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はじめに

Herzberg, F. の動機づけ―衛生（保障）理
論（motivation-hygiene theory：以後，Ｍ―Ｈ
理論と略記）は，職務満足の研究にとって最
も有力な理論であるにも拘わらず，我が国に
おける看護師の職務満足に関する研究報告の
多くが Stamps, P. L.（1978）の『病院看護師
における職業的満足を測定するための態度尺
度項目：改訂版』を使用している。この尺度
は，Herzbergの理論やMaslow, A. H. の欲求
階層理論，その他の研究者による研究結果を
参考に作成したとしているが，職務満足の概
念についても尺度項目についても理論的な検
討がされていない。この尺度が使用されてい
るのは，日本語訳があるというのが大きな理
由であると考えられる。Stampsの日本語訳
尺度（尾崎・忠政，1988）を用いた1988年か
ら2003年までの研究報告を検討した中川・林
（2004）も，研究手続きの不備から多くが蓄
積困難なものであり，看護職の職務満足の概
念と概念構造，さらに尺度構成そのものにつ
いても検討が必要であるとしている。

本研究は，HerzbergのＭ―Ｈ理論に基づい
て前勤務先の離職後に再び看護職として再就
職した女性看護師の職務満足を問題とした。
離職は何らかの職務不満足の結果であり，離
職経験者が再就職後にどのような職務満足を
得ているかは，職務満足の研究にとっても人
事管理にとっても重要な問題と考えられるか
らである。

1．Herzberg のＭ―Ｈ理論

Herzberg, F., Mausner, B., Peterson, R., &

Capwell, D.（1957）は，1900年～1955年の55
年間に報告された約2，000の職務態度（job at-

titude）に関する研究と1956年までに報告さ
れた産業界における精神衛生についての研究
を概観し，「What do workers want from their

jobs?（労働者は仕事に何を求めているか）」
と問い，この問いに関係する1920年～1954年
の間に報告された155の研究を詳細に検討し
た。そして，半構成的面接法である臨界事例
法を用いて，技師と会計士200名を対象に職
務に関して特に「好ましい（good feeling）」
と感じた状況，あるいは「好ましくない（bad
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feeling）」と感じた状況を思い出すように求
めた。このようにして得られた476の事象場
面を，感情の強さ（最も弱い―最も強い），
出来事の持続期間（長期間―短期間），感情
の持続期間（長期間―短期間）について検討
した。
その結果，職務に関して，①好ましい感情

を生じさせる要因と好ましくない感情を生じ
させる要因は同じではなく，②満足要因の不
充足（absence）は不満足を，不満足要因の
充足は満足を生じさせると言うことができな
いとした。そして職務満足の要因と職務不満
足の要因は，異なる次元上にあるとする2要
因（dual-factor）仮説を提唱した。この仮説
は，Ｍ―Ｈ理論と呼ばれ，その後の職務満足
の研究に大きな影響を与えた（Herzberg,

Mausner, & Snyderman,1959; Herzberg,1966,

1976）。
職務満足と職務不満足は2つの異なった次

元上にあり，それぞれ人間の基本的な2つの
欲求体系であるアブラハム的欲求とアダム的
欲求に基づいているとした。自己実現や精神
的な成長を求める欲求をアブラハム的欲求と
呼び，職務満足はこの欲求体系から生じると
する。このような欲求が充たされるとき，職
務に対して良い感情を生じさせ，その影響は
長期間持続する。そして，積極的な職務態度
を生じさせるゆえに，満足要因を動機づけ要
因と呼んでいる。達成，承認，仕事そのもの，
成長の可能性，責任，昇進の6要因である。
これらの要因は，いずれも「よい」「昂揚

した」「高い（high）」感情を生起させ，この
要因の充足によって生じた昂揚した感情が，
職務に対する態度を積極的なものとし，より
高い業績を目指して努力しようという意欲を
生じさせるので「動機づけ要因」と呼んでい
る。
それに対して，生命の危機，痛み，飢えな

どのさまざまな苦痛や不快を回避しようとす
る欲求をアダム的欲求と呼び，職務不満足は
この欲求体系から生じるとする。そして，不
快な職場環境や状況を回避したいという欲求
は，たとえ充たされても，不満を防ぎ，不快
の一時的な解消をもたらすのみで，積極的な
職務態度にほとんど影響を与えないとして，
衛生（保障）要因と呼んだ。会社の政策と経
営，作業条件，監督―技術，対人関係―上司，―
同僚，―部下，給与，地位，職務保障，個人
生活の8要因である。
これらの要因は，いずれも「わるい」「抑

鬱的な」「低い（low）」感情の生起に関係し，
積極的な職務態度を誘発するものではなく，
これらの要因の充足は不満足や抑鬱的な感情
の発生を防止するゆえに「衛生（保障）要因」
と呼んでいる。この要因が充されるならば，
不安や心配をすることなく，安心して働ける
ので保障要因とも言っている。
動機づけ要因も衛生要因も全体的な職務満

足の要因ではなく，2つの質的に異なる満足
と不満足という感情状態を生じさせる要因で
あり，Ｍ―Ｈ理論には全体的な職務満足に関
する所説が含まれていない。また，動機づけ
要因は良いものであり，衛生要因は悪いもの
とする価値評価はなく，動機づけ要因と衛生
要因は共に，どのような職務にとっても等し
く重要であるとしている。

2．Ｍ―Ｈ理論の修正理論

日本における職務満足に関する研究におい
て，対人関係は職務満足を生じさせるという
多くの報告がなされてきた（ex.丸山，1970，
西川，1971；角，1972；Kobayashi, Y., & Iga-

rashi, H.1981；村杉，1985；原口，1995；足
立・小山田，1996，1997など）。しかしなが
ら，なぜ対人関係が動機づけ要因となるのか
説明されていなかった。原口（1995）は，Ｍ―
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対象者数 年齢 経験年数 離職回数

離職群1 30（12） 31．1（6．6）7．1（6．7）1．4（0．5）
離職群2 20（9） 41．7（5．7）16．7（7．5）4．0（1．1）

表1 対象者の構成

対象者の（ ）は准看護師数，その他の（ ）は SD

Ｈ理論を用いて東アジア（日本，韓国，台湾，
中国）の企業従業員を対象に職務満足の調査
を行った結果，①達成の満足が少ない，②昇
進と成長の可能性の満足が多い，③会社の政
策と経営の不満足が少ない，④給与の不満足
が多い，⑤対人関係の満足が多いなど，Herz-

bergの結果と大きく異なる結果を得た。そ
こで，原口は，Alderfer, C. P.（1969，1972）
のＥＲＧ理論に倣って Herzbergの動機づけ
要因と衛生要因をＭ要因（達成，仕事そのも
の，責任，昇進と成長の可能性），Ｒ要因（承
認，会社の政策と経営，監督―技術，対人関
係），Ｈ要因（給与，作業条件）の3つに分
類し，その結果を Herzbergの結果と比較し
た。Ｍ―Ｈ理論では，Ｍ要因は不満足よりも
満足に多く，Ｒ要因とＨ要因は不満足に多
かったが，東アジア企業従業員においてはＭ
要因とＲ要因は満足要因であり，Ｈ要因は不
満足要因であった。このような結果から，原
口は東アジアの企業従業員の職務満足がＭ―
Ｈ理論よりもＭ―Ｒ―Ｈ理論により説明可能で
あるとした。
しかしながら，これまでなぜ対人関係が動

機づけ要因となるのか説明されなかった。足
立・小山田（1997）は，対人関係は多くの看
護師に職務満足を生じさせ，さらに達成と承
認との間に高い相関があるという結果を得て
きた。これらの結果から，対人関係は動機づ
け要因と結び付くとき，職務満足を生じさせ
ると考え，Ｍ―Ｈ理論の修正モデルを提唱し
た。その修正モデルによれば，援助し，承認
し，信頼する（知識・技術・人柄）ような対
人関係（positiveな関係）があるとき，動機
づけ要因の充足が促進され職務満足が得られ
るが，反対に援助しない，承認しない，信用
しない（知識・技術・人柄）ような対人関係
（negativeな関係）があるとき，動機づけ要
因の充足は阻害され，職務満足が得られない

とした。Adachi・Oyamada（1998）は，対人
関係要因は動機づけ要因の充足を促進あるい
は阻害する要因であるとしてＭ―Ｈ理論を修
正したモデルを提唱した。

3．再就職看護師の職務満足に関する研究

目 的：
離職経験のある女性看護師が再就職した場

合，再就職により離職の原因がどのように解
消され，再就職先で職務満足がどのように得
られたか明確するために，HerzbergのＭ―Ｈ
理論の修正モデルを用いて検討した。独立変
数は再就職者の離職回数で，従属変数は職務
満足要因の動機づけ要因，対人関係要因，衛
生（保障）要因の充足度（選択率）である。
対象者：
対象者は，Ｈ総合病院に再就職後1年以内

の看護師（准看護師を含む）52名で，男性看
護師1名と回答不完全の者1名を除く女性看
護師50名（内，准看護師は21名）である。全
対象者の平均年齢は34．6歳（SD：9．07），看
護師の平均経験年数は11．0年（SD：8．45），
平均離職回数は2．4回（SD：1．49）である（離
職回数には看護職以外の職・パートを含む）。
対象者を離職回数2回までの離職群1と3回
以上の離職群2の2群に分けた。2群の対象
者数，年齢，経験年数，離職回数は，表1の
通りである。

倫理的配慮：
医療法人誠広会医療倫理委員会に申請し承

認された後，対象者に調査の目的，自由意志
による参加，個人情報の保護，調査結果を研
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理 由 離職群1 離職群2

職場の問題 9（30．0） 12（60．0）＊

家庭の問題 13（43．3） 7（35．0）
進学等 3（10．0） 1（5．0）
その他 1（3．3） 0（ ― ）
記述なし 4（13．3） 0（ ― ）

表2 再就職看護師の離職理由（人数）

＊p＜．05 （ ）：％

究目的以外に使用しないこと，答えたくない
質問には答えなくてもよいこと，などを文書
により説明した。対象者全員から同意が得ら
れた。
方 法：
前勤務先の離職理由，看護師として再就職

の理由，再就職後の職務満足に関する質問か
らなる質問紙を用いた。離職理由については
主な理由を3つまで自由記述することを，再
就職の理由については家庭状況・経済，職業
観，健康，職場環境に関する30項目の質問に
「関係した程度」（関係なかった～非常に関
係した）を4段階に評定させた。Herzbergは
職務満足についてＭ―Ｈ理論に基づく質問紙
を作成していないので，Adachi・Oyamada

（1998）のＭ―Ｈ理論修正モデルに従って対
人関係要因を衛生要因から分離して，動機づ
け要因については18項目（6要因×3項目），
対人関係要因については15項目（5要因×3
項目），衛生（保障）要因については15項目
（5要因×3項目）からなる質問紙を作成し
た。各要因に関する質問内容は，Herzbergの
各要因の概念規定に基き，足立・小山田（2001
ａ，ｂ）の結果を参考にして作成された。対
人関係に関しては，Adachi・Oyamadaの修正
モデルに従って看護業務の特質から患者，ス
タッフ，上司，医師，患者家族について各3
項目の質問が作成された。衛生（保障）要因
の個人生活要因は，結果としての個人生活へ
の影響を問うものであり，原因となる要因で
はないので除いた。
動機づけ要因と衛生（保障）要因は Herzberg

のＭ―Ｈ理論において，対人関係の要因は
Adachi・Oyamadaの修正モデルにおいて，そ
れぞれ独立した領域を構成するゆえに，質問
紙の構成も結果の処理も各領域について行わ
れた。
結 果：

（1）前勤務先の離職理由
前勤務先を辞めた理由についての自由記述

の結果は，最初の記述内容を家庭の問題，職
場の問題，進学等，その他，記述なしの5つ
に分類した。離職群1と離職群2の結果は，
表2の通りである。
2群の間に有意差が認められたのは職場の

問題であり，離職回数の多い離職群2に職場
の問題による離職が明らかに多かった（χ2＝
4．43，df＝1，p＜．05）。職場の問題として
記述された内容は，人間関係，勤務体制，健
康障害，働きがいの喪失などであった。家庭
の問題による離職は離職群1に多くみられた
が，有意差はなかった。その内容は結婚，出
産，育児，夫の転勤による転居などであり，
より若い年齢層のためと考えられる。進学等
の内容は大学への進学，能力の向上などで
あった。

（2）看護師としての再就職の理由
全対象者が再就職の理由として選択した上

位10位までの項目について，2群間に差異が
あるか検討した。
再就職の理由を「経済的理由から」とした

対象者は2群共に最も多く80％を越えてい
る。離職回数の少ない離職群1には80％を越
える理由は他にないが，離職回数の多い離職
群2には「雇用形態・待遇のよい職場が見つ
かったため」「再就職先の勤務条件がよかっ
たため」の2つの理由がみられた。離職群1



（長崎功美 小山田隆明）再就職看護師の職務満足の研究

131― ―

と2の間に有意差が認められた理由は，「雇
用形態・待遇の良い職場が見つかったため」
（χ2＝7．42，df＝1，p＜．01）「再就職先の
勤務条件がよかったため」（χ2＝4．58，df＝
1，p＜．05）の2つで，離職群2は離職群1
よりも高い選択率を示した。他の理由項目間
には有意差はなく，2群共に同じような選択
率を示した。

（3）再就職後の職務満足について
再就職看護師50名に施行した質問項目の回

答を因子分析法（主因子法，バリマックス法）
を用いて検討した。
1）動機づけ要因領域に関して3因子が抽出
された。各因子の負荷量と共通性，回転後の
累積率は表4ａの通りである。第1因子は，
「患者は私の看護に感謝している」「職場で
指示・指導的な立場にある」「私は病棟内で
問題を解決している」「職場で重要な業務を
任されている」「患者看護は職場で高く評価
されている」「昇格することで自分の考える
患者看護ができる」の6項目の負荷量が高い
ので「有能感」と命名した。第2因子は，「職
場で専門的な知識や技術を発揮できる」「役
職名で呼ばれることに誇りを感じる」「新し
い知識や技術を患者看護に用いている」「患

者看護に成果をあげている」の4項目の負荷
量が高いので「看護効力感」と命名した。第
3因子は，「看護は知的で創造的な仕事であ
る」「看護師は高度な専門職である」「職場で
部下が出来るのはよいことである」「仕事を
通じて人間的に成長できる」「看護の仕事に
使命感を感じている」の5項目の負荷量が高
いので「高い職業評価」と命名した。
各因子の内的整合性を検討する Cronbach

の α係数と各因子の平均得点は，表4ｂに
示した通りである。各因子の Cronbachの α

係数は0．67～0．85の値を示した。第1因子は
0．76，第2因子は0．85，第3因子は0．76で
あった。「当てはまる」とした項目の平均得
点が最も高かったのは，Cronbachの α係数
0．76を示した第3因子の1．69で，他の2因子
はほとんど同じ値（1．11，1．10）を示した。
各因子間の Pearsonの相関係数は，表4ｃ

に示した通りである。第1因子と第2因子の
間にのみ，有意な正の相関が認められた（r

＝0．432）。それ以外は認められなかった。
2）人間関係要因領域に関して3因子が抽出
された。各因子の負荷量と共通性，回転後の
累積率は表5ａの通りである。第1因子は，
「スタッフは私の人柄を信頼している」「上
司は私の人柄を信頼している」「上司は私の
看護知識・技術を高く評価している」「スタッ
フは私の看護知識・技術を高く評価してい
る」「医師は私の人柄を信頼している」の5
項目の負荷量が高いので「職場の信頼感」と
命名した。第2因子は，「患者は私の看護を
高く評価している」「患者は私の看護に協力
してくれる」「患者の家族は私の看護に協力
してくれる」「患者の家族は私の看護を高く
評価している」「患者は私の人柄を信頼して
いる」の5項目の負荷量が高いので「高い患
者評価」と命名した。第3因子は，「スタッ
フは私の患者看護に協力している」「上司は

理 由 離職群1 離職群2

経済的な理由 25（83．3）16（80．0）
雇用形態のよい職場 14（46．7）17（85．0）＊＊

再就職先のよい条件 15（50．0）16（80．0）＊

看護知識・技術の発揮 14（46．7）13（65．0）
職業的自我同一性 13（43．3）13（65．0）
精神的な安定の回復 13（43．3）11（55．0）
家事との両立可能 11（36．7）12（60．0）
看護職は専門職 13（43．3）10（50．0）
子ども養育の人と施設 8（26．7） 7（35．0）
患者看護への欲求 7（23．3） 8（40．0）
新しい勤務先への勧誘 7（23．3） 8（40．0）

表3 再就職の理由（人数）

＊＊p＜．01 ＊p＜．05 （ ）：％



岐阜女子大学紀要 第38号 （2009．3．）

132― ―

私の患者看護に協力している」の2項目の負
荷量が高いので「協力的な人間関係」と命名
した。
各因子の内的整合性を検討する Cronbach

の α係数と各因子の平均得点は，表5ｂに
示した通りである。各因子の Cronbachの α

係数は0．74～0．87の値を示した。第1因子は
0．83，第2因子は0．74，第3因子は0．87で
あった。「当てはまる」とした項目の平均得
点が最も高かったのは，Cronbachの α係数
0．87を示した第3因子の1．48で，第2因子は

1．28，第3因子は1．16であった。
各因子間の Pearsonの相関係数は，表5ｃ

に示した通りである。第1因子と第2因子及
び第3因子との間に，有意な正の相関が認め
られた（r＝0．446，r＝0．375）。第2因子と
第3因子の間にも，有意な正の相関が認めら
れた（r＝0．302）。それ以外は認められなかっ
た。
3）衛生（保証）要因領域に関して3因子が
抽出された。各因子の負荷量と共通性，回転
後の累積率は表6ａの通りである。第1因子

項 目 因子1 因子2 因子3 共通性

9．患者は私の看護に感謝している ．872 ．240 －．010 ．819
17．職場で，指示・指導的な立場にある ．793 ．370 －．093 ．774
15．私は病棟内で問題を解決している ．755 ．518 －．219 ．886
6．職場で重要な業務を任されている ．643 －．136 ．268 ．504
1．患者看護は職場で高く評価されている ．589 ．360 －．200 ．517
12．昇格することで自分の考える患者看護ができる ．538 －．189 ．168 ．353

2．職場で専門的な知識や技術を発揮できる －．021 ．877 ．309 ．865
3．役職名で呼ばれることに誇りを感じる ．165 ．629 ．173 ．452
4．新しい知識や技術を患者看護に用いている －．076 ．825 ．216 ．732
14．患者看護に成果をあげている ．471 ．585 －．113 ．577

10．看護は知的で創造的な仕事である －．006 －．002 ．793 ．629
13．看護師は高度な専門職である －．248 ．061 ．755 ．636
11．職場で部下が出来るのはよいことである ．343 ．146 ．558 ．450
16．仕事を通じて人間的に成長できる ．038 ．088 ．521 ．281
7．看護の仕事に使命感を感じている －．082 ．331 ．511 ．378

削除項目
5．患者看護は私に任されている ．299 ．357 ．050 ．219
8．看護の知識・技術は職場で高く評価されている ．134 ．057 ．197 －．060
18．新しい専門的知識や技術を習得できる機会がある －．009 －．253 ．272 ．138

累積率（％） 27．082 42．313 51．5

因子 項目数 α 係数 平均得点

第1因子 6 ．76 1．11（0．26）
第2因子 4 ．85 1．10（0．28）
第3因子 5 ．76 1．69（0．49）

因子 第1 第2 第3

第1因子 ― ．432＊＊ －．141
第2因子 ― ― ．075
第3因子 ― ― ―

表4ａ 動機づけ領域の質問項目の因子分析の結果（主因子法，バリマックス法）

表4ｂ 各因子の α係数と平均得点 表4ｃ 各因子間の相関係数

＊＊：p＜．01 ＊：p＜．05
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は，「上司はリーダーシップのとれる人であ
る」「上司はスタッフを公平に扱っている」「夜
勤・休日出勤など勤務表は適切に作成してい
る」「上司は，部下の教育に熱心である」の
4項目の負荷量が高いので「上司への信頼感」
と命名した。第2因子は，「施設・設備は患
者看護がしやすいものとなっている」「看護
部の組織運営は適切である」「私の給与は看
護師として納得できる」「職場は育児や介護
の必要な看護師に配慮している」「看護部の
人事管理は公正に行われている」の5項目の
負荷量が高いので「看護環境」と命名した。
第3因子は，「私の給与は同世代と比較して

高い方である」「経済的に安定している」「看
護師の給与は他の職種に比較して高い」の3
項目の負荷量が高いので「給与」と命名した。
各因子の内的整合性を検討する Cronbachの
α係数と各因子の平均得点は，表6ｂに示し
た通りである。各因子の Cronbachの α係数
は0．83～0．89の値を示した。第1因子は
0．89，第2因子は0．87，第3因子は0．83で
あった。「当てはまる」とした項目の平均得
点が最も高かったのは，Cronbachの α係数
0．89を示した第1因子の1．89で，他の2因子
はほとんど同じ値（1．42，1．40）を示した。
各因子間の Pearsonの相関係数は，表6ｃ

項 目 因子1 因子2 因子3 共通性

11．スタッフは私の人柄を信頼している ．846 ．115 ．452 ．934
2．上司は私の人柄を信頼している。 ．681 －．091 ．212 ．517
8．上司は私の看護知識・技術を高く評価している ．644 ．134 ．183 ．466
3．スタッフは私の知識・技術を高く評価している ．597 ．274 ．116 ．445
15．医師は私の人柄を信頼している ．536 ．142 －．097 ．347

4．患者は私の看護を高く評価している ．122 ．721 －．321 ．638
9．患者は私の看護に協力してくれる ．014 ．651 ．381 ．569
1．患者の家族は私の看護に協力してくれる ．075 ．620 ．375 ．531
12．患者の家族は私の看護を高く評価している ．486 ．566 ．084 ．563
6．患者は私の人柄を信頼している ．420 ．555 ．053 ．487

7．スタッフは私の患者看護に協力している ．144 ．059 ．866 ．774
10．上司は私の患者看護に協力している ．179 ．058 ．776 ．638

削除項目
5．医師は私の患者看護に協力している ．231 ．385 ．009 ．202
13．医師は私の看護知識・技術を高く評価している ．480 ．387 －．329 ．488
14．患者の家族は私の人柄を信頼している ．460 ．443 －．043 ．410

累積率（％） 32．489 45．425 53．384

因子 項目数 α 係数 平均得点

第1因子 5 ．83 1．16（0．29）
第2因子 5 ．74 1．28（0．37）
第3因子 2 ．87 1．48（0．61）

因子 第1 第2 第3

第1因子 ― ．446＊＊ ．375＊＊

第2因子 ― ― ．302＊

第3因子 ― ― ―

表5ａ 人間関係領域の質問項目の因子分析の結果（主因子法，バリマックス法）

表5ｂ 各因子の α係数と平均得点 表5ｃ 各因間の相関係数

＊＊：p＜．01 ＊：p＜．05
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に示した通りである。第1因子と第2因子及
び第3因子との間に，有意な正の相関が認め
られた（r＝0．659，r＝0．301）。第1因子と
第3因子の間にも，有意な正の相関が認めら
れた（r＝0．398）。それ以外は認められなかっ
た。

（4）離職と職務満足の関係
因子分析により動機づけ，対人関係，衛生

（保証）の因子として抽出された各因子が，
離職群1及び2の対象者によりどの程度選択
されているか検討した。3領域の各因子を構
成する項目ごとに，質問項目に「そう思う」
と回答した者の比率を算出し，その平均値を

表7～9に示した。
動機づけ因子については，第3因子の選択

率が2群共に高いが，両群間に差のあるもの
はなかった。しかしながら，離職群2は，離
職群1に比較して，第1因子の「昇格するこ
とで自分の考える患者看護が出来る」，（χ2＝
12．49，df＝1，p＜．01），第3因子の「看護

項 目 因子1 因子2 因子3 共通性

11．上司はリーダーシップのとれる人である ．856 ．155 ．188 ．792
14．上司はスタッフを公平に扱っている ．824 ．239 ．052 ．738
13．夜勤・休日出勤の勤務表は適切に作成されている ．732 ．287 ．180 ．651
7．上司は，部下の教育に熱心である ．621 ．346 ．171 ．534

3．施設・設備は患者看護がしやすい ．177 ．802 ．115 ．688
9．看護部の組織運営は適切である ．398 ．673 －．019 ．611
8．私の給与は看護師として納得できる ．169 ．589 ．475 ．601
2．職場は育児や介護の必要な看護師に配慮している ．481 ．581 ．152 ．593
10．看護部の人事管理は公正に行われている ．544 ．572 ．219 ．671

15．私の給与は同世代と比較して高い方である ．259 －．013 ．890 ．859
6．経済的に安定している ．079 ．093 ．786 ．632
5．看護師の給与は他の職種に比較して高い ．114 ．491 ．653 ．680

削除項目
1．看護部の方針や目標が明確である ．490 ．458 ．244 ．510
4．必要な看護師数が確保されている ．314 ．447 ．053 ．301
12．家族は「勤務に協力してくれる ．455 ．163 ．066 ．238

累積率（％） 43．442 53．998 6．663

因子 項目数 α 係数 平均得点

第1因子 4 ．89 1．81（0．70）
第2因子 5 ．87 1．40（0．51）
第3因子 3 ．83 1．42（0．51）

因子 第1 第2 第3

第1因子 ― ．659＊＊ ．301＊

第2因子 ― ― ．398＊＊

第3因子 ― ― ―

因 子 離職群1 離職群2

第1因子（6） 38．39 36．77
第2因子（4） 43．35 58．79
第3因子（5） 78．00 92．00

表6ａ 人間関係領域の質問項目の因子分析の結果（主因子法，バリマックス法）

表6ｂ 各因子の α係数と平均得点 表6ｃ 各因子間の相関係数

＊＊：p＜．01 ＊：p＜．05

表7 動機づけの因子項目の選択率（％）

（ ）：項目数
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因 子 離職群1 離職群2

第1因子（5） 44．67 63．00
第2因子（5） 70．00 72．00
第3因子（2） 85．00 82．50

表8 対人関係の因子項目の選択率（％）

（ ）：項目数

因 子 離職群1 離職群2

第1因子（4） 84．97 88．75
第2因子（5） 78．66 75．00
第3因子（3） 61．10 73．33

表9 衛生（保証）の因子項目の選択率（％）

（ ）：項目数

の仕事に使命感を感じている」（χ2＝7．64，df

＝1，p＜．01）の選択率が有意に高かった。
また，第1因子の「病棟（病院内）の問題を
解決している」（χ2＝3．80，df＝1，．05＜p

＜．10），第2因子の「患者看護に成果を上げ
ている」（χ2＝3．13，df＝1，．05＜p＜．10）
も離職群2の傾向を示している。
対人関係因子については，第2及び第3因

子の選択率が2群共に高いが，両群間に差の
あるものはなかった。しかしながら，離職群
2は，離職群1に比較して，第1因子の「医
師は私の人柄を信頼している」，（χ2＝4．58，
df＝1，p＜．01）の選択率が有意に高かった。
また，第1因子の「上司は私の看護知識や技
術を高く評価している」（χ2＝3．00，df＝
1，．05＜p＜．10）も離職群2の傾向を示し
ている。

衛生（保証）因子については，いずれの因
子の選択率も2群共に高いが，両群間に差の
あるものはなかった。しかしながら，離職群
2は，離職群1に比較して，第3因子の「私
の給与は同世代と比較して高い方である」
（χ2＝4．01，df＝1，p＜．05）の選択率が有
意に高かった。

考 察：
本研究は，離職経験のある女性看護師が再

就職した場合，再就職により離職の原因がど
のように解消され，再就職先で職務満足がど
のように得られたか明確するために，Herz-

bergのＭ―Ｈ理論の修正モデルを用いて検討
した。対象者は，総合病院に勤務する再就職
後1年以内の女性看護師（准看護師を含む）
50名である。対象者を離職回数2回までの離
職群1と3回以上の離職群2の2群に分け，
前勤務先の離職理由，看護師として再就職の
理由，再就職後の職務満足に関して検討した。
次のような結果が得られた。前勤務先を辞

めた理由について，離職群1と離職群2の間
に有意差が認められたのは職場の問題であ
り，離職回数の多い離職群2に職場の問題に
よる離職が明らかに多かった。職場の問題と
して記述された内容は，人間関係，勤務体制，
健康障害，働きがいの喪失などであった。
看護師としての再就職の理由については，

「経済的理由から」とした者が2群共に最も
多く（80％以上），離職回数の少ない離職群
1には80％を越える理由は他になかった。離
職回数の多い離職群2は，「雇用形態・待遇
の良い職場が見つかったため」と「再就職先
の勤務条件がよかったため」の2つが離職群
1よりも有意に高い選択率を示した。
再就職後の職務満足について，質問紙の回

答を因子分析法を用いて検討し，次のような
結果が得られた。
動機づけ要因領域に関して，「有能感」，「看

護効力感」，「高い職業評価」の3因子が抽出
され，各因子の内的整合性を示す Cronbach

の α係数は0．67～0．85で受け入れられる値
であった。各因子間の Pearsonの相関係数は，
「有能感」と「看護効力感」の間にのみ，有
意な正の相関が認められた。
人間関係要因領域に関して，「職場の信頼
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感」，「高い患者評価」，「協力的な人間関係」
の3因子が抽出され，各因子の内的整合性を
示す Cronbachの α係数は0．74～0．87で受け
入れられる値であった。各因子間の Pearson

の相関係数は，「職場の信頼感」と「高い患
者評価」及び「協力的な人間関係」との間に，
有意な正の相関が認められた。「高い患者評
価」と「協力的な人間関係」の間にも，有意
な正の相関が認められた。
衛生（保証）要因領域に関して，「上司へ

の信頼感」，「看護環境」，「給与」の3因子が
抽出され，各因子の内的整合性を示す Cron-

bachの α係数は0．83～0．89で受け入れられ
る値であった。各因子間の Pearsonの相関係
数は，「上司への信頼感」と「看護環境」及
び「給与」との間に，有意な正の相関が認め
られた。「上司への信頼感」と「給与」の間
にも，有意な正の相関が認められた。
離職と職務満足の関係について，因子分析

により動機づけ，対人関係，衛生（保証）の
因子として抽出された各因子が，離職群1及
び2の対象者によりどの程度選択されている
か検討した。3領域のいずれの因子について
も，2群間に有意差は認められなかった。
しかしながら，動機づけ因子については，

「高い職業評価」の選択率が2群共に高く，
離職回数の多い離職群2は少ない離職群1に
比較して，「有能感」因子の「昇格すること
で自分の考える患者看護が出来る」と，「高
い職業評価」因子の「看護の仕事に使命感を
感じている」の選択率が有意に高かった。
対人関係因子については，「高い患者評価」

と「協力的な人間関係」因子の選択率が2群
共に高く，離職群2は離職群1に比較して，
「職場の信頼感」因子の「医師は私の人柄を
信頼している」の選択率が有意に高かった。
衛生（保証）因子については，「上司への

信頼感」，「看護環境」，「給与」のいずれの因

子の選択率も2群共に高く，離職群2は離職
群1に比較して，「給与」因子の「私の給与
は同世代と比較して高い方である」の選択率
が有意に高かった。
離職回数の多い看護師ほど職場の人間関

係，勤務体制，健康障害を離職の理由として
いることは従来知られていた通りである。ま
た，再就職の理由が経済的理由によることも，
雇用形態や待遇，勤務条件が再就職先を決め
る要因になっていることは了解可能である。
再就職先がこれらの条件をある程度充して

いる場合，職務満足は「有能感」と「看護効
力感」により，「協力的な人間関係」による
「職場の信頼感」と「高い患者評価」を得て，
「上司への信頼感」が「看護環境」と「給与」
への満足感を生じさせていると考えられる。
この結果が，複数回の離職経験のある看護

師による職務職満足に関する結果であること
に大きな意義が認められる。

註：Alderfer, C. P.のＥＲＧ理論について
Maslow, A.の欲求階層理論は，仕事への動

機づけを具体的に研究する作業仮説としては
適用困難であると指摘されてきた。Alderfer,

C.P.（1969，1972）のＥＲＧ理論は，Maslow

の理論に触発され，修正を加えながら具体的
な問題の解決を試みてきた修正モデルのひと
つとして注目されてきた。この理論は，人間
における中心的な欲求（core needs）には存
在欲求（Existence need；Ｅ），関係欲求（Relat-

edness need；Ｒ），成長欲求（Growth need；
Ｇ）の3つがあり，これらの欲求は動機づけ
の基本的な構成要素であり，階層性をなすと
した。存在欲求（Ｅ）は生理的・物質的な欲
求であり，空腹，渇きのほか，賃金や福利厚
生，作業条件などの欲求で，関係欲求（Ｒ）
は有意味な他者（significant others）との関係
を欲する欲求であり，成長欲求（Ｇ）は自己
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を取り囲む環境に創造的あるいは生産的に関
わろうとする欲求である。存在欲求（Ｅ）が
充足されると関係欲求（Ｒ）の充足が求めら
れ，関係欲求（Ｒ）が充足されると成長欲求
（Ｇ）が求められる。関係欲求（Ｒ）は，存
在欲求（Ｅ）と関係欲求（Ｒ）の中間に位置
づけられ，この欲求の不充足は存在欲求（Ｅ）
へ，充足は成長欲求（Ｇ）に移行する。対人
関係的な欲求である関係欲求（Ｒ）は，媒介
的な機能をするものとされていることに注目
される。

謝辞：本研究にあたり岐阜大学医学部（看護
学科）足立久子教授の援助を得た。記して感
謝の意を表します。
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