもらいたい」施設側の思いとの間に入る
支援相談員などは、大変高度なコミュニケーショ
ン力を求められていることでしょう。
　そんなとき、この 3 ステップのスキルを使いな
がら会話を進めていけば、相手との間に活路が見
出せるかもしれません。例えば、こんな感じです。
文中のカッコ内のアンダーラインが、基本のコー
チングスキル（17頁参照）です。

家�族「もう自宅で父を介護するのは無理。限界
だと思います」
職�員「限界だと思われているのですね。（オウム
返し）介護は大変ですものね。具体的にはど
ういうところが無理だと思われるのでしょうか？
（オープン型質問＋塊をほぐす）」
家�族「うちは共働きなので、自分も妻も日々の仕
事で精いっぱいで余裕がありません。それに、
家は古いので段差が多くて…。最期は家で看
取ってあげたいと思っていたのですけど…」
職�員「なるほど、共働きでお忙しいし、おうちも
古くて段差があるので無理だと思われるので
すね。（塊を再構築）」
家族「ええ、そうなんです」　
職�員「ただ、家で看取ってあげたいとも思ってい

　らっしゃったのですね」（オウム返し）
家族「ええ、以前はですが」
職�員「ふ～ん、なるほどそうだったのですね。
（ペーシング＆うなずき）よろしければ私から1
つ提案させていただいてもいいですか？（枕
詞）」
家族「ええ、どうぞ」
職�員「まずは一度、ご家族だけではなくてもっと
人手が得られたり、自宅改造の費用の助成金
が得られたりする制度の活用を考えてみてはい
かがでしょうか？　その上で、これからずっと
自宅で介護しなければと考えるのではなく、ま
ずは数か月だけトライしてみると気軽にとらえ
直してみてはいかがでしょう？（リフレーミン
グ）」
家�族「ふ～ん、そうですね。そんなことが可能な
らば検討し直してみてもいいかも」

　最後の「リフレーミング」は応用的スキルで、
「相手の考え方の枠組みを取り換える」方法です。
この会話でもし最初からリフレーミングを無理に
しようとしても、相手の心の扉が開いていないた
め拒絶されたと思います。まずは相手が何を大変
に思っているのかをしっかりとペーシングやオウ
ム返しなどの聴くスキルで「共感し」、塊をほぐ
すなどの質問スキルを活用して「じっくり引き出
す」ことが重要です。その上でプロとして前向き
な提案をし、相手ができないと思い込んでいたこ
とに活路を見出すというわけです。
　この方法は、さまざまな医療現場で活用され良
い成果が報告されています。

職員のセルフケアだけでなく 
管理者の職場環境整備も重要

　こうしたコミュニケーションスキルを活用でき
るようにするには、大前提として、自分にゆとり
や余裕がないといけません。
　医療や介護の現場は、一般企業のビジネス現場
とは異なるところがあります。ビジネスにおいて

は、よく「Win Win」などといって、互いのメ
リットを探し合い、両者がそれぞれエネルギーを
与え合う関係を構築することができますが、それ
は、あくまでもお互いが元気な場合です。
　一方、医療・介護の現場では、相手は弱ってお
り、基本的に相手からエネルギーをもらうことは
期待しにくい。むしろ自分が多くのエネルギーを
与えてあげなければならず、そうなると、まずは
自身のセルフケアが何よりも重要となります。
　我々は「セルフサポートコーチング」といって
いますが、自分のエネルギーが満たされた状態で
ないと、いくらスキルをもっていても、他者との
コミュニケーションでそれが活かせないのです。
つまり、自分が疲れ切っていると、コミュニケー
ションにおける相手のサインが見えなかったり、
機転の利いた言葉が出なかったりということがよ
くあります。
　したがって、常に自分のエネルギーを満たして、
その状態をキープし、精神的・身体的にセルフコ
ントロールできた上でコミュニケーションをする、
という心がけが普通の仕事以上に必要なのが、医
療・介護職です。長時間労働やきついシフトなど
で職員が疲労すると、次第に余裕がなくなって、
イライラしたり怒ったりしてしまいます。そこで、
管理者の方には、職員が余裕をもって働けるよう、
メンタルヘルスケアも含めた職場環境の整備が求
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〈参考〉
メディカルサポートコーチングを用いた 
〈コミュニケーションの基本スキル〉

★コミュニケーションを始める前に気をつけること

●�イメージング：自分のコミュニケーションの理想的
な状態を具体的にイメージする
●�モデリング：理想のモデル（外観やしぐさ、声の調
子、話し方など）を設定し、自分とそのモデルとの
違いを具体的にし、できることからモデルに近づく
行動をしていく
●�笑顔：ただ単に愛想よく見せるだけでなく、相手の
警戒心を解いて、歓迎の意を表す意味がある

●�視線の高さ：視線の高さは、基本的には相手と同じ
がベスト。同じ高さにすると相手と自分は対等にな
る。また、自分のコミュニケーションの理想的な状
態を具体的にイメージする
●�アイコンタクト：相手の存在をきちんと認識してい
るという重要なメッセージになる
●�挨拶＆自己紹介：相手との関係性に合わせ、笑顔で
温かな声のトーンを心がける

　「聴く」テクニック
［ゼロポジション］

●相手や、相手の会話の内容について、できるだけ先入観をもたずに聴く
●相手が話している間は、できるだけ自分の思考は抑え、まずは話を最後まで聴く
●相手がひととおり話し終わるまで口を挟まずにしっかりと聴く
●「でも」、「だけど」などの否定的接続詞は極力使わない。「それで？」など会話を促進する接続詞を
●まだ話したいことを考えている途中なのかもしれないので、相手が沈黙しても、待ってみる
●上記のポイントを意識して、聴くときはとにかく聴き手に徹する

［ペーシング］

●話すスピード、声の大きさ、トーン、雰囲気などを、できるだけ相手に合わせる
●相手が丁寧語ならこちらも丁寧語で。くだけた様子なら、こちらも常識の範囲内でくだけた調子で話す
●相手の仕草や身振り手振りに合わせる（例：相手が「首が痛い」と訴えた際は、こちらも首を指して話す）

［オウム返し］

●相手の言葉の語尾を繰り返す（例：「昨晩は眠れませんでした」→「眠れなかったのですね」）

　「質問する」テクニック
●クローズ型質問：答えが「はい」・「いいえ」で完了する質問。相手が答えやすいというメリットがある
●オープン型質問：相手が自分の言葉を駆使して答える質問。相手の気持ちや思いを引き出せる
●未来型質問・肯定型質問：例）「明日から運動を実行していくには、何が必要ですか？」
●塊をほぐす：相手の漠然とした言葉の塊を、わかりやすく分解して質問し、具体的な内容を聞き出す
●塊を再構築する：上記で分解した内容を、こちらでわかりやすく整理してまとめて提示し、確認を求める

　「伝える」テクニック
●相手を主語にして伝える。例）「あなたは頑張っていますね」
●自分が主語で伝える。例）「私は、あなたの頑張りがとても嬉しいです」
●�「皆が」、「私たちが」など集団を主語にして伝える。
　例）「私たちは、あなたが頑張ってくれるので大変助かります」
●承認する：コーチングで最も重視されるスキル。相手を褒める、相手に感謝するなど
●枕詞を活用する：いわゆる前置きのこと。例）「これはあくまでも私の考えなのですが…」
●一時停止：相手の会話を一時、中断させる。例）「話の途中ですが、そろそろ本題に入りましょう」
●相手に要望する際は、これは要望であることを明確にして伝える

められます。
　本当に弱っている人は、わらにもすがる思いで
頼ってきます。介護の仕事は、とかく自己犠牲が
美徳となりかねませんから、相手に引きずられな
いよう、あらかじめきちんと線引きをしておくこ
とも必要です。職員は個人としてもそうですが、
施設としても、ここからここまでが仕事、これ以
上は踏み込まないという一線は、きちんと明確に
示し、職員間で認識を共有させておくとよいで
しょう。
　労務管理以外にやるべきことは、職場の雰囲気
づくりでしょうか。小さい規模の施設なら、職員
一人ひとりの誕生日会を開くとか、職員のいいと
ころを見つけたら、きちんと言葉にして「ほめ
る」「承認する」というのも、コミュニケーショ
ンの活性化の一環として、効果的です。お愛想で
はなく「良いところを認めて口に出す」ととらえ
てください。ポジティブな言葉にはそれ自体にエ
ネルギーがあるので、人から言われるとうれしい
ものです。
　他人に受け入れられているという“所属感”は
人を安心させますし、人に認められる、承認され
ることは、モチベーションアップにもなります。
　毎日の朝礼で必ず誰かを承認する取り組みや、
同僚同士、対等の関係で「ありがとう」カードを
贈り合うという取り組みを実践されている組織も
ありますね。

「エゴグラム」で自分を知ることも 
円滑なコミュニケーションに有効

　相手の話を落ち着いて聴けるようになり、ある
程度、会話がコントロールできるようになったら、
自分のコミュニケーション・スタイルを知ること
も、さらなるコミュニケーション上達への手助け
となります。自分の性格や考え方の癖を知り、そ
れを踏まえてさらに相手とのよりよいかかわり合
いを意識するための手がかりとしては、交流分析

論が使われますが、よく知られているものでは、
「エゴグラム」が有効です。
　エゴグラムについては、解説本がたくさんあり
ますので、興味のある方はご覧になってみると面
白いと思います。簡単に解説しますと、エゴグラ
ムでは、まず人の思考・行動傾向についての質問

（例：「しきたりや習慣を守りますか？」「人の世
話をするのが好きですか？」「相手の意見や主張
に合わせますか？」など計 50問）に「はい」「ど
ちらでもない」「いいえ」で答え、その結果を数
値化します。その数値によって「父性的または母
性的な傾向が強い」とか「気持ちを抑圧しやす
い」などとコミュニケーションスタイルをタイプ
化していきます。どのタイプにも長所・短所があ
り、重要なのは自分を客観的にとらえ自分を知る
ことです。
　自分の考え方、それによるコミュニケーション
のとり方の癖に気づけば、自身を見直し、自分の
長所を活かしたコミュニケーションへとコント
ロールすることができるようになります。また、
各タイプの特徴を知っておけば、「あ、この人は
あのタイプだな」と、相手の傾向もある程度理解
でき、合わせることもできるのです。
　エゴグラムは交流分析の本を読んでやってみた
り、研修をしている団体に依頼して施設内研修で
やってみたりしても楽しいと思います。
　どんな職業でも、人とコミュニケーションをと
らずにすむ仕事はありません。そして、仕事にお
けるトラブルやストレスというのは、そのほとん
どがコミュニケーションに由来しているといって
も過言ではありません。コミュニケーションをお
ろそかにすると、大きなリスクに発展する可能性
もあります。介護という対人援助職のなかでも多
方面へのコミュニケーション力が求められる老健
施設職員の皆さんは、ぜひ一度、コミュニケー
ションについて、理論的に学んでみるとよいので
はと思います。
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