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Abstract 

Aim: This study examined the role of emotion in burnout of psychiatric nurse and specifically the sup-

pr巴ssionof negative emotions while working patients and the role of emotional support network in 

preventing the burnout. 

Method: This was a questionnaire surv巴ywith 315 psychiatric nurses. 

Results; The following three points were found: (1) emotional exhaustion was high when nurses dis-

played negative emotion to patients; (2) dep巴rsonalizationfrequently occurred either when nurses dis-

played negative emotion to patients or when emotional dissonance was high; and (3) personal 

accomplishment was high either when nurses suppressed negative emotion lo patient while suffering 

violence by the patient mentally or physically or when they displayed positive巴motionto the patient. In 

addition, it was revealed that nurses’awareness of emotional support network in their offices helped 

pr巴ventthe burnout. 

Conclusion; Even though nurses felt a sens巴ofaccomplishment by not r巴vealingtheir negative emo・

tions, the consequences were emotional exhaustion. Awareness of emotional support was cmcial in pre-

venting burnout. 

Key words: burnout, psychiatric nurses, emotion work，巴motionalsupport neれ,vork,

suppression of negative emotions to patients. 

目的 の葛藤をかかえながら働いていることが指摘され

ている （武井，2001）。患者の感情表現を支える

臨床現場では、看護師の感情について、これまで

考慮されることが少なかった。！｜寺に精神科の看説

j揚而では患者から無理な要求をされたり、 暴力を

看護師を取り巻く 問題として、労働条件の厳し

さ、人手不足、交代勤務なとの他、同時に日々経

験している患者や同僚、医師との｜剥係の中で多く
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向けられて看護師自身が怒りや峨悪感、いらいら

したり 、むっとする感情、不快な感情といった、

否定的感情（中， 2002）を感じても、それを抑え、

患者の言葉や行動に隠された不安や恐怖、無力感

を洞察し、受容や共感的理解を示す態度で接する

ことが望まれる。精神科看護師は患者が病的世界

で体験したことを、訴えを通して看護師が感じ、

悲しみや怒りや恐怖など否定的感情を感じてもそ

れを抑制して看謎し続けること（武井， 2005）で

より多く の感情のコ ントロ ールを要求されると考

える。職務を遂行する上で感情のコント ロールを

要三！とされることを Hochschild(2000）は「感情労

働」とし、 Zapf,Vogt, Seifert, Merlini & Isic (1999) 

は感情労働尺度を開発し、感情労働がバーンア ウ

トに影響を与えることを指摘している（Zapf,

Seifert, Schmutie, Merlini & Holz, 2001）。感情労

働とは「組織的に望まれる感情を調躍するために

必要な心理的過程」と定義される（Zapf,2002）。

また、バーンアウトは「長期間にわたり人に援助

する過程で・心的エネルギーが絶えず要求された結

果、極度の心身の疲労と感情の枯渇を主とする症

候群であり、卑下、仕事前ft悪、思いやりの喪失が

生じること」と定義されている（Maslsch& Jack-

son, 1981)。
ノイーンアウトをi経滅する機能としてソ ーシャル

サポート の重要性が指摘されてきた（浦， 1994;

資川・ 松田， 2005；山崎 ・石田 ・flj倉， 1999）。「家

族や友人、 ｜隣人などある個人を取り巻く、さまざ

まな人からの有形、 ~！！日伝の緩助を指すもの」 （氏

原・小川 ・東111・村瀬 ・山中， 1992）がソーシャ

ルサポートであり、誰から、どのような支援を受

けるかによって、様々な効果が指摘されている

（上野 ・111本，1992；福岡 ・橋本， 1995；井旧 ・福

田， 2004）。

本研究では、精神科特有の看護場面で感じる看

護師の否定的感情の抑制と、感情労働、さらにパー

ンアウ トの軽減に有効とされるソーシャルサボー

トの中で、安心感、信頼感、自尊感情、自信感、

希望、親密！惑が得られる情緒的支援（宗像 ・仲尾 ・

前回 ・諏訪，1985）に焦点をあてこれらがパーン

アウトに与える影響を明らかにすることを目的と

した。

方法

1. 対象者

対象者はA県内の300床以上の精神科病院のう

ち、協力の得られた 3ヶ所に勤務する看設師、准

看護師合計426人とした。回収数402（回収率94.4

%）で、その中から記ii氏不備のある者を除外した

315人（有効回答率73.9%）を本研究の分析対象

とした。年齢、看護師経験年数、精神科経験年数

（病棟、外来、その他）について病院聞で一元配

置分散分析をおこなった結果、有意差はみられな

かった。また、 x~ 検定をおこなったところ、 3

つの病院と性別との聞に有意な関連はみられなかっ

fこ。

2. 調査

各病院の看護部を通して調査を依頼し了解を得

た後、質問紙を病院ごとに配布した。質問紙には

無記名で回答してもらい、回答者本人が密封する

ように依頼し、 2週間留め置きして病院ごとに回

収した。調査期間は平成17年 7月4日から 8月

8日であった。

1 ）質問紙の構成

①個人属性：性別、年齢、！肢位、資格、看謎l肢

としての経験年数、精：fl!可」｜・で・の経験年数につ

いて質問した。

②日本語版パーンア ウト尺度： MaslachBurnout 

Inv巴ntory(MB！）を参考に回尾が新たに作成

した 20項目を久保（2004）が項目の追加、

削除をおこなった 17項目の尺度で、 3つの

下位尺度からなっている。「情緒的消耗感」
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は疲れはてたという感情、もう働くことがで

きないという気分で、「脱人情化」は人に対

する思いやりや＊Illかな気遣いができない、人

を人と思わなくなってしまうような状態、

「個人的達成感の低下」はするべきことを成

し遂げたという気分が感じられはい、達成の

充実感に浸る気分が実感できなくなることを

意味する（Maslachel al., 1981)。17項目につ

いて、最近 1年以内の経験の程度を「l＼つも

ある」（ 5点）から「なし、」 （1点）まで 5段

階評定で求めた。各下位尺度に該当する項目

を合計し、合計した項目数で書I］ったものが得

，点となる。 1与点が高いほとパーンアウト傾向

が高い。得点に診断基準はなく、高低による

相対評価となる。

③精神科看護場面で感じる否定的感情の抑制：

精神科ストレッサー 29項目（山崎 ・粛 ・岩

田， 2002）のうち、スタッフ同士や患者の家

族との関わりに関する項目を除外し、患者と

直接関わる場面20項目を選び使用した。そ

の20項目について最近 1年以内の経験の有

無と、経験のある人はその場面で否定的感情

を感じたかとうかについてと、感じた人はそ

の感情を患者に対してどの程度抑制したかを

Visual analog scale （以下VASとする）で質

問した。 VASは「全く抑えなかっ た」から

「完全に抑えた」までの悶 O～lOOmmにより測

定し、得点化した。その得点をもとに主成分

分析をおこなった。

④感情労働尺度： Zapfet al. (1999）の開発し

た Fra此仇irtEmotion Work seal巴（FEWS）を

参考に作成された 21項目（荻野 ・瀧ヶ di奇・

稲本， 2004）を使用した。最近 1年以内の経

験の程度を「とてもよくある」（ 5点）から

「ほとんとないJ( 1点）まで 5段階評定で求

めた。この尺度は「患者へのネガティブな感

情表出」「患者への共感、ポジティブな感情

表出」「感情の不協和」「感情への敏感さjの

4つの因子からなる。

⑤情緒的支援ネ ットワー ク認知尺度：宗像他

(1985）が作成した 10項目を使用した。最近

1年以内について情緒的支援を認知している

かどうかを家践、職場、その他のサポート源

に分け、それぞれに対して同じ内容の 10項

目を質問した。「し、る」を 1点、「L、ないJを

0点として、サポート源別に合計ーする。 8点

以上は、サポートをして くれる人がし、ると認

知している、 6～7点はそれが十分でーないと

認知している、 5点以下はそのような人の存

在をあきらめたりあきらめかけていると判定

される（宗像他， 1985）。

2 ）データの分析

．統計解析 ノf ッケー ジSPSS for Windows 

(version I 2.0J）を使用した。バーンアウトの下位

尺度の得点差はWilcoxonの符号付順位検定をお

こなった。精神科看護場面で感じる否定的感情の

抑制は、後でパーンアウ トとの関連をみるため

VAS値を主成分分析に用いた。主成分分析の結

果をもとに、各成分について構成する項目の

VASを悶人ごとに合計し、回答箇所数で剖っ て

平均値を算出し、相関係数の算出や重回帰分析に

使用した。感情労働尺度については荻野他

(2004）は一定の信頼性、妥当性を有する尺度で

あるが、因子構造に関してはデータの蓄積により

一層の信頼性、妥当性の確保の検証を積み重ねる

必要性を述べている。よって荻野他と同じ手法で

因子分析（最尤法、 promax回転）をおこなった。

情緒的支援ネットワ ーク認知のサポート源別の得

点差はWilcoxonの符号付順位検定をおこなった。

ノイーンアウ トとの関連をみるため、 パーンア ウト

の3つの下位尺度を従属変数に、対象者の属性、

精神科看設場面で感じる否定的感情の抑制、感情

労働、情緒的支援ネットワーク認知でバーンア ウ

ト得点と有意な相関のみられた変数を独立変数と
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して重回帰分析をおこなった。

3）倫理的配慮

質問紙には無記名で回答してもらった。統計的

に処理するため個人が特定されないこと、データ

は本研究の目的以外に使間しないこと、研究への

参加は自由意志であり、白紙提出も可能であるこ

とと研究の目的を文書で説明した。本研究は、山

形大学医学部倫理審査委員会の承認を得た。

果士
ロ

1. 対象者の属性

対象者の属性については、男性36.5% (115人）、

女性63.5% (200人）であった。年齢は平均40.5

土 10.7歳、範囲は 21歳～62歳であり、年代別で

は40歳代が31.7%(98人） と最も多く 、30歳代

23.3 % (72人〉、50歳代22.3% (69人）であった

（表 1）。資格は看謎師83.1% (261人）、准看設

師 16.9% (53人）で、 l倣位は役職のないスタッ

フ74.0% (233人）が最も多かった。看誕師（ま

たは准看護師） としての経験年数は l年目から

45年目、平均は 18.3土 10.6年、 精神科での経験

年数は平均で、病棟13.2士10.1年、外来3.0土 2.5

年、その他4.4± 3.5年であった。

2. パーンアウトf尋点

ノ〈ーンアウト尺度の下位尺度ごとの得点の平均

は、情緒的消耗感が2.67± 0.82 点、 115~人格化が

1.90土0.65点、個人的達成感の低下が3.74土0.66

点であった（表 2）。 Wilcoxonの符号付nm位検定

表 1 対象者の属性

n 

男性 115 

女性 200 

20歳代 67 

30歳代 72 

40歳代 98 

50歳代 69 

60歳以上 3 

看桜前i 261 

F住者殺師 53 

スタッフ 233 
高lj者能師長 56 
（主任）

看談師長 17 

その他 9 

平均土標準偏差 中央値（範囲）

40.5± 10.7歳 41 (21-62) 

18.3土10.G-l'f三目 18 (1-45) 

18.3土10.G年目 18 (1-45) 

13.2工10.1年 10 (0-44) 

3.0±2.5王手 ワー (0.5ー10)

4.4土3.5年 3 (1一12)

年齢

資絡

職位

年齢

者殺自市経験年数
（含むJ佳看護師）
看後師経験年数
（含むIJ芸者説師）
精神科経験年数（病棟）
（外来）

（その他）

% 
36.5 

63.5 

21.7 

23.3 

31.7 

22.3 

1.0 

83.1 

16.9 

7t1.0 

17.8 

5.4 

2.8 

n 

309 

312 

312 

313 

43 

23 

表 2 パーンアウ ト得点

平均±1：＼＂.司！！！111Lirr 中央値 段小11直一段大11直 n 

情緒的出i耗感 2.67土0.82 2.60 1 5 

脱人格化 1.90±0.65 1.83 1-4.33 

個人的達成感の低下 3.74土0.66 3.83 1.5-5 

Wilcoxonの符号付順位検定、ポンフエローニの修正日： p<0.01 
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（ポンフェ ロ一二の修正）の結果、個人的達成感

の低下が最も高く、次いで情緒的消耗感、 )J~~人格

化であった。対象者の属性とパーンアウ ト得点と

の間に有意な相｜却はみられなかった。

3. 精神科看護場面で感じる

否定的感情の抑制のVAS値と主成分分析

精神科看護場面で感じる否定的感情の抑制の程

度について、精神科看諮場面20項目の中で最も

経験が多かった場面は、［患者が指示を守らない

｜時」 92.7%で否定的感情の抑制は67.5mm（中央値）

であった（表 3）。次に多かった場面は、「心気的

訴えを繰り返す患者を看護した時」 90.8%で否定

的感情の抑制73.0mm（中央値）であった。

否定的感情を感じた割合が最も高かった場面は、

「患者から暴力を受けたH寺」と「患者から言葉の

暴力を受けた時」で、 L寸どれも87.9%であった。

否定的感情の抑制lはすべての項目で中央値が

65～ 80の範四であった。最も高かった場面は

「拒食状態の患者を看護したH寺Jで80.0mm（中央

値）であった。次に高かった場面は、「患者の妄

想の対象になったl時」で78.0mm（中央値）であっ

た。

否定的感情の抑制のVAS値について主成分分

析をおこなった結果、 ｜宣l有値 l以上で 3つの成分

が抽出された（表 4）。第 1成分は「看護介入が

困難なH寺の感情抑制」とした。第 2成分は「患者

からの暴力を心身に受けたII寺の感情抑制」とした。

第3成分は 「迷惑行為をする患者を看謎した時の

感情抑制Jとした。

4. 感情労働尺度の因子分析

感情労働尺度は、 5段階評定の得点をもとに最

尤法、 promax回転による因子分析をおこなった

（表 5）。固有値 1以上で 4因子抽出され、因子名

は先行研究（荻野他，2004）を参考に命名した。

2つの質問項目で先行！i)f究とは因子構造が異なる

第2因子が抽出されたため、この因子名のみ先行

研究とは迷う命名とした。第 1因子は 「患者への

共感、ポジティブな感情表出」、第 2因子は「看

設師の感情抑制と敏感さの要求」、第 3因子は

「患者へのネガティブな感情表出」、第 4因子は

「感情の不協和」とした。

5. 情緒的支援ネットワーク認知の得点

サポート源別の情緒的支度ネ ットワ ーク認知の

得点とその差については、家族、 l臨場、その他の

サポート源別に合計した得点の平均点を比較した

ところ、家伎の情緒的支援は職場の情緒的支援や

その他の情緒的支援より有意に得点が高かったが、

職場の情緒的支援とその他の情緒的支援は有意差

はみられなかった（表 6）。

6. パーンアウト得点に影響のある

変数の重回帰分析

パーンアウ トの 3つの下位尺度の得点を従属変

数とし、下位尺度と有意な相闘が見られたものを

独立変数として重回帰分析をおこなったところ、

情緒的消耗感では、感情労働の「患者へのネガティ

ブな感情表出」（β＝.215p<0.01)で＼「l職場」

からの情緒的支援ネットワ ーク認知（β＝へ224

p<0.01)で有意な関連がみられた（表 7）。

脱人格化では、感情労働の「患者への不ガティ

フ’な感情表出」 （β＝.273 p < 0.01)、「感情の不協

和」 （β＝.179p<0.05）、「l職場Jからの情緒的支

提ネットワ ーク認知（β＝・.263p<0.01）で有意

な関連がみられた。

個人的達成感の低下では、精神科看護での否定

的感情の抑制の［患者からの暴力を心身に受けた

H寺の感情抑制」（β＝・.136p<0.05）と、感情労

働の「患者への共感、ポジティブな感情表出」

( (3 =-.201 p < 0.01）で有意な関連がみられた。

R ~ は情緒的消耗感＝ .148、脱人格化＝ .257、個

人的達成感の低下＝.107であった。
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表 3 精神科看護場面で感じる否定的感情の抑制の程度

n (%) 1!i' ＜凶~ I岱w を！＼！＿＇＜； じた人の

終験の，（ f.lf;~ ft¥験ありのl!il?r.f＼・の J必wのれlliJill

うら11J iじ11’~ ！＜！.%＇！ を VAS(mm) 

平均± ｜烹 II~ !iM（~ ・1lWll 1 I 1火In'!

あり なし ！＼！.~ じた 1ぷじなb、

l出！れ・からの抹1Jを受けたII年 157(-l!J.8) 158(50.2) 138(87.9) 19(12.1) G7.GG土24.98 0～JOO 73.0 

山手fから . －rn：；の i.~）J を受けたH年 250(79.-1) 65(20.G) 218(87.!J) 30(12,l) Ci9 . 01 土 2 •Ll 3 0～JOO 75.0 

山首の妄.＼！.！の対象になったH年 1-18(-17.1) IGG(52.9) 90(Gl.2) 57(38.S) 71.03土2-l.GO 2～JOO 78.0 

tよも打が1'1r益金図をしたH年 82(26.0) 233(7-l.O) •17(57.3) 3M'12.7) GS.12±25.2•1 1～JOO 75.0 

!J.' ..釘がl'J{!Jj行ゐをしたII年 1-16(-IG.5) 168(53.5) 70(-17.9) 76(52.1) 70.67土2-1.53 10九 100 75.0 

,IJ.1,;fl・が他＇.'iHFうをしたH年 213(68.7) 97(31.3) 155(73.1) 57(2G.9) 70.-16 ± 21.9 ・• I 0～100 73,5 

也、店が！日＼llfr日！t院をしたII年 193(6 J.[i) 121 (38.5) 98(51.3) 93(48.7) 70.17土23.61 0～100 76.0 

ヒステリ－J(1：状を織り返す！.！：＇.古参をTr,;lQしたIIキ 2ll(G7.0) 104(33.0) 163(77.3) ・・18(22,7) G5.G8土22.51 0～100 70.0 

心主＼（1：）訴えを繰り返す邸針金行泌したII年 285（日0.8) 2!J(!J.2) 208(7・LG) 71(25.4) li8.03 ±23.4 I 0～JOO 73.0 

Jtべll J ：ーさを鍬り~す！ど占を 行議 したI I.干 88(28.0) 226(72.0) ・15(51.7) •12(48.3) 69.1 1土24.51 3～日8 no 
llHt状態の1心者をまiJfQしたH午 211W7.0) 104(33.0) !J5(45.2) 115(54.8) 73.99土22.47 G～JOO 80.0 

依然状態の！，！！.：＆・をTr，：直したIll 282(89.5) 33(10.5) 152(5-1.5) 127(-15.5) 70.75土23.98 0～JOO 7-l.5 

.Q！＼為自I'll状態にある！.！！者を者，ilQしたH年 227(72.3) 87(27.7) 96(42.9) 128(57.1) G9 . 7G 土2・•l.83 0～100 76.5 

，，·~ 1皮柏市，， ，，市 ·，；；w釘をお泌した時 192(61.7) 119(38.3) 81(-12.G) 109(57..!) 71.27土24.72 0～100 77.0 

山，百がJ旨iiτを’.'J'らないHキ 292(92.7) 23(7.3) 233(79.8) 59(20,2) G-1.47±22.59 0～100 67.5 

,IJ!.,fl·か ら i引l•Jを否定された時 157(51.1) 150(48.9) 118(75.2) 39(24.8) 67.21 ±23.54 0～100 GB.O 

店、訂からllllわりをmr!i'さjLたH年 22!J(72.!J) 85(27.1) 152(67.0) 75(33.0) 70.89土23.24 0～100 76.0 

i色II見した製求にJIW主せざるを併ない時 176(56.8) 13•1(.13.2) 145(82.9) 30(17.J) 65.71 ±20.G7 0～100 70.0 

！よ1／＼・から．むl苅的に他行方：l妥り｜百｜されるII年 236(75.2) 78(24.8) 187(79.9) ・17(20.1) G3.78土22.83 0～JOO 65.0 

i也息苦fに述惑行為を練り返す位、社？を7什渡したH年 264(84.3) ・19(15.7) 214(82.0) 47(18.0) G3.80 ±22.27 0～98 G8.0 

表4 精神科看謹場面で感じる否定的感情の抑制（主成分分析、成分行列）

成分

ワ~ 3 

成分 1：若様介入が困難な時の感情抑制（日 二974)

~＼＇為自問状態にある患者を看殺したl時 .943 .217 -.164 

~薬状態の患者を者殺 した時 .927 .031 一.132

拒食状態の患者を看殺したH寺 .918 -.056 .219 

ftべ吐きを繰 り返す患者を看殺したI待 .913 目055 .340 

ヒステリ ー症状を繰り返す患者を看殺 したl待 .909 .073 -.033 

高度判j1j1陣容忽者を看秘したII寺 .908 .019 一.345

!,H.者から役割を否定された時 .893 .23,1 -.073 

患者の妄；思の対象になった時 .874 .417 一.235

心気的訴えを繰 り返す患者を看護したII寺 .871 -.169 .026 

患者が指7Jτを守らないI待 .870 .433 .101 

患者が自殺企図をしたII寺 .849 .047 -.261 

患者が他密行為をしたl待 .813 -.403 一.290

患者から意図的に他者が仮 り回されるII寺 .788 一.053 .594 

逸脱した~求に部歩せぎるを得ないH寺 .755 一.252 一.438

患者から｜品lわりをm否されたH寺 .717 一.398 .112 

患者が自｛鍔行為をしたH寺 .656 一.495 一.407

!.H.者がjgq析肉I!院をしたH寺 .626 -.363 .'179 

成分 2・患者からの暴力を心身’に受けたII寺の感作f:lijlili1J（白＝.756)

患者カ‘ら暴力を受けたと き 一.196 .860 一.15G

患．者から言葉Eの暴力を受けたII寺 .651 .688 .003 

成分 3・迷惑行為をする患者を看護したH寺の感情抑制

他患者に迷惑行為を繰り返す患者の看護をしたH寺 .550 .073 .806 

WAi'I帯与率（%） 64.138 76.577 87.466 

日：！言l慣性係数
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表 5 感情労働尺度の因子分析（パターン行列）

因子

2 3 4 

凶子 1：也音への共感、；Jfジティプな感情還を出 (n =.853) 

.¥P.町者の気持ちに共感しようと特に努めていることがある

忽討の感情にとりわけ注意を向けていることがある

自分を患者の立明において珪！併しようとすることがある

怨右の気持ちを察するよ うに心がけてし、る

.¥P.若手にi昆カ‘い対応をしなくてはならないことがある

.¥H.者に喜びの！惑ti'iを示さなくてはならないことがある

凶子2：看設師の！盛山jJ]I制と敏感さの要求 （日＝.823)

状況に応 じて感情を使い分けなくてはならないことがある

自分の感情を抑えることがある

位者の気持ちの変化に特に敏感になることがある

患者に悲しみの感情を示さなくてはならないことがある

｛也に仕事があっても、患者の気持ちが収まるまで話を聞くζ とがある

.t.！！.者にとりわけ優しく後しなくてはならないことがある

因子3：，患者へのネガティ プな感情表出 ( tl = .7•16) 

.!J:I.者に厳しい態度で援しなくてはならない二とがある

.m者が話し続けていても、さえぎって自分の用件を伝えることがある

患者に怒りの感h'Iを示さなくてはならないことがある

患者と話しているとき 自分から話を切り上げることがある

自分で感じたとおりに気持ちを表すことがある

忽者－の気分によっては、患者とう まく かかわれないことがある

因子4：感情の不協和 （日＝.815) • 
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-022 .689 ・.079 .126 

.386 .572 -.045 -136 

.094 .468 .154 ・.028

.367 .37•1 .085 ・.067

.228 .310 ・.081 .272 

056 .122 .682 -.133 

・114 -.149 .626 .103 

.005 .135 .574 -.OfJ7 

-.137 .022 .569 .095 

.253 -.197 .509 -.030 

-110 .128 .508 .067 

本当l:ti盗うのに、患者のがIで明るく仮る袴う ことがある .054 .010 -.034 .816 

本心とは異なる感情を示すことがある ー.140 .330 .000 .593 

患者が良い気分になるように努めなくてはならなし、ことがある .251 .OGG .083 .562 

図有1直 G.873 2.G83 1..1-13 1.09』

因子寄与 5.252 -1.653 2.670 .J.l!JO 

最尤法 Kaiserの正規化を伴う promax法

日 ：信頼性係数

表 6 サポート源別の情緒的支援ネットワーク認知の得点とその差

平均土探4!l偏差 中央値 m:小1直一最大値 n 

家族

i除喝

8.03土2.90

G.3G土3.50

10 0-10 

0-10 ；：；コ＊＊l 
275 __, その他 G.77土3.71 8 0-10 

Wilcoxonの符号付順位験定、ポンプ エローニの修正 日： p< 0.01 

表7 パーンアウト得点、に影響のある変数の重回帰分析

(J （陳情｛扇回帰係数）

↑ti緒的消耗感 JI兄人俗化 個人的達成感の低下

（精神科看設での否定的感情の抑制）

看護介入が凶英1§なII寺の感附抑制 n.s n.s 

位者からの暴力を心身’lこ受けたII寺の感情事iliii1J n.s 一 . O •IG

迷~行為をする.~.者を看鍛 したl待の感情抑制 n.s n.s 

（感情労働）

患者への共感、ポジティプな感情表出 n.s n.s 

看護師の感情抑制 と敏感さの姿；j{ .OG7 .107 

息者へのネガティブなl~~ li'I表出 215合金 .273会合

感Ir／の不協和 122 .179合

(jj'／緒的支援ネ ットワーク認知）

家族 一.038 .034 

JffiW} 一.224''* -.2G3合中

その他 -.049 一.130

R• .148 .257 
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- 13G* 
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考 察

1. パーンアウト得点と対象者の属性との関連

対象者の年齢は40歳代以上が半数を超えた。

青設師経験年数 (i佐看護師含む）は平均18.3年で、

精神科の経験年数でも、平均 10年を超えるベテ

ランの多い集団であった。

ノイーンアウト得点では、「個人的達成感の低下」

が最も高く、精神科看謎師のパーンアウトの特徴

として北岡 ・谷村 ・林 ・倒的 ・所村 ・福島 ・松本 ・

桶谷（2004）、 Iくi陥 dd巴r,Power & Wells (2001)が

示した個人的達成感の低さと同じ結果であった。

精神科看護の難しさ について武井 ・鈴木

(1998）は「同年にもわたって毎日同じような話

を聞かされ、答えを求められでも、同じ答えの繰

り返しになってしまい、忍耐、我慢が必要になる

こと」をあげている。精神科看設の対象となる人

は、症状そのものに悩まされるだけでなく、病気

により低下している理解力の低下や、対人交流が

うま くできず、孤立することにより機々な葛藤が

生じる。その葛藤と切り離すことのできない病気

について、何をもって回復とするかは判断が難し

い。そのため看設の成果を感じにくく個人的達成

感を得られにく いと考える。

2. 精神科看護場面で感じる否定的感情と

その特徴

精神科看護において経験が多かった場面は「患

者が指示を守らない｜！寺」と「心気的訴えを繰り返

す患者を看謎したl時」の経験でそれぞれ 9剖を超

えていた。否定的感情のjfllf!il］がさほど高くなかっ

たのは、精神疾患を持つ恵、者は病識を持ちに くく

治療や看設の受け入れもさまざまであり、看護師

は日常よ く経験する場面のため、対処に慣れてい

て少ない負担で対応できているからではなし、かと

考える。

否定的感情を！感じた割合がl~ も高かった場市は

「！患者から暴力を受けたH寺」と 「患者から言葉の

暴力を受けたH寺」であ った。暴力はJ患者の不安、

恐怖の表れであり、身体的なものであっても、 言

語的なものであっても暴力を向けられる側は不意

のことが多い。その故にショ ックは大きく 、否定

的感情を感じやすいのではないかと考える。

否定的感情の抑制が最も高かった場面は「拒食

状態の患者を看護したH寺」であった。拒食は摂食

！障害だけでなくうつ状態、統合失調症でも起こり

うる症状である。拒食は生命の危機に直結し、早

期介入を必要とするものである上、改善には長期

間を要する。拒食状態の患者に対し、食べない背

景を考慮しつつ、あきらめず根気よく食べるよう

促し続けることが求められ、看護師自身に生じる

「とうして食べないのか、自分の看護が悪いのか」

といった否定的感情を抑えて関わり続けるには忍

耐力が必要と考える。次に感情の抑制が高かった

場面は、「患者の妄想の対象になった時」であっ

た。妄想の対象になった看護師は、患者から看説

師自身の真実に基づかないことで攻撃を受けたり

蛾悪を向けられ、その患者を看護しにくくなると

いう厳しい状況になる。しかし、職務上関わり続

けなければならないため、否定的感情の抑制が高

くなると考える。

3. パーンアウト得点、に影響する要因

ノ〈ーンアウトに影響する要因を下位尺度ごとに

考察してし、く。

情緒的消耗感には感情労働の 「患者へのネガティ

ブな感情表U：＼」とl職場からの情緒的支援の認知が

関連していた。感情労働の「患者へのネガティブ

な感情表出Jが強い時、情緒的消耗！惑が強くなっ

ていた理由として、 看設上必要な こととは言え、

患者lこ厳しい態度で接した後、患者からの陰性感

情や攻撃的な言動等の反応が生じることで、情緒

的消耗感が強まるためと考える。また、職場の情

緒的支援を認？、日しているII寺、情緒的消耗感は低く

なっていた。職場において看護師の仕事をポ ジティ
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ブに認め評価しあう環境がパーンアウ トを軽減す

るとされ（井EEi・福間， 2004）、職場の人から認

められ、支えられる情緒的支援が疲労感を和らげ

ると考える。精神科看護では患者の感情や患者と

の交流を通して、看護師自身の感情を扱うことが

必要である。看護師同士でもさまざまな感情に対

する具体的な情緒的支度が求められると推illリサーる。

脱人格化には、感情労働の「患者へのネガティ

ブな感情表出」と「感情の不協和」、 l殿場からの

情緒的支援の認知が関連していた。感情労働の

［患者へのネガティブな感情表出」と 「感情の不

協和」が強いl時、 II見人格化が強くなる理由は、患

者と距離をおき、看護師自身を守る防衛手段をと

らなければ患者へのネガティフ’な感情を表出 しに

くいためと考える。感情の不協和とは、長期にわ

たって感じている感情と異なる感情を表現する時

の緊張や、仕事で感情表現が求められるH寺に、感

じている感情を変化させるために自らの感情から

分離させる ことである（Hochschild,2000）。感情

の不協和が続くことは感情を自身から切り離すこ

とにつながるため、 !IS~人格化に関連することは十

分考えられる。また、職場からの情緒的支援を認

知している時、 IJS~人格化が弱 くなっ ていた。ス ト

レスを解決するのに必要な資源を提供したり、そ

の人自身で資源を手に入れることができるような

道具的支援が個人的達成感を促進すると言われて

いる u甫，1994）。本研究では職場の情緒的支援

が脱人格化を軽減することが示唆された。人間関

係に疲弊した看護師の感情には同じ体験を した看

護師同士の気遣いが重要であることが本研究で明

らかになったと考える。

個人的達成感の低下では、感情労働「患者から

の暴力を心身に受けた時の感情抑制」と「患者へ

の共感、ポ ジティフな！感情表出」が関連していた。

患者からの暴力、暴言を受けて感じた否定的感情

を抑制したH寺、冷静に保持うことができたと判断

でき、個人的達成感が高まる方向へ結ひ．ついたと

考える。また、感情労働の「患者への共感、ポジ

ティブな感情表出」が強い｜！寺、個人的達成感が高

くなっていた。患者への共感や、組かい対応がで

きたり、喜びの感情を示すi時、看殻師自身の気持

ちを前向きにし、達成感を高めることができると

テ与える。

個人的達成感の低下がl職場の情緒的支援と関連

していなかったのは、 w~から、どのようなサポー

トを受けるかで効果が違ってくることや（浦，

1994）、対人関係は重要なサポート 源になる反面

ス トレス源にもなることが指摘されてい ること

（費川・ 松田， 2005）、上司が気を配ってくれたり、

自分の仕事を評価して くれていると感じている看

護師ほどパーンアウ ト傾向が少ない（上町－他，

1996）など、サポートの有効性の多面性が指摘さ

・れており、関連性がはっきり現れなかったのでは

なし、かと考える。

本研究では精神科看護師において、 精神科看説

場面で感じる否定的感情の抑制と感情労働がパー

ンア ウトに与える影響、および情緒的支慢のパー

ンアウト軽減への有効性が確認できた。今回は精

神科看護の特徴として、否定的感情の抑制のみを

検討したが、看設を通して感じるさまざまな感情

がどのようにパーンア ウトにi話響するか、さらな

る調査検討が必要と考える。

結論

精神科看誕師が、精神科看護場而で感じる否定

的！感情の抑制および、感↑青労働がノミーンアウト に

与える影響と、情緒的支援のパーンアウト軽減へ

の有効性について調査倹討した。その結果以下の

ことが旬3らカ刈こなった。

l. 感情労働の「患者へのネガティブな感情表出」

が強いH寺、情緒的消耗感は強くなっていた。ま

た、 l臨場からの情緒的支援を認知しているH寺、

情緒的消耗！惑は弱くなっていた。
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2. 感情労働の「患者へのネガティブな感情表出」

が強い時と「m.~情の不協和」が強し、時、 ll見人格

化が強くなっていた。また、 l殿場からの情緒的

支援を認知］ している｜｜寺、 ll見人格化は弱 くなって

L、fこ。
3. 精神科看設の否定的感情の抑制の「患者から

の暴力を心身に受けたl時の感情抑制l」が強い｜！寺、

また、感情労働の「J患者への共感、ポジティブ

な感情表出」が弛目、時、個人的達成感が高くなっ

ていた。職場からの情緒的支媛の認知と個人的

達成感の低下との聞に有意な関連はみられなかっ

た。

4. 以上のことから、精神科看護niliにと って、感

情労働はパーンアウトを悪化させるだけーでなく、

軽減させる傾向もみられ、また、職場からの情

緒的支援の認知はパーンアウ トの情緒的消耗感

とl悦人格化を軽減していた。 今後、精神科看殻

師のパーンアウ ト予防対策として、これら否定

的感情や感情労働の影響を考臨しつつ、職場の

人聞が情緒的にフォ ローしてし、く体制づくりが

重要と考えられる。

謝辞

本研究にご協力下さいました看説l肢の皆掠に心

より感謝申し上げます。ま た、研究をまとめるに

あたり ζ指導いただきました大正大学人間学部臨

床心理学科、森岡由起子先生、広島国際大学国際

交流センタ 一、 森口稔先生に感謝し、たします。

文献

問問l故治 ・橋下宰 (1995). 知覚されたソ ーシャルサ

ポートのストレス緩和］効果におけるサポート源とサ

ポー ト内容の影響一看説教員養成講習会の受講者を

対象としてー 健康心胆学研究， B，ト11.

後藤制代表編 (1988）.医学大辞典医l白薬出版

、 no 
n
h
u
 

328. 

Hochschild, A.R. CI 98~1 ） .抗lie managed heart: co111111eト

ciali.ごαtio11of /111111011 feeling, University of California 

Press. （ホック シールド 石川准 ・室伏加希（2000).

官llliされる心一感mが商品になるとき 世界，思想

fJ:, 103-157). 

Tl:i橋秀夫（2000). 耐tl!IH・治療と看護のエッセ ンス

星干IJ書店， 65-66.

JI二旧政J!IJ・雨田広美（2004). 看設日iiiへの！被場サボー

トがバーンアウト反応におよぽす影響立正大学心

思学研究所紀要， 2'77-88. 

稲岡文昭・川野雅資 ・宗像恒次 (1986). 看設省の

BURNOUTと社会的環境および行動特性との関辿に

ついての研究一一般医と：町村1科医との比較を過し

て一 日本看設科学会誌， 6,50-60. 

Kiげedd巴r,C. J., Power, K. J. & Wells, T. J. (2001). 

Burnout in psychiatric nursing . .Jouma/ of Advanced 

Nursing. 34, 383-396. 

北岡（東口）和代 ・谷木千恵 ・林みとり ・洲崎恵美 ・

所村芳lll'f・福l昌秀行 ・絵本敦子 ・桶谷玲子（2004).

精神科看設者のパーンアウトと職場ス トレス要因

についての検討 石川看設雑誌， 1' 7 -12. 

久保真人 ・旧尾雅夫 (1994).看護婦におけるパーン

アウトーストレスとパーンアウトとの関係一実験

心.rm学研究， 34,33-43. 

久保j詩人（2004). パーンアウトの心F.Jl学 サイエン

ス社 pp. 94-98, pp. 213-215. 

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement 

of experienced burnout. Joumal of Occ11patio11al Behav-

ior, 2 , 99-113. 

宗像恒次 ・（rj1尾II佐治 ・藤田和夫 ・f.IR訪茂樹 (1985).

都市住民のストレスと精神陛bl！度 精神衛生研究，

32, 49-68. 

賀川信幸 ・松聞修（2005). 看護師のパーンアウトと

サポート j販の関連に閲する研究 こころの健康， 20,

25-35. 

中 倫子 （2002). ナースの感情コントロールのプロ

セスとその背景患者に対し否定的な！感情を抱いた

場而を通して神奈川県立看護教育大学校看設教

育研究集録， 27,38-45. 

岡原正幸，山田昌弘，安川一，石川iH~ (2002). 感情



,::; lι・mfj事・1!1 日よI：桁11ilf'If-1必P.lliのJ《ー ンγウトの・；w-1とii'!術的支1!2の（f:iiJt'i:：に｜民1-.J・る1iJf'J'c

の社会学 世界思想社 pp.1 -42, pp. 69”90. 

荻野佐代子 ・臨ヶ附｜盗司 ・陥木J;j!一良Ii(2004). 対人

J愛jj)JI段における！恐怖Ii労働がパーンアウ トおよびス ト

レス に与える I；！；~，呼心国学研究， 75( 4 ) . 371-377 

武~:j:l隊子（2001). 感情と育設 人とのかかわりを職

業にすることの意味医学引院 pp.27-28. 

武:J:j:I隊子 （2005).感li'I労働としてのおけ，，，科音設 梢

till科看護， 32,12-17. 

武:JH麻子 ・鈴木純一編集 (1998). レトリ ート として

の精神病院 ゆみる出版 pp.122-130. 

上野徳美 ・111本義史 (1996)_ 音設省のパーンアウ ト

を予防する ソーシャルサポートの効巣ーサポート 不ツ

卜ワーク日 ・満足度 ・サポート源との関係を中心と

して一 地bl！心国学研究， g.g -20. 

氏！京 寛 ・小IiI健之 ・東山紘之 ・村市i孝縦 ・山中版尚

編著 （1992）. 心開臨床大半典培風館 pp.46-48 

ii日光 IW (1994). 支えあう人と人 サイエ ンス社

PP-107-113. 

n
Hu
 

p
h
v
 

山i!Jf,j登志子 ・6悶真知子 ・拍倉栄子 0999).看謹者

のバーンアウ ト 傾向を ソ ー シ ャルサポ ート との l~I

iJli-2病院における音説者の構成比較から一 東北

大医短部紀要， 8.161-170. 

山崎fl:志子 ・斎二美子？・岩田真澄（2002). 前ド11科病

朝日における菅設師のl附訪£＇，V完ス 卜レッサーとスト レ

ス反応との｜対辿 H本音設研究学会雑誌，25,73-84. 

Zapf, D., Vogt. C., Seifert. C., Merlini, H. & !sic, A. 

(1999). Emotion work as a stress: The cone叩tand de-

velopmcnt of an instmmcnt. European jo11mal of" Work 

and Orga11i=atio11al PsychologJ’， 8' 371-400. 

Zapf. D., Seifert, C., Sci】mune,B., Merlini, H. & Holz, M. 

(2001). Emotion work and job stressors and their ef二

feels on burnout. P.り•chologJ’ andHealt/1, 16, 527-545. 

Z叩仁 D.(2002). Emotion work and psychological well-

being a review of the literature and some conceptual con-

s1derations. J-111111011 Resource /11/anage111e111 Rei’ieu九12,

237-268. 


	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69

