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看護系大学生の各学年における職業志向

―テキストマイニングによる自由回答文の解析から―
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　看護系大学生の職業志向を学年毎に明らかにすることを目的として，A 看護系大学の学生 239 名を対象に無記

名の自記式質問紙調査を実施し，「看護という職業に何を期待し，何を重視しているのか」に関する自由回答文

をテキストマイニングで分析した。その結果，各学年に共通して出現頻度の高い主要語は『患者』『コミュニケー

ション』『看護技術』で，臨地実習において『患者』と『コミュニケーション』がとれ『看護技術』が遂行でき

ることは，学生の職業志向に影響を及ぼす経験になると考えられた。さらに主成分分析とクラスター分析による

類型化から，1 年次生は【優しさと給料】など 6 個，2 年次生は【やりがいと給料】など 6 個，3 年次生は【患

者の病気と命の個別性】など 5 個，4 年次生は【患者・家族のニーズ】など 6 個の構成概念が抽出され，1・2 年

次生は自分のことを，3・4 年次生は患者のことを中心に職業志向を捉えていることなどが示唆された。
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１　緒言

職業社会化とは，「人々がある職業につき退職する

までのプロセス，及びその職業の担い手に期待される

職務遂行能力や態度，職業倫理，職業観などが習得さ

れる過程」で，これには就職するまでの「職業への社

会化」と，就職後の「職業による社会化」とがある 1）。

看護系大学生の場合，大学への進学の先には，看護師

という職業が存在し，大学入学と同時に，就職するま

でに「職業への社会化」が促進し始める。これは，大

学卒業後に職業が決まり，就職後に「職業による社会

化」が促進される一般の大学生と大きく異なる点であ

る。

ゆえに，看護系大学生は看護師国家試験の合格を目

指して，一定期間にかなりの時間をかけて学習し，看

護実践能力を修得する「職業への社会化」の過程で，

職業的アイデンティティを形成する。看護職における

職業的アイデンティティとは，看護師の価値や信念 2），

職業との自己一体意識 3）といわれるもので，教育の

影響を受けながら，自己の看護観や看護に対する価値

観などが相互に作用し，自己と看護師の統合という過

程で形成される 4,5）。それゆえ，この職業的アイデン

ティティの形成には，看護系大学への進路決定時に明

確な職業イメージを持ち，主体的に進路を決定する過

程が重要であり 6），それには職業意識のなかで看護と

いう職業に何を求めるのかという職業志向 7）が影響

していると考えることができる。

ところが近年は，看護系大学が爆発的に増加し，例

えば本当は医師になりたかったが，成績や経済的理由

で諦めた結果，看護師を目指したというように，本命

の進路を諦めた 6）学生の存在など，入学生の進路決

定理由は多様化している。つまり，看護系大学には必

ずしも看護師を志している学生ばかりではないといえ

る。そのため，看護系大学生の職業意識は多様化し，

このことが職業社会化の促進を抑制することが推察さ

れる。

若林 7）によれば，職業志向とは，「職業や仕事に何

を求めるか」と呼ばれるもので，職業社会化過程のな

かで，職業意識の一つに位置付けられている。この職

業意識には他にも職業興味や職業レディネスなどの概

念も関連し，其々の角度で研究が行われている。なか

でも特に希少といえる職業志向に関する近年の研究で

は，看護専門学校生の 1・2 年次生を対象に職業的レ

ディネス尺度を用いて調査した研究 8）や医療系大学

看護学科に在籍する 4 年次生を対象に臨地実習体験

後，職業に対する気持ちの変化などを調査した研究 9）

が見受けられる。これらの研究では，看護学生は人間

関係の志向性が高く，職業意識としては 2 年生の方が，

1 年生よりも高いこと 8）や，臨地実習で受け持ち患者

と良い関わりができ，患者や家族から感謝の言葉をも

らえたという経験が，自分が志望している職業に就き

たいという気持ちを一層強くしていること 9）などが

判明している。

しかし，職業志向に関する研究は希少であるがゆえ

に，その実態解明が求められ，特に当事者の価値観が

影響する職業志向においては数値には還元できない感

情や認識，考え方を明らかにし，同じ研究課題に対し

て，別の研究者による研究との討論が必要であると考

える。そこで本研究では，看護系大学生を対象に質問

紙調査を行い，職業志向に関する自由回答文をテキス

トマイニングで解析し，学年毎の主要語と構成概念を

明らかにした。

２　目的

看護系大学生の各学年における職業志向の内容を明

らかにする。

３　研究方法

3-1　対象者

A 看護系大学（以下，A 校）の学生 239 名（1 年次

生 60 名，2 年次生 60 名，3 年次生 59 名，4 年次生 60 名）

に研究参加への協力を求め，研究協力への同意が得ら

れた者を対象者とした。なお，A 校の学生は，1 年次

に基礎実習Ⅰを，2 年次に基礎実習Ⅱを修了し，3 年

次の後期から各専門分野の各論実習に入り，4 年次前

期で全ての実習を修了する。

3-2　調査方法

2013 年 9 ～ 10 月に無記名の自記式質問紙による調

査を行った。調査は，対象者が所属する施設管理者の

許可の下で，対象者には口頭と文書で本研究の趣旨を

説明し，研究協力を依頼後，自記式質問紙，依頼文書，

および返信用封筒を直接本人に配布した。配布は，対

象者全員（学年毎）が集う教室で一斉に行った。記入

済みの質問紙の回収は，対象者本人が封筒に入れて密

封したものを，配布時の教室，および施設内のロッ

カールームに設置した回収箱に入れてもらうように依

頼し，留置き法で一括回収した。なお，施設内のロッ

カールームに設置した回収箱は，2 週間の留置きを経

て一括回収した。

3-3　調査内容

職業志向は，「職業や仕事に何を求めるか」と呼ば

れるもので 8），人が職業の内容や条件など，さまざま

な要件を勘案し，自分が重要と判断する内容を基に，

職業を選択する行動に結びつくものである。本研究で

は，長谷川 8）の職業志向に関する研究を参考に，職

業志向を「看護師という職業で重要視すること」とし
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て，これを自由回答文で問う無記名の自記式質問紙を

作成し，以下の形式で 3 つ程度記述するように求めた。

加えて，対象者の概要（年齢，性別，希望職種）につ

いて回答を求めた。

・私が考える，「看護師という職業で重要視すること」は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

3-4　データ解析

自由回答文の解析は，学年毎にテキストマイニング

（Text Mining：TM）で行った。TM を採用した理由は，

大量のテキストデータ（文字データ）から有用な情

報（キーワード）を取り出し，クラスター分析などの

多変量解析が可能であることから，各学年の職業志向

を客観的に解明できることによる。TM ソフトウェア

は SPSS 社の PASW Modeler13 および Text Mining for 
Clementine2.2（TMC）を用いた。

3-4-1　データクリーニング

本研究では，名詞を分析対象として，テキストデー

タの原文に戻りながら，品詞情報と分かち書き処理・

形態素解析の結果を確認した。これを基に，「コミュ

ニケーション」「コミュニケーション力」「コミュニケー

ション能力」，「給料」「収入」などの表記が異なる名

詞の同義語を一つの単語に変換した。この作業は出力

された名詞が分析に使用できるまで繰り返し，最後に

条件抽出ノードで独立した意味を成さない単語を破棄

し，解釈可能な名詞のみを抽出した。なお，TMC で

は分析対象となる名詞は，まず「主要語」として出力

され，データクリーニング後は「変換後主要語」とし

て出力される。本研究の以下の記述では，「変換後主

要語」を「主要語」と表記した。

3-4-2　主要語の分析

本研究では，言及頻度分析 10）による特徴的な主要

語と，クラスター分析による構成概念の抽出を学年毎

に行った。はじめに学年毎に出現頻度が 2 回以上の主

要語を抽出し，出現頻度が高い順に並べ（以下，言及

頻度），各学年で言及頻度が高い共通した主要語など，

特徴的な主要語を明らかにした。次に，学年毎に構成

概念を抽出するために，主要語をフラグ変数化し，こ

れを用いて，各々で主成分分析を行い，得られた成分

負荷行列に非階層型クラスター分析（k-Means）を施

した 11）。そして，抽出された各クラスターを構成す

る主要語から構成概念を命名した。命名にあたっては，

TMC に備わるコンコーダンス機能（特定のキーワー

ドを含む文だけを抽出する検索機能）を活用し，主要

語を含む原文に戻りながら主要語と構成概念を解釈し

た。主成分分析は，成分負荷量が .30 未満で，合成変

数に対して関係の低いものを除外して行った。なお，

フラグ変数化とは，対象者の記述の中に該当する語が

あれば「1」，なければ「0」というように 2 つの値に

数値化することである。

3-4-3　出力結果の信頼性と妥当性

TMC では，各クラスターの構成区分の適合性をシ

ルエット指数で確認することができ，その値が .50 以

上であれば適合度の正当性が判断できる。本研究では，

構成概念の基盤となる各クラスターの構成区分の適合

度を，このシルエット係数で評価した。なお，本研究

は，TMC の操作経験を有する者を含む研究メンバー

で行い，出力結果と解釈の妥当性を確保した。

3-4-4　倫理的配慮

本研究は，県立広島大学研究倫理委員会の承認を受

けて実施した（承認番号：13MH027 号）。対象者には

文書で研究の趣旨を説明し，研究参加に際して自由意

志の尊重と匿名性の厳守を保証する旨説明した。そし

て，無記名の自記式質問紙の返却をもって研究参加の

同意と判断した。

４　結果

回答は，1 年次生 53 名（回収率 88.3 ％），2 年次

生 60 名（ 回 収 率 100 ％），3 年 次 生 47 名（ 回 収 率

79.7％），4 年次生 47 名（回収率 78.3％）から得るこ

とができた。対象者の概要は，表 1 に示す通りであっ

た。このうち自由回答文において無回答者を除外した

有効回答数は，1 年次生 48 名（有効回答率 90.6％），

2 年次生 59 名（有効回答率 98.3％），3 年次生 45 名（有

効回答率 95.7％），4 年次生 47 名（有効回答率 100％）

であった。

形態素解析の結果，各学年の自由回答文を総計した

文字数，文数，形態素数，および抽出した主要語（名

詞）の概要は，表 2 に示す通りであった。

4-1　言及頻度分析による特徴的な主要語（表 3）

言及頻度 2 以上の主要語は，1 年次生が 19 種類語，

表１　対象者の概要

表２　形態素解析の概要
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2 年次生が 23 種類語，3 年次生が 29 種類語，4 年次

生が 32 種類語というように学年進行に伴って増加し

た。

看護系大学生が「看護師という職業で重要視するこ

と」を示す言及頻度 5 以上の主要語に着目すると，1
年次生は『患者』を筆頭に以下『コミュニケーション』

『笑顔』『思いやり』『看護技術』『知識』，2 年次生は『思

いやり』を筆頭に以下『看護技術』『優しさ』『知識』『患

者』『コミュニケーション』『やりがい』『人』『給料』，

3 年次生は『患者』を筆頭に以下『人』『知識』『コミュ

ニケーション』『看護技術』『信頼関係』『正確さ』，4
年次生は『患者』を筆頭に以下『コミュニケーション』

『看護技術』『給料』『個別性』『人間関係』であった。

これらのうち，その学年にしか現れなかった学年独自

の主要語は，1 年次生が『仕事』『確か』，2 年次生が『つ

ながり』『厳しさ』『丁寧さ』『雰囲気』，3 年次生が『安

全』『専門性』『達成感』『働きやすさ』『病気』『命』，

4 年次生が『ニーズ』『安定』『傾聴』『対応』『判断力』

『思い』『温かさ』『確実』『関係性』『自分』『人らしさ』

『他職種』『物事』であった。また，各学年で共通して

出現した主要語は，『患者』『コミュニケーション』『看

護技術』『知識』『思いやり』『優しさ』『やりがい』『給

料』『人』であった。

4-2　クラスター分析による構成概念

4-2-1　1 年次生（表 4-1）

主成分分析の結果，19 種類の主要語からは，最終

的に 17 種類の主要語が抽出された（抽出後の負荷量

平方和は全分散の 52.48％）。第 1 主成分で最大の負荷

量を示す成分（主要語）は『人間関係（負荷量 .647，

以下同）』で，以下『やりがい（.587）』『環境（.381）』

『気持ち（.327）』が続いた。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『コミュニ

ケーション』『知識』『看護技術』『人』から成り【看

表３　言及頻度分析による特徴的な主要語
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護実践能力】と命名した。クラスター 2 は『環境』『人

間関係』から成り【職場の環境と人間関係】と命名し

た。クラスター 3 は『人間性』『信頼関係』『医療チー

ム』『笑顔』から成り【医療チーム間の信頼関係】と

命名した。クラスター 4 は『優しさ』『給料』から成

り【優しさと給料】と命名した。クラスター 5 は『患者』

『責任感』『仕事』から成り【患者を対象とする仕事へ

の責任感】と命名した。クラスター 6 は『気持ち』『や

りがい』から成り【やりがいを持てる職業】と命名し

た。以上の各クラスターの構成区分の適合度を示すシ

ルエット係数は .6 で，その正当性が確認できた。

4-2-2　2 年次生（表 4-2）

主成分分析の結果，23 種類の主要語からは，最終

的に 15 種類の主要語が抽出された（抽出後の負荷量

平方和は全分散の 62.28％）。第 1 主成分で最大の負荷

量を示す成分（主要語）は『やりがい（負荷量 .788，

以下同）』で，以下『雰囲気（.748）』『職場環境（.714）』

『給料（.620）』が続いた。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『コミュニ

ケーション』『患者』『適切』から成り【患者とのコミュ

ニケーション】と命名した。クラスター 2 は『やりが

い』『給料』から成り【やりがいと給料】と命名した。

クラスター 3 は『看護技術』『知識』『相手』から成り【看

護実践能力】と命名した。クラスター 4 は『思いやり』

『責任感』から成り【責任感と思いやり】と命名した。

クラスター 5 は『気持ち』『繋がり』『人』から成り【人

との繋がり】と命名した。クラスター 6 は『職場環境』

『雰囲気』から成り【職場の雰囲気】と命名した。以

上の各クラスターの構成区分の適合度を示すシルエッ

ト係数は .6 で，その正当性が確認できた。

4-2-3　3 年次生（表 4-3）

主成分分析の結果，29 種類の主要語からは，最終

的に 17 種類の主要語が抽出された（抽出後の負荷量

平方和は全分散の 60.53％）。第 1 主成分で最大の負荷

量を示す成分（主要語）は『命（負荷量 .823，以下同）』

で，以下『個別性（.823）』『人間性（.528）』『病気（.506）』

が続いた。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『やりが

い』『職場環境』『達成感』『働きやすさ』から成り【や

りがいを持てる働きやすい職場環境】と命名した。ク

ラスター 2 は『家族』『心』から成り【患者家族の気

持ち】と命名した。クラスター 3 は『人間性』『正確

さ』から成り【看護師としての人間性】と命名した。

クラスター 4 は『看護ケア』『看護技術』『知識』『適

切』『気持ち』『人』から成り【看護実践能力】と命名

した。クラスター 5 は『病気』『命』『個別性』から成

り【患者の病気と命の個別性】と命名した。以上の各

クラスターの構成区分の適合度を示すシルエット係数

は .5 で，その正当性が確認できた。

4-2-4　4 年次生（表 4-4）

主成分分析の結果，32 種類の主要語からは，最終

的に 17 種類の主要語が抽出された（抽出後の負荷量

平方和は全分散の 66.49％）。第 1 主成分で最大の負荷

量を示す成分（主要語）は『看護技術（負荷量 .703）』で，

表 4-1　クラスター分析（K-Means) による構成概念；1 年次生 (n=48）

表 4-2　クラスター分析（K-Means) による構成概念；2 年次生 (n=59）
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以下『知識（.645）』『コミュニケーション（.611）』『判

断力（.534）』『観察力（.447）』『人（.404）』が続いた。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『コミュニ

ケーション』『看護技術』『判断力』『確実』から成り【看

護実践能力】と命名した。クラスター 2 は『患者』『対

応』から成り【患者への対応】と命名した。クラスター

3 は『個別性』『他職種』『連携』から成り【他職種と

の連携】と命名した。クラスター 4 は『関係性』『家族』

『人らしさ』から成り【患者家族との関係性】と命名

した。クラスター 5 は『観察力』『知識』『人』から成

り【知識に基づく観察力】と命名した。クラスター 6
は『ニーズ』『適切』から成り【患者・家族のニーズ

の充足】と命名した。以上の各クラスターの構成区分

の適合度を示すシルエット係数は .7 で，その正当性

が確認できた。

５　考察

本研究では，看護系大学生（以下，学生）の各学年

における職業志向の内容を示す特徴的な主要語と構成

概念が判明した。以下では，これらを基に考察を加え

たい。

5-1　言及頻度分析による特徴的な主要語から

言及頻度分析の結果，各学年共通の主要語として，

『患者』『コミュニケーション』『看護技術』『知識』『思

いやり』『優しさ』『やりがい』『給料』『人』が抽出さ

れた。これらの内，『患者』『人』は看護の対象を，『コ

ミュニケーション』『看護技術』『知識』は看護実践に

必要な能力を，『思いやり』『優しさ』は人間性を，『や

りがい』『給料』は職業的価値を示していると考えら

れた。なかでも特に，看護の対象を示す『患者』の言

及頻度は，1，3，4 年次生では最も高く，2 年次生で

も言及頻度としては高かった。また，複数の人による

言葉には曖昧さが存在することから，『患者』と『人』

は，同義語として用いられている可能性が高い。ゆえ

に，『患者』『人』という看護の対象は，学生の職業志

向を考える上での重要なキーワードになるといえ，看

護とは切り離せない『患者』『人』との関係性は，学

生の職業志向に大きく影響すると考えられた。

また，看護師として『患者』『人』との関係性を築

くためには，看護実践に必要な能力と人間性が必要で

ある。ゆえに，『コミュニケーション』『看護技術』『知

識』『思いやり』『優しさ』の言及頻度が高かったこと

は必然といえる。特に，新人看護師に近似する 4 年次

生で『患者』に次いで『コミュニケーション』『看護

技術』の言及頻度が高かった点に着目すると，看護実

践の場で『患者』と『コミュニケーション』がとれ，『看

護技術』が適用できることは，学生の職業志向に大き

く影響する経験になると考えられた。つまり，臨地実

習で受け持ち患者と良い関係性を築くことが，学生の

職業志向に大きく影響すると考えることができる。こ

れは，臨地実習体験が及ぼす看護学生の職業志向の変

化とその要因を調査した富井ら 9）の研究結果とも一

致している。さらに見方を変えれば，『患者』と『コミュ

ニケーション』がとれないことや，配属部署の専門的

表 4-3　クラスター分析（K-Means) による構成概念；3 年次生 （n=45）

表 4-4　クラスター分析（K-Means) による構成概念；4 年次生 (n=47）　
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な知識・技術不足により，『看護技術』が適用できな

いことは，日本看護協会が報告している新人看護師が

仕事を辞めたい理由 12）とも一致している。ゆえに，4
年次生の職業志向は，彼らが新人看護師になった時の

早期離職要因とも関連があると考えられた。

一方，各学年の主要語数と，学年独自の主要語（つ

まり，その学年にしか現れなかった主要語）は，学年

進行に伴って変化していることから，学生は，看護の

学修を通して職業志向を変化させていると考えられ

た。例えば，4 年次生にしか現れなかった『ニーズ』『傾

聴』『対応』『判断力』『関係性』『他職種』からは，患

者の訴えを『傾聴』し『ニーズ』を捉えて『対応』す

る『判断力』や，チーム医療に欠かせない『多職種』

との『関係性』が読み取れる。これらの主要語は，看

護の学修を積み上げた最終学年生独自といえ，下級生

と比較して，看護の専門性が育まれている様相を示し

ている。先行研究では，職業志向 9）をはじめ，これ

に近い意味を有する職業的アイデンティティ 13）や看

護師イメージ 14）は，学年進行と共に変化し，その一

因は臨地実習と考えられている。本研究においても，

学生の職業志向は学年進行と共に変化し，これには臨

地実習による学修が影響していると考えられた。

以上から，本研究で抽出された学生の職業志向とし

ては，内容的妥当性を有する主要語が得られたと考え

られた。看護師養成段階では，臨地実習で『患者』と

『コミュニケーション』がとれ，『看護技術』が適用で

きるように教育・指導することが，学生の職業志向に

影響し，彼らの職業社会化や就業時の職場適応（つま

り，新人看護師の早期離職防止）にも影響することが

示唆された。

5-2　クラスター分析による特徴的な構成概念から

学生の各学年における職業志向を示す構成概念は，

シルエット係数により，構成区分の適合度の正当性が

確認できた。

クラスター分析の結果，各学年共通の構成概念とし

て，【看護実践能力】が抽出された。上記で述べたよ

うに，学生の職業志向は，学年進行に伴い変化してい

ることから，【看護実践能力】を成す主要語，すなわ

ち構成要素は『看護技術』を除いて各学年で異なった。

言い換えれば，【看護実践能力】は，各学年で『看護

技術』を構成要素としている点で一致しており，学年

進行に伴って『看護技術』以外の構成要素が変化する

ことが考えられた。このように，『看護技術』が浮上

したことは，『看護技術』が看護の目的を達成するた

めのもので 15），臨床では対象者（患者）への『看護技術』

の提供が不可欠である現実を如実に表している。それ

ゆえ，『看護技術』は，学生の【看護実践能力】に対

する認識はもちろん，職業志向を考える上での重要な

キーワードになると考えられた。

次に，各学年の構成概念の特徴として，まず 1 年次

生で抽出された 6 個の構成概念の内【職場の環境と人

間関係】を成す『人間関係』は，主成分分析の第 1 主

成分で .6 以上の最大の負荷量を示した成分（主要語）

であったことから，影響力を有する主成分と解釈でき

る。ゆえに，1 年次生の職業志向において【職場の環

境と人間関係】は，最も影響力を有する内容と考える

ことができる。これと同様に，他の学年で影響力を有

する内容と考えることができる構成概念として，2 年

次生で【やりがいと給料】【職場の雰囲気】が，3 年

次生で【患者の病気と命の個別性】【看護師としての

人間性】が，4 年次生で【看護実践能力】【知識に基

づく観察力】が考えられた。これらの構成概念から，1・
2 次生は職場の『環境』や『やりがい』というように，

自分が働く視点で職業志向を捉えているのに対して，

3 次生は『命』『個別性』，4 年次生は『看護技術』『知識』

というように，看護の対象となる『患者』『人』を看

る視点で職業志向を捉えていることが考えられた。

さらに踏み込んで解釈すると，1 年次生の【職場の

環境と人間関係】と，2 年次生の【職場の雰囲気】は，

いずれも職場での人間関係が前提となる。その意味で

は，1・2 年次生は，職場の人間関係を重要視してい

ると考えられた。これは，看護学生における職業社会

化と職業意識の関係性を調査した長谷川 8）の研究結

果とも一致している。さらに本研究では，このような

人間関係の志向性は，学年進行と共に継続しつつも，

やがて看護実践能力の志向へと変化し，3 年次生では

【患者の病気と命の個別性】，4 年次生では【知識に基

づく観察力】というように，看護の対象となる『患者』

『人』を看る視点で看護の専門性が育まれていること

が考えられた。これには臨地実習などの学修経験が影

響し，看護の専門性が感じられる変化は，基礎実習を

修め，各論実習が始まる 3 年次後期から認められると

考えられた。

以上から，本研究では，学生の職業志向においては，

臨地実習などの学修経験が影響し，学年進行と共に

自分が働く視点から，看護の対象となる『患者』『人』

を看る視点に変化することが判明した。看護の対象と

なる『患者』『人』の視点が，学生の職業志向に影響

することは，看護師としての専門職発達に寄与するも

のと考えられる。ゆえに，看護師養成段階で，看護の

対象となる患者を看る視点が養われることは，卒業後

の職業社会化や職場適応において，極めて重要といえ

る。看護師養成段階では，この点を踏まえて『看護技

術』を中心とした【看護実践能力】を高めるなど，学

生の職業志向に資する学修経験を保証し，学生の看護

に対する自己効力感を高めることが，在学中の職業社

会化はもちろん，卒業後の職業社会化や職場適応を促

進するものと考えられた。

－ 49 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　16 (1) 　43 － 51　2016



６　研究の限界と今後の課題

本研究では，看護系大学生の各学年における職業志

向の内容を示す主要語と構成概念を明らかにすること

ができた。看護系大学生が増加の一途を辿るなかで，

その入学者の職業志向に関する研究は希少であること

から，得られた知見は，職業志向の観点から，学生理

解と看護系大学生の職業社会化を促進するための基礎

資料として寄与できると考える。しかし，結果の解釈

にあたり，本研究では対象者の教育機関が 1 施設に限

定され，単年度の横断的手法である（つまり，同一対

象者の 4 年間の追跡調査ではない）ため，結果の一般

化には限界が残る。今後の研究では，同じ研究課題で，

対象者の教育機関を拡大し，同一対象者の 4 年間の追

跡調査はもちろんのこと，教育背景など，属性の違い

による追求が望まれる。

７　結論

１）各学年で共通した主要語は，『患者』『コミュニケー

ション』『看護技術』『知識』『思いやり』『優しさ』『や

りがい』『人』であった。これらのうち，出現頻度

が高かった主要語は『患者』『コミュニケーション』

『看護技術』であった。

２）1 年次生の職業志向の構成概念は，【看護実践能力】

【職場の環境と人間関係】【医療チーム間の信頼関係】

【優しさと給料】【患者を対象とする仕事への責任感】

【やりがいを持てる職業】であった。この内，【職場

の環境と人間関係】は，影響力を有する内容と考え

られた。

３）2 年次生の職業志向の構成概念は，【患者とのコ

ミュニケーション】【やりがいと給料】【看護実践能

力】【責任感と思いやり】【人との繋がり】【職場の

雰囲気】であった。この内，【やりがいと給料】【職

場の雰囲気】は，影響力を有する内容と考えられた。

４）3 年次生の職業志向の構成概念は，【やりがいを

持てる働きやすい職場環境】【患者家族の気持ち】【看

護師としての人間性】【看護実践能力】【患者の病気

と命の個別性】であった。この内，【患者の病気と

命の個別性】は，影響力を有する内容と考えられた。

５）4 年次生の職業志向の構成概念は，【看護実践能力】

【患者への対応】【他職種との連携】【患者家族との

関係性】【知識に基づく観察力】【患者・家族のニー

ズ】であった。この内，【看護実践能力】【知識に基

づく観察力】は，影響力を有する内容と考えられた。
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Components of occupational orientation by grade 
in nursing college students

― Analysis of free answer comments using text mining― 
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Abstract

[Purpose] This study aimed to clarify the occupational orientations of nursing college students by grade. [Method] 
Data were collected using paper-based open-ended questionnaires from 239 nursing college students. Collected data were 
analyzed by grade using text mining. [Results] The results showed that the most frequently cited words used across all 
grades were “patient,” “communication,” and “nursing skill.” Using principal component and cluster analyses (K-Means), 
the data were classifi ed into six categories (e.g., “kindness and salary”) for fi rst-year students, six categories (e.g., “rewarding 
and salary”) for second-year students, five categories (e.g., “protecting patients’ lives”) for third-year students, and six 
categories (e.g., “satisfaction in meeting the needs of patients” ) for fourth-year students. [Discussion] The present fi ndings 
demonstrated that students’ level of communication with patients and nursing skill affect their occupational orientation. 
Specifically, the occupational orientation of first- and second-year students reflected self-focused thinking, while that of 
third- and fourth-year students refl ected patient-focused thinking.

Key words: nursing college students, occupational orientation, components, text mining
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