
リーダーシップを発揮することが困難なときのワークシート

（個人用）記入例

�.自分の困難な状況にタイトルをつける

�．組織の属性情報や特徴を書く

�主に①所属組織の概要，②所属組織が担う業務，③所属組織の人員構成，④指示命令系

統，⑤所属組織の組織図，について記載しましょう

全国の拠点と意識合わせが困難な事例

�全国�万人規模の企業（IT業）の東京本社。

�自分は健康管理センターで，�名の保健師と分担し，東京本社の建屋1,200名の健康管理を担っ

ている。主に自分が担当している従業員の異動や健康管理センターが企画立案した施策の伝達

などの場面で主要事業所の保健師や総務担当者と連携しながら，実務を行っている。

�組織としては，総務部内にあり，総務部長が健康管理センター長を兼任している。

�健康管理センターメンバー：総務部員�名，保健師�名，専属産業医�名，非常勤精神科医

（月�日，非産業医）�名

�全社施策については，これまで，主に総務部員が施策を立案しており，保健師や産業医は最終

確認の際に意見を求められる程度である。保健師業務としては，健康診断の結果に基づく健康

指導・職場復帰支援の際の保健師面談や人事制度の説明のほか，産業医面談などの調整や産業

医に対する会社側の窓口などの業務を担っている。

�自身の立場：保健師
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�．「ありたい姿」を考えて書いてみる

�組織やチームにとっての目標（心の健康づくり計画や健康管理指針に準ずるもの）ではな

く，あなたが目指す産業保健の「ありたい姿」（実現したい理想の姿）を書きましょう。

�．現在の状況を文章にしてみる

各拠点の産業保健スタッフ，総務部門と本社の健康管理部門の意識が合い，同じ目標を実現す

べく，各自が役割を理解していること。また，役割を遂行するために必要な知識を持っているこ

と。職場復帰支援の手順や基準が事業所間で統一されていること。

�東京本社の健康管理センターは総務部に所属しているが，各事業所では健康管理業務や人事管

理業務を総務課が行っており，産業保健スタッフも総務課の所属となっている。また，以前か

ら，事業所の産業保健活動はそれぞれ自律的に運営されてきたため，東京本社の健康管理セン

ターから方針や施策が伝えられても，事業所の活動になかなか反映されない。

�日々の現場での業務は，個々の産業保健スタッフに委ねられており，お互い相談しながら行っ

ている。組織への介入の際や現場で解決が難しい事象に関しては，総務部長兼センター長に直

接相談をしている。人事制度の詳しい説明を求められた際や人事への確認が必要な際には，セ

ンター長に相談し，センター長より人事担当者へ指示が出る。センター長や人事担当者が面談

に同席する場面もあるが，困難事例に限られる。

�復職の判断や休職中の対応など，事業所によってまちまちである。地方の事業所でメンタルヘ

ルス不調から復職した経験を持つ従業員が本社に異動になり，その後再発したようなケースで，

運用が異なるため，当該従業員が戸惑うという事例が散見される。

�判断の基準が拠点ごとで異なっているため，拠点での判断の後，本社の決済のための会議で復

職が認められないケースがあり，各事業所は，対本社という対決姿勢である。

�本社から異動したフォロー者について保健師間で申し送りをする際に連携を取ると，ときに

つっけんどんだったり，「そんな厄介な人を送り込んで本社はよいわね」といった攻撃的な返答

を受けることがある。



�．現在の状況を分析図に描いてみる

�分析図の下に各関係者の特徴を簡単に書きましょう。

＊「�．今ある資源を書き出してみる」まで進んだら，一度分析図に戻ってさらに情報を書き足しましょう。

分析図

＊　＃11，12，13は「7. 今ある資源を書き出してみる」の後に追記したもの。
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・年に1度の健康関連イベント

基本方針や体制・組織、組織文化の資源
・上期健康施策の立案会議
・健康宣言：「従業員の心と体の健康が全てにおいて最優先であり，全ての従業員が健康を保持・増進する
　ための環境づくりに積極的に取り組むことをここに宣言します」
・エビデンス（科学的，法令など）に基づく意見は尊重する組織文化
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分析図から得られた気づきの整理

�分析図ができたら，分析図を振り返って気づいたことを整理しましょう。

関係者の特徴

�本社も事業所も，保健師の実務についてはそれぞれの保健師任せとなっている。

�産業医の関わりがケース対応に限られている。

�全体を俯瞰し，指示を出す役割を担う機能（職務・ポジション）があまりない。

【「�．今ある資源を書き出してみる」の後に追記した気づき】

�総務部長は全体を俯瞰し指示を出す機能を担っており，CHOとのコネクションも強く，本社産

業医や各事業所の総務課長とも関わりがある点から，職場のメンタルヘルス対策を推進する実

行力が強いため，キーパーソンと言える。

�健康管理センターの中にいると，健康イベントなどの健康管理センターが主体となって開催す

る場だけが衛生分野に関わる場であるように錯覚をしていたが，視点を広げてみると，健康管

理センターが主体となる場以外にも，総務関係の会議など，広く衛生分野に関係する場が社内

に豊富にあることに気がついた。

�先輩看護師や研究会など，社内外に見落としていた資源があった。

# 関係者 特徴

�

本社総務

部長（健

康管理セ

ンター長）

総務部長が健康管理センター長を兼任しているが，これまで人事畑を歩んできて

おり経験豊富。健康経営にも関心が強く，人当たりも良い。会社の上層部ともコ

ネクションが強いとのこと。

�

本社保健

師（ベテ

ラン）

本社内外で長く勤務をしており，課題認識は共有しているものの，持ち担当が多

く，日々の業務に忙殺されている。社内に知人は多い。

�

本社保健

師（若手）

入社�年目の保健師。課題認識は共有しているが，保健師の中でも若手に属し，

周囲へ意見を言うことは少ない。また，複雑なケース対応がまだ難しいこともあ

り，日々の対応で手いっぱいの様子。

�

本社産業

医

社員ではなく，業務委託契約ということもあり，社内向けに発言する機会は少な

い。日々の業務は保健師が窓口となっている。センター長との接点は，センター

発の施策等の最終確認時や自身の契約更新のときなどに限定される。

�

本社精神

科産業医

非常勤であり，事業所の保健師が実務のほとんどを担い，業務は職場巡視や産業

判断を要する業務に限定される。総務課長との接点はほとんどなく，基本的に保

健師が会社側の窓口となっている。



�

本社人事

担当者

（労務管理

担当）

勤務時間等の労務管理を主とする実務担当者。衛生委員会で顔を合わせる程度

で，保健師との関わりは薄い。両立支援担当者との関わりは限定的。

�

本社人事

担当者

（両立支援

担当）

障害者雇用，育児両立支援を主とする実務担当者。雇い入れ時健診や両立のため

の産業医面談の依頼など限られた接点しかない。労務管理担当者との関わりは限

定的。

	
事業所の

総務課長

�年程度で交代する。業務が多岐にわたって多忙なため，実務は拠点の保健師に

委ねているケースが多い。



事業所の

保健師

各拠点は50∼60代の再雇用まで，ベテラン揃い。各拠点のことは熟知している。

一方で，長年培ったやり方があり，新しい提案には反対することが多い。

10

事業所の

産業医

非常勤であり，事業所の保健師が実務のほとんどを担い，業務は職場巡視や産業

判断を要する業務に限定される。総務課長との接点はほとんどなく，基本的に保

健師が会社側の窓口となっている。

11

先輩看護

師田口さ

ん

もと本社健康管理センターの主任看護師。現在は，総務部から出向し，健康保険

組合で業務をしている。当時，各拠点の看護師の採用と教育に携わっていたこと

もあり，顏がきく。

12

最高人事

責任者

（CHO）

前センター長で役員に昇格後も健康経営を強力に推進している。現センター長と

もかねて上司部下の関係であり，また，社内の尊敬を集める人望の持ち主。

13
研究会 私の所属する産業保健の専門研究会。第一線の専門家が多く集まっており，知恵

を借りることはできるかも。



�．自分の「ありたい姿」を見直してみる

�現状の整理ができたら，「�．」で書いた「ありたい姿」と「現状」を見比べて，やりたい

ことを実現しようとする上での困難や，実現できていない理由について考えてみましょ

う。

�最初に書いた「ありたい姿」と変わってくるところがあれば，新たな文章で「ありたい

姿」を書いてみましょう。

�．今ある資源を書き出してみる

�どのような資源があるか書き出してみましょう。（人，場・機会，タイミングなど）

＊ 資源の書き出しが終わったら，「�．」に戻って「分析図」に書き加えましょう。

知識の差によるコミュニケーションギャップがなくなり，お互いの縄張り意識にこだわるので

はなく，従業員の健康を守るという共通の目的を共有し，その実現のために協力を惜しまず，従

業員がどこに行っても質の高い同水準の産業保健サービスを享受できるようにする。

資源の種類 あなたの場合

基本方針や体制・組織

（全社方針や安全衛生方

針など）

�健康宣言に「従業員の心と体の健康が全てにおいて最優先であり，

全ての従業員が健康を保持・増進するための環境づくりに積極的に

取り組むことをここに宣言します」と書かれている。

人

（頼れる人，相談できる

人，情報をもらえる人な

ど）

� CHO（最高人事責任者）

�看護師で，以前，本社の健康管理室に長く勤め，現在関連会社に出

向中の Bさん（各拠点の保健職ににらみが効く）

�研究会の仲間たち

場所・機会・物理的資源

（現在使える場所や機会）

�上期健康施策の立案会議

�年に一度の各拠点の総務担当者会議

�年に一度の健康関連イベント

タイミング

（組織目標のみなおし，

法制度の変更など）

�各拠点での健康関連イベントの協力依頼のあるタイミング

�復職事案が本社に上がってきたタイミング

�ストレスチェック後の組織分析の後のタイミング

組織文化

（役職者に話しやすい雰

囲気，同期のつながりが

強いなど）

�エビデンス（科学的，法令など）に基づく意見については尊重する

組織文化がある。



	．困難を乗り越えるためのアクションのアイディアをリストアップする

�困難を乗り越えて，自分のありたい姿を実現するためのアクションを，思いつく限り，リ

ストアップしてみましょう。

�今の段階では，実際に実行できそうかどうか，コストがどれくらいかかるかといったこと

は脇に置いて，自由に思いつくまま書いてみましょう。


．具体的なアクションプランを立てる

�リストアップしたアクションの評価の結果をもとに，今回取り組むアクションを�つ選び

ましょう。

�職場復帰支援の運用や水準を統一するために，産業保健スタッフ向けにマニュアルを作成する

教育研修を行う。

�上記マニュアルを用いて，産業保健スタッフ向けの研修会を企画する。

�外部講師を招致し，一般的な復職支援の実務について研修会を実施する。

�本社スタッフが全拠点を訪問し，拠点のスタッフと懇親を深める。

�産業保健スタッフ向けの外部研修に本社および各拠点の産業保健スタッフが一緒に参加する。

�関係者間でオンライン飲み会を実施し，親睦を深める。

�復職のタイミングではなく，不調者発生の段階で拠点保健師から本社保健師や常勤産業医，精

神科医に相談できる体制を構築する。

�統括産業医を雇用し，社内で役職を担い，強力に引っ張ってもらう。

アクション
実行

しやすさ
効果

取り組む

アクション

�職場復帰支援の運用や水準を統一するために，産業保健

スタッフ向けにマニュアルを作成する。
� � 〇

�上記マニュアルを用いて，産業保健スタッフ向けの研修

会を企画する。
� � 〇

�外部講師を招致し，一般的な復職支援の実務について研

修会を実施する。
� �

�本社スタッフが全拠点を訪問し，拠点のスタッフと懇親

を深める。
� �

�産業保健スタッフ向けの外部研修に本社および各拠点の

産業保健スタッフが一緒に参加する。
� �

�関係者間でオンライン飲み会を実施し，親睦を深める。 � �



�実行しやすさ：�.実行が難しい〜�.確実に実行できそう

�効果：�.効果なし〜�.効果大

�復職のタイミングではなく，不調者発生の段階で拠点保

健師から本社保健師や常勤産業医，精神科医に相談でき

る体制を構築する。

� �

�統括産業医を雇用し，社内で役職を担い，強力に引っ

張ってもらう。
� �



実行計画

�選んだアクションについて，それぞれ具体的な実行計画を立てましょう。

�実行したあとには，効果がどれくらいだったのか，実行してみて発見したこと，気づき，

次に活かすにはどうすればよいかについて，「実行してみてどうだったか」のところに追

記しましょう。

実行計画

実行する

アクション

�産業保健スタッフ向けの職場復帰支援運用マニュアル案を作成するために，

本社産業保健スタッフを打合せの機会を持つ。

いつ �今月中

どこで �職場で

誰と �本社産業医，保健師

必要な準備
�これまで受講した職場復帰支援に関する研修資材を集める。

�これまでの各拠点の復職事案の収集をする。

代替案 �打ち合せに参加が難しかったスタッフとは別途情報共有の機会を持つ。

実行してみてどう

だったか

�各拠点の復職事案の中にも好事例があることを本社スタッフで共有できた。

�マニュアル作成に向けて，産業医・保健師間で率直に意見交換でき，方針の

共有ができた。

�保健師間では意見の相違があることもわかり，一緒に外部の復職支援に関す

る研修を受講することになった。


