MCサーベイは組織の健康診断です
組織も健康状態を把握するために、
定期的に健康診断を受けましょう
組織は「生き物」です。環境・状況が変われば、組織の健康状態も変化していきます。

人は自身の健康状態を
把握するために、年に一度
健康診断を受けます
人は、病気になれば自覚症状で気づくことが多いですが、
健康リスクを早めに認識して生活習慣を改めるには、毎
年の健康診断が欠かせません。

人の場合

健康診断を受ける

sur
ve
y

組織の場合

年に１度は、組織も健康診断を受け、内部の状態をモニタリングしましょう！

MCサーベイを受ける
定期的に健康診断を

結果にちゃんと向き合う
一安心

問題があった

問題がなかった！
目標を立てて、組織を前向きな状態に導こう

定期的に健康診断を

問題解決

結果が戻ってくる
心
一安

問題があれば…

具体的な行動計画・
PDCA

問題がなければ
今まで通り前向きな生活を

診断・治療・行動変容

組織も同じです

精密検査・保健指導

次のMCサーベイで
評価
調査の結果に一喜一憂
するのではなく、結果から

次回健康診断で評価

次の行動を見いだすことが
大事なのです
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MCサーベイで
わかること／できること
MCチャートって？

サーベイの結果
組織の健康状態：

悪い

スタッフの多くが仕事に困難を抱えており、へこ

結果シートの星の位置

たれてしまっている状態です。健康診断で言えば

[MC チャートの着眼点 ]
高←
↑①気持ちの前向き度 ↓

スタッフの健康度分布

「治療が必要」と判断された状態です。このよう

② 組織コミットメント

目標 ×外発

はおろか主任や副師長ですらなかなか答えられません。それは、部
署内で「管理方針」がきちんと共有されていないからでしょう。MC
チャートでは、部署の課題を、紙と付箋を使ってシンプルに示すこと
を第一に考えています。

→低

目標 ×自発

に組織の健康状態が良くない時は、組織の目標や
ノルマの達成に取り組むのは難しく、まずは足元
の問題の解決に取り掛かる必要があります。たと
え多くの問題を解決するのが難しかったとしても、
「今日は昨日よりも少し状況が良くなった」と思

問題 ×外発
低←

問題 ×自発

③ マネジメントへの信頼

→高

えるような小さな一歩を踏み出し、スタッフの気
持ちを少しずつ上向きにしていくアプローチが求
められます。

組織の健康状態：

普通

モチベーション高く元気に働いている人もいれ

結果シートの星の位置

ば、へこたれている人もいる。とても元気という

[MC チャートの着眼点 ]
高←
↑①気持ちの前向き度 ↓

スタッフの健康度分布

…という、様々な満足度のスタッフが混在した状

目標 ×自発

態と考えられます。この場合、問題解決的なアプ
ローチで職場環境を改善していくことも重要です
が、そればかりだと比較的元気な人たちのやる気

問題 ×外発

問題 ×自発

③ マネジメントへの信頼

→高

良い

高←

→低

↑①気持ちの前向き度 ↓

目標 ×自発

な問題を解決したくなるかもしれません。しかし、
この状態の時に必要なのは問題解決ではなく、前
リーダーシップです。今こそビジョンやゴールを
共有し、組織が比較的健康であることをメンバー

低←

MCサーベイ 説明資料

められます。

向きな目標を立て、皆で協力して取り組んでいく

問題 ×外発

仕事で
成果が出せる

示す必要もあり、状況に応じた個別的な対応が求

目な管理者は、より完璧を目指そうとして、細か

② 組織コミットメント

目標 ×外発

E. 職業
コミットメント

[ 職務満足の構造 ]

A. 業務
コミュニ
ケーション

B.業務の
しくみと
体制

C.
問題解決の
支援

① マネジメントの改善により
仕事の成果が高まる要素

F. 承認実感
G.組織と
チームへの
感情

H.
待遇への
納得感

② 声かけや職場のあり方の改善が
職務満足につながる要素

I.ワーク
エンゲージ
メント

J. 成長と
キャリアの
展望

K.
勤務継続
意思

③ マネジメントの結果が
個人の感情や認識に表れる要素

保って働けている、組織が健康な状態です。真面

[MC チャートの着眼点 ]
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D.
自己効力感

は、チームがより良くなるための前向きな目標を

多くのスタッフが現状に満足し、比較的やる気を

結果シートの星の位置

スタッフの健康度分布

職務満足の構造

が高まりません。ある程度満足している人たちに

低←

組織の健康状態：

わけではないが、不満はなく働けている人もいる
→低

② 組織コミットメント

目標 ×外発

MC チャートは、部署の課題（目標や問題）を記述し、共有するため
のフレームワークです。
多くの看護組織において、
「部署の目標は何ですか？」
「いま、部署は
どんな問題の解決に取り組んでいますか？」と質問しても、スタッフ

管理課題は、まずは「目標」と「問題」の２つに分けられます。簡単
に言えば、
「目標」は「現在困っているわけではないが、より高めた
いもの」です。
「問題」は「既に困っていて、このまま放置するわけ
にはいかない課題」を示します。さらに、組織（看護部）や外部から
示される外発的な課題と、師長やスタッフ自身が考え感じている自発
的な課題にも分けられます。
この４つのエリアに書かれた課題は、MC サーベイで明らかになる部
署の健康状態によって、どこから重点的にアプローチするべきかが変
わってきます。スタッフの心理的な健康状態のほかに、組織コミット
メントや、
部署内のマネジメントへの信頼などが「取り組むべき課題」
を左右する要素となってきます。
MC サーベイでは、結果シートの中で、MC チャートのどの領域から
重点的に取り組むべきかを、調査結果に基づいて示唆しています。ぜ
ひ「MC チャート」と「MC サーベイ」を組み合わせて、管理の最
適化に取り組んでください。

問題 ×自発

③ マネジメントへの信頼

→高

に伝え、チームが歩むべき道を示すことで、組織
をさらに成長させていきましょう。

上の図は、職務満足の構造を、機関車に牽かれる列車に例えて説明し
たものです。仕事に対するモチベーションの構造と言っても差し支え
ないものでしょう。
まず、一番左側の「機関車」の部分には、
「コミュニケーション」
「業
務の仕組みと体制」
「問題解決支援」といった、現場の仕事が実際に
成果につながるかどうかを左右する要素が並びます。ここに燃料をく
べる（＝改善やテコ入れをはかる）ことによって、その組織は仕事が
順調に進み、仕事の成果が出やすくなります。
次の緑色の部分は、状態によっては「軽く」なったり「重く」なった
りします。周囲からの承認を原動力として、自己効力感や職業コミッ
トメント（看護のことを好きな気持ち）が高まってくる（≒この車両
が軽くなる）と、仕事の成果がより職務満足につながりやすくなりま

す。対して、組織やチームへの感情が低下し、待遇にも納得がいかな
くなると、車輪が重くなり、それだけ列車の進みも遅くなります。
すなわち、マネジャーにとってはオレンジ色の「機関車」の部分、仕
事の成果に繋がる環境要因の改善・向上だけが、直接的に職務満足を
高めることができる手段となります。さらに、チームや個人を承認し、
効力感やコミットメントを高め、信頼に足る組織を作っていくことに
よって
「職務満足の低下」
を最小限に食い止めることができるでしょう。
これらのアプローチの結果として、勤務継続意思やキャリアの展望が
高まってくるのが、職務満足の構造なのです。モチベーションが低い
人に「モチベーションを上げて」と言っても高まることはありません。
仕事で成果を出すための環境・支援を整え、丁寧に承認して効力感を
高めていくことで、少しずつモチベーションが高まっていくのです。
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マネジメント・コンパスで
健康でレジリエンスの高い組織をつくる

を
！
SWOT
大丈夫
くても
やらな

この流れは、
今までの「目標管理」の

年に１回は、MCサーベイ
を活用した組織の健康

マネジメント・コンパスについて詳しく
学びたい方は持続可能な看護組織を考
える研究会主催の研修【C.マネジメン
ト・コンパスの考え方と活用】をご受講
ください。→研修についてはP.15参照

代替となるものです

診断を受けましょう

A ct

まずはここから
スタートだ！

C heck

PDCAをまわす

P lan

D o

取り組みを続ける

師長

１

2

3

4

5

6

看護部から求められて
いることがわかる！

スタッフや患者の声から
問題をみつける

自分自身のやりたいこと、
困っていることを書く

どこから手をつけたら
いいかわかる！

アクションプランが
立てられる！

アクションプランを
やりっぱなしにしない

看護部が各部署の師長と面談します。

各部署の問題点を発見します。MC

師長自身が日々感じている、部署の解

MC サーベイの結果シートを見れば、

問題解決の場合は PDP、目標に取り

定期的に MC サーベイを実施するこ

看護部の方針に基づき、各部署に達成

サーベイは、部署が抱える問題を客観

決すべき問題や、
「こんな部署になった

MC チャートの 4 つの枠のうち、まずど

組む場合はロードマップを使い、適切

とで、改善活動の成果を把握できます。

してほしい目標を明確に伝えます。

的に把握することに役立ちます。

らいいな」という目標を書き込みます。

こに取り組めばいいかが一目瞭然です。

で具体的なアクションプランを立てます。

必要に応じてプランを見直しましょう。

外発

自発

自発

外発

自発

外発

自発

外発

目標

目標

目標

目標

目標

問題

問題

問題

問題

問題

自発

ロードマップ

持続可能な看護組織を考える研究会

Ⅳ

PDP-1

powered by Notocord

氏名

困りごと整理シート

持続可能な看護組織を考える研究会

Ⅳ

氏名

マネジメント・コンパスの流れ

外発

困りごとの原因・理由となる事実・現象
PDP-1 困りごと整理シート

2

時系列・順番で考えた時に、最初の困りごとよりも前に起きることです。

困りごとの原因・理由となる事実・現象
最初の「困りごと」の原因、困りごとを引き起こすきっかけ等を書きます。

powered by Notocord

困りごとの影響／結果として生じている現象

困りごとの整理

最初の「困りごと」の原因、困りごとを引き起こすきっかけ等を書きます。

最初の「困りごと」の結果として生じている事実・事象をここに書きます。

「困りごとの原因・理由となる事実・
現象」を左側に、
「困りごとの影響／
結果として生じている現象」を右側
に書き込みます

時系列・順番で考えた時に、最初の困りごとよりも前に起きることです。

時系列・順番で考えた時に、最初の困りごとよりも後に起きることです。

2

困りごとの影響／結果として生じている現象

困りごとの整理

最初の「困りごと」の結果として生じている事実・事象をここに書きます。
時系列・順番で考えた時に、最初の困りごとよりも後に起きることです。

PDP
「困りごとの原因・理由となる事実・
現象」を左側に、
「困りごとの影響／
結果として生じている現象」を右側
に書き込みます

1

最初の困りごと

1

最初の困りごと

状況説明・補足
「困りごと」の状況を共有するために必要な説明・補足事項をここに書きます。
「困りごと」の原因でも結果でもない情報は、ここに書いて下さい。

状況説明・補足
「困りごと」の状況を共有するために必要な説明・補足事項をここに書きます。
「困りごと」の原因でも結果でもない情報は、ここに書いて下さい。

Po i n t

!

付箋を使って「困りごと」を整理するためのワークシートです。１枚の付箋には、１つの文章（事象）だけを書くようにし、できるだけ主語を書いて下さい。
付箋に書く際は「事実」
「現象」「S/Oデータ」を記述するよう心がけ、
「解釈」や「アセスメント」は行わないで下さい。
「原因・理由」と「影響・結果」を厳密に考えすぎると、先に進めなくなります。あまり、因果関係や論理の流れにこだわりすぎず、まずは困りごとの周辺状況を記述してみてください。

3
真の困りごと

int!

Po
困りごと（＝症状）の分析・整理・見直しを目的としたもので、
全ての欄を埋める必要があるわけではありません。様々な角度から「困りごと」をとらえることが目的です。

付箋を使って「困りごと」を整理するためのワークシートです。１枚の付箋には、１つの文章（事象）だけを書くようにし、できるだけ主語を書いて下さい。
付箋に書く際は「事実」
「現象」「S/Oデータ」を記述するよう心がけ、
「解釈」や「アセスメント」は行わないで下さい。
「原因・理由」と「影響・結果」を厳密に考えすぎると、先に進めなくなります。あまり、因果関係や論理の流れにこだわりすぎず、まずは困りごとの周辺状況を記述してみてください。

3
真の困りごと

困りごと（＝症状）の分析・整理・見直しを目的としたもので、全ての欄を埋める必要があるわけではありません。様々な角度から「困りごと」をとらえることが目的です。

MCチャートの左上の項目が埋められる

MCチャートの左下の項目が埋められる
MCサーベイの結果もここに入る

用
ベイの活
MCサー

MCチャートの右側の項目が埋められる

問題 発 見
に役 立つ
項目設 定

MCサーベイの結果シートの星の位置から
どこから取り組んだらよいか把握する

用
ベイの活
MCサー

声から
みんなの
！
見
問題 発

組 織の 健
康状 態に
応じた
アプロー
チをみつ
ける！

KA+rcvr`mmi+A+/,glbb20+21

取り組むべき枠が目標なのか問題なのか
によって、取り組み方が違います
KA+rcvr`mmi+A+/,glbb20+21

0./7-.3-/0/483/

0./7-.3-/0/483/

MCサーベイの詳細項目を見て、
振り返りを行う

用
ベイの活
MCサー
一つひとつ
やろう！

ちゃんと
う！
振り返ろ

師長の
看護部と師長の対話
看護部と
対話
病院経営的
にはこの数
値を達成し
てほしいな
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sur
ve
y

今年の看護部の方針は
これです。

自身に向
き合う

拡大

MCチャートには、部署の課題を「目標」と「問題」に分けて書き込みます。
「問題」は、物事がある
べき姿（最低限の水準）に達しておらず、困っている状態です。
「これは早く解決しなければ困る！」
と思っていることは、
「問題」の欄に書いてください。対して「目標」は、これから目指す「より良い
状態」のことを指します。
「現状でも概ね問題はないけれど、こうなったら素敵だな」と思うこと
は、
「目標」の欄に書きましょう。

7

結果シートについて（プレミアム）

結果シート１枚目
調査対象の職種・経験年数などを集計した結果で
す。サンプルの特徴を見極めるために使います。

調査日は、当初申込時に設定した回答期限の日付
が示されています。
配布数は、回答者コード発行数（予備を除く）が
表示されており、回収数は実際に回答が得られた
数を示しています。

結果シート全体の構成
結果シートは、以下の構成になっています。
1. 病院全体の結果（1 〜 4頁：4枚）

Point!

今回の調査対象全員の結果を集計したものです。

組織のコンディション（健康状態）について、簡
単なコメントがつきます。
さらに、マネジメントに関する課題のうち、どの
領域から優先的に取り組むと良いかを、大まかな
傾向に基づいて推奨しています。
もちろん、このコメントに従わなければならない
わけではありませんが、たくさんの課題の中から
何に優先的に取り組んだら良いかがわからない場
合に、参考にしてみてください。

2. 病棟・部署別の結果（部署数×4枚）
部署別の結果を集計したものです。

3. 職種別の結果（調査対象が看護職のみの場合は省略しています）
看護助手や他職種の調査を併せて行った際には、職種別の集計結果を付けています。

4. 職種別の年次別の結果（計6分類×4枚）
1年目、2 ～ 3年目、4 ～ 6年目、7 ～ 10年目、11 ～ 20年目、21年目以上
ただし、それぞれの集計単位の人数が5名以下の場合には、個人の回答が特定されるのを避けるために、
結果を表示しないルールとなっております。

Point!

３．

４．

部署別

職種別

年代別

４枚

４枚

４枚

年次（６分類）

２．

病院全体

部署数

１．

ここを見れば“今”何をすべきかわかる！

MCチャートのどこに取り組むべきか
一目でわかる！

MC サーベイでは、所属スタッフの「気持ちの前向
き度」を測定し、この組織が前向きな「目標」に
取り組めるコンディションか、それとも目の前の
（足元の）
「問題」を解決するところから始めた方
が良い状態かを判断しています。
そして、
MCチャー
ト内のどこに優先的に取り組むのが良いかを「★」
によって示しています。

４枚
不要な部分は出力されないため、
ページ番号は飛ぶことがあります。

・チームの精神的コンディショ ・組織全体の目標にはコミット
しにくいが、チームのためな
ンは比較的良い傾向にある
・組織全体の目標にコミットし、 ら前向きになれる
・ロードマップを作ってチーム
前向きに取り組もう！
の目標に取り組もう！

集計単位ごとの構成（4枚1組）

MCチャート
外発

自発

目標
問題

この分析では「①気持ちの前向き度」が高いときは、その部署の「②組織コミット
メント」を見ており、
「①気持ちの前向き度」が低いときには部署の「③マネジメ
ントへの信頼」を見ています。なぜなら、気持ちが前向きでない部署が「目の前の
問題」に取り組む時、所属組織へのコミットメントは重要ではないからです。むし
ろ、直属のマネジャーの問題設定が適切だと信じられるかの方が重要なのです。
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▲１枚目

▲２枚目

▲３−４枚目

集計単位ごとに、組織の大まかな健
康状態を評価した上で、マネジメン
ト課題のどの領域から重点的に取り
組んでいくべきかを示すシートです。

それぞれの集計単位の結果の概要を
カテゴリごとにグラフ化し、見やす
くまとめたものです。このシートで、
全体的な傾向を把握してください。

3 枚目は、2 枚目に示したカテゴリに属する項目の、
個別の集計結果を見るためのシートです。
4 枚目は、組織マネジメント上の問題・課題を発見
するための質問項目が盛り込まれています。詳細
な分析を行う際に使います。

MCサーベイ 説明資料

・チームの精神的コンディショ
ンが良くなく、マネジメント
への信頼度も低い
・PDPでスタッフの困りごとを
一つずつ解決し、信頼の
回復を！

・チームの精神的コンディショ
ンは良くないが、上司への信
頼はある
・上司が問題意識をきちんと
言語化し、スタッフと共に
PDPに取り組もう！

偏差値とは？

素点とは？

「偏差値」は、集団の中でどのぐらいの位置にいるかを表す値です。ちょうど平均となる値の
偏差値を50としますので、数値が50より大きければ「平均より良い」、数値が50を下回れ
ば「平均より悪い」ということを表しています。
偏差値が60を上回る場合は「平均よりかなり良い」状態、偏差値が40を下回る場合は、
「平均よりかなり悪い」状態だということができます。

「素点」は、当該の質問項目について、
「そう思う」～「そう思わない」の5段階の選択肢を
「＋2」～「－2」として計算し、その平均を算出した数値です。
素点がプラスの値の場合は、その質問項目に肯定的な評価が多く、素点がマイナスの値の場
合は、否定的な評価が多いことを表しています。
ただし質問項目によっては、多くの回答者が否定的に答える傾向があるものもありますので、
素点だけでなく偏差値もあわせてご覧ください。
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結果シート２枚目

結果シート3枚目・４枚目

A 〜 K の要素は、ページ上部の「職
務満足の構造」と対応しています。

Point!

Point!

それぞれのスコアを見てみて、もし「他の項目と比
べて極端に数値が低い」
「前年度と比べて大きく数
値が低下した」などの項目があれば、そこに問題が
ある可能性が高いです。なぜ数値が低くなっている
のか、よく考えてみましょう。

組織の問題のありかがわかる！

①および②の要素（A 〜 H の要素）は、管理者が
人や組織に働きかけることで、直接的に変化させ
られるものです。
②の要素は、
①がうまくいった（仕事で成果が出た）
時に、適切な承認・声掛け・意味付けが行われる
ことによって向上するので、まずは何よりも①の
要素（A 〜 C の要素）に問題がないかをチェックし、
仕事の進捗を妨げる問題を一つひとつ解決するこ
とが重要です。

Point!

Point!

「質問項目」の文言は、わかりやすくするために実
際の質問項目の文ではなく、その質問で測定してい
る要素を記載しています。
「質問項目」が否定的な記載の場合（例：業務の無駄・
効率の悪さがあるか）
、素点や偏差値はすべて逆転
して集計されています。すなわち、質問項目の書き
方を問わず、素点・偏差値が高い＝良い評価、素点・
偏差値が低い＝悪い評価となります。

全国の基準値から得られた偏差値を
（とても良い）

50 〜 60

（まあまあ）

40 〜 50

（あまり良くない）

40 未満

（要注意）

の表情でわかりやすく表しています。
（院内偏差値は表情には反映されません）

Point!

偏差値が 60 以上の項目には“H”の記載が、偏差
値が 40 未満の項目には“L”の記載が為されます。
まずは全体的に、H や L の記載に着目して見ると
強みや弱みが把握できます。
なお、病院全体の集計結果は、サンプルが多いため
にスコアが平均化されやすく、H や L の記載がつ
く項目は少ない傾向があります。

過去４年分のデータと比較できる！

このカテゴリーの集計結果について、過去 4 回の
数値を示し、その推移を折れ線グラフで表してい
ます。初回調査の場合、および前回は調査を行っ
ていない部署（再編・新設のあった部署等）の場
合は、過去の数値および推移グラフは表示されま
せん。
それぞれの項目のスコアです。

①マネジメントの改善により仕事の成果が高まる要素
［A：業務コミュニケーション］同僚・上司・他職種とのコミュニケーションが円滑にいっている
かどうかを表します。
［B：業務のしくみと体制］業務効率や役割分担などの面で、成果を出せる仕事環境が整って
いるかを表します。システムの整った大規模急性期医療機関では、高い値が出やすい傾向があ
ります。
［C：問題解決の支援］仕事をしていて様々な困難・問題に直面した時に、周囲や上司が適切な
支援をしてくれているかどうかを表しています。この項目も、大規模急性期医療機関では、高い
値が出やすい傾向があります。
②声かけや職場のあり方の改善が職務満足につながる要素
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本調査を 2 回以上実施している場合、前回調査時
の偏差値が「前回」の枠に表示されます。また、前
回と今回の比較を行い、偏差値換算で 5 以上の変
化があった場合には、前回と比べて上昇↗、前回と
比べて下降↘、の矢印が表示されます。
※初回調査、部署新設等で比較対象が無い場合は、
前回の数値・矢印等は表示されません。

左側は「院内偏差値」を、
右側は「全国偏差値」
を表す数値・グラフになります。

職務満足の構造・各カテゴリについて

［D：自己効力感］自分が「求められるレベルの仕事ができる」という自信、
「やればできる」
という肯定感を表します。一般的に新人および２～３年目は、この項目があまり高くありません
（若い人が多い機関は低値になります）。
［E：職業コミットメント］看護職という職業自体への肯定感を表します。
「勤務継続意思」が
低いが、この項目が高い場合は、組織に対する否定的な感情が高まっている可能性が高いです。
［F：承認実感］自分は周囲に認められている、と感じられているかどうかを表しています。
「自
己効力感」と同様、急性期医療機関の新人・若手はあまり高くない傾向があります（若い人が多
い機関は低値になります）。
［G：組織とチームへの感情］自身が所属する組織やチームへの信頼感に関わる要素が反映さ
れます。
［H：待遇への納得感］主に、
「給与」と「休み（ワークライフバランス）」の観点から、待遇面
の満足度を表します。これまでの調査結果から、
「勤務継続意思」への影響はあまり大きくな

重要な問題はMCチャートに書こう

極端に数値が低い項目のうち、特に重要だと思われ
る問題は、MC チャートの「問題×外発」の欄に
記入し、PDP など解決に向けた取り組みを行いま
しょう。

わかりやすいアイコンで状態を把握

60 以上

極端に数値が低い項目を見つけよう

いことがわかっています。
③マネジメントの結果が個人の感情や認識に表れる要素
［I：ワークエンゲージメント］
「仕事に対する前向きな感情」を表しています。情熱・没頭・活
力などの要素から成るとされ、一般に言われる「モチベーション」にも近い概念です。
［J：成長とキャリアの展望］現在の職場で自分が成長できると感じるかどうか、またキャリ
アやスキルアップの観点で前向きな展望を持てるかどうかを表しています。
［K：勤務継続意思］現在の所属組織で働き続けたいという意思を反映します。

回答の分布について
素点や偏差値は「単純平均」を用いて計算していますが、両側に分かれた回答分
布なのか、中央に寄った回答分布かによって、同じ平均値であっても意味合いは異

なります。両側に分かれて分布している場合、その質問項目に関して、スタッフ内で
も捉え方が大きく分かれていると言えるでしょう。

院内偏差値と全国偏差値の違い
「院内偏差値」は、院内の全部署の中で自部署がどのぐらいの位置にいるかを表す値で
す。全部署の平均となる値を50としていますので、数値が50より大きければ「院内の平均
より良い」、数値が50を下回れば「院内の平均より悪い」ということを表しています。
「全国偏差値」は、全国の病院勤務の看護師と比べて、自部署がどのぐらいの位置にいる
かを表す値です。こちらは、全国の看護師対象のコホートスタディ（P.14）の結果から算出
した標準値を50としていますので、数値が50より大きければ「全国の看護師の平均より良
い」、数値が50を下回れば「全国の看護師の平均より悪い」ということを表しています。
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調査の流れ
期間の目安

よくあるご質問

弊社

師長

スタッフ

➊
お申込み

1〜３週間

誰がどんな回答をしたか
わかりますか？

A

本調査は匿名です。個人が特定できない
からこそ、率直な回答が得られます。

1. お申込みフォームよりご連絡下さい。http://kango.notocord.net/
2. 後日、弊社より申込書をメールでお送りしますので、ご記入のうえ、メールもしく
はFAXにてお申し込みください。

Q

回答所要時間は？

※オプションサービスの利用・価格調整等を行った場合には、別途提出する見積書の金額でのお申込みとさ
せていただきます。

A

質問数は約80問、回答所要時間は５〜
10分程度です。

Q

従来型の携帯電話（ガラケー）で
回答できますか？

A

従来型携帯電話には対応しておりませ
ん。パソコンを使ってご回答ください。
一人ひとり、個別のコードが割り当てられ
ますので、看護部のパソコンで複数人が
回答することも可能です。

Q

コードをなくしてしまいました。

A

あらかじめ各部署に予備のコードが発行
されておりますので、そちらをお使いく
ださい。それでもコードが不足する場合
は、担当者の方を通じて、弊社までご連
絡ください。

Q

回答中に誤って画面を閉じてしま
いました。どうしたら良いですか？

A

もう一度、QRコードまたは回答者コード
を使って回答画面にログインしてくださ
い。基本的に回答を中断した箇所から再
開しますが、場合によっては最初から回
答しなおすことになります。

Q

回答者コードを正しく入力したに
もかかわらず、エラー画面が表示
されます。

A

正しく回答者コードを入力しているか、
もう一度ご確認ください。それでもエ
ラー画面が出る場合は、その回答者コー
ドがすでに使われている（回答済みであ
る）可能性があります。他の方が回答を
終えたコードを使って回答することはで
きませんので、ご注意ください。

お客様
ご担当者様

1週間

Q

お申込み

➋
ご契約

回答者コードの配布

調査開始日や回答期限、実施人数などを調
整の上で決定します。

➌
調査準備
約１か月

➍

配布方法
• 回答者コードをプリントアウト。
• 部署ごとに分類して各師長に配布。師長はスタッフ一人ひとり
に配布。
• 調査開始日になると、回答者コードを使ってWebの回答画面
へアクセスすることが可能になります。
注意点
• 用紙に書かれた「部署名」を必ず確認して配布してください。
• 回答者コードは各部署の人数分発行されているので、同じコードをコピーして配
らないようご注意ください。

調査実施
調査実施

➎
集計・分析

回答するよう働きかける！

回答期限後、弊社にて集計・分析を実施い
たします。レポート送付までには、約２週間
の期間をいただいております。

約２週間

調査対象者（スタッフ）には、
「5分程度
で回答できるのでぜひ協力してほしい」、
「調査期間内に回答を済ませてほしい」
など、丁寧な声掛けをしてください。回答
者数が少ないと、結果の信頼性が低下し
てしまいます。

➏

1.
2.
3.
4.

回答者コードを使い、スマートフォンまたはパソコンから回答していただきます。
回答画面では「前の画面に戻る」ことはできません。
回答が完了すると、その回答者コードでログインすることができなくなります。
回答状況についてご確認が必要な場合は、弊社までお問合せください。
（回答
期限の延長のご相談にも応じます）
5. 回答期限を過ぎると、回答画面にアクセスできなくなります。

レポート納品
レポート（病院全体分析シート・病棟ごとの
分析シート）をお送りいたします。レポート
は、データ（PDF）でお送りいたします。
※同時に請求書をお送りいたします。

約１か月弱

▲回答画面サンプルです

➐
お支払い

お支払い
1.
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レポート納品日の翌月末日までにお支払いをお願いいたします。
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この調査について
サービス比較

多職種での調査実施について

MCサーベイに関する情報の取り扱いについて

本調査は看護職を対象に開発されましたが、同様の質問を他の医療職（医
師・薬剤師等）
・事務職・介護職向けに変更した調査項目もご用意しており
ます。そのため、院内の多職種を対象に調査を行うことも可能です（実際に
多職種で調査を行った実績もございます）。ただし、他の医療職・事務職・介
護職の調査データを基にした標準値は算出していないため、比較対象となる
標準値は看護職のものであることを予めご了承ください。

1. 本調査において扱う情報
（1）部署別の所属人数
（2）各個人の回答内容
（3）部署単位および組織全体の集計結果
2. 情報の機密性の保護
（1）本調査において、個人を特定する情報は扱っていないため、本調査の実施に
際して個人情報の取り扱いはない。
（2）本調査の実施に際して提供された、部署別の所属人数等の情報は、これを調
査目的以外には使用しない。
（3）本調査の、部署単位および組織全体の集計結果については、これを依頼者の
許可なく公開したり、第三者に開示することはない。
（4）本調査の回答結果について、個人・部署・所属組織等の属性を除いたデータを、
研究および解析プログラムの改善、教育プログラムの開発等に使用することがある。
（5）本調査によって得られた回答結果は、部署・所属組織等の属性と異なるデータ
ベース上で扱われ、万が一回答結果データが漏洩した場合であっても、そのデータと
個人や所属組織が紐付けられないよう、十分な対策を施す。
3. 情報の完全性・可用性の担保
（1）本調査に関して収集したデータは、バックアップ体制のあるデータベース
サーバにおいて、4年間に渡って保管される。
（2）本調査に関して収集したデータは、弊社の提供する集計プログラムを通して
のみ依頼者に提供され、生データを提供することはない。これは、様々な情報を
組み合わせて、回答した個人が特定されるのを防ぐためである。
4. 調査に関する著作権
（1）本調査の質問項目、分析カテゴリー、項目・カテゴリーごとの標準値、集計
票、質問紙等の著作権は全て有限会社ノトコードに帰属する。
（2）本調査の結果シート（集計結果）についてのみ、依頼者がこれを複製することが
できる。また、集計結果を電子化して、別媒体に転載することもこれを妨げない。
以上

調査の学術的背景
本調査の標準値および偏差値は、有限会社ノトコードが東京都の助成を受
けて2015年11～12月に実施した、全国の20代～40代の看護師1103名
（100床以上の病院に勤務する常勤看護師）を対象としたコホート調査の
データをもとに統計的に算出したものです。500床以上の医療機関に所属
する人は34％、300～499床の医療機関に所属する人は31％であり、 病
院勤務の看護職全体の傾向と概ね一致しています。ただし経験年数の分布
は1～3年目が約12％、4～10年目が約42％であり、大規模急性期医療機
関の構造と異なる部分があります。回答者のうち1年以内に退職予定となっ
ている者は9.5％であり、これは看護職全体の傾向と概ね一致します。
標準データのプロフィールを踏まえると、新卒を多く採用する大規模急性期
医療機関は自己効力感や承認実感に関わるスコアが低値を示しやすく、業
務環境や問題解決支援は高値を示す傾向があります。これらのスコアに関し
ては、結果シート1枚目の「院内偏差値」を併せて参照することも推奨され
ます。

MCサーベイにはPremiumの他に、簡易版のLightもございます。Premiumは医療機関全体の実
施に、Lightは部署単位の実施に最適化された設計となっております。

Premium

Light

１部 署のみの
導入が可能

約 80 個の質問
で問題の所在を
詳細に検索

結果表示

全 21の質問で
MCチャートの
着眼点を把握

11の観点で
介入ポイントが
わかる

MCチャートにおける
着眼点の表示

あり

あり

単位

看護部・医療機関全体

１部署・小規模施設（5* 〜 50 名）

部署別集計・部署間比較 *

あり

なし（部署に分けた集計はできません）

経年変化の比較

あり（過去４年まで）

なし

質問紙の種類

看護職、医療職、介護職、事務職

看護職のみ

回答方法

スマホ・PC で回答

スマホ・PC で回答

結果報告の形式

結果シートを PDF 形式のデータで送付

WEB で閲覧

調査対象数ごとの
価格（税別）
（901名以上の場合は
ご相談ください）

〜 100 名 15 万円
～ 200 名 20 万円
～ 300 名 25 万円
～ 400 名 30 万円

～ 500 名
～ 700 名
～ 900 名

35 万円
40 万円
45 万円

10,000 円

※回答者数が５名以下の場合、その部署の集計結果は個人の回答の特定防止のため、表示されません。

導入事例
【大学病院Ａ】
Ａ大学病院では毎年、新人が夜勤に入れるようになり、部署が少し
落ち着く夏頃に MC サーベイを実施しています。調査結果は看護部
から部署ごとにフィードバックされ、スコアが低い部署については管
理者を責めるのではなく、
「どんな問題があるのか、どうやって改善
していくのか」を一緒に考え、支援する取り組みが進んでいます。調
査を始めた頃は結果に一喜一憂する管理者もいたとのことですが、
継続するうちに「マネジメントを良くするための手段」という認識が
定着しました。
Ａ大学病院では、以前から管理者を中心にＰＤＰによる組織学習の
取り組みを続けており、今年度からはＭＣチャートを全部署で取り入
れ、目標や問題の可視化に取り組んでいます。この目標策定や問題
の発見にも、ＭＣサーベイの結果が活用されています。
【大規模公的病院Ｂ】
Ｂ病院では、年度の終わり頃にMC サーベイを実施し、調査結果は
管理者の年度の振り返りや、新年度の目標策定に活用されています。
院内では、以前から様々なアンケート調査が行われていたにもかかわ
らず、具体的な改善活動につながっていないことが、看護部の大き
な問題意識でした。そこで、MC サーベイの実施にあたっては、
「マ
ネジメント側の自己満足」で終わらせず、それぞれの部署が問題を発
見し、具体的な改善活動につなげることを強く意識して取り組みまし
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た。調査結果は、副部長の同席のもと、師長・副師長が集まって検
討を行い、管理方針策定の重要な材料となっています。
Ｂ病院では、本調査をはじめとする管理の改善に関する様々な取り
組みが実を結び、14％台であった離職率が3 年間で 9％を切るレベ
ルに改善しました。
【中規模公的病院Ｃ】
Ｃ病院では、離職が相次いでおり、その原因を探るために MC サー
ベイが実施されました。以後、部署の定期的な状態把握と、改善の
評価を目的として毎年の調査が行われています。
看護部では、
離職の原因について「人間関係が良くないのではないか」
という見立てをしていたのですが、MC サーベイを行った結果、一部
の部署で「業務プロセス／効率」に著しく問題があることがわかりま
した。人間関係よりも、
「記録やカンファレンスに追われている」
「業
務の指示が適切に出ていない」等の問題が深刻だったのです。
そこで、部署で業務改善に取り組んだ結果、当該部署の職務満足度
が2 年かけて徐々に改善し、相次いでいた離職も減少してきました。
地域包括ケア病棟への再編や、一部の病棟と外来での業務一元化な
ど、変化があるたびに職務満足度の一時的な低下がみられましたが、
データから問題を読み解き丁寧に対処することによって、離職が相次
ぐような事態を防ぐことができています。

関連サービスのご案内

ノトコードが運営する「持続可能な看護組織を考える研究会」では、他にも看護管理
をより良くするためのサービスをご用意しております。ぜひ、併せてのご利用をお勧め
いたします。詳しくは右記QR、または下記URLよりサービス案内を御覧ください。
URL

● 研修

M C チャート
マネジメント・コンパス（M C）の基 本 的な 考
え方をはじめ、問題 解決メソッドであるPDP
（Problem-Discovery Process）の概論と
演習、ロードマップ策定、組織学習のファシリ
テーションなど、マネジメント・コンパスを活用し
た新しい看護管理について統合的に学ぶことの
できる研修ラインナップをご用意しています。

http://cnml.jp/service

● MCチャートアプリ

● 採用パンフレット制作

MC チャート
部署の管理方針を示すフレームワークであり、
マネジメント・コンパスの根幹ともいえる「MC
チャート」のWEBアプリです。チャートに記入
し、具体的なアクションプランに落とし込むまで
の流れを一元的に閲覧・管理できるようになって
います。個人（部署単位）で利用できるLight、医
療機関全体で利用できるPremiumがあります。

外の人（≒求職者）に対して組織をアピールする
「採用活動」「パンフレット制作」の機会を活用
し、
「看護部がビジョンに向けてどのような方策
を取ろうとしているか」を言語化するサポートを
します。これによって、看護部のビジョン・目標
への具体的なロードマップが示され、スタッフと
も共有しやすくなることを企図しています。
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