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フィッシュ哲学導入による効果
－コミュニティ感覚尺度を用いての前後比較－

発 表 者 小島 哲哉 （茨城県：県西総合病院）

共同研究者 足立 礼子

よろしくお願いします。
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はじめに

高齢で ADLの自立が低く寝たきりの患者が多い

中、術前・術後の管理も必要な混合病棟では日々

の業務は煩雑化しており、仕事に対する意識が

単調化していると感じました。イライラした態

度や表情はスタッフ間で不快感を与え、人間関

係に悪影響を及ぼします。
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そこで、笑顔になれる環境を作ることにより

スタッフ間の人間関係の向上につながるフィッ

シュ哲学の概念を基に企画を導入しました。
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方法

対象：病棟に勤務しているスタッフ２１名

期間：H２４年９月上旬～１１月中旬まで

データ収集方法および分析方法は、ポスターを

ご参照ください。
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倫理的配慮

本研究は、看護部倫理委員会に申請し、承認を

受けた後実施しました。
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結果

病棟スタッフにアンケートを配布し、企画前

後ともに回収率は１００％。有効回答数は企画前が

２０名、企画後が２１名でした。

経験年数は、平均１３．５年、部署配属年数は平

均１．８年でした。スタッフが興味のあるもので

は、風景１０名、動物３名などの回答でした。
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図１・２は、企画前後のコミュニティ感覚尺

度の結果です。【５をよくあてはまる】とし、【１

をあてはまらない】とした５段階で評定しても

らいました。各項目の平均は「２．５」以上でした。
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表１は、企画前後のコミュニティ感覚尺度の

平均値の上位項目です。「私はこの職場の一員で

良かったと思っている」と「メンバーとの友情

や仲間意識は自分にとってとても重要である」

の２項目は企画前後ともにありました。「この職

場で良かったと思っている」では、４．４７と企画

後で変化が見られました。
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表２は、企画前後のコミュニティ感覚尺度の

平均値の下位項目です。「メンバーから物を借り

たり、お気に入りのものを交換したりする」「職

場で安心して自己の感情を出せる」の２項目が

企画前後ともにありました。
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図３は、企画に対しての意見です。楽しかっ

た１２名。理由として、「癒しや和みとなった」ど

ちらでもない９名。理由として、「最初は新鮮

だったが…どちらとも言えない」「変化が無いよ

うに感じる」などでした。笑顔に対しての回答

では増えた８名、どちらでもない１３名。笑顔に

は何が必要かの意見には「職場の雰囲気・信頼

関係・チームとの連携」などでした。仕事への

モチベーションでは、上がった４名。理由とし

て「気持ちの切り替え・意識付けができた」ど

ちらでもない１７名。理由として、「徐々に企画に

対して薄れていった」「モチベーションの変化に

は繋がらなかった」などでした。絵や写真の掲

示の継続の有無では、はいとの回答が１４名と多

い結果でした。
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考察

・企画前

アンケート結果より、中堅・ベテラン看護師と

して勤務している者が多い職場において、仕事

における協力性や信頼感が形成されコミュニテ

ィ感覚尺度は中間的な結果でした。

・企画後

シールを貼っていく行為や絵・写真を掲示した

事は、フィッシュ哲学のポジティブな物事へ取

り組む姿勢や行動スタイルの概念であり、『遊

ぶ』の原理に当てはまるものと考えます。その

結果、癒し効果や視覚効果が得られたと推測し

ます。

また、患者から感謝されることや鏡による笑顔

の意識付けは『相手を喜ばせる』への介入であ

り、笑顔に対しての情報を共有することで前向

きな評価につながり、効果を上げることができ

たと考えます。しかし、笑顔の評価については

主観的には評価がしにくく客観的な評価が必要

でした。

『注意を向ける』という部分では、絵や写真の掲

示・目標時間内に上がるという設定は、チーム

内の協力性に働きかけ目的意識を高めることに

つながったと考えます。

また、業務を遂行して行く上で、コミュニケー

ションは『態度を選ぶ』に当てはまり、笑顔に

重点をおき、企画の導入をしたことは相手と関

わりを持つ重要なポイントであると考えます。

しかし、コミュニティ感覚尺度においては企画

前後を比較しても大差がなかったこと、また

「徐々に企画に対して薄れていった」などの意見

があったことから研究メンバーの関わり不足が

挙げられます。企画を楽しむという事につなげ

るためには、スタッフ各々が共に参加し、楽し

みを見出すことが必要でした。
さだかた

貞方は「フィッシュ！哲学を導入した企業や病

院等は多いが、具体的な取り入れ方やそれに対

する職員の反応は様々で、「遊ぶ」「人を喜ばせ

る」「注意を向ける」「態度を選ぶ」のどれにポイ

ントを置くかによっても状況が異なっている」

と述べているように、フィッシュ哲学の効果を

上げ、仕事に対する意欲が湧き楽しく働くため

には集団への明確なアプローチの改善・検討が

必要であることが言えます。
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職場復帰支援施設わたっ子保育園の役割

発 表 者 近藤 絢加 （香川県：三豊総合病院 わたっ子保育園）

共同研究者 山村 有加里、細川 千尋、藤井 陽子、白川 和豊
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結語

１．今回のフィッシュ哲学の概念を用いた企画で

は、コミュニティ感覚尺度にあまり変化は現

れなかった。

２．フィッシュ哲学を導入していく上では、集団

へのアプローチ方法を検討し改善していく必

要がある。

ご清聴ありがとうございました。
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わたっ子保育園は、四国 香川県の西の端に位

置する、三豊総合病院企業団の院内保育園とし

て、平成２１年１月に開園しました。

三豊総合病院企業団は、病院を柱に、保健福祉

総合施設「すこやか」、介護老人保健施設「わた

つみ苑」の３つの施設から成り立っています。

当園は、これら企業団職員の福利厚生の一環で

ある、職場復帰支援を目的としています。
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定員は２７名でしたが、平成２３年度末には、育児

休暇明けの保育園利用希望者が予想以上にあ

り、定員を４６名まで増やしました。
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開園当初は４名でしたが、一時４３名まで増えま
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