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原著

精神科における看護師のストレス及び職務満足度，精神的健康度
―精神科病棟機能別比較―
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近年，精神科病院では入院医療の質を向上させることを目的に病棟機能分化が推進され，病棟ごと
に治療環境や業務内容等に違いがみられるようになった。そこで本研究では，調査対象者となった精
神科看護師 111 名の精神的健康度の実態を把握し，精神科急性期病棟，精神科療養病棟，認知症疾患
治療病棟，ストレスケア病棟のいずれかの病棟に勤務する 4 群に分け，業務上のストレス及び職務満
足度，精神的健康度を比較することを目的とした。測定尺度は GHQ-12，精神科におけるストレス要
因に関する尺度，看護師の職務満足度尺度の 3 種を用いた。その結果，精神科看護師の精神的健康度
は非常に低いことが明らかとなった。また，各尺度の因子ごとに分散分析を行った結果，精神科療養
病棟の「給料」に対する満足度は，ストレスケア病棟の満足度に対し有意に高いことが認められ，職
務満足度の「看護業務」においては，所属病棟の主効果が有意傾向であることが認められた。よって
本結果から，精神科看護領域における専門職へのストレス支援の緊急性と病棟機能に準じた職務満足
度を高める介入やストレス状況にあった支援の必要性が示唆された。
キーワード：精神科看護師，精神的健康度，ストレス，職務満足度，病棟機能

看護への不達成感等，精神科特有の問題が指摘されて

問 題 と 目 的

いる（石田，2003；瀧川，2005；北岡ら，2004）
。この

現在の日本が抱える問題として，うつ病患者の増加

ように，精神科病院が担う役割と期待は大きいものの，

や認知症患者の増加があげられる。いずれも，予測を

そこで働く看護師のヘルスマネジメントも重要な課題

上回るペースで増加しているというのが専門家の一致

であると言える。

した見解である。このような疾患の予防・治療という

精神科病棟機能分化
従来の精神科看護師の職業ストレスに関する研究

大きな役割を担うのが，精神科病院である。一方で，
看護師の離職も深刻な社会問題となっている。その原

は，
「精神科看護師」というカテゴリーでの調査が主で

因として，出産や育児などのライフイベントだけでは

あった。しかし，現在の精神科病院においては，病棟

なく，過度のストレス性障害やバーンアウトも挙げら

機能分化が進んでいる。これは，厚生労働省が「精神

れている。さらに看護師の中でも，精神科勤務者は

保健福祉改革に向けての重点施策」
（2003）として，入

バーンアウトの発生率が高いとされ（藤原ら，2001；

院治療の充実及び専門病床の整備等を進めることによ

山崎ら，2002），その理由として，一般的な看護師の職

り，入院医療の質を向上させることを目的に，精神科

業ストレス要因に加え，
患者の粗暴行為や閉鎖的環境，

病床の機能分化を挙げたことによるものと考えられ
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る。これにより，精神科病院では病態の特徴や患者の

患患者との比較研究によると，2 ／ 3 点間に cut-off

特性等によって，急性期病棟，療養病棟，認知症疾患

point を設定するとき，全誤認率が最も低値であると

治療病棟，ストレスケア病棟等，機能別に病棟を分け

されている。

る動きが推進されてきた。このような精神科病棟機能

2）精神科におけるストレス要因に関する尺度

分化により閉鎖病棟か開放病棟か等の治療環境，主に

精神科看護師の業務上のストレッサーを評価するも

対象とする患者や治療目標，看護職員の人員配置や業

のであり，瀧川（2005）が，精神科看護師が業務上，

務内容等に違いが見られるようになったことは明らか

日常的に感じているストレッサーとして報告している

であり，それに伴って看護師の職業性ストレスにも違

22 項目に，矢田ら（2009）が業務上ストレスにさらさ

いがあると考えられる。

れる時間量を調べるための 1 項目を付け加えて作成し

そこで本研究では，精神科に勤務する看護師の精神

た 23 項目の質問で構成された質問紙である。回答は

的健康度の実態を把握し，調査対象者となった精神科

4 件法で求められ，得点が高いほどストレス量が多い

看護師を精神科急性期病棟，精神科療養病棟，認知症

ことを示す。本研究では，矢田らが付け加えた時間量

疾患治療病棟，ストレスケア病棟のいずれかの病棟に

を調べるための 1 項目を除外し，22 項目の質問で構成

勤務する 4 群に分け，業務上のストレス及び職務満足

した質問紙を用いた。

度，精神的健康度を比較することを目的とした。

3）看護師の職務満足度尺度

方

看護師の職業への満足度を評価するものであり，

法

Stamps ら（1978）が開発した Job Satisfaction Scale を

1．対象

尾崎・忠政（1988）によって日本語版に標準化された

Ａ市，Ｂ市，Ｃ市，Ｄ市に所在し，精神科を有する

ものである。その構成要素は，労働の報酬と働いてい

病院 4 施設において，精神科急性期病棟，精神科療養

ることによる福利厚生を示す「給料（pay）
」
，日常の看

病棟，認知症疾患治療病棟，ストレスケア病棟のいず

護活動で認められている，もしくは要求されている仕

れかの病棟で勤務する看護師・准看護師 159 名（男性

事に対する自律，主導権や拘束されない自由を示す「専

47 名，女性 112 名，回収率 71％）のうち，欠損がある

門職としての自律（autonomy）
」，規則に沿って行わな

ものを除外した結果，111 名（男性 39 名，女性 72 名，

ければならない仕事，及び患者ケアや管理的仕事に課

有効回答率 70％）を有効回答として，分析の対象とし

せられる業務を示す「看護業務（task requirement）」
，

た。なお，分析対象者の所属病棟は，精神科急性期病

仕事の手順，人事の方針，及びこれらを決定するにあ

棟 40 名（男性 19 名，女性 21 名），精神科療養病棟 30

たってのスタッフの参加を示す「看護管理（adminis-

名（男性 11 名，女性 19 名）
，認知症疾患治療病棟 30

tration）」
，職場での集団のふれあいから生まれる好ま

名（男性 6 名，女性 24 名），ストレスケア病棟 11 名（男

しい環境を示す「看護師間相互の影響（interaction）」
，

性 3 名，女性 8 名）であった。

知的職業，技術の有用性，職務の地位に対する一般的
感情を示す「職業的地位（professional status）」，医師

2．測定尺度

と看護師の職業的関わりを示す「医師と看護師間の関

1）General Health Questionnaire（GHQ）-12

係（doctor-nurse relationship）」の 7 つの概念からな

精神的健康度を評価するものであり，Goldberg and

り，48 項目の質問で構成された質問紙である．回答は

Hillier（1972）が開発し，中川，大坊ら（1985）によっ

7 件法で求められ，得点が高いほど職務満足度が高い

て日本語版に標準化された GHQ-60 の短縮版である。

ことを示す。

高い信頼性と妥当性を有していること（新納ら，2001），
ストレス指標としての妥当性を有していること（三島

3．調査時期

ら，1995）が確認されている。項目内容は，ここ 1 カ

2011 年 8 月 1 日〜2011 年 9 月 30 日

月間の健康状態についての 12 項目の質問で構成され，
回答は 4 件法で求められる。得点が高いほど精神的健

4．手続き

康度が低いことを示す。評価方法としては，4 つの選

対象の病院に質問紙を郵送または直接手渡しで配

択肢を 0 ／ 1 データに置換し，合計点が cut-off point

布，回収を行った。回収に際しては，個人のデータが

を超えるか否かにより caseness の判定をする（GHQ

守られるように配慮した。

法）
。福西（1990）の日本人の一般健常者と精神神経疾
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3．業務上のストレス，職務満足度，精神的健康度の精

果

神科病棟機能別比較
精神科病棟機能別の業務上のストレス，職務満足度，

1．精神科看護師の精神的健康度
図 1 に GHQ-12 の得点分布を示した。本研究の調査

精神的健康度の得点を因子ごとに分散分析を行った結

対象者となった精神科に勤務する看護師の GHQ-12 得

果，職務満足度の「給料」において，F(3，107)＝3.21，

点の平均値は 4.40（標準偏差＝± 3.22）点であった。

p＜.05 となり，所属病棟の主効果が認められた。結

2 ／ 3 点間に cut-off point を設定し，精神的健康度の

果を表 2 に示す。HSD 法による多重比較の結果，精

高い群と低い群の分布の割合を見ると，67.6％が cut-

神科療養病棟の「給料」に対する満足度はストレスケ

off point を上回り，調査時に精神的不健康状態にあっ

ア病棟の満足度に対し，有意に高いことが認められた

たと判断された。その一方で，得点分布における最頻

（p＜.05）
。また，職務満足度の「看護業務」において

値は 0 点（13.5％）であり，精神的健康度を維持して

F＝2.50，p＜.10 となり所属病棟の主効果が有意傾向

いる者も多く存在することが示された。

であることが認められた．結果を表 3 に示す。

考

2．精神科における「業務上のストレス要因に関する
尺度」の因子分析

察

1．精神科に勤務する看護師の精神的健康度

精神科における業務上のストレス要因に関する尺度

本研究の調査対象者である精神科看護師の精神的健

についての因子分析の結果を表 1 に示した。固有値の

康度を GHQ-12 を用いて検討した結果，得点の平均値

値（第 1 因子から第 3 因子まで，4.95，2.83，1.55）

は 4.40（標準偏差＝± 3.22）点，67.6％が精神的不健

から判断し，2 因子を採用した。これらの因子に対し，

康状態であることが明らかとなった。この得点は，一

最小二乗法，プロマックス回転で因子分析を行った。

般勤労者より相当高く（三島ら，1995；岩田，1997；

項目 1，項目 9，項目 11，項目 12，項目 20，項目 21 の

原谷ら，1999；本田ら，2001；新納ら，2001）
，対象者

因子負荷量は，0.4 以下の負荷量，もしくは 2 つの因

の精神健康度が低いことが示唆された。また，2001 年

子にまたがって 0.4 以上の値を示したため，除外した。

に行われた「保健福祉動向調査」
（厚生労働省大臣官房

第 1 因子には，高い負荷量が付与された項目から「業

統計情報部）において，国民の 54.2％がストレスを感

務遂行困難」と命名した。第 2 因子には，高い負荷量

じていたという結果と比較しても，ストレス状態の者

が付与された項目から「患者理解」と命名したクロン

の割合が高い傾向であると言えるだろう。この結果か

バ ッ ク の α 係 数 は 第 1 因 子 で 0.841，第 2 因 子 で

ら，やはり精神科に勤務する看護師は精神的健康度が

0.722 であった。

低い集団であり，精神的健康維持のために早急な対策

図 1．GHQ-12 の得点分布
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表 1．業務上のストレス要因に関する尺度の因子分析結果

表 2．所属病棟ごとの「給料」における満足度の分散分析結果

が必要であることが窺える。

表 3．所属病棟ごとの「看護業務」における満足度の分散分析結果

なかった。しかし，有意傾向が見られた職務満足度に
おける「看護業務」の因子の中には，ペーパーワーク

2．所属病棟による精神科看護師の業務上のストレス，

や仕事量に関する項目のほか，患者ケアに関する項目
が含まれていることや，職務満足度における「給料」

職務満足度，精神的健康度の違い
表 2，表 3 の結果より，職務満足度の「給料」におい

において交互作用が認められたことから，餅田（2008）

て，精神科療養病棟に所属する看護師は，ストレスケ

の研究結果を示唆するものであると考える。ゆえに，

ア病棟に所属する看護師よりも満足しており，
「看護

精神科療養病棟の満足度における「給料」は，ストレ

業務」においては，所属病棟間で満足度に差がある可

スケア病棟の満足度に対し，有意に高かったことにつ

能性が示唆された。

いても，看護業務の違いが影響していると考える。

餅田（2008）は，ペーパーワークや仕事量が適当に

精神科療養病棟は，慢性期の精神疾患を持つ患者の

あり，業務が充実し，系統的な看護に満足している者

療養や，精神科リハビリテーションが中心的な業務と

ほど「給料」の満足度が高いことを明らかにしている。

なり（浅井，2002）
，社会復帰を目指した病棟である。

本研究においては，
調査対象者の数が十分とは言えず，

そのため，患者の病状が比較的安定していること，長

所属病棟間の有意差が認められた因子はあまり見られ

期にわたる関わりから，患者の性格や行動パターンな
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どを予測しやすいため，看護介入の困難さや精神状態

引

の観察・記録といった負担は少ないと考えられる。
一方，ストレスケア病棟は，主として急性期のスト

文
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Stress, Job Satisfaction and Mental Health of Nurses
at Psychiatric Hospital
― Comparison among psychiatric ward functions ―
CHIE NUNOKAWA (Graduate School of Psychology, Kurume University)
FUMIE INATANI (Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
In recent years, specialization of ward functions at psychiatric hospitals has been promoted to improve the
quality of hospital treatment and this has led to differences in treatment environment and services among wards.
Thus, the purpose of this study was to assess the mental health of 111 psychiatric nurses who were survey
respondents and was to compare their job-related stress, job satisfaction and mental health among 4 groups divided
by the ward they work at, namely, acute psychiatric ward, psychiatric recuperation ward, dementia treatment ward,
and stress treatment ward.

3 scales were used in this study : GHQ-12, Psychiatric (Nurse) Job Stressor Scale and

Job Satisfaction Scale for Nurses.

As a result, it was revealed that mental health of psychiatric nurses is extremely

poor. Also, as a result of analysis of variance (ANOVA) by each factor of each scale, salary satisfaction of psychiatric
recuperation ward is significantly higher than that of stress treatment ward and job satisfaction in nursing service
has a significant trend.

This result suggests the urgent needs of stress support for professional staff, the

intervention corresponding to ward functions to increase job satisfaction and the needs of support corresponding to
the stress situation in the area of psychiatric nursing.
Key words : psychiatric nurse, mental health, stress, job satisfaction, ward function
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