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　本学会大会も第3回を迎えました。これも偏に会員の皆様、各関係機関の皆様のご支
援、ご賛同のおかげと感謝いたしております。
　去る平成19年11月18日に開催いたしました第3回大会は、新しい試みとして、3分
野10～15名ほどの小グループに分け、各グループの見解をまとめるのに適したバズ・
セッションというディスカッション技法を採用し、大会出席者参加型の会を催し、成功
裡に終了いたしました。
　バズ・セッションというディスカッション技法よりも、むしろブレーン・ストーミン
グという名の方が良く聞くのではないかと思います。ブレーン・ストーミングとは形式
は似ていますが、個々人が意見やアイディアの発言、提案を行い、独創的な発案を見つ
ける、発見することに適しているディスカッション技法と言われています。
　上記いずれのディスカッション技法に共通しているのが、「他者の発言を批判・否定
しない」「どんな空想的、非現実的、無謀、見当違いな発言でも歓迎する」「他者の発
言を発展させ自分の発現に加えても良い」など、実にアメリカ発信らしいユニークな
技法ではありませんか。この技法では、アイディアの質よりも量を求め、また、アイディ
アとアイディアの結合による展開やひらめきを生むのに大変期待が出来るセッションと
して企業や幅広い分野で実施されています。しかし、決定会議等での使用は適していな
いことも挙げられます。
　さて、前置きが長くなりましたが、今回なぜこのようなディスカッション技法を採用
したかと申しますと、カウンセリングと似ているからなのです。発言者をクライアント
と置き換え考えてみてください。そして、ディスカッションの中心にいる進行役はカウ
ンセラーとして考えてみてください。カウンセリング（相談援助）ではインテーク面接、
初回面接の中で多くの情報をクライアントより聞き出す（伺う）こともカウンセリング
スキルの一つです。
　第3回出席者の方々も、特徴的な3点については戸惑いがあったのではないでしょう
か。「人の意見（発言）を尊重し、一度受け入れる」そして「受け入れた意見（発言）を
自ら消化し、発言する」このことはどのような場合でも活用できる手法です。一度、
身近なご家族、お友達、同僚の方などで考えが煮詰まってしまったら、気分転換に実践
してみてはいかがでしょうか。
　今回、「メンタルケアプロカウンセラーVol. 3」では、一般演題として5名の学会員
様の論文を掲載しました。心理学やカウンセリング（相談援助）技法がどのように実社
会で活かせるのか、ご覧ください。次回、メンタルケア学術学会®第4回大会で皆様に
お会いできることを楽しみにしております。今後とも当学会をご支援の程、よろしくお
願い申し上げます。

ご 挨 拶

内閣府認証機関　医療福祉情報実務能力協会後援
メンタルケア学術学会　理事長　

別府　武彦　
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Photo Album  of  LCM 
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of Mental Care

学会テーマ

「相談援助が与える心の安寧」
～職域を隔てない　　　　　　　　
　　コミュニケーションを目指して～

上：一般演題、研究発表
右：バズセッション風景



― 4 ―

メンタルケア学術学会 ® 倫理綱領

　メンタルケア学術学会会則第9条3項に基づき、本会正会員及び賛助会員（以下「会員」

という）の倫理綱領として以下を定める。

前　文

　メンタルケア学術学会（以下、「当学会」という）は、特定非営利活動法人医療福祉情

報実務能力協会が認定するメンタルケア心理士®及びメンタルケア心理専門士®の学術団

体として会員が提供する心理学に関わる相談援助（以下、「カウンセリング」という）の

技術、知識の更なる向上を行い、会員の親善と情報交流を図り、もって人間の精神保健の

維持・増進に寄与することを目的として、倫理綱領を策定する。会員は心理学に関わるカ

ウンセリングの専門知識人として、上記の目的を遵守し、社会的責任及び道義的責任を自

覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものとする。

第1条　基本的倫理

1.  会員は、基本的人権を尊重すると共に、公正無私に努める。

2.  会員は、自らの専門知識人としての研究や行動に対し、常に責任と品位を持ち、自己

の専門知識、資質の向上に努め、最新情報の収集などの自己研鑽を行うよう努める。

3.  会員は、広義的な社会貢献として常に心がけ、自らの専門知識の啓発に努める。

4.  会員は、自らの健康管理、精神状態を常に心がけ、カウンセリングの対象者（以下、「対

象者」という）に対し、カウンセリングを常に適切に行えるよう努める。

第2条　法令順守及び看護・福祉理念、自己研鑽

1.  会員は、自らの専門知識の研鑽だけでなく、社会一般に関わる関連法令を遵守し、自

己研鑽の専門性を広く持つように努める。

2.  会員は、自己の信念を貫くことだけでなく、他職域の文化・芸術性を貴び、自らの倫理感・

道徳心及び良心を養うように努める。

3.  会員は第2条1、2項にある事柄のほか自己技術の応用力を高める為に、当学会が主催す

る研究会、学会、その他の機関・団体が催すセミナーなどに積極的に参加するように努める。

4.  会員は、文化とは人が作り上げた無形もしくは有形物であることを熟慮した上で、他

者に共感的理解を示すことができるような人物になりえるための努力を惜しまないよ

う努める。

5.  会員は、自己の技術、専らカウンセリング技術だけに着目することなく、寛容なる倫

理感を持ちつつも、正当な道徳心・良心を持つことにより、アイデンティティの確立

を怠ることのないよう努める。
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6.  会員は、当学会以外に専門知識人として機関・団体に所属する場合は、当学会倫理綱

領第2条2項と共に、それぞれの諸規則に従うものとする。

7.  会員は、常に看護及び福祉理念を念頭に置き、人間に限らず動物に対する研究活動の

場合においても関連法令の遵守及び、動物保護・福祉と適切な管理を行うよう努める。

第3条　目的の開示と必要な情報の提示、説明

1.  会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動をする場合には、対象者

に対し、正確な目的を開示し、且つその活動に関わる必要な情報の提示と十分な説明（イ

ンフォームド・コンセント）を行い、対象者に同意を得るよう努める。

2.  第3条1項に基づく、対象者の同意は、対象者が自己決定が行える状態で無い場合は、

対象者の保護者又は後見人に対し、同様の説明を行い同意が得られるよう努める。

3.  会員は、対象者との同意が得られた場合は、書面をもって同意書を取り交わすよう努める。

4.  会員は、第3条3項で取り交わした同意書は、その目的となる活動が終了せずとも、対

象者の意思で終了できる旨を事前に、対象者もしくは対象者の保護者又は後見人に対

し説明しなければならない。

第4条　機密保持

1.  会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動を行う際には、対象者の

同意なく、活動をしてはならない。

2.  会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動で得た対象者や対象者に

関わる情報を、厳重に管理・保管しなければならない。カウンセリングや自らの専門

知識の研究として活動で得た情報は、特別な理由または関連法令に定められる場合以

外には対象者が同意した目的以外に使用してはならない。

第5条 　

1.  本綱領及びメンタルケア学術学会会則、細則を遵守するように努める。

＜附　則＞　本倫理要綱は平成19年5月20日より施行する。
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　皆さんは、「相談援助」という言葉からどのようなことを想像しますか。

　これだけ聞くと、なんだか難しそうで、あまり身近な感じがしないという人もいるので

はないでしょうか。なにかに困っている人が、専門家に相談して、アドバイスや援助をし

てもらうようなイメージを持つ人も多いと思います。しかし、私たちはもっと身近なとこ

ろで、カウンセリングの知識を生かす場面が数多くあります。普段の生活の中で、相手が

考えていることや望んでいることを察して、自分ができることをさりげなく相手に対して

行う、手を差し伸べる、これも立派な援助です。相手が望んでいることを察するというこ

とは、身近な相談援助の第一歩です。面と向かって相手が言わなくても、相手の望んでい

ることを察するには、いったい何が必要なのでしょうか。それにはまず、相手の人柄、行

動、習性などをよく観察することが重要となります。カウンセリングでいえば、インテー

ク面接で、クライアントが語ることからカウンセラーが情報を得るのと同じことです。こ

れらを、相手の行動を観察することで得るのです。

　では、それを私たちの身近なところで考えてみましょう。私たちが他人と接する機会の

多い場所として、ひとつには職場というものがあります。職場というのは、住んでいる場

所や生活、考え方も様々な年齢の違う男女の集まりになります。このような集まりの場で、

お互いにスムーズに仕事をこなし、快適な職場環境を保つためには、相手の考えを理解し

協力しあう必要があります。そのためには、まず相手のことをよく知らなければなりませ

ん。相手のことをよく知るためには、相手の言っていることを聞くだけではなく、相手の

行動も観察する必要がでてくるのです。

　私は秘書として働いていますが、職場では日々観察の連続です。相手はすべてを話して

くれるわけではありません。上司の行動をそれとなくしっかり観察しながら、予測し、そ

れに合わせて必要な行動をとる。上司に言われてから準備をするようでは遅いからです。

また、普段から観察していることで、仕事の状況はもちろん、上司の体調などを察知する

ことにもつながります。簡単な例としては、上司がお手洗いに行く回数、タイミングなど

があります。普通は見過ごしてしまいそうなことですが、それらも大切なヒントになりま

す。回数などは、体調の違いなどにも気付くきっかけになり、タイミングでは、その後の

上司の行動を予測することにつながります。例えば、夕方お手洗いに立ったならば、その

時間に応じて「そろそろ帰る準備かな、車を玄関前につけておこう。」などと予測し、準

一般演題

1
身近な相談援助

～相手の気持ちを察するために～

岩本　絵美
 メンタルケア心理専門士 ®
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備をしておくことができます。上司に「帰るよ。」と言われてから運転手に連絡をしてい

たのでは、車が準備できるまで待たせてしまうことになり、それでは遅いのです。「帰る

よ。」と言われた時に、「車の準備はできております。」と笑顔で応えられることが、相手

へのよりよいサポートをする上で、とても大切なことです。これらは、接客業などでも必

要とされる心づかいだといえます。

　また、「今から電話をするから、そのあと『あれ』してね。」というような場合もあり

ます。そのような時に、「『あれ』とはなんのことでしょうか。」などと聞き返すようなこ

とは避けたいものです。そのためにも、上司の仕事について、今どのようなことをしてい

るのか、常に状況を把握していなければなりません。この場合も、相手が望んでいること

を察し、サポートするために観察している必要があるのです。ただし、観察といっても相

手をじっと見ているわけにはいきませんから、自分の仕事や作業をしながら、それとなく

相手に注意を向けているということです。

　ここに挙げたことはほんの一例ですが、このように、普通の職場内でも相手をサポート

する、手を差し伸べるということは日常的によくあることです。もちろん家庭内や友人関

係などでも同じことです。これらをスムーズに行うことが、人間関係をよりよくするため

にとても重要なことになります。

　人と人が出会うとき、そこには必ずコミュニケーションというものが存在します。この

コミュニケーションを円滑に行うことが、人間関係をよりよくすることにつながります。

相手とのコミュニケーションを取るときの方法は、言語、ボディーランゲージ、視線、ス

キンシップなどいろいろあります。もっとも多い方法は言語ですが、相手の話すことだけ

を頼りにすると、大事な本質を見過ごしてしまう場合もあるため、言葉以外にもその人の

行動や態度など同時に観察することがとても重要になります。このため、相手に対して無

関心では、相手の気持ちを察することはできません。先ほどの職場の例のように、相手の

行動を知ることで、相手の考えていることなどがわかることもあります。コミュニケーショ

ンの方法は、言葉だけがすべてではありません。まずは、相手に関心を持つこと。そして、

相手の気持ちを察しようとするあなたの気持ちが一番大切です。難しく考えずに、最初は

身近なところで、自分にできることを探してみましょう。

　きっと、あなたを必要としている人が、すぐそこにいるはずです。
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はじめに

　SEという職業は、日頃からパソコンや機械と対面している時間が多く、機械を相手に

仕事をしている、また、SEはストレスを溜めやすく、うつ病にもなりやすいという印象

を持っている方が多いかと思います。では、なぜストレスを溜めてしまうのか？それは、

職場でのリーダーシップの取り方によって発生する、職場の雰囲気に大きく左右されてい

るのではないかと思うのです。

　では、リーダーシップの取り方とは何なのかを、心理学者クルト・レヴィンの「社会

的雰囲気の研究」から、その特徴と、形成される雰囲気の違いについて以下に説明します。

～専制的リーダーシップ～

　専制的リーダーシップとはリーダーを中心に物事を運ぶやり方のことで、組織が大きく

なるほど、専制的リーダーシップが採られやすくなる傾向があると言われています。リー

ダーが実際の作業に参加することはあまりありませんが、全ての決定権はリーダーが持ち、

リーダーに与えられた仕事は、与えられた人のものとして進められます。専制的リーダー

シップの下で仕事をする集団は仕事が個人個人に割り当てられていることから、プレッ

シャーを感じやすく、攻撃行動（いじめ等）も多くなると言われています。

～民主的リーダーシップ～

　民主的リーダーシップとは物事の運びは集団の討議により決定するやり方のことで、

リーダーは助言を与え、自主性を促す役目を果たします。専制的リーダーシップと比べて、

作業効率が上がるなどということがあるわけではありませんが、仕事は個人のものではな

く、集団のものであるという考えで取り組むため、和やかな雰囲気の職場になりやすいと

言われています。

一般演題

2
モノ造りの現場での

リーダーシップのあり方

大室　早苗
 メンタルケア心理士 ®
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　では、実際の現場で起こった問題と、リーダーシップのあり方の関係、そこから問題を

どう改善していったかについて、述べさせていただきたいと思います。

1.専制的リーダーシップによる問題の発生

　私の在籍していたプロジェクトチームは、開発者（以下、開発）、評価スーパーバイザー

（以下、SV）、オペレーター（以下、OP）の3つの役割に分かれた、10人強のメンバーで

構成されていました。私は開発とSVを兼務していましたが、上司の部署異動がきっかけ

で、プロジェクトリーダーも兼務することとなりました。人員の補充はあったものの、こ

れまで自分自身の手元にあった作業は、そのまま手元に残した状態で継続されていたので、

指示だけは出せるが、作業フォロー、相談、管理は行えず、自分の作業をこなすことで精

一杯という日々が続きました。このリーダーシップの取り方は専制的リーダーシップに近

く、指示に対するフィードバックも受け取れないことが多かったため、メンバーの不満や

不安を察知することも、作業の遅れに対してフォローすることもできず、「納期に作業を

終了させることができないかもしれない…」というプレッシャーから次第に現場はピリピ

リと張り詰めた雰囲気になっていきました。そのうち、体調不良で休みがちになるメンバー

が出てくるようになり、このままではチームが崩壊してしまうと感じ、私はチームの立て

直しに取りかかることにしました。

2.民主的リーダーシップによる、問題の改善

2-1.問題部分の抽出

　まず何が起こっているのかを、整理する為にSV全員でミーティングを行い、私は聞き

役に徹した状態で、感覚として上手くいってないと感じていること、つらいと感じている

作業などを抽出し、問題がどこにあるのかをメンバーの意見を元にまとめていきました。

　実際の業務は、開発とSVの間での情報共有、SVからOPへの指示、OPから SVへの

報告、SVから開発への報告といった流れで行われていました（図1-a参照）。

図1-a：作業フロー（通常）

そして、今回のミーティングの結果、問題は以下の2つに絞り込まれました。（図1-b参照）

開発 SV 情報共有 指示

報告報告

OP 
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①SV同士、OP同士でチームワークが取れていない

②  SVのOPへの指示とOPから SVへの報告が不明瞭な（人によってやり方が違う）ため、

正しい情報のやりとりが出来ず、お互いに信頼関係が築けていない

図1-b：作業フロー（問題発生時）

2-2.問題解決策の検討（Step1）

　問題部分を解決していくにあたり、まず②の問題である、指示・報告の不明瞭さについ

て、指示・報告に使用する媒体（進捗表や管理表など）と手順を統一するよう、改善策を

立てました。これにより、SV同士の信頼関係は戻り、SVとOPのコミュニケーション

も円滑になりましたが、OP同士の信頼関係と、OP内のチームワークが取れていないと

言う点については、改善されずに問題として残りました（図2-a）

図2-a：Step1

2-3.残った問題部分の原因

　残った問題については、OPの作業場所に多く出向き、状況を把握することと、個人面

談を行うことで、原因を調査していきました。

SV 開発 情報共有 指示

報告報告

OP 

問題部分

指示

報告

OP SV 

残った問題部分

問題部分（図1-bから）

媒体・手順の統一
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　OPは通常、開発とSVが作業を行っている部屋とは別の部屋で作業しており、SVは

必要に応じて、OPと電話連絡をする、またはOPのところまで出向いて伝達するという

方法でコミュニケーションを取っていました。問題発生時、自身の作業で手一杯だった私

は、出向くことを怠って電話連絡のみで対応していたため、作業場所がどのような状況に

なっているのかがわかっていなかったのです。OPに関する問題が改善しなかったという

ことは、その作業現場で私の見落としていた何かがあるのではないかと考えられました。

作業場所に多く出向くようになってわかったことは、OP同士で分裂が起こっているとい

うことでした。どのように分裂していたかというと、作業ペースの速い人で一つのグルー

プができ、作業ペースの遅い人はグループを作らずにそれぞれで孤立しているという状況

になっていたのです。そして、作業ペースの速い人たちが、自分の仕事を早々に終わらせ

て談笑している横で、作業ペースの遅い人たちは、プレッシャーを感じながら黙々と作業

を進めていたのです。また、SVのOPに対する接し方にも違いがあり、作業ペースの速

い人への作業指示は比較的迅速に済むので、話をしているSV側に気持ちのゆとりが感じ

られたのですが、作業ペースの遅い人に対しては、丁寧な説明を意識しているせいか、事

務的な感じを受け、そのようなSVの対応に少し脅えている印象を受けました。問題発生

時に休みがちになっていたメンバーというのが、この作業ペースの遅い側のメンバーだっ

たため、作業場所でのコミュニケーションのちょっとした差が、居心地の悪い雰囲気を作

り、ストレスを感じさせていたのだとわかりました。実際に面談をした結果でも、作業ペー

スの遅い人は、「自らの作業が与えられた役割分果たせていない」ということに対して劣

等感を感じ、作業ペースの速い人は、「自分ばかりが多くの仕事をこなしているようで不

公平である」と不満を持っていました。

　短納期の仕事をこなさなければならない環境においては、作業スピードが高い=能力

が高いと考えられがちですが、品質を上げるためには、注意力や正確さという能力が必須

となってきます。作業ペースの遅い人たちは、作業スピードが遅くても、どんなに小さな

トラブルやミスでも発見することのできる、注意力と正確さに長けていました。その能力

がこの職場で活かされ、必要とされていることを自覚できず、劣等感を感じてしまうよう

な環境を誤ったコミュニケーションで作っていたのです。

2-4.問題解決策の検討（Step2）

　Step2では、OPに以下のことを心がけるよう提案し、SVからの指示のみで行動する

のではなく、意見やアイデアがあれば自主的に発言や行動ができるような雰囲気作りを目

指していけるように検討ました。（図2-b参照）

① お互いの能力の向き不向きを理解し、相手を尊重して接する

② お互いの進捗状況に気を配り、遅れに対してのフォロー案をSVに相談する

③ 自ら得たスキルは手順書などを残し、展開してお互いのスキルアップにつなげる
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図2-b：Step2（OP）

　またSVに対しても以下のような考えを持って指示を出すことを心がけるよう、提案し、

より良いコミュニケーションで、より効率的な作業配置ができるように検討しました。

（図2-c参照）

①  作業配置はOPの能力に合わせて行い、配置転換を必要とする場合はSV同士で相談の

上、臨機応変に対応する

②OPとのコミュニケーションはできるだけ作業場所で顔を合わせて行う

③ 自分の担当以外の作業状況の確認を1日に1度は行う

図2-c：Step2（SV）

3.改善後

　その後、定期的に個人面談を行うことで、経過を見ていきましたが、お互いを知って、

相談で決めていくという方法が定着するに従い、忙しくてもゆとりのある雰囲気が自然と

作られるようになりました。またプロジェクトリーダーの役割も、指示決定権のある存在

から、メンバーの意見の取りまとめと助言を行う、民主的リーダーシップへと定着してい

き、自主的に問題解決のできるチームになっていきました。特に、OPそれぞれの能力に

合った作業配置を続けたことにより、短納期でも、高品質な商品を納品できるという強み

を持ったチームへと成長し、各メンバーの時間のゆとりと仕事に対する自信の獲得へと繋

がっていったのではないかと思います。

OPの分裂状況 Step2の行動

：OP 

指示

報告

OP 

Step2の対応

SV 

：SV 
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最後に

　モノ造りの現場では、Q（品質）、C（コスト）、D（納期）の3つを厳守することが常に

重要とされているため、これらを守るために専制的なリーダーシップを取ることが必要に

なるという場合もあると思います。ただ、そのときに、リーダーは職場の雰囲気がどうい

う状態か？苦しんでいるメンバーはいないか？ということを常に気にして、ストレスを感

じてしまうような雰囲気になっていたり、苦しんでいるメンバーがいたら、すぐに周りと

協力して対処できる臨機応変さを身につけておくことが大切なのではないかと思います。
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