
【Ⅶ．おわりに】今回の研究により精神的ストレス
の要因として【看護師の判断に関すること】【当直
医師への報告に関すること】【業務量に関するこ
と】【仕事に対するジレンマに関すること】【突発
的な急変に関すること】が明らかになった。しかし、
今回の研究では対象者が少ないことや、研究技術の
未熟さから研究目的である「ストレスの軽減につ

なげる」までは至らなかった。今後は、夜勤体制
や業務内容の整備・改善などを進め、ストレスの軽
減につなげていきたい。
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∗夜勤での看護師の精神的ストレスを軽減
するためには、医師・介護職・看護職それ
ぞれの役割整理と現状の夜勤業務を振り
返ったうえで、夜勤体制や業務内容の整
備・改善を進めていくことが必要である。 

結論 

∗今回の研究では対象者が少ないことや、
研究技術の未熟さから研究目的である「
ストレスの軽減につなげる」までは至らな
かった。今後は、夜勤体制や業務内容の
整備・改善などを進め、ストレスの軽減に
つなげていきたい。 
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看護師の時間外勤務に対する意識の現状と課題

発　表　者 堀池　健太 京都府　公立南丹病院

共同研究者 小川　千明、前田　真理子、野村　千草、小松　妙子、岡本　尚子、藤阪　みさ代

【はじめに】当病棟は心臓カテーテル検査や緊急性
を要する急性期の患者が入院しているが、在院日数
の長い慢性期の患者も多く、業務が大変煩雑である。
そのため時間内に業務が終わらず、日々時間外勤務
を行っているのが現状である。高塚ら1）は「超過
勤務は看護師の疲労度を上昇させ、超過勤務が度重
なることにより、看護師の疲労状態が慢性化すれば、

患者の危険な状態の見逃しにつながる」と述べて
いる。時間外勤務はスタッフに慢性的な心身の疲労
を与え、業務の満足感・達成感の低下が起きている
のではないかと感じた。中島2）は、「時間外勤務に
は「組織文化」が大いに関連しており、最も大切
なことは労働環境づくりである」と述べているこ
とから時間外勤務は、業務効率や業務量、業務に対
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する看護師の能力などに起因していることばかりで
はないと考えた。
　そこで、時間外勤務に影響していると思われる看
護師の意識の実際を知ることにより、短縮に向けた
課題を明らかにしたのでここに報告する。

【研究方法】

1．期間：2011年8月～2011年10月
2．対象：8月1日現在の師長を除く全看護師311名、

勤務形態は問わない
3．方法：独自に作成した質問用紙を対象者に配置

し、5日間の平均時間外勤務、時間外となって
いる内容、「時間外勤務が多いほどがんばって
いるという証拠である」「自分の処置を他のメ
ンバーに頼むのは申し訳ないと思う」「終業後
自分だけ早く帰るのは申し訳がないと思う」な
どの時間外勤務に対する意識調査を行った。

4．データ分析法：質問紙を回収し結果を単純集計
し分析した。

5．倫理的配慮：研究対象者に研究目的及び方法、
結果の公表、参加は自由意志であることを文書

で説明し、質問紙の返却をもって同意とした。
また個人情報の取り扱いは個人情報保護法に準
じ厳守した。さらに本研究は医学研究審査委員
会の承認を得て施行した。

【結果】

1．対象者の属性
調査対象者311名中244名から有効回答が得られ

（有効回答率79%）、本研究の分析対象とした。
対象者の所属部署は外来勤務34名（13.9%）、透析
室勤務8名（3.2%）、手術室勤務16名（6.5%）、病

目的 

日々時間外勤務を行っているのが現状… 
 →満足感・達成感の低下が起こっている
のでは？ 

そこで 

看護師の意識の実際を知り、短縮
に向けた課題を明らかにする！ 
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方法 

 対象者  
  師長を除く全看護師３１１名 

 アンケート内容 
  ５日間の平均時間外勤務 
  時間外となっている内容 
  時間外に対する意識 

 データ分析法 
  単純集計し分析 
 

結果 

調査前5日間の時間外平均は 

60.4±62.5分 

結果２ 
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棟勤務186名（76.2%）であった。対象者の経験年数
は10.1±7.8年、部署経験年数は3.9±2.9年であっ
た。
2．時間外勤務の実際（図1、図2、図3、）
アンケートの結果、始業前時間外は33.4±14.7分
であり、始業前時間外理由として①情報収集169名

（70%）②家庭の事情32名（13%）③通勤事情18名
（7%）であった。
調査前5日間の時間外平均は60.4±62.5分であり、
最大345分であった。理由として①記録153名

（63%）（SOAP85名（35%）、データベース44名
（18%）、 看 護 診 断23名（9%）、 評 価 修 正16名
（7%））、 ② 処 置109名（45%）（臨 時 処 置41名
（17%）、手術・検査出し29名（12%）、清潔ケア22
名（9%）、 リ ハ ビ リ3名（1%））、 ③ 委 員 会30名

（12%）、④その他56名（23%）であった。
就業時間を守るために工夫していることとして、援
助の合間に記録を随時入力している112名（46%）、
観察項目を活用し、余分な記録をしない41名

（17%）、SOAP を簡潔に記載している56名（23%）、
自分なりにタイムスケジュールを立てて行動してい
る160名（66%）、その他16名（7%）であった。
時間外の平均から、時間外平均以上群と平均以下群
の2群に分け、比較したところ、時間外平均以上の
経験年数は8.3±6.6年、平均以下の経験年数は
10.4±8.6年であった。

3．時間外勤務に対する意識の現状（図4）
意識については非常に思うから思わないの4件法で
尋ねたが、「非常に思う」、「思う」を「思う」。「あ
まり思わない」、「思わない」を「思わない」とし

分析した。時間外を肯定するかどうか聞いたところ、
時間外勤務は当然であるに対し、思う75名（30%）、
思わない155名（64%）。時間外勤務が多いほどが
んばっているという証拠であるに対し、思う34名

（14%）、思わない206名（84%）。日勤が準夜の処
置を手伝うのは当然であるに対し、思う66名

（27%）、思わない162名（66%）。新人教育、委員
会で生じる時間外は仕方ないと思うに対し、思う
87名（36%）、思わない156名（64%）であった。看
護師の意識として、自分の処置を他のメンバーに頼
む の は 申 し 訳 な い と 思 う に 対 し、思 う212名

（87%）、思わない27名（11%）。処置施行時他のス
タッフに声をかけづらいと思うに対し、思う141名

（58%）、思わない96名（39%）。スタッフ間で協力
し合えていると思うに対し、思う208名（85%）、
思わない28名（11%）。他のスタッフが記録に取り
組んでいない時一人だけ記録をしているのは気が引
けるに対し、思う170名（70%）、思わないに63名

（26%）。終業後自分だけ早く帰るのは申し訳がな
いと思うに対し、思う169名（69%）、思わない73
名（30%）。先輩よりはやく帰るのは失礼だと思う
に対し、思う93名（38%）、思わない146名（60%）。
1時間しっかり昼休憩取れていると思うに対し、思
う48名（20%）、思わない192名（79%）。お茶、お
しゃべりの時間は必要だと思うに対し、思う138名

（57%）、思わない100名（41%）という結果であった。

【考察】

1．時間外勤務の実際
時間外の実際として、アンケートの結果、一番多
かったのが記録である。臨時処置や検査などとは異

結果３ 

対象者経験年数10.1±7.8年 
 

時間外の平均を２群に分けると… 
時間外平均以上の経験年数は8.3±6.6年 
平均以下の経験年数は10．4±8.6年 

結果４ 
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なり記録は実施予定時間を変更できる業務であるた
め、時間外勤務となりやすいと考えられ、嶋野3）
の先行研究と同様の結果であった。そのため記録に
取り掛かる時間が遅くなってしまい、結果時間外勤
務が生じているのだと考える。
記録時間短縮の目的のひとつとしてクリニカルパス

（以下パスと略す）導入は重要である。パス導入の
目的として医療の標準化や業務改善だけでなく、医
療従事者の職務満足度の向上も挙げられているが、
パスを多く利用している病棟でも記録にかかる時間
は多く、それは個別的な看護が必要な患者も多数入
院しているからだと考える。先行研究で拜崎ら4）
は「記録時間短縮のために経過表と重複している
ことは記録には残さない、経過表の観察項目は必要
最小限にするなどの看護記録の標準化を行ったこと
で記録時間の短縮が行えた」との報告もあり、パ
スを利用していない患者に対しての記録の標準化が
重要だと考える。
処置に関しては、リリーフ体制が整いつつあり、協
力が出来ていることで時間短縮につながっているの
ではないかと考える。しかし現在は処置やケアが中
心となっており、リリーフの多面での活用も検討し
ていく必要があると考える。

2．看護師の意識として
今回の調査結果から、「受け持ち患者のケアを行う
ためなら時間外勤務は当然である」「時間外勤務が
多いほど頑張っているという証拠である」「日勤が
準夜の処置を手伝うのは当然である」に対し思わ
ないと回答した人は半数以上であった。このことか
ら、時間外勤務を肯定しているわけではないことが

わかる。看護協会の調査によると1ヶ月の全年齢の
時間外勤務は平均で月23.4時間（申告8.3時間）で
あった。当院でも調査前5日間の時間外勤務の平均
は60.4±62.5分であった。その原因は、8割以上の
人がスタッフ間で協力し合えていると思うと回答し
た一方で、「自分の処置を他のメンバーに頼むのは
申し訳ないと思う」「処置施行時他のスタッフに声
をかけづらいと思う」と回答した人が半数以上あ
り、他のスタッフに遠慮してしまう環境となってい
るからだと考える。それは、終業時間を守るために
タイムスケジュールを立てて行動している人が多数
を占めているが、他のスタッフに協力してもらうこ
とで、そのスタッフのタイムスケジュールを崩して
しまうのではないかという遠慮からなのではないか
と考える。そして、臨時処置などが入ると予定して
いた処置が後まわしになってしまい、結果時間外が
生じていると考える。他のスタッフにケアを頼むの
が申し訳ない、声をかけづらいなどの原因を解決す
るためには、声をかけやすい環境作りや、リーダー
が声をかけメンバーの処置を協力し合えるように配
慮するなどの業務調整を行う必要がある。また昼休
憩にも処置やケアがずれ込んでしまい、結果昼休憩
が満足に取れず、心身の疲労が蓄積され満足感、達
成感の低下へと繋がるのではないかと考える。
今回のアンケートの結果でも反映されているように、
一人で記録をするのは気が引けるや、一人だけ早く
帰るのは申し訳ない、またスタッフ間の遠慮など、
時間外勤務の要因として組織文化は大きく関わって
おり、病棟の雰囲気を変えていく必要があるとわ
かった。

考察２ 
＜看護師の意識として＞ 
 時間外勤務を肯定しているわけではない！ 
 しかし時間外勤務は生じている… 
 
 理由として 
 ・一人だけで記録をするのは気が引ける 
 ・一人だけ早く帰るのは申し訳ない 
 ・スタッフ間の遠慮 
 →組織文化が大きく関わっている 
 
  

考察 

＜時間外勤務の実際＞ 
 ＊記録 
  臨時処置・検査などとは異なり実施時間  
を変更できる→時間外となりやすい 

 ＊処置 
  リリーフ体制により時間短縮につながって
いる→さらなる多面での活用の検討 
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【結論】

1．記録の短縮に向け新たなパスを導入し活用して
いくことが重要である。そして経過表を活用し、
重複記録を避ける、また、簡潔な SOAP 記載を
行っていく必要がある。

2．時間を有効に使い、処置の合間に記録に取り掛
かり、業務が終了すれば退勤できる病棟の雰囲
気作り、そして病棟全体が定時に帰れる環境作
りをしていく必要がある。

3．処置に関してはスタッフ間で遠慮や気兼ねなく
互いに協力し、リリーフ体制を活用していくこ
とも時間外短縮に繋がる可能性がある。

【おわりに】今後の課題として、この意識調査の結
果をどのように活用し取り組んでいくのか具体策の
検討が必要である。
意識も関連するが、平均時間外以上群と以下群に分
けた結果、時間外以上群の経験年数は浅かったため
業務量や個々の力量も重要であり、今後視点を広げ
て調査する必要がある。
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結論 
 パスの導入や経過表を活用し重複記録を
避ける簡潔なSOAP記載による記録の短
縮 

 時間の有効活用．病棟の雰囲気作り．定
時に帰れる環境作り 

 スタッフ間で互いに処置を協力し合い、リ
リーフ体制も活用していく 

今後の課題として・・・ 
 意識だけでなく，業務量や個々の力量も重
要であり，視点を広げる必要がある 

ご静聴 
ありがとうございました。 
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