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講演にあたって

• 開示すべきCOI
–開示すべきCOIはありません。

• 謝辞
–本講演の内容は、「東京大学職場のメンタルヘル
ス専門家養成プログラム」(TOMH)基礎コース・イ
ノベーションコースのために作成したものの一部
です。こうした考えを持ち育てる機会を与えてい
ただいた受講生の皆様に感謝します。



リーダーシップとは

• リーダーシップ（英語: leadership）とは
• 指導者としての資質・能力・力量・統率力。
• 「自己の理念や価値観に基づいて、魅力あ
る目標を設定し、またその実現体制を構築
し、人々の意欲を高め成長させながら、課
題や障害を解決する行動」のこと

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』



リーダーシップ論の歴史(1)

• リーダーのリーダーシップ論
1. 特性アプローチ（リーダーの資質や特徴に着目）(～

1940年代)
2. 行動アプローチ（リーダーシップスタイル、PM理論
など）（1940年代～1960年代)

3. コンティンジェンシー（状況対応）アプローチ（有効な
リーダーシップスタイルは状況要因に応じて変わ
る） (1960年代～1980年代)

4. コンセプト理論 (1980～現代)
• 変革型リーダーシップ
• サーバント・リーダーシップ

時代とともに変遷



リーダーシップ論の歴史(2)

• 組織の誰でもがリーダーシップを発揮するとする考え
方(1960-1980年代以降）

• 機能的リーダーシップ (Hackman & Walton, 1985; 

Adair, 2003)

• 適応的リーダーシップ（Heifetzら, 2009）

リーダー≠リーダーシップ。

Ronald A Heifetz教授（NHKリーダーシップ白熱教室）



「誰もがリーダーシップ」の考え方は、専
門職 (プロフェッショナル)と整合性がよい

• プロフェッショナルとは、複雑な知識と技術を修得して初め
て行える仕事が中心となる職業。

• 専門職集団に属するものには倫理綱領が適用され、 真の
実力を有し、誠実さや道徳、利他主義、自分の守備範 囲

の中で社会のためになる努力をするといった事柄に対し

て忠実であることが求められる。

• その上で、専門職は その知識を自分たちだけが用いる権

利や自律性、裁量権を持つ

Oxford English Dictionary



• 上意下達的に管理されるピラミッド型社会から、異
なる価値観を持つメンバーが広く情報を共有する水
平型の社会に。

「誰もがリーダーシップ」の考え方は水
平型の社会に整合性がよい

一律の当て
はめが難しく
なっている 個々の状況

下で専門職
が判断する
必要が増加
している。

制度・ルール



リーダーシップに関する誤解

X リーダーシップとはカリスマ性や人を引き付け
る能力のことである。

X リーダーシップとは派閥をつくり、人に影響を
与えることである。

X リーダーシップとはチームのリーダーが行うも
のである。

X リーダーシップとは生まれながらの能力であ
る。

これらはすべてリーダーシップに関する誤った考えである(Lisak & Erez, 2015)



保健医療職になぜ
リーダーシップが必要か？

• 今世紀に入ってから保健医療職の持つべき能力（コン
ピテンシーと呼ぶ）には大きな議論がおこっている*

• 患者および健康課題が多様化し、国民からの医療へ
の期待が高度化する中で、保健医療職の能力の見直
しが進んできた*

• 産業保健専門職を含めた公衆衛生専門職の能力の
見直しも進んでおり、現在、米国やカナダでは、その
教育にあたって、知識の習得だけでなく、知識を元に
実践を行なえるために必要な能力の養成こそが重要
とされるようになった

• 中でも、リーダーシップは特段に重要な能力である

* Frenk J, et al. Lancet. 2010; 376(9756):1923-58.



我が国の公衆衛生専門職のコンピテ
ンシー
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公衆衛生大学院プログラム校連絡会議「日本版MPHコンピテンシー草稿第5版」
(2018年10月) リーダーシップは９つのコンピテンシーの１つ



産業保健専門職とリーダーシップ

• 変化する社会の中で、産業保健に対する期待はかっ
てないほどに高まっている。これに関わる実践家は、
制度や企業・従業員の価値観を考慮しながら、その
役割を果たすことを求められる。そのために自らの
リーダーシップを持ち、これを発揮する必要がある。

• 情報化社会では、権威に一律に従うのではなく、
個々人が発信者となることが一般的になってきた。こ
うした活動は現代社会を変革する力となっている。
個々人がそのリーダーシップを発揮し、産業保健の
質をよりよいものにしてゆくことが期待される。



リーダーシップとは、シンプルにいうと
「ビジョンを現実にする」こと

• “Leadership is the ability to turn vision 
into reality” (Alon and Higgins, 2005)

Alon I, Higgins JM. (2005). Global leadership success through emotional and cultural 
intelligences. Business Horizons, Vol 48 (6), p501.

ビジョン 実現する



考えてみましょう

• あなたが産業看護の現場で実現したいこと
（ビジョン）は何ですか？

• それを実現するために、どう行動しています
か？あるいはどう行動しようと考えています
か？



ビジョンを持つ①
自分のビジョンを育てる

• 自分の目標を明確にする
–顧客は誰か考える
–自分の一番大事な価値に基づいて選ぶ

•自分から選ぶ
•最後にどんな形になっていれば満足できるか
を考える

–自分にも他人にも魅力的な目標にする
–自らの仕事に旗を立てる



チームや組織は異なるビジョンを
持っている

社会のビジョン

組織のビジョン

チームのビジョン

自分のビジョ
ン

アドボカ
シー・政策
提言

コミュニ
ケーション

事業提案



ビジョンを持つ②
他人や組織のビジョンを理解する

• 他のメンバーのビジョンを知る
• 上司や組織のビジョンを知る
• 関係者の意見を知る：調査（マーケティング）
をする、人にたずねる



マーケティングが否定的な結果でも

• 「おもしろい－とみなみは思った。誰にも
相手にされないからこそ、逆にやりがい
もあるというものだ」（もしドラ, p11)

岩崎夏海：もし高校野球の女子マネージャー
がドラッガーの「マネジメント」を読んだら.ダイ
ヤモンド社, 2009.



ビジョンを持つ③
自分と組織のビジョンをすりあわせる

• 「リーダーシップは、上司や組織の期待に応えること
ではない。期待の一部にチャレンジし、相手の期待
を超える方法を見つけ出すことである」

←上司や組織の期待の範囲。この中
で仕事する間はリスクはない

←上司や組織の期待の範囲を超えて
リーダーシップの領域にはいったところ

上司や組織の期待を裏切るのでリスク
が生じる

←リーダーシップの結果、上司や組織
の期待の範囲が拡大すれば組織は成
長する

ハイフェッツら「最難
関のリーダーシップ」
から著者改変



ビジョンを実現する①
信頼できる仲間と行動する

• 価値の共有：仲間が大事する価値を尊重し、
めざすことを一緒にやっていける関係をつくる

• 認め合う：仲間がやってくれたことを認め、感
謝する

• 相談：ものごとを決める時は仲間に相談する
• 発展：新しい仲間をみつける努力を惜しまな
い

• 成長：仲間に成長の機会を提供し、仲間とと
もに成長する



ビジョンを実現する②
組織を巻き込む

• 自分がリーダーシップをとれるポジションにい
ない場合には、解決できる権限や能力のある
人を動かして一緒に解決する

• 上司や関係者を説得できない時は
–自分の視点だけでなく、上司や組織にとって提案
がどんな意味をもつか理解する

–抵抗する者が失うものを具体的に理解し、これに
対応する



メンタルヘルスは
大事ですよ！

まあ、大事なも
のの１つではあ

るね

ご高説
はごもっ
ともだけ
どさ

抵抗する者の理由を理解する

……



メンタルヘルスは
大事ですよ！

（健康管理室に
手柄とられると
困るんだよね）

（こいつ俺
の話を聞
かないから
嫌い）

抵抗する者の理由を理解する

（業務多
忙！）



ビジョンを実現する③
タイミングを見て行動する

• 最良のタイミングをみはからい、最適な行動
をおこす。そのために情報を収集し準備する。

–組織の変化（例：組織改編）
–法制度の変化（例：働き方改革）
–視点や常識の変化（例：両立支援、健康経営）

• 「チャンスは必ず来る」



1. 自分の目標を明確にする

2. タイミングを見て行動する

3. 信頼できる仲間と行動する

リーダーシップを通じて、ビジョンを
実現し課題を解決する

リーダーシップとは

東京大学職場のメンタルヘルス専門家養成プログラム」(TOMH)基礎コース(R)



リーダーシップの大事な要素

• 自分自身の主体的な関わり
– 課題を自らの問題として認識する
– 課題を多様な視点から掘り下げる
– 議論や活動に率先して係わる
– 責任感をもって選択・決定に参加する

• チーム重視
– 自分の意見や態度を明確にする
– 他人の言うことを聞き共感を示す
– 意見の相違に対応し合意に導く
– チームの成功と成長を大事する



専門職のリーダーシップの育成

成功・失敗
体験

知識や枠組
みの理解

演習対話

内省



自分のリーダーシップを育てる

1. 心地よい場所に居続けない
2. 学ぶことからはじめる。
3. 助言を求めることを恐れない
4. 細部にこだわって迷子にならない
5. 一度にたくさんのことをしない
6. 自分に正直である
7. フィードバックをもらうことを先延ばしにしない
8. 自ら先にたって動こうとする
9. 過去のことがらで未来を決定してしまわない
10.悲観的な人について回らない

(Anderson, 2012)



イノベーションとは

• 新しい技術の発明を指すと誤解されている
が、それだけでなく新しいアイデアから社会
的意義のある新たな価値を創造し、社会的
に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・
社会の幅広い変革のこと

• それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新
しい技術や考え方を取り入れて新たな価値
を生み出して社会的に大きな変化を起こす
こと

28

https://ja.wikipedia.org/wiki/イノベーション



イノベーションの源泉

A B I

フレームを拡大すること
(世界銀行「世界開発報告」2015)

別々のものの新しい組み合わせ
(シュンペター, 1993)



イノベーションと産業保健

• 新しい時代や変化する状況に対応するため
に、あるいは残された課題に対応するために、
産業保健においても、新しい技術、考え方、
価値を加えてゆくことが必要である。

• イノベーションを行うことは、産業保健の価値
を高め、そのユーザー（経営者や労働者）に
理解され支援されることにつながる。

30



TAKE HOME
• 複雑になる産業保健の実践において、産業保健専門職
は新しい能力（コンピテンシー）を持つ必要があり、その1
つが「リーダーシップ」である

• 職位や立場にかかわらず、すべての専門職がリーダー
リーダーシップを発揮することができる

• リーダーシップとは「ビジョン」を「現実にする」ことである
• リーダーシップを発揮するには、①自分と組織の「ビジョ
ン」構築と②同じビジョンを共有する仲間との協働と成長
が重要である。

• リーダーシップの中で自らの価値にコミットすることはお
そらく自身の健康にもよい効果がある？
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