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論文要旨　新人看護婦は，看護基礎教育を終了後，希望に満ちて入職するが，臨床の厳しさにリアリティショッ

クを受け，それが離職の原因になっている。新人看護婦が職場に適応するには先輩看護婦の支援が必要であり，

そのためには新人看護婦の状況を知らなければならない。そこで，新人看護婦を対象にストレスの負荷量とバー

ンアウトスケールを用いて，新人看護婦のストレスの要因を検討した。その結果，新人看護婦はストレス要因の

すべての項目において大きなストレスを感じており，中でも「人命に関わる仕事内容」や「仕事の困難さ」の要

因にストレスが大きかった。また，バーンアウトに関しては，6割以上の新人看護婦が「バーンアウトに陥って

いる」，あるいは「臨床的うつ状態」にあり，過度のストレス状態にあることがわかった。

キーワード：ストレス，バーンアウト，新人看護婦

■　はじめに

　新人看護婦は，看護基礎教育を終了した後，期

待に満ちて就職してくる。しかし，臨床看護の難

しさや知識・技術の未熟さなどから，多くの新人

はリアリティショックに陥る。現在，済生会広島

病院では新人教育プログラムに基づき，プリセプ

ター制度を導入し，新人看護婦が困難に直面した

とき，知識・技術はもとより精神面も含めたサポー

トを行っている。ところが，平成11年4月，病院

全体の病床数の増設に伴い，看護婦は例年の約2

倍の新人が採用された。当6階病棟では病棟看護

婦の3割に相当する8名の新人看護婦を迎えた。

他の病棟も同様に，看護婦定員の3割から4割に

相当する5名ないしは8名の新人を受け入れた。

そのため，新人看護婦の指導と自分たちの業務に

追われ，前年度ほど新人看護婦をサポートするこ

とができなかった。新人看護婦が職場に適応する

には，先輩看護婦の支援が必要であり，そのため

には新人看護婦の状況を知らなければならないの

は，当然のことである。

　大田ら1）は，「重症患者の看護の責任の重さや

人間関係が（仕事を）やめたい気持ちを持続させ

ている」と述べており，これは看護婦特有のスト

レスである。看護婦を対象とした職業的ストレス

についての研究は数多く発表されているが，新人

看護婦に焦点をあてたものは少ない。適度なスト

レスは仕事への意欲を向上させ能率を上げるが，

過度なストレスやストレス状態の持続は，逆に仕

事の能率を下げる。

　そこで，私たちは看護婦特有のストレスに焦点

をあて，今後の新人教育の資料とするために，新

人看護婦を対象としたストレスの負荷量とバーン

アウトスケールを用いて，新人看護婦のストレス

となっている要因について検討した。

　なお，本稿では以下の用語を次のように定義す

る。

　　＊ストレス＝人間と環境との間で起こる精神

　　　　　　的・身体的苦痛
　　＊リアリティショック：理想的な期待感と現

　　　　　　実とのギャップから生じる現象

　　　　　　や特定のショック反応

　　＊バーンアウト：対人的な援助の仕事による

　　　　　　慢性的なストレスの結果，心身

おおした　かよこ
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新人看護婦を取り巻くストレス

■研究方法

の疲弊と感情の枯渇を呈する症

候群であり無力感・絶望感・自

己卑下・仕事や生活もしくは他

人への嫌悪感を特徴とする。

1．期間　平成11年11月15日～12年2月18日

2．対象　当院の病棟に勤務する今まで臨床経験

　　　　のない新人看護婦46名

　　　　（有効回答数41，回収率91％）

3．方法

1）データの収集法
　（1）質問紙調査法（資料参照）

　（2〉質問形式＝評定方式

　（3）留置調査法：各病棟看護婦代表1名にアン

　　ケート用紙を配り，インフォームドコンセ

　　ントを確認した新人看護婦に実施した。

2）測定法：ストレス要因は，三木らの「看護婦

　のストレッサーの因子分析」のストレス項目

　（7要因・29項目）を用い，バーンアウト状況

　には，稲岡のバーンアウトスケールを用いて測

定した。

3）分析法：ストレス要因の項目ごとに4段階の

　ストレスの負荷量を0～3点とし，要因別に得

　点を集計処理し，それぞれの要因のストレスの

程度をパーセンテージであらわした。バーンア

　ウトの測定には，Pinesらによって作成された

　バーンアウト測定票を稲岡らが翻訳・修正した

スケールを用いた（このスケールの信頼性と妥

当性はPinesらにより，検証されている）。

（1）ストレス要因負荷量の計算式

　　＝それぞれの項目で（0～3）と回答し

　　た人数の総和×100／項目数×人数

（2）バーンアウトスケールで測定した総合平均

　　スコア

　　A群＝2．9以下を精神的に安定し，心身

　　　　　ともに健全

　　B群二3．0～3．9をバーンアウトの徴候が

　　　　　みられる

　　C群：4．0～4．9をバーンアウトに陥って

　　　　　いる
　　D群：5．0以上を臨床的うつ状態

（3）バーンアウト得点の計算方式

　　＝A十（32－B）／21

　　　＊A二質問項目1・2・4・5・7～18
　　　・21の回答数の合計

　　　＊B＝質問項目3・6・19・20の回答数

　　の合計

■結果

1．ストレス要因別負荷量の割合から見る新人看

　護婦のストレス要因

　図1「ストレス要因別負荷量の割合」が示すよ

うに，新人看護婦はすべての要因に関して，スト

レスを感じていることがわかる。すべての要因に

おいて，全くストレスを感じないと答えた割合は，
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図1　ストレス要因別負荷量の割合
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最高でも「技術革新」の6．1％で1割にも満たなかっ

た。どの項目も，「ストレスがある」あるいは

「非常にストレスがある」の割合が60％を超えて

いる。中でも，「連絡・コミュニケーション不足

（87．2％）」，「仕事の困難さ（86．6％）」，「人命に

関わる仕事（82．4％）」に関しては，「ストレスが

ある」あるいは「非常にストレスがある」が80％

を超え，非常に高い割合となっている。また，

「技術革新（79．2％）」や「医師との関係（69．1

％）」においてもストレス負荷量は大きく，「患者・

家族との関係（65．4％）」や「患者の死との直面

（64．0％）」に関しても60％以上となっている。

「ストレスが非常にある」と答えた割合は，「仕

事の困難さ（48．0％）」，「人命に関わる仕事内容

（47．3％）」が大きかった。

　これをストレス要因別の平均得点で見ると，

「仕事の困難さ」が2．3点で最も高く，次に「連

絡・コミュニケーション不足」，「人命に関わる仕

事内容」がともに2．2点であった。

　以上のことから，新人看護婦は日々の業務の中

でストレスを感じており，中でも彼らに特に強い

ストレスを与える要因は，「仕事の困難さ」，「人

命に関わる仕事内容」，「連絡・コミュニケーショ

ン不足」，「技術革新」であった。

2．ストレス項目別合計得点から見る新人看護婦

　　のストレス要因

　新人看護婦はストレス要因の中で，特にどのよ

うな場面にストレスを感じているのかを分析した。

ストレス項目別の合計得点から見ると（表1「ス

表1　ストレス項目別合計得点

要因 項目内容
合計
得点

仕事の困難さ

1．能力を超えた要求をされたとき 10
2，処理の仕方が多様でどのようにすればよいのかわからないとき 9
3．慣れない仕事、知らない仕事を任されたとき 10
4．重荷だと思う仕事を任されたとき 9
5．どうすれば期待された通りのことができるかわからないとき 87
6，自分が納得のいく看護ができないとき 9

人命に関わる仕事
内容

7。常に注意を払わなければ事故が起こる可能性があるとき 10
8・医療事故防止のため、何度も確認が必要であるとき 7

9・対応の仕方などのミスで患者に悪影響を及ぼすとき 105
10，自分自身の身に危険のある仕事をするとき 85
11．急変時に即座に対応しなければならないとき 101

患者・家族の関係

12．患者に暴言をはかれたとき 7
13・患者から暴行を受ける、または受けそうになったとき 6
14、自分の行ったケアが患者や家族に理解されないとき 7
15，医療に関する苦情を患者や家族に言われるとき 7
16．威圧感を与えるような患者と接するとき 82

患者の死との直面

17・患者が生死をさまよっている状況にでくわしたとき 8
1＆自分の受け持った患者が死亡したとき 8
19，患者の死に家族が間に合わなかったとき 7
20．治療しても症状が改善されない患者と接するとき 6

医師との関係

21．医師に暴言をはかれたとき 8
22、自分の行った仕事が医師に理解されないとき 65
23．威圧感を与えるような医師と接したとき 9

連絡コミュニケーション不

足

4，医師からなかなか指示がもらえず、患者の二一ズに答えられないとき 8

25，必要時に医師に連絡がなかなかつかないとき 8
26．他の看護の仕事に追われて、要望を言ってきた患者に満足に応えら

　　れないとき 9
27・同じ患者が頻回にナースコールを押してくるとき 101

技術革新 2＆仕事外の時間に、仕事上必要な勉強をしなければならないとき 9
29，どんどん新しいこと（機械の使い方など）をとくさん覚えなければならな

　　いとき 85
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トレス項目別合計得点」参照），ストレス要因の

中で合計得点の高かった項目が多かった要因は，

「仕事の困難さ」，「人命に関わる仕事内容」，「連

絡・コミュニケーション不足」であった。

　「仕事の困難さ」に関する項目で高かったもの

は，「慣れない仕事，知らない仕事を任されたと

き（102点）」と，「自分の能力を超えた要求をさ

れたとき（100点）」であった。いずれも項目もス

トレスを感じないと答えたものは一人もなく，ほ

とんどの新人看護婦が，ストレスを感じている。

前者では「ストレスがある」が（17名，41．5％），

「非常にある」が（22名，53。7％），後者では

「ストレスがある」が（13名，31．7％），「非常に

ある」が（23名，56．1％）であった。

　「人命に関わる仕事内容」に関する要因では，

「対応の仕方などのミスで患者に悪影響を及ぼす

とき（105点）」，「急変時に即座に対応しなければ

ならないとき（101点）」，「常に注意を払わなけれ

ば事故が起こる可能性があるとき（100点）」であっ

た。中でも，「対応の仕方などのミスで患者に悪

影響を及ぼすとき」に関しては，大多数の新人看

護婦（39名，95．1％）が，「ストレスがある（14

名，34．1％）」，あるいは「非常にストレスがある

（25名，61．0％）」と答えた。

　「連絡・コミュニケーション不足」については，

「同じ患者が頻回にナースコールを押してくると

き（101点）」が合計得点が高く，90％（38名）以

上の者がストレスを感じていた。

　「患者・家族の関係」では，「威圧感を与える

ような患者と接するとき（82点）」，「患者の死と

の直面」では，「患者が生死をさまよっている状

況にでくわしたとき（86点）」，「医師との関係」

では，「威圧感を与えるような医師と接したとき

（92点）」，「技術革新」では，「仕事外の時間に，

仕事上必要な勉強をしなければならないとき（90

点）」がそれぞれストレスを強く感じる項目であ

った。

3．バーンアウトスケールからみる新人看護婦の

　　バーンアウト得点

　稲岡らのスケールを使い，新人看護婦のバーン

アウトの状況を調べると（図2．「バーンアウト

スケールの割合」参照），6割以上の者が「C群：

バーンアウトに陥っている（15名，39％）」ある

いは「D群：臨床的うつ状態（10名，24％）」と

いう結果となった。A群の健全に属するものはわ

ずか4名（10％）であった。また，平均値を算出

すると4．3で，これもまた「C群：バーンアウト

に陥っている」というカテゴリーに属する値と

なった。

　今回の調査対象者の中での最高得点は，5．9で

あり，バーンアウトの最高得点である7．0に近い

高い点数であることがわかる。しかし，最低点は

2．5であり，全体的に見るとかなりのばらつきが

あることから，新人看護婦間の個人差が見られる

（図3．「バーンアウト得点」参照）。

　病棟別に検討すると，対象となった6つの病棟

のうち，新人看護婦のバーンアウトスケールの平

均値が「A群：健全」に属する病棟は1つもなかっ

た。「B群：バーンアウトの徴候がみられる」に

■A群：健全　　　（2．9以下）

圏B群：パーンアウトの徴候あり

　　　　　（3，0～3．9）

ロC群：パーンアウトに陥っている

　　　　　（4．0～4．9）

目D群：臨床的にうつ状態

　　　　　　（5．0以上）

図2　バーンアウトスケールの割合
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得点

図3　バーンアウト得点

属する病棟が2つ，「C群：バーンアウトに陥っ

ている状態」に属する病棟は3つあった。また，

「D群：臨床的うつ状態」に属する病棟も1つあっ

た。6病棟のうち5病棟が，新人看護婦のバーン

アウト平均値が，「C群：バーンアウトに陥って

いる」あるいは「D群：臨床的うつ状態」を示し

ていた。但し，バーンアウトスケールの値と配属

された病棟の新人看護婦の人数や標榜科目による

特徴との間には，有意な差はなかった。

■　考察

1．新人看護婦のストレス要因

　適度なストレスは仕事を意欲的なものにするが，

過度なストレスやストレスの持続はさまざまな問

題を引き起こすと言われている。今回の新人看護

婦を対象としたストレス要因別負荷量の調査結果

から，全ての要因において「ストレスがある」，

あるいは「非常にある」と答えた割合が76％もあっ

たことから，当院の新人看護婦はストレスを強く

感じていることがわかる。しかし，ストレス要因

別でみるとストレス負荷にばらつきがあり，7つ

のストレス要因の中で，①仕事の困難さ，②人命

にかかわる仕事内容，③連絡，・コミュニケーショ

ン不足，④技術革新に対して，非常に強いストレ

スがあると答えた割合が多かった。そこでこの4

つの要因について考察する。

1）仕事の困難さについて

　一番多かったのは，「慣れない仕事・知らない

仕事を任されたとき」であった。これには新人看

護婦が置かれている環境による影響が大きいと考

えられる。今年度の新人看護婦は，前年度にくら

べるとプリセプターによるマンツーマンの関わり

があまりもてず，早い時期から1人立ちしなけれ

ばならない状態であった。そして，自分の能力を

超えた要求をされたり，慣れない仕事や知らない

仕事を任されることもあった。段階的なプリセプ

ターによる指導的かかわりのプロセスと新人看護

婦の技術習得との間にズレが生じたため，彼らの

ストレスが大きかったのではないかと考えられる。

2）人命に関わる仕事内容について

　相馬ら2）が，「直接人命に関わる看護の仕事は，

それ自体大きなストレス要因である」と述べてい

るように，患者の生命に直接かかわる仕事は，新

人看護婦のストレス要因となっている。特に，

「対応の仕方などのミスで患者に悪影響を及ぼす

とき」の項目にポイントが高かったのは，自分の

看護行為や誤った対応によって直接，患者の生命

が危険にさらせれるとき，通常の仕事の内容以上

に，ストレスが大きくためではないかと考えられ

る。

3）連絡・コミュニケーション不足について

　「同じ患者が頻回にナースコールを押してくる

とき」がストレスのポイントが高かった。新人看

護婦は経験が少なく慣れていないことから，ナー

スコールが頻回にあると，他の業務を時間内に終

わらすことができない。また，観察技術が不十分

であるため，患者の二一ドを理解できていないこ

ともストレスの一因となっていると考えられる。

4）技術革新について

　新人看護婦は，「仕事外の時間に仕事上，必要

な勉強をしなければならないとき」にストレスを

強く感じていた。彼らは，知識・技術の習得のた

め，仕事以外にも覚えることや学ぶことがたくさ
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んある。仕事を離れた時間にも勉強しなければな

らないため，自分の時間が持てなくなり，そのこ

とがストレスにつながっているのではないかと考

える。

2．新人看護婦のバーンアウト

　バーンアウトスケールの値を見た限り，今回の

調査対象となった新人看護婦は，バーンアウトに

陥っている者が多く，それは全体の6割を超えて

いた。稲岡ら3）の研究報告によると，新人，ベテ

ランに関係なく看護婦一般を対象としたバーンア

ウトスコアの平均値は，3。47（B群：バーンアウ

トの徴候がみられる）である。それに比べると，

当院の新人看護婦の値は4．3（C群：バーンアウ

トに陥っている）と高い。それにはストレス負荷

量の高かった「人命に関わる仕事内容」，「仕事の

困難さ」，「連絡・コミュニケーション不足」，「技

術革新」等の要因が原因として考えられる。但し，

この値は不慣れな職場環境や知識・技術の未熟さ

から起こる新人看護婦特有の一時的なストレ！スや

自己嫌悪によるものなのか，それとも実際のとこ

ろ，既にバーンアウト状態なのかは，さらなる検

討が必要である。

　しかしながら，佐藤4）が，「中堅幹部よりは主

に理想に燃えた若い看護婦に多い」と述べている

ように，新人看護婦は理想と現実とのギャップか

らバーンアウトに陥りやすいとも言える。さらに，

サポーターとしての役割が期待される先輩看護婦

も人事異動により，新人に深く関われなかったこ

と等の人的環境も影響していることが考えられる。

　相馬5）らは，「適度なストレ！スは仕事への取り

組みを意欲的なものにし，職業継続の推進力とも

なるが，過度なストレスやストレス状態の持続は，

さまざまな問題を引き起こす」と述べている。そ

のような状態で仕事をすると，仕事に悪影響を及

ぼすだけでなく，さらにストレスを増加させてし

まうという悪循環を導く恐れもある。看護者がバー

ンアウトに陥ると仕事の士気が低下すると言われ

ている。

　新人看護婦のストレスを理解しサポートしてい

くことが，バーンアウト症状を軽減させ，ひいて

は職場全体の士気を向上させるであろう。新人看

護婦がストレスを乗り越えていくためには，新人

看護婦自身が看護婦特有のストレスを理解し，適

切な対処の仕方を身に付ける必要がある。また新

人看護婦を理解した上で，先輩看護婦はサポーター

としての役割を果たす努力が必要とされる。

■　おわりに

　新人看護婦は，稲岡らによる看護婦全体の調査

結果にくらべると，ストレス要因全ての項目にお

いて，大きくストレスを感じていた。その中でも，

「人命に関わる仕事内容」，「仕事の困難さ」，「連

絡・コミュニケーション不足」の要因にストレス

が大きかった。

　また，バーンアウトに関しては，6割以上の新

人看護婦が，稲岡らのスケールによる「バーンア

ウトに陥っている」あるいは「臨床的うつ状態」

にあり，当院の新人看護婦は過度なストレス状態

にあることがわかった。

　研究をまとめるにあたりご指導いただいた皆様，

2回にも渡る調査にご協力くださいました新人看

護婦の皆様に感謝いたします。
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新人看護婦を取り巻くストレス

アンケート

今回私たち6階病棟研究グループは，新人看護婦を対象としたストレスについての研究の一環として

アンケート調査を行いたいと思います。そこで，お忙しいとは思いますが新人看護婦の皆さまにアンケー

トのご協力をおねがいします。

ストレスを感じた項目に対して，「全くストレスを感じない

ある　3」とし，該当する数字をOで囲んでください。
0」「少しある　1」「ある　2」「非常に

＊1つでも無回答の項目があればそのアンケートは無効となりますので全ての項目に0～3で答えて下
　さい。

＊ストレスとは，精神的・身体的苦痛を感じることです。

1．自分の能力を超えた要求をされたとき

2．処理の仕方が多様で，どのようにすればよいのかわからないとき

3．慣れない仕事，知らない仕事を任されたとき

4．重荷だと思う仕事を任されたとき

5．どうすれば期待された通りのことができるかわからないとき

6．自分が納得のいくような看護ができないとき

7．常に注意を払わなければ事故が起こる可能性があるとき

8．医療事故防止のため，何度も確認が必要であるとき

9．対応の仕方などのミスで患者に悪影響を及ぼすとき

10．自分自身の身に危険のある仕事をするとき

11．急変時に即座に対応しなければならないとき

12．患者に暴言をはかれたとき

13．患者から暴行を受ける，または受けそうになったとき

14．自分の行ったケアが患者や家族に理解されないとき

15．医療に関する苦情を患者や家族に言われるとき

16．威圧感を与えるような患者と接するとき

17．患者が生死をさまよっている状況にでくわしたとき

18．自分の受け持った患者が死亡したとき

19．患者の死に家族が問に合わなかったとき

20．治療しても症状が改善されない患者と接するとき

21．医師に暴言をはかれたとき

22．自分の行った仕事が医師に理解されないとき

23．威圧感を与えるような医師と接したとき

24．医師からなかなか指示がもらえず，患者の二一ズに応えられないとき

25．必要時に医師に連絡がなかなかつかないとき

26．他の看護の仕事に追われて，要望を言ってきた患者に満足に応えられないとき

27．同じ患者が頻回にナースコールを押してくるとき

28．仕事外の時間に，仕事上必要な勉強をしなければならないとき

29．どんどん新しいこと（機械の使い方など）をたくさん覚えなければならないとき

（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（Ogl・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）

（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）
（0・1・2・3）

このアンケート結果は研究以外の目的で個人の結果を公表するなどは一切いたしません。

なお，このアンケートは　月　日に回収いたします。

ご協力どうもありがとうございました。

済生会広島病院6階病棟　研究グループ
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新人看護婦を取り巻くストレス

アンケート

　今回私たち6階病棟研究グループは，新人看護婦を対象としたストレスについての研究の一環として

アンケート調査を行いたいと思います．そこで，お忙しいとは思いますが新人看護婦の皆様にアンケー

トのご協力をお願いします。

以下の21の質問項目の1つ1つについて，あなたは最近どの頻度で体験しますか，該当する箇所にO

印をつけてください。

　　1：まったくない　　2：ごくまれにある

　　5：しばしばある　　6：たいていある

3
7
＝まれにある　　4＝ときどきある

：いつもある

1．疲れやすい

2．気がめいる

3．毎日の生活が楽しい

4．からだが疲れ果てる

5．精神的にまいってしまう

6．こころが満たされている

7．精根が尽き果てる

8．ないがしろにされた気持ちになる

9．みじめな気持ちになる

10．力を使い果たしたような気持ちになる

11．期待はずれの気持ちになる

12．自分がいやになる

13．うんざりした気持ちになる

14．わずらわしい気分に陥る

15．まわりの人に対して幻滅感や憤りを感じる

16．気が弱くなる

17．なげやりな気持ちになる

18．拒否された気分になる

19．楽観的な気分になる

20．意欲にもえた気持ちになる

21．不安な気持ちになる

1 2 3 4 5 6 7

1

このアンケート結果は研究以外の目的で個人の結果を公表するなどは一切いたしません。

なお，このアンケートは月日に回収いたします。

ご協力どうもありがとうございました。

済生会広島病院6階病棟研究グループ
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