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自治体病院に勤務する看護師の精神的健康に影響する要因

発 表 者 川田 理恵 （高知県：本山町立国保嶺北中央病院）

共同研究者 石田 三記、美馬 かりん、西岡 京子、杉本 加代

肯定・依頼型の言葉を使う等、丁寧でかつ、双

方のコミュニケーションが成り立てばスピーチ

ロックには当たらないと考える。また、コミュ

ニケーションが困難な高齢・重度化・認知症ケ

アでは、さまざまな課題と向き合っている状況

下にあるが、どのような状況においても個人の

尊厳を大切にする意識は重要である。

終わりに時間に追われたり、忙しい状況の中で

余裕がなく、つい無意識のうちに習慣となって

しまった言葉使いや、言葉かけを急に変えてい

くのは容易ではないかもしれない。しかし、「解っ

てはいるが実際は難しい」という意識から、一

歩踏み出し「まずはやってみる」という行動が

必要であり、その行動を意識して繰り返すこと

を継続したいと思う。
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【タイトル】
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【はじめに】

自治体病院の看護師は地域医療を支える重要

な役割を担っています。同時に、看護師は物理

的にも人的にもストレスフルな職業です。住民

によりよい地域医療を提供するには、まず看護

師自身のストレスをマネージメントすることが

重要であると考えます。
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【研究目的】

本研究の目的は、A県内の自治体病院に勤務

する看護師の精神的健康に影響する要因を明ら

かにすることです。
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【研究方法】

研究デザインは、アンケートによる量的研究

でした。研究協力者は A県内の自治体病院に勤

務する看護師２３４名、調査期間は平成２４年７月２５

日～８月１０日でした。
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【調査内容】

調査内容は、�性別、�職務経験年数、�精
神的健康度、�ストレス関連要因です。
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【用語の定義】

次に用語の説明です。GHQとは精神健康度を

測定する尺度です。質問項目数は１２個、回答は

４段階で、点数が高いほど精神的に不健康であ

ることを示しています。ストレス関連要因とは、

『命に関わるミス』『不安が伴う』『生死に関わる

業務』など、ストレスの要因となる２１項目から

構成されています。

&'(6Ã��

M mg@¿q�;~Ø~Ù�}-P�Ó�q�
��Pd��*

^ zv°z:`�ðä��Ã,��Ñ!

gÓ��Ç?-u��ÈPd��*

f ^i��Ý����zv°z:`�
ð
gÓ��&�dÍÌPd��*

w ��!1�*N��*

【データ分析方法】

データ分析は、エクセル統計を用いて統計処

理を行いました。ストレス関連要因ごとの GHQ

総得点については独立２群の検定を行いまし

た。有意差のあったストレス関連要因について

は重回帰分析を行ないました。有意水準は５％

としました。
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【倫理的配慮】

倫理的配慮についてですが、本研究は、高知

県看護協会倫理審査会の承認を得て、アンケー

ト配布については各病院長から承諾書を得まし

た。研究協力者には、アンケート回答は自由意

志によることを記した書類を配布し、アンケー

ト用紙回収をもって研究協力の同意ありとみな

しました。
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【研究結果】

研究結果は、対象者２３４名、回答者数１６５名、

有効回答者数１３９名、有効回答率８４．２％でした。

対象者の属性および GHQ総得点は、男性９名、

女性１３０名、職務経験年数は１９．３±８．８年、GHQ

総得点は５．３±３．５点でした。
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【表２】

GHQ総得点に有意差のあったストレス関連要

因は、『同僚との関係』『達成感が得られない』『不

安が伴う』の３つでした。
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【表３】

有意差のあった３つのストレス関連要因のう

ち最も GHQに影響を及ぼしていたのは、『同

僚との関係』で、次は『達成感が得られない』

でした。『不安が伴う』は GHQには影響を及

ぼしていませんでした。
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【考察】

ストレス関連要因の中で、看護師の精神的健

康に最も影響していたのは『同僚との人間関係』

でした。影山らは、同僚からの支援が多いほど

精神的健康度が高いと述べ、本研究も同様の結

果でした。
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【考察】

これに対し堀江は、同僚との関係で受容サポー

トが多いと負債感、供与サポートが多いと負担

感があり、両方のバランスが保たれると満足感

があると述べています。以上より精神的健康を

保つには、同僚からの支援とともに同僚に対す

る支援結果に満足感が得られることが重要であ

ると考えます。
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離島医療を支える医師定着に向けて
～医師への満足度調査からの考察～

発 表 者 野島 慶明 （島根県：隠岐広域連合立隠岐病院）

共同研究者 谷口 栄作
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【まとめ】

最後にまとめです。看護師の精神的健康と最

も関連のある要因は『同僚との人間関係』であ

り、職場での良好な人間関係がストレスマネー

ジメントに重要であることが示唆されました。
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はじめに

隠岐の島の概要です。隠岐の島は島前・島後あ

わせて４つの町村からなり、人口は２万１千人

です。

隠岐医療圏における医師数は１０万人あたり１６０人

で、全国の医師数は２３０人です。
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