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看護師の仕事に対する満足度調査

発　表　者 西田　由香里 熊本県　上天草市立上天草総合病院

共同研究者 瀬濱　阿紀、橋本　恵里

【Ⅰ．はじめに】A 病院は200床以下の公的総合病
院であり、現在10：1の看護体制を実施している。
毎日の多忙な業務の中、看護師は仕事に対して満足
しているのか疑問を感じていた。患者中心の看護と
いわれている現在、患者に対し質の高い看護を提供
するためには、看護師の仕事に対する満足度を高め
る必要があり、看護力を発揮できる働きやすい職場
環境の調整が重要と考える。そこで、看護師満足度
のアンケートを通して現状と問題把握のために調査
を実施したため、ここに報告する。

【Ⅱ．目的】アンケート調査を通して A 病院の現
状と問題を把握する。

【Ⅲ．調査方法】

（1）期間：平成23年12月27日～平成24年1月5日
（2）対象：A 病院看護師・准看護師（97名）
（3）方法：以下の項目についてのアンケート用紙を

作成し、アンケート調査を行った
（以下の25項目を「はい」「いいえ」で回答）
①・職業地位について　・人間関係について
　・看護業務について　・看護管理について
　・労働条件について
②属性に関する調査項目

・性別・年齢・結婚の有無・経験年数・役職・現
在の職業の満足度

【Ⅳ．結果】　アンケートの回収のうち有効回答率
は、78% であった。性別は90% が女性であり、年
齢では51～60歳が31% と最も多く、勤務している
人の73% が既婚者である。
約7割の人が看護職に満足しているという結果で
あった。

（Ⅰ）．職業地位について
③の「看護師としての仕事を大事にしたい」では

「はい」94%、「いいえ」3% であった。「はい」の
理由に、人の命を預かる仕事だから、看護師という
職業が好きとあった。

④の「看護の仕事にやりがいや誇りを感じている」
では「はい」82%、「いいえ」13% であった。「は
い」の理由に、患者が元気になっていく姿を見る
とやりがいを感じるとあった。

（Ⅱ）．人間関係について
④の「今の部署は雰囲気もよく働きやすい」では、

「はい」81%、「いいえ」14% であった。「はい」の
理由に、馴染みやすい雰囲気で働きやすい、皆優し
く協力してくれるとあった。

（Ⅲ）．看護業務について
⑦の「今の職場は勤務時間内に業務が終了する」
では、「はい」23%、理由はなるべく（時間内に）終
わるようにしているとあった。「いいえ」71% で、
入退院・処置・薬などある時は遅くなるとあった。

（Ⅳ）．看護管理について
③の「配置（物品など）や建物の構造上問題がない」
では、「はい」12%、「いいえ」80%、「いいえ」の
理由に、車いすトイレが少ない、トイレ・病室のド
ア・ナースステーションなどが狭いとあった。
④の「業務改善を積極的にしたい」では「はい」
57%、「いいえ」31% であった。「はい」の理由に、
時間外労働を減らすためにも必要とあった。

【Ⅵ．考察】　看護師はきつい仕事や大変な仕事と
言われているが、A 病院ではアンケート結果によ
り看護師という職業に満足していると答えた人が多
く、仕事に対してやりがいを持っている人が多いこ
とが分かった。看護師という職業に対して満足して
いるからこそ仕事を大事にしたい、誇りを持ってい
ると答えた人が多かったのではないかと考える。
　日本での看護師の転職・離職の理由の1位は「人
間関係」だが、A 病院では人間関係については良
いと答えた人が多くみられた。また、皆が協力的と
答えた人も多かった。これは A 病院の特徴であり
看護師の満足度の結果に繋がっているのではないか
と考える。
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建物の構造に対して「トイレや病室の入り口の狭
さ」「車いすトイレの数の少なさ」が多い回答で
あった。患者が療養しやすく、看護がスムーズに行
える構造は患者は勿論だが看護師にも必要である。
どのような所の改善が必要かを考え、意見し、調整
していくことで患者により良い看護を提供できるの
ではないか。
また、アンケート結果より「勤務時間内に業務が
終了しない」「業務改善を積極的にしたい」「個別
的な看護ができない」と回答した人が多く、超過
勤務削減のためにも業務改善は必要と考える。業務
が集中する時間帯に人員を配置し、ルーチンの仕事
を担当してもらうことによって、患者に対する個別
的な看護を提供できる時間が確保され、超過勤務削
減にも繋がり、看護師の満足度が高まるのではない
か。現在 A 病院では7対1の看護体制に取り組もう
としている。業務改善を行ったうえで、更に人員確
保と共に有力な人材育成のための環境調整が、看護
の質の向上・仕事への満足度・また患者の満足でき
る看護に繋がっていくと考える。

【Ⅶ．結論】今回のアンケートで A 病院の看護師
は看護師という職業に誇りや、やりがいを感じてい
る人が多かった。看護師の職業に満足しているとい
う反面、業務の多忙さ、病院施設の不備など様々な
意見があげられた。今後は、更に良い人間関係が保
てる様努め、多忙な業務を時間内に終わらせ超過勤
務を減らせるよう、業務改善と人員の確保を行うと
共に有力な人材を育成できる環境を整えていくこと
で、看護の質の向上につながり看護師の仕事に対す
る満足度も高まるのではないだろうか。看護師の職
場環境が整うことより患者の満足できる看護にもつ
ながっていくのではないかと考える。
ご静聴ありがとうございました。
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Ⅰ.はじめに 
  A病院は200床以下の公的総合病院であり、現在10：1の看護体
制を実施している。毎日の多忙な業務の中、看護師は仕事に対し
て満足しているのか疑問感じていた。患者中心の看護といわれて
いる現在、患者に対し質の高い看護を提供するためには、看護師
の仕事に対する満足度を高める必要があり、看護力を発揮できる
働きやすい職場環境の調整が重要と考える。そこで、看護師満足
度のアンケートを通して現状と問題把握のために調査を実施した
ため、ここに報告する。 

Ⅱ.目的 

アンケート調査を通してA病院の現状と問題を把握する。 

Ⅲ.調査方法 
（１）期間：平成２３年１２月２７日～平成２４年１月５日 
（２）対象：A病院看護師・准看護師（９７名） 
（３）方法：以下の項目についてのアンケート用紙を作成し、 
       アンケート調査を施行 
       （以下の２５項目を「はい」「いいえ」で回答） 
      1)・職業地位について(Ⅰ)  ・看護管理にについて（Ⅳ）      
        ・人間関係について（Ⅱ） ・労働条件について（Ⅴ） 
        ・看護業務について（Ⅲ） 
      2)属性に関する調査項目（選択式で回答） 
        ①性別 ②年齢 ③結婚の有無 ④経験年数                             
                  ⑤現在の職業の満足度 

Ⅳ.結果 

a.はい 

82% 

b.いいえ 

13% 

未記入 

5% 

Ⅰ-④ 看護の仕事にやりがいや誇りを 

感じている 

（Ⅰ） 職業地位について 

「はい」                                        
●看護師という仕事が好き。                       
●人の命を預かる仕事だから。  
●病に伏せた時頼りになるには医師より 
 看護師。 
●他の仕事はできそうにない。   
●毎日患者と関わることで、自分の人間と 
  しての質(態度や心遣い）が鍛えられる。 

a.はい 

94% 

b.いいえ 

3% 

未記入 

3% 

Ⅰ-③ 看護師としての仕事を大事に 

したい 

「はい」                                       
●元気になっていく姿を見るとやりがいを 
    感じる。 
●自分が気付いたことが役に立ったこと 
 がある。                 
●患者や家族からの感謝の言葉で頑張 
   れる。 
●社会としての位置づけも高いと感じる。 

（Ⅱ） 人間関係について 

a．はい 

81% 

b．いいえ 

14% 

未記入 

5% 

Ⅱ-④ 今の部署は雰囲気が良く 

働きやすい 

「はい」                       
●馴染みやすい雰囲気で働きやすい。                 
●皆優しく、協力してくれる。                                   
●何でも言える環境にある。            
●困ったことなどアドバイスを受けやすい 
  体制が出来ていると思う。               
●笑顔が絶えない。 

a.はい 

12% 

b.いいえ 

80% 

未記入 

8% 

Ⅳ-③配置や建物の構造上問題がない 

（Ⅳ）看護管理について 

「いいえ」                       
●車椅子トイレが少ない。  
●トイレ・病室のドア等が狭い。            
●1階に機械浴があるためエレベータ 
  待ちの時間があり不能率。移動が 
   大変。         
●酸素の無い部屋、ベッドの出し入れ 
  ができない部屋等がある。                      
●ベッドの配置、中央配管の場所等 
    問題がある。 
 

a.はい 

57% b.いいえ 

31% 

未記入 

12% 

Ⅳ-④業務改善を積極的にしたい 

「はい」                         
●時間外労働を減らすためにも必要。 
●時間外勤務も多いし、個別的な看護が 
    できていない。時間を有効に使いたい。 
●働きやすくしたい。                 
●考えてはいるが行動が伴わない。 
●出来ることなら。改善して欲しいと言って 
    も出来ない事が多く、言う気も無くなって 
    きている。 
●看護師のする事が多すぎると思う。 

Ⅴ.考察 

●看護師という職業に満足している為、看護師という仕事を 
 ｢大事にしたい｣ ｢誇りを持っている｣と答えた人が多かったの 
 ではないか。 
 
●人間関係が良いことがA病院の特徴。 
 
●看護を行っていく上で患者が療養しやすく、看護がしやすい 
  構造は、患者は勿論看護師にも必要であり、それらを調整して   
    いくことで患者により良い看護を提供できるのではないか。 
 
●超過勤務削減のために、業務改善を行い、更に 人員確保と 
  共に有力な人材育成のための環境調整が、看護の質の向上、 
  仕事への満足度、また患者の満足できる看護に繋がっていく 
   と考える。  

Ⅵ.結論 

●A病院では、看護師という職業に誇りや、やりがいを感じて 
  いる人が多い。 
 
●業務の多忙さ、超過勤務、病院施設の不備に対する意見  
   が多い。 
                 
 
 
●今後、更に良い人間関係が保てる様努め、多忙な業務を 
  時間内に終わらせ超過勤務を減らせるよう、業務改善を 
  行い、更に有力な人材を育成できる環境を整えていくこと 
  で、看護の質の向上につながり看護師の仕事に対する満   
    足度も高まるのではないか。 
    看護師の職場環境が整うことより患者の満足できる看護 
    にもつながっていくのではないかと考える。 
 
  

a．はい 

23% 

b.いいえ 

71% 

未記入 

6% 

Ⅲ-⑦今の職場は勤務時間内に業務が 

終了する 

（Ⅲ）看護業務について 

「はい」 
●なるべく終わるようにしている。 
「いいえ」 
●入退院・処置・薬・急変・指示受け等 
    あればなかなか帰れない。 
●始業も終業も時間内ではない。 
●療養型といいながら重症者が多く、 
   スタッフの数も少ないため終了しない。 
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