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研究報告

女性中堅看護師の仕事意欲と看護実践能力および個人属性の関連性
Relationship between work motivation of female mid-career nurses and
their practical abilities and personal attributes

山田

智子 1)

Tomoko Yamada1)

要

旨

女性中堅看護師の看護実践能力向上にむけ，仕事意欲と看護実践能力および個人属性との関連性につ
いて明らかにすることを目的とし，女性中堅看護師 356 名を対象に自記式質問紙調査を行った．有効回
答の得られた 201 名を分析したところ，女性中堅看護師の仕事意欲と看護実践能力得点には正の相関が
あり，自己研鑽の有無や興味のある看護系進路の有無，看護職としての職業継続意思との関連性が認め
られた．仕事意欲と育児や家事の実施状況には関連性は認められなかった．
キーワード：中堅看護師，仕事意欲，看護実践能力
Key words: mid-career nurse, work motivation, practical ability
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Ⅰ．はじめに

方，アイデンティティの中核に据えることが難

わが国では近年，医療の高度化や療養場所の

しい状況にある（岡本，2002）と言われている．

多様化など医療を取り巻く環境は変化してお

特に，結婚や出産，育児などのライフイベント

り，その変化に応じた良質な看護を提供するこ

が起こりやすい時期にある女性の中堅看護師

とが求められている．中でも，病院施設に勤務

は，家事や子育てといった家庭での役割も担う

する中堅看護師は，看護組織の中で看護提供者

こととなり，学習に向かうゆとりや仕事への意

としての役割だけでなく，指導者やリーダーと

欲が持てなくなる可能性も考えられるが，それ

しての役割も期待される中核的存在であり，ケ

らライフスタイルである子どもの有無や育児・

アの質向上の鍵であるといわれており（嶋田，

家事の実施状況と仕事に対する意欲の関連性を

1999），看護組織全体の看護の質向上には，中

検証した研究は見当たらない．

堅看護師の看護実践能力の向上が不可欠である
と考える．

そこで本研究では，中堅看護師の看護実践力
の向上にむけ，女性中堅看護師のライフスタイ

しかしながら，看護職員の実態調査（日本看

ルや看護実践能力が仕事意欲とどのように関連

護協会，2010）では，中堅看護師は新人指導

しているのかについて明らかにすることを目的

や委員会活動など求められる役割が多いことに

とする．

悩みや不満を持っていることが報告されてお
り，日々の仕事においてこのような負担感が積

Ⅱ．用語の定義

み重なることで，仕事に対する意欲が低下して

１．仕事意欲
佐野ら（2005）の考えを参考に，本研究で

しまうことが推測できる．先行研究において
も，中堅看護師は役割に対する負担（佐野ら，

は「看護師としての仕事に対して，自信や熱意

2006）や疲労・休暇不足，多重課題（小松ら，

から生じる，積極的に何かをしようと思う気持

2010）により仕事意欲が低下していることが

ち」とする．

明らかとなっている．このように，中堅看護師
が日々の業務で疲弊し仕事に対する意欲を持て

２．中堅看護師

ない状況では，対象者に質の高い看護を提供す

国内の文献では中堅看護師の定義に一貫する

ることが難しくなるのではないかと予測される

ものはなく，経験年数，職位，業務内容など

が，仕事意欲と看護実践能力の関連性について

によってさまざまに定義されている（小山田，

明らかにした研究は見当たらない．

2009；本谷ら，2010）．本研究では，臨床経験

また最近，看護の質の向上にむけて看護師の

年数については，国内の研究で最も多い定義の

キャリア開発が注目されるようになってきた

下限にあたる 5 年目以上（小山田，2009）とする．

（本谷ら，2010）．全国の看護師の性別割合を

また，自分の生活とキャリアの間で葛藤が生

みると，男性看護師の 7.3％に対し女性看護師

じ，その解消のためにキャリアの計画を組み直

は 92.7％（厚生労働省，2016）と，看護師は

す時期と言われている就業後 10 年目（Schein，

圧倒的に女性が多い職業であることが分かる．

1978）を含む 15 年目までとする．また役職に

2016 年には女性活躍推進法も施行され，社会

ついても考慮し，中堅看護師の定義を「師長や

における女性の活躍がこれまで以上に期待され

副師長，主任などの役職についていない，臨床

る一方で，多くの女性は職業のみを自らの生き

経験年数 5 ～ 15 年の看護師」とする．
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３．看護実践能力

５．調査内容

松谷ら（2010）の看護実践能力の定義であ

１）個人属性

る「知識や技術を特定する状況や背景の中に統

個人属性は，基本属性（年齢，看護師として

合し，倫理的で効果的な看護を行うための主要

の臨床経験年数，現病棟での経験年数，専門学

な能力を含む特質であり，複雑な活動で構成さ

歴）
，ライフスタイル（家事・育児・介護の実

れる全体的統合的概念」を踏まえ，本研究では，

施状況とサポートの有無）
，将来への志向（興

「経験を積むことにより，知識や技術，態度を

味のある看護系進路の有無，看護職としての職

統合し，対象の個別の状況や背景に応じた適切

業継続の意思）
，自己研鑽の有無の 10 項目で構

な看護を実践できる力」とする．

成した．なお，中堅看護師は自己のキャリアや
専門・認定看護師へのステップアップを考える

Ⅲ．研究方法

時期（水野，
2014）であり，将来への志向を持っ

１．研究デザイン

ている者や自己研鑽している者は仕事意欲が高

自記式質問紙調査法による量的研究

いのではないかと考えたため，調査項目に設定
した．

２．研究対象者

２）仕事意欲

A 県内の 100 床以上 500 床未満の病院のう

仕事意欲の測定には，佐野ら（2005）が開

ち，無作為に抽出し研究協力に承諾の得られ

発した『看護師の仕事意欲測定尺度』を用いた．

た 12 施設に勤務する①看護師長や看護副師長，

この尺度は，
「現在の仕事に向ける意欲」と「将

主任などの役職についていない，②専門看護師・

来的な仕事に向ける意欲」の 2 下位尺度 15 質

認定看護師ではない，③現在病棟で勤務してい

問項目から構成されており，5 段階リッカート

る，の 3 点に該当する，臨床経験年数 5 ～ 15

スケールである．
「非常にそう思う（5 点）」か

年の女性中堅看護師 356 名を対象とした．

ら「全くそう思わない（1 点）
」で回答し，得
点が高いほど仕事意欲が高いことを示してい

３．調査期間

る．質問紙の信頼性については，2 つの下位尺

2011 年 10 月 15 日 ～ 2011 年 11 月 11 日 に
実施した．

度の Cronbach α係数は 0.86 ～ 0.93 であり内
的整合性が確認されている．妥当性については，
内容妥当性，構成概念妥当性，併存的妥当性が

４．調査方法

検証されている．この尺度が看護師向けに作成

無記名の自記式質問紙法を用いた．調査対象

された仕事意欲測定尺度であること，作成にあ

施設の看護管理者に対して，研究の目的や趣旨

たり調査対象とされた看護師が中規模病院に勤

を紙面にて説明し，承諾を得たのちに対象者へ

務する臨床経験年数 7.4 ± 6.6 年の看護師で本

の質問紙の配布を依頼した．質問紙の回収は 2

研究の対象者と類似していることから，使用が

週間留め置き後対象者が自ら封筒に入れて郵送

妥当であると考えた．

する形で行った．

３）看護実践能力
，
看護実践能力の測定には，上田ら（2005）
舟島ら（2009）が開発した，
『看護実践の卓越
性自己評価尺度‐病棟看護師用』を用いた．こ
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の尺度は 7 下位尺度 35 項目から構成されてお

旨・方法，研究への参加は自由意思に基づくも

り，5 段階リッカートスケールである．
「かな

のであること，不参加による不利益は生じない

り当てはまる（5 点）
」から「全く当てはまら

こと，データは統計的に処理し，個人情報の保

ない（1 点）」で回答し，合計得点が高いほど

護を遵守すること，データの管理と破棄の方法，

看護実践の質が高いと自己評価していることを

研究成果の公開について書面で説明し，質問紙

示している．尺度全体の合計得点は看護実践

の返送をもって研究参加への同意とした．な

の質の全体的な傾向，下位尺度の得点はどの

お，本研究は広島国際大学看護学部倫理委員会

側面の看護実践が特に優れており，どの側面

の審査を受け，承認を得て実施した（承認番号

の看護実践が特に改善を要するのかを表して

2011-4）．さらに，尺度の使用については開発

いる．また，合計得点により看護実践の質が

者の承諾を得た．

3 つのタイプに分類可能である（141 点以上の
高得点領域：看護実践の質が高い，104 点以上

Ⅳ．結果

140 点以下の中得点領域：看護実践の質が標準

356 名中 242 名から回答があり，回収率は

的，103 点以下の低得点領域：看護実践の質が

68.0％であった．そのうち，有効回答の得られ

低い）
．質問紙の信頼性については，尺度全体

た 201 名を分析の対象とした．有効回答率は

の Cronbach α係数は 0.96，各下位尺度は 0.84

83.1％であった．

～ 0.90 の範囲であり，内的整合性が確保され
ている．妥当性については，構成概念妥当性が

１．対象者の属性（表 1）

検証されている．この尺度は，臨床経験を重ね，

対象者の平均年齢は 31.8 ± 4.2 歳，看護師

ある程度の水準の看護実践を安定して展開でき

としての臨床経験年数は平均 9.4 ± 2.9 年で，

るようになった中堅看護師に適している（舟島

5 ～ 9 年が 113 名（56.2％），10 ～ 15 年が 87

ら，2009）と言われており，本研究において

名（43.3％）であった．現在の病棟での経験年

使用することが妥当であると考えた．

数は平均 4.3 ± 2.9 年であった．
ライフスタイルに関しては，子どもが「あ
り」とする者は 59 名（29.4％）で，そのうち

６．データの分析方法
統計ソフト SPSS 17.0 for windows を用い，

「育児のサポートがある」と答えたのは 54 名

すべての検定の有意水準は 1％または 5％とし

（93.1％）であった．「家事を自分で行う」者は

た．対象者の個人属性に関しては項目ごとに記

145 名（72.1％）で，「家事に対してサポート

述統計を行った．仕事意欲と看護実践能力は，

がある」と答えたのは 65 名（44.8％）であった．

尺度全体と下位尺度，質問項目それぞれの合計

介護をしている者は 4 名（2.0％）とごく少数

得点と平均値，標準偏差を求めた．仕事意欲と

であった．

看護実践能力の関連性では Pearson の積率相

専門看護師や認定看護師，認定看護管理者，

関係数を求め，対象者の属性による仕事意欲の

看護系大学や専門学校の教員など，興味のあ

比較では t 検定と一元配置分散分析を行った．

る看護系進路の有無について，
「あり」の者は
116 名（55.8％），
「なし」の者は 76 名（49.8％）
であった．

７．倫理的配慮
倫理的配慮として，対象者へ研究の目的・趣

─ 20 ─

看護職としての職業継続意思については，

広島国際大学看護学ジャーナル 第15巻 第 1 号 2017

表 1．対象者の属性

n=201
人数

％

平均値 ± SD
31.8 ± 4.2

年齢

9.4 ± 2.9

臨床経験年数
5～9年
10 ～ 15 年
N/A

113

56.2

87

43.3

1

0.5
4.3 ± 2.9

現在の病棟での経験年数
専門学歴
専門学校

169

短期大学

8

4.0

20

10.0

その他

3

1.5

N/A

1

0.5

あり

59

29.4

なし

142

70.6

あり

54

93.1

なし

4

6.9

N/A

1

0.5

145

72.1

自分以外

41

20.4

N/A

15

7.5

あり

65

44.8

なし

58

40.0

N/A

22

15.2

大学

84.1

子どもの有無

育児サポートの有無（n=59）

家事を行う人
自分

家事サポートの有無（n=145）

介護の有無
4

2.0

186

92.5

11

5.5

あり

116

57.7

なし

76

37.8

N/A

9

4.5

している
していない
N/A
興味のある看護系進路の有無

看護職としての職業継続意思
定年まで働きたい

24

11.9

職場は変わるかもしれないが，看護職として定年まで働き続けたい

60

29.9

何らかの理由で退職するかもしれないが，状況をみて看護職として復帰したい

90

44.8

何らかの理由で退職したら，状況をみて看護職以外の仕事をしたい

17

8.5

何らかの理由で退職したら，以後は働かないだろう

1

10.5

その他

2

1.0

N/A

7

3.5

している

85

42.3

していない

31

15.4

どちらでもない

84

41.8

自己研鑽の有無
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「（結婚や出産，介護など）何らかの理由で退職
するかもしれないが，状況をみて看護職として

事意欲測定尺度とする）の平均値と標準偏差を
示したものである．

復帰したい」が 90 名（44.8％）で最も多く，2

15 項目の合計得点は 53.30 ± 8.79 点であっ

番目に多い回答は「職場は変わるかもしれない

た．最も平均値が高かった項目は，
「1．今の仕

が，看護職として定年まで働き続けたい」60

事は興味のもてる仕事だと思う」の 4.01 ± 0.79

名（29.9％），3 番目は「定年まで現在の職場

点であった．2 番目に高かった項目は，
「14．

で働きたい」24 名（11.9％）であった．
「何ら

より良い看護を追求していきたいと思う」の

かの理由で退職したら，状況をみて看護職以外

3.93 ± 0.80 点，3 番目は「11．担当する仕事

の仕事がしたい」は 17 名（8.5％），「何らかの

について，さらに高度な知識や技術を身につけ

理由で退職したら，以後は働かないだろう」は

たいと思う」の 3.89 ± 0.78 点と「13．今の仕

1 名（0.5％）であった．

事は自己を成長させるものだと思う」の 3.89 ±

自己研鑽については，
「部署や院内研修に積

0.80 点であった．15 項目の中で最も平均値が

極的に参加している」者は 85 名（42.3％），
「し

低かった項目は，
「5．今の仕事は自分にとって

ていない」者は 31 名（15.4％），「どちらでも

満足のいくものである」の 3.20 ± 0.78 点と「8．

ない」者は 84 名（41.8％）であった．

今の仕事は自分の能力を発揮できる仕事だと思
う」の 3.20 ± 0.73 点であり，次いで低かった
のは，「9．今の仕事から得る充実感は心地良い

２．仕事意欲について
表 2 は看護師の仕事意欲測定尺度（以下，仕

と感じる」の 3.21 ± 0.90 点であった．

表 2．看護師の仕事意欲測定尺度得点の平均値と標準偏差
平均値
Ⅰ . 現在の仕事に向ける意欲

n=201
±

ＳＤ

34.24

±

6.42

1. 今の仕事は興味のもてる仕事だと思う

4.01

±

0.79

2. 毎日の仕事に張り合いを感じる

3.36

±

0.87

3. 今の仕事を自分のものにしていると感じる

3.22

±

0.80

4. 自分の担当する仕事に誇りを感じる

3.61

±

0.83

5. 今の仕事は自分にとって満足のいくものである

3.20

±

0.88

6. 今の仕事は性格にあっている

3.38

±

0.92

7. 毎日の仕事にやりがいを感じる

3.37

±

0.85

8. 今の仕事は自分の能力を発揮できる仕事だと思う

3.20

±

0.78

9. 今の仕事から得る充実感は心地良いと感じる

3.21

±

0.90

10. 今はこの仕事を続けていきたいと思う

3.68

±

0.91

19.05

±

3.26

Ⅱ．将来的な仕事に向ける意欲
11. 担当する仕事について、さらに高度な知識や技術を身につけたいと思う

3.89

±

0.78

12. 仕事上かなり困難な問題があっても、頑張ってやり遂げたいと思う

3.65

±

0.80

13. 今の仕事は自己を成長させるものだと思う

3.89

±

0.80

14. より良い看護を追求していきたいと思う

3.93

±

0.80

15. 現状を変化させていくことに積極的でありたいと思う

3.70

±

0.89

53.30

±

8.79

合計
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３．看護実践能力について

が持つ悪条件の克服」16.59 点であった．また，

表 3 は看護実践の卓越性自己評価尺度得点の
平均値と標準偏差を示したものである．

合計得点の平均値は 122.53 点であり，舟島ら
（2009）が設定した看護実践の質の種類では，

7 つの下位尺度のうち，最も平均値が高かっ
たのは「Ⅶ．医療チームの一員としての複数役

中得点領域である「看護実践の質が標準的」タ
イプに該当した．

割発見と同時進行」18.81 点で，2 番目は「Ⅲ．
患者・家族との関係の維持・発展につながるコ

４．仕事意欲と各項目との関連について

ミュニケーション」18.78 点，3 番目は「Ⅵ．

１）看護実践能力との関連性

患者の人格尊重と尊厳の遵守」18.05 点であっ

仕事意欲測定尺度の合計得点と看護実践の卓

た．最も平均値が低かったのは「Ⅴ．現状に潜

越性自己評価尺度の合計得点には正の相関が認

む問題の明確化と解決に向けた創造性の発揮」

められた（r=0.292，p<0.01）ため，2 つの関

15.28 点で，次いで「Ⅳ．職場環境・患者個々

連を詳細に確認する目的で仕事意欲測定尺度の

表 3．看護実践の卓越性自己評価尺度得点の平均値と標準偏差

n=201

平均値

±

ＳＤ

122.53

±

15.47

Ⅰ．連続続的・効率的な情報と収集の活用

17.32

±

2.78

Ⅱ．床の場の特徴を反映した専門的知識・技術の活用

17.69

±

2.90

Ⅲ．患者・家族との関係の維持・発展につながるコミュニケーション

18.78

±

3.12

Ⅳ．職場環境・患者個々が持つ悪条件の克服

16.59

±

3.09

Ⅴ．現状に潜む問題の明確化と解決に向けた創造性の発揮

15.28

±

2.75

Ⅵ．患者の人格尊重と尊厳の遵守

180.5

±

2.88

Ⅶ．医療チームの一員としての複数役割発見と同時進行

18.81

±

3.06

看護実践能力（合計得点）

表 4．看護師の仕事意欲測定尺度得点の高い群と低い群による、看護実践の卓越性自己評価尺度得点の比較
n=201
意欲の高い群
n=113

意欲の低い群
n=88

t

平均値

±

ＳＤ

平均値

±

ＳＤ

126.53

±

14.30

117.40

±

15.48

4.33**

Ⅰ．連続続的・効率的な情報と収集の活用

17.87

±

2.36

16.61

±

3.11

3.25**

Ⅱ．床の場の特徴を反映した専門的知識・技術の活用

18.35

±

2.85

16.84

±

2.76

3.76**

Ⅲ．患者・家族との関係の維持・発展につながるコミュニケーション

19.45

±

2.91

17.92

±

3.17

3.55**

Ⅳ．職場環境・患者個々が持つ悪条件の克服

17.25

±

2.85

15.74

±

3.19

3.54**

Ⅴ．現状に潜む問題の明確化と解決に向けた創造性の発揮

15.70

±

2.60

14.75

±

2.85

2.46*

Ⅵ．患者の人格尊重と尊厳の遵守

18.35

±

2.89

17.67

±

2.84

1.68

Ⅶ．医療チームの一員としての複数役割発見と同時進行

19.55

±

2.97

17.86

±

2.93

4.01**

看護実践能力（合計得点）

*p<0.05

【t 検定】
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表 5．看護師の仕事意欲測定尺度得点との相関関係

n=201

年齢

看護師としての
臨床経験年数

現在の病棟での
経験年数

意欲（合計得点）

.054

.091

.210**

Ⅰ．現在の仕事に向ける意欲

.065

.098

.228**

Ⅱ．将来的な仕事に向ける意欲

.019

.052

.118
**p<0.01

【Pearson の積率相関係数】

表 6．対象者の属性による看護師の仕事意欲測定尺度合計得点の比較
人数

平均値

±

あり
なし

59
142

54.63
52.75

±
±

9.08
8.64

1.38

あり
なし
N/A

54
4
1

54.81
52.50

±
±

8.14
20.40

0.23

145
41
15

53.73
53.02

±
±

8.96
7.45

0.46

あり
なし
N/A

65
58
22

53.92
53.60

±
±

8.89
8.82

0.84

興味のある看護系進路の有無

あり
なし
N/A

116
76
9

55.81
49.83

±
±

7.62
8.74

**

5.03**

看護職としての職業継続意思の有無

あり
なし
N/A

174
20
7

54.55
44.25

±
±

7.60
10.26

**

4.36**

自己研鑽をしている

している
していない
どちらでもない
N/A

85
31
84
1

55.07
49.35
53.10

±
±
±

9.28
9.43
7.51

項目
子どもの有無

育児サポートの有無
（n=59）

家事をしている

家事サポートの有無
（n=145）

はい
いいえ
N/A

SD

ｔ

*

n=201
F

5.72*

*p<0.05，**p<0.01

【t 検定，一元配置分散分析】

注）看護職としての職業継続意思の有無は，
「定年まで現在の職場で働きたい」
「職場は変わっても看護職として定年ま
で働き続けたい」
「何らかの理由で退職するかもしれないが，状況をみて看護職として復帰したい」の 3 項目に回答した
者を『あり』群，それ以外に回答した者を『なし』群とした．
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平均値を中心に，意欲の高い群と低い群の 2 群

有意に高かった（t=4.36，p<0.01）．

に分けて，看護実践能力（尺度の合計得点と 7

自己研鑽の有無による比較では，自己研鑽を

つの下位尺度得点）を比較した（表 4）．その

「している」と回答した者の方が「していない」

結果，仕事意欲が高い者は，看護実践の卓越

と回答した者に比べて仕事意欲測定尺度の得点

性自己評価尺度の合計得点が有意に高かった

が有意に高かった（F=5.72，p<0.05）．

（t=4.33，p<0.01）．7 つの下位尺度においては，
「Ⅵ．患者の人格尊重と尊厳の遵守」の項目のみ，

Ⅴ．考察
１．女性中堅看護師の仕事意欲の特徴

有意な差がみられなかった．

対象者の仕事意欲測定尺度の合計得点は

２）個人属性との関連性
表 5 に，仕事意欲測定尺度の得点と年齢，臨

53.30 ± 8.79 点であり，これは，佐野ら（2006）

床経験年数，現在の病棟での経験年数との相

の研究の 53.44 ± 12.85 点と同様の傾向であっ

関関係を示した．仕事意欲測定尺度の合計得点

た（以下，カッコ内を先行研究の値とする）
．

と現在の仕事に向ける意欲得点は，現在の病棟

下位尺度についても，
「Ⅰ．現在の仕事に向け

での経験年数との間に弱い正の相関がみられた

る意欲」は，34.24 ± 6.42 点（33.82 ± 8.44 点），

（r=0.210 ～ 0.228，p<0.01）．

「Ⅱ．将来的な仕事に向ける意欲」は，19.05 ±

次に，家事・育児の実施状況とサポートの有

3.26 点（19.62 ± 4.41 点）であり，これらの尺

無，興味のある看護系進路の有無，看護職とし

度得点も先行研究と同様の傾向を示した．佐野

ての職業継続の意思，自己研鑽の有無による仕

ら（2006）は，勤務者の平均年齢が比較的若

事意欲測定尺度得点の比較を行った．なお，仕

いと言われる大学病院で，臨床経験年数 3 ～ 8

事意欲測定尺度の得点は正規分布していたた

年の看護師を中堅看護師と定義して調査してお

め，2 要因の比較には t 検定，3 要因の比較に

り，本研究とは看護師の経験年数も対象とした

は一元配置分散分析を用いた（表 6）．

病院の特徴も異なるため一概には言えないが，

子どもの有無，育児サポートの有無，家事を
しているかどうか，家事サポートの有無による

今回得られた結果は中堅看護師の仕事意欲とし
て標準的であると考える．
次に下位尺度を見てみると，最も平均値が高

比較では，有意差はみられなかった．
興味のある看護系進路についての比較では，
「あり」とした者が「なし」とした者に比べて

かった質問項目「1．今の仕事は興味のもてる
仕事だと思う」こそ「Ⅰ．現在の仕事に向ける
意欲」に属する項目であったが，2 番目に高かっ

有意に得点が高かった（t=5.03，p<0.01）．
職業継続意思については，
「定年まで現在の

た項目「14．より良い看護を追求していきた

職場で働きたい」「職場は変わるかもしれない

いと思う」と，3 番目の「11．担当する仕事に

が，看護職として定年まで働き続けたい」
「何

ついて，さらに高度な知識や技術を身につけた

らかの理由で退職するかもしれないが，状況を

いと思う」
「13．今の仕事は自己を成長させる

見て看護職として復帰したい」の 3 つに回答

ものだと思う」はいずれも「Ⅱ．将来的な仕事

した者を『看護職として職業継続意思あり群』
，

に向ける意欲」に属する項目であった．また，

それ以外に回答した者を『看護職として職業継

将来への志向として調査した「興味のある看護

続意思なし群』の 2 つの群に分けて比較をした

系進路の有無」と「看護職としての職業継続の

ところ，
『職業継続意思あり群』の得点の方が

意思」においても，それぞれ「あり」と回答し
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た者の方が「なし」と回答した者よりも有意に

橋本ら（2009）の結果も踏まえると，意欲の

仕事意欲が高いという結果も得られており，将

高い者はより良い看護を提供するために自己研

来に向けての熱意や目標がある者は仕事意欲が

鑽し，自らの知識や技術の修得に努め，看護実

高いことが明らかとなった．一方，15 項目の

践能力を高めようとしているため，自己評価が

中で最も平均値が低かった項目は「5．今の仕

高くなったと考える．中堅看護師は，仕事上の

事は自分にとって満足のいくものである」と「8．

責任や家庭や育児の両立から学習時間を確保す

今の仕事は自分の能力を発揮できる仕事だと思

ることが難しい現状や（小山ら，2004），家事，

う」で，次いで低かったのは，
「9．今の仕事か

育児などの個人要因に起因する継続疲労がある

ら得る充実感は心地良いと感じる」であり，こ

（大橋ら，2010）ため，今後教育や研修を提供

の 3 項目はいずれも「Ⅰ．現在の仕事に向ける

する際は，勤務時間内など仕事と家庭を両立さ

意欲」に属する質問項目であった．以上のこと

せながら学習できる柔軟な受講システムが必要

から，今回の対象者は，現在行っている看護の

である．

仕事について興味が持て自分を成長させてくれ

今回唯一有意な差がみられなかった下位尺度

る仕事だと肯定的に受け止めていることや，将

「Ⅵ．患者の人格尊重と尊厳の遵守」は，患者

来的にはさらに高度な知識や技術を身につけて

個々に敬意を払い，その人らしさや習慣，意向

より良い看護を追求していきたいというポジ

を尊重し，患者・家族の希望を最大限に実現し

ティブな思いを持っていることが明らかとなっ

ようと努めるという看護実践を表している．こ

た．その一方で，現在の仕事に対しては自分の

の看護実践能力は，臨床経験年数の長短に影響

能力を発揮できておらず，充実感や満足感は低

を受けない（和泉ら，2010）が，今回，意欲

いと感じていることが明らかとなった．

の高低にも影響を受けないことが明らかとなっ
た．その理由として，
「患者の人格尊重と尊厳

２．仕事意欲と看護実践能力およびライフスタ
イルとの関連について

の遵守」という看護実践能力は看護基礎教育や
現任教育において重要性が強調されている部分

仕事意欲測定尺度得点の平均値を境に，仕事
意欲の高い群と低い群の 2 群に分けて看護実践

であり，看護師の経験や意欲に左右されない普
遍的な能力であると考えられる．

の卓越性自己評価尺度の合計得点と 7 つの下位

また，女性の中堅看護師は，家事や子育てと

尺度の平均値を比較したところ，合計得点と下

いった家庭での役割が負担となり仕事意欲に影

位尺度「Ⅰ．情報収集と活用」
，「Ⅱ．専門的知

響を与えるのではないかと予測していたが，今

識・技術の活用」
，「Ⅲ．コミュニケーション」
，

回の調査では育児の有無や家事をしているかど

「Ⅳ．悪条件の克服」，
「Ⅴ．創造性の発揮」，
「Ⅶ．

うかは仕事意欲に関連しないことが明らかと

複数役割発見と同時進行」に有意な差（p<0.05，

なった．その要因として対象者は，家事におい

p<0.01）が認められたため，仕事意欲が高い

ては 45％の者が，育児においては 93％の者が

者は，自己の看護実践の質が高いと評価してい

何らかのサポートを受けていると回答してお

ることが確認された．今回の調査では自己研鑽

り，このサポートがあるために仕事に専念でき，

している者の方がしていない者よりも仕事意欲

結果，仕事意欲に影響を与えていないと推測で

が高いという結果も得られており，仕事意欲の

きる．また水野（2014）が行った中堅看護師

高い者は自己教育力が高いことを明らかにした

の学習状況とワーク・ライフ・バランスの調査
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において，仕事の充実感は学習状況に影響を与

援，能力評価が影響している（佐野ら，2006）

えるが，仕事以外の生活の充実感と学習状況は

と言われており，一緒に働く仲間に自分の仕事

まったく関連していなかったことを報告してい

を認めてもらうことは，自己効力感を高め，現

ることも踏まえると，中堅看護師は仕事の経験

在の仕事の充実感や満足感につながると考えら

を積む中で，仕事とライフスタイルを切り離し

れる．また，上司である看護師長から適正に評

て考えることができているのではないかとも考

価されていると感じられる評価システムづくり

えられる．

や，承認，精神的なフォローなど，中堅看護師
の仕事意欲の向上には，現在行っている仕事に

３．女性中堅看護師の仕事意欲向上に向けた検
討

自信とやりがいが持てるような職場環境の整備
が必要であると考える．

今回，自己研鑽を行っている者の方が行って
いない者と比べて仕事意欲が高いことが明らか

Ⅵ．本研究の限界

となった．仕事意欲の高い者は，より良い看護

本研究は一部の限られた地域の病院で働く看

を提供するために自己研鑽し，自らの知識や技

護師を対象としており，一般化には限界がある．

術の修得に努めようと努力しているため，看護

また，今回は女性中堅看護師の仕事意欲に関す

実践能力も高まることが推測される．そのため，

る全体的な傾向を把握する目的で量的研究の手

現場の中核的存在でケアの質向上の鍵であると

法をとったが，仕事意欲は主観的で個別性が高

いわれている中堅看護師（嶋田，1999）の仕

いものであるため，今後はインタビューなどの

事意欲を高めることは，看護全体の質の向上に

質的研究を積み重ね，仕事意欲向上の方策につ

寄与すると考えられる．

いて検討していく必要があると考える．

中堅看護師は，日常的に重症患者を任された
り，新人や後輩看護師の教育や相談役，医師

Ⅶ． 結論

などの多職種間の調整など，看護チームの中核

１．女性中堅看護師の仕事意欲と看護実践能力

としての役割が期待されている．役割を与えら

得点は正の相関関係にあり，仕事意欲の高い

れたことが自己成長のきっかけとなる（喜多村

者は低い者と比較して看護実践能力自己評価

ら，2010）などポジティブな側面がある一方

尺度の得点が有意に高かった．

で，多様な役割や周囲からのサポートの少なさ

２．自己研鑽している者，興味のある看護系進

によりストレスや継続疲労を感じていたり（城

路のある者，看護職としての職業継続意志の

野，2000；大橋ら，2010），多重課題が負担と

ある者は仕事意欲が有意に高かった．

なり，疲労や休暇不足から仕事意欲が低下して

３．仕事意欲と育児や家事の実施状況やそのサ

いる（小松ら，2010）現状があるが，今回の

ポートの有無については，関連性は認められ
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