
 

 

ＹＭＧ看護部 新入職員研修 

ドラマチックコミュニケーション研修 

事前アンケート 

 

 

◆研 修 日 平成 25 年 7 月 4 日（木） 

◆受講希望者     44 名 

菊名記念病院    13 名 

新横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院   7 名 

大倉山記念病院    4 名 

レストア川崎     5 名 

レストア横浜     8 名 

かりんの里     2 名 

菊名記念クリニック   3 名 

菊名訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ   2 名 
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① 院内、施設内等で自身のコミュニケーションにおいて心がけていることはありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.1) 

 

・患者様の目の高さに合わせて話ができるように、立ち位置や姿勢に気をつけたり、コミ

ュニケーションが馴れ馴れしくならないように言葉の使い方に注意すること、まわりに

不快感を与えないような言葉遣いをすること、を心掛けています。 

 

・笑顔であいさつすること。 

 

・コミュニケーション相手の情報を知ることです。情報と言っても個人的なパーソナルデ

ータではなく、表情や態度などを観察し、言語的コミュニケーションを行うことです。 

 

・あいさつ。 

 

・コミュニケーションがとれない患者に対しても、あいさつや声かけを心掛けている。 

 声のトーンや表情・距離感を意識し、相手の反応をみるよう、意識している。 

 

・①「おはようございます」、「お疲れ様です」、「ありがとうございます」など、あいさつ

は必ずするよう心掛けている。 

②報告・連絡・相談は、相手の状況（忙しいか）に合わせて、伝えるようにしている。 

 

・一度言ってしまったことは後で否定しても相手に残ってしまうため、できるだけ話す前

に相手の立場になって考えるように心がけている。 

 

・患者の目線に合わせること。敬語を使うようにしている。 

 

・あいさつは笑顔で元気良く。 

 

・①患者様の気持ちを受け取り、辛かったときには辛かったね、がんばったね、などと患

者様に声かけをする。 

②患者様が小さな頼みごとでもできるよう、「お気になさらずにお声かけください」など

と伝える。 

③笑顔で声かけする。 

 

・笑顔、傾聴、身だしなみ、共感する、自分の思いも時には素直に伝える、相手を不快に

しない態度。 
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① 院内、施設内等で自身のコミュニケーションにおいて心がけていることはありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.2) 

 

・表情や態度等の非言語的コミュニケーションまでしっかり観察し、相手の気持ちも読み

取れるように心がけています。 

また、自分自身が気持ちを伝えたいという気持ちから、そのときの気持ち・感情に合わ

せて、表情や声色を変えるよう心がけています。 

 

・①疑問に思ったことは他スタッフの動きを見ながら聞いている。 

 ②自分の居場所を伝えている。 

 

・①笑顔でいること。 

 ②話しかける前に、相手の名前を呼ぶこと。 

 ③アサーティブな表現で話すこと。 

 

・優しい口調で、解りやすい言葉を用いて会話しています。また、馴れ馴れしくならない

よう敬語を使っている。感情的にならないようにしている。 

 

・あいさつ、笑顔を忘れない。 

 気分が沈んでいるときでもセルフコントロールを心掛け、感情の起伏を表に出さないよ

う心掛けている。 

 

・①相手の気持ちを考えながら、強い不快感を与えないように話している。 

 ②明るい話のときは、笑顔で話すようにしている。 

 ③なるべく相手と目線の高さを同じにして話すようにしている。 

 

・一方的な話にならないように、話の途中で確認する。相手の返答・話も聞く。 

 

・①当たり前ですが、敬語を使う。 

 ②相手の話を途中で中断させたり、否定せず、1 度聞いて受容する。 

 ③話を中断しなければならないとき（コールや他スタッフとの会話など）は、「すみませ

ん、少しお待ちください。」と一言伝える。 

 ④スタッフ間では、朝と退勤時は必ずあいさつをする。 

 

・PCM のタイプ分け観察。 

 

・①積極的にあいさつを心掛けていること。 

 ②忙しいときでも、話しかけられやすいように笑顔、ゆっくりした口調にすること。 

  （話しかけられやすい雰囲気作り） 
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① 院内、施設内等で自身のコミュニケーションにおいて心がけていることはありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.3) 

 

・相手を尊重した態度で行っていること。相手の目を見て、なるべく視線を合わせるよう

にしていること。 

 

・話しかけやすい表情と雰囲気、しっかり聞いている態度を大切にしています。ときに大

きなリアクションで反応したり、ソフトタッチ（親しい人には）して、安心させる。 

 

・①笑顔。②相手の立場や目線に立って話す。 

 

・敬語で話すことを心掛けている。 

 

・①初対面の人の場合、緊張しすぎないように気をつけている。 

 ②不快なときでも、表に出さないようにしている。 

 ③大きい声ではきはきと話すように意識している。 

 

・①コミュニケーションが一方通行にならないよう、傾聴に心がけることと、必要に応じ

て自己開示をすること。 

 ②非言語的コミュニケーションに着目して、気付きを大切にすること。 

 

・①笑顔を大切にしている。②言葉遣い。 

 

・①人に比べて滑舌が良くないので、できる限りはっきりと話すようにしている。また、

声が低いので、コミュニケーション時には地声よりわずかに高めの声を出すようにし

ている。 

 ②会話の際に聞き取れなかった事柄は、なるべく完璧な情報を得るために、聞き返すよ

うにしている。 

 

・笑顔で話しかける。出勤時など、その日の始めに会うときはあいさつをする。 

 相手の話を聞いている際、相手の言葉に自分の言葉をかぶせないようにする。 

 

・人の話を否定せず聞く。 

 

・利用者様と率先して話しかけ、楽しく話すこと。 

 

・笑顔を忘れない。悪口・陰口を言わない。感謝の気持ちを忘れない。 
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① 院内、施設内等で自身のコミュニケーションにおいて心がけていることはありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.4) 

 

・月並みではあるが、まず明るい笑顔で相手に目線を合わせ、聞き取りやすい速さ・音量

で話すようにしている。更に、そこに相手を思いやる気持ちで接し、言葉が上手く発せ

ずとも表情から読み取れるよう、努力するよう心がけている。 

 

・①なるべく自分からあいさつをする。 

 ②分かりやすく伝える、分かりやすいメモを残す。 

 ③誰に対しても、礼儀正しく接する。 

 ④仕事の話以外も、少しする。 

 

・①相手の話に耳を傾け、共感すること。 

 ②反復して相手の話した内容を「～ですね」と話す。 

 ③笑顔を忘れずあいさつをきちんとする。 

 ④名前を早く覚えるように心がける。 

 ⑤目上の方に対して、先輩に対して、尊敬語・謙譲語・丁寧語を忘れない。 

 

・ご利用者様、またそのご家族の方と接するときは、笑顔を心がけ、自ら進んで話しかけ

るようにしている。 

 

・話すときに目線を合わせるように心がけている。 

 また、言葉だけで伝わりにくいときは、ジェスチャーを使って関わるようにしている。 

 どうしたら伝わりやすいか、相手によって考えているが、実際行うのは難しい。 

 

・①スタッフ、患者様は自分より目上の方のため、敬語を使うように心がけている。 

 ②言葉を先読みして「こういうことですか？」と言ってしまいやすいため、最後まで話

を聞くように心がけている。 

 

・相手の目を見てコミュニケーションをとる。 

話を聞くだけでなく、相手の表情も大切にしている。 

 

・透析という 2 日に 1 度は同じ患者様と接することで、毎回、気を遣わせすぎないように

自分の存在が患者様にとって最も安心できる存在となれるよう、常に患者様の目線で応

対していきたい。 

 

・まず相手の話・思いを聴くこと。理解しようと努めること。否定されたと思わせない伝

え方をすること。心のゆとり・ユーモアの心を持つこと。 
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② 院内、施設内等で他者とのコミュニケーションが上手くとれていないと感じるときがあ

りますか？「ある」とすれば、どのようなときですか？ (No.1) 

 

・もともと他者とのコミュニケーションをとることが苦手なため、常に自信がなく不安が

大きい。特に勉強不足・知識不足のため、医療的な質問や治療のことを聞かれたときに

戸惑ってしまうことで申し訳なく思う。今は新人なので、という理由で許されているこ

とでも、今後、自分にコミュニケーションがうまくとれるという自信がないため、不安

が大きい。 

 

・敬語や正しい言葉遣いができていないときがある。 

 

・質問①で心がけている非言語的コミュニケーションでメッセージを受け取り、反応をフ

ィードバックする際に、ネガティブな反応を送り手にされるとコミュニケーションがと

れなくなったり、先入観や固定観念にとらわれてしまうことがあります。 

 

・うまく聞き取れないとき。2 回くらい聞き直しても、聞き取れないとき。 

 

・相手が何を言いたいのか、何を伝えているのか分からないとき。 

 

・その人の持つ印象で判断し、自分から距離を持って接してしまうとき。 

 

・発語があるが何を言っているかわからないとき。 

 

・発語のない患者さんや、言葉をうまく聞き取れない患者さんの訴えの内容を理解しよう

とするとき。 

 

・①認知症のある患者様の場合。 

 ②患者様の発語に対して、うまく聞き取れずどのように返事して良いか悩むときがある。 

 

・認知症の方など、伝えたいことが伝わらないとき。 

 

・言葉の選択が適切にできていなくて、他者に気持ちが伝わらないとき、伝わっていない

と感じられるとき。 

 

・自分が他の先輩たちは忙しそうと遠慮して、声をかけられなかったとき。 

 

・認知症の患者様や高齢の患者様との会話で、説明したことが理解してもらえないとき。 

 

・自分に余裕がないとき(業務が忙しいときなど)。 
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② 院内、施設内等で他者とのコミュニケーションが上手くとれていないと感じるときがあ

りますか？「ある」とすれば、どのようなときですか？ (No.2) 

 

・①わかりやすく話すことが苦手なので、相手（主にスタッフ）に上手く伝わらないとき

がある。忙しいと話す内容を自分で整理できないので、わかりやすく話せないときが

ある。 

 ②忙しくてゆっくり話せないときに、対応が威圧的になることがある。 

 

・①患者さんの思いが伝わらないとき。 

 ②話しかけづらいと思うとき、普段の自分からの声かけが足りないと思うとき。 

 

・①相手が理解できないような表情（硬い表情）をしているとき。 

 ②知らない情報が出てきたとき。 

 

・①間が独特で、理解するよりも戸惑いの方が多い場合。 

 ②発語が少なく、相手の意図を理解できない。 

 ③決めつけで会話をどんどん進められてしまい、こちらの意図を通せない。 

 

・遠慮して声がかけられず、対応が遅くなってしまったとき。 

 

・特にありません。 

 

・相手が目を見ないで怒っているような態度のとき、どう話しかければ良いか、構えてし

まう。 

 

・忙しくてバタバタしているときは、ゆっくりコミュニケーションがとれない。 

 

・受け入れてくださる方とは、よくお話をするが、人見知りする方、うまくコミュニケー

ションがとれない方と、積極的に関わることができていない。 

 

・①自分自身の意見や考えを上手く表現できず、もどかしいときがある。 

 ②認知機能が低下している利用者様との、コミュニケーションが難しい。誘導の方法や

会話をどのようにしていくべきか迷う。 

 

・高次機能障害（失語症等）、認知症の方とのコミュニケーションの難しさ。思いを理解す

ることができず、適切な支援ができない。 

 

・非言語的コミュニケーション（ボードを使ったり、ジェスチャーなど）。 
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② 院内、施設内等で他者とのコミュニケーションが上手くとれていないと感じるときがあ

りますか？「ある」とすれば、どのようなときですか？ (No.3) 

 

・①要件を伝える際に焦ってしまい、伝えるべき話の内容が前後してしまったり、上記の

発声時の心がけがおろそかになってしまい、相手を混乱させてしまうことがある。 

 ②笑顔がぎこちなくなってしまい、相手に悪い印象を与えてしまうことがある。 

 ③無意識に相手と距離を空けてしまう癖がある。 

 

・自己主張やプライドの高い利用者の方とうまくとれていない気がする。 

 

・自分の意見を述べるのに、遠慮してしまう。 

 

・何を話していいのかわからないときは、うまくとれていないと感じる。 

 

・相手の気持ち、思っていることなどを、うまくキャッチできないとき。 

 

・問①において努力していると書いたが、実際、表情・仕草・雰囲気から、相手の考えや

気持ちを読み取ることは難しく、未だ上手くできずもどかしく感じることが多い。 

また同僚間においては、円滑に情報を共有・広めることが難しく、しばしば伝えたにも

関わらず、広がっていないことがある。 

 

・①伝えたつもりでいたけれど、正確に伝わっていなかった。 

 ②伝えようと思いつつも、伝えるのが遅くなってしまった。 

 ③部署ごと、人によって、同じ一つのことに関して、違う情報を発していた。 

 

・①自分が相手に伝えたいことを、まとめきれないとき。 

 ②気持ちが焦り、主語を忘れてしまうとき。 

 ③伝えたことと理解されたことが、食い違っていたとき。 

 

・言葉や表情でコミュニケーションがとれない（とるのが難しい）ご利用者様と関わると

き。 

 

・言葉でのコミュニケーションが難しい人などと関わるときに、なかなか相手の思ってい

ることを読み取れないし、自分のことも伝えることが難しい。 

 

・①自分の意見を伝えるとき。 

 ②伝えられたことを行ったのに、「違う」と言われたとき。 

 

・話したあと、相手の表情がはっきりしていなかったとき。 
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② 院内、施設内等で他者とのコミュニケーションが上手くとれていないと感じるときがあ

りますか？「ある」とすれば、どのようなときですか？ (No.4) 

 

・①相手の話の内容が、自分にとって難しい・理解できないような場合、会話を続けにく

く、互いの距離感を作ってしまう。 

 ②患者様が自分以外のスタッフに、気持ちや悩みを打ち明けている様子を見ると、まだ

自分との間に壁があると感じる。 

 

・強いタイプのキャラクター・話し方の方と接するとき、冷静なる一方、引いてしまい、

自分の意見を伝えられないことがある（討論する自信がない）。 

 

 

 

③ 自身のコミュニケーションにおいて必要だと思う事柄はありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.1) 

 

・他者が求めていることを素早く理解し、的確な返しができるようになること。 

 相手の話をしっかり最後まで聞き、理解した上で言葉を選び、失礼のないコミュニケー

ションがとれるようにすること。 

 

・仕事にまだ慣れず余裕がないので、会話がうまくできていないことや、敬語が正しく使

えないことがある。その点が改善必要。 

 

・1 つ 1 つ認識し、ニーズを理解し、信頼関係を築くことだと思います。そして伝えたい

ことを明確にし、順序よく整理し、送り手・受け手どちらになってもメッセージを共有

し、他者との関係づくりだという意識が必要であると考えます。 

 

・自分中心にならないように、相手のことも気遣うことができるようになりたい。 

 

・苦手と意識してしまうと、うまく向き合えず壁を作ってしまう。本当の自分を見透かさ

れたくないと感じると、自分を演じてしまう。 

 

・報告・連絡・相談をするときの伝え方。あらかじめ話す内容をまとめ、相手にきちんと

伝わるようにすることが必要だと思う。 

 

・自分がどう考え、感じているのか、相手に伝わりにくいことがあるため、その思いや考

えを相手に伝えていくことも、ときには必要だと考える。 

 

・患者の聞き取りやすい声で話をすること。 
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③ 自身のコミュニケーションにおいて必要だと思う事柄はありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.2) 

 

・目を見て話す（目が泳ぐというか、直視が得意でない）。 

 

・一方的な話し方にならない。患者様が思っていることを伝えられるようにする。 

 手に触れる。痛い所に触れる。笑顔。 

 

・場合によっては、“毅然”とした態度が必要であると思うが、相手が不快にならないよう

な、納得してもらうことができるような伝え方ができること。 

 

・言葉のバリエーションが少ないため、ボキャブラリーやたくさんの言葉を知る必要があ

ると思います。言葉の選択が適切にできていないと感じられるときがあるからです。 

 

・①患者さんのことで、少しでも疑問に思ったことや対応に困ったときなど、なるべく早

く解決するためにも必要であると感じた。 

 ②自分の手技で不安があったとき。 

 

・思っていることが表情に出やすいので、常に笑顔でいること。 

 

・特にないと思う。 

 

・セルフコントロール。 

 

・話を聞くことより、相手に自分の考えや思いを伝えることの方が苦手なので、相手にわ

かりやすく伝えられるようにしたい。 

 

・一人の患者さんと向き合うこと。腰を落ち着けて話すこと、寄り添うこと。 

 

・伝えたいこと、伝えるべきことなどの内容を、分かりやすく簡潔に話す。 

 （話す内容がまわりくどくなったり、長くなりすぎることがあるため。） 

 

・①人付き合いを気楽に取れる気持ち。②ストレスに負けない強い内臓。 

 

・①積極性。 ②簡潔に物事を伝える能力。 

 

・話す相手が求めているように、コミュニケーションを行うこと。話すペースをゆっくり

にすること。仕事中は、方言が出ないようにする必要があると思います。 

 

・心です。 
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③ 自身のコミュニケーションにおいて必要だと思う事柄はありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.3) 

 

・①相手と同じ目線になって考え、話すこと。 

 ②まずは相手の意見に耳を傾け、傾聴すること（否定する前に）。 

 ③相手が話してきたら、必ず返事・反応をする。 

 

・自身、人見知りがなく誰にでも話しかけることができるが、よく「図々しい」「偉そう」

だと捉えられることも多い。スムーズなコミュニケーションのために、そう思われない

接し方を身につけたい。 

 

・①自分の意見などに自信がないとき、声が小さくなりやすいため、気をつけている。 

 ②緊張が相手に伝わらないように気をつけている。 

 

・過去の職場環境と相違しているため、違和感が拭えず、自己開示することができていな

い。 

 

・相手のことを考えたコミュニケーション能力。 

 

・①平時からの落ち着き。 

 ②行動の優先順位を適切に判断する能力。 

 ③会話の内容をまとめる能力。 

 ④人と積極的にコミュニケーションをとろうとすること。 

 

・傾聴する際、相槌の打ち方。「うん」「はい」「そうですね」など、相手によっては「本当

に話を聞いているのか？」と思ってしまうような相槌しか打てないときがある。 

 

・自分の意見をきちんと話す。 

 

・利用者とは話を積極的にすること。 

 

・焦らない。何か行動するとき、冷静に対応すること。 

 

・相手の話をまずしっかり聞いてから、それに対して返答するなど、基本はできていると

思うが、1 に対し 2・3 と話しすぎてしまう傾向があるため、2 聞いて 1 話すなど、相手

がより多く話せるようにしていく必要がある。 

 

・①要点をおさえて簡潔にはきはきと話すこと。 

 ②（状況に応じて）声を大きく、スピードを速くして話すこと。 
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③ 自身のコミュニケーションにおいて必要だと思う事柄はありますか？ 

「ある」とすれば、どのようなことですか？ (No.4) 

 

・①相手の立場を尊重し、話を聞き、何を伝えようとしているか、汲み取れるようになる

こと。 

 ②「ほう・れん・そう」を怠らない。 

 ③挨拶を忘れない。 

 

・丁寧な言葉遣い。 

 

・コミュニケーションをとっている最中の表情、マスクをしていても伝わるような表情が、

難しいが必要だと思う。また帰宅欲求のある方などと関わる際に、どのような受け答え

をしたら良いかが難しく、そのようなときのコミュニケーション力が必要だと思う。 

 

・①聞く力。②自分の意見をまとめること。 

 

・会話が弾んで楽しくなると、話しすぎてしまう。 

そして即答してしまうことがあるので、周りの雰囲気を読み取って、気をつけたい。 

 

・①仕事の最中であっても、患者様をリラックスさせるために、積極的にコミュニケーシ

ョンをとっていきたいが、心に余裕がなく仕事に集中しすぎて、コミュニケーション

を疎かにしてしまっていると感じる。 

 ②自分の知識不足・説明不十分なせいで、頼って質問してくる患者様を安心させられな

い。 

 

・自分の考えを整理して、解りやすく（筋道立てて）相手に伝えること。 


