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看護職キャリア選択の研究

山 本 寛i

A Study on Career Choice in Nursing Professions. 

Hiroshi Y AMAMOTOネ

原 著

Th巴 purposeof this study is to examine career choice in nUt-sing prof巴ssionsfrom the 

viewpoint of career decidedness， career certainty， and separate career choic巴

As explanato町 variables，job characterlistic (JC)， work value (WV)， p巴rceivedself-ability 

(PSA)， judgement of aptitude (JOA)， and other factors ar巴 adopted.

Subjects are 1529 nurse students in 12 schools. 

Main results are followings; 

( a) As a whole， it was clear that JOA toward nurse and WVs as nurse are connected with 

career decidedness. 

(b) As a whole， it was suggested that JOA toward nurse and other factors about nurse are 

connected with career c巴rtamty

( c) It was clear that JOAs ar巴 importantfactors to discriminate nursing students' sepatate 

care巴rchoices 

(d) It was clear that the sam巴n巴ssof JCs between careers is connect巴dwith car巴巴rindecision. 

( e) The possibility that the difference betwe巴npractitioners' JCs affects that between nursing 

students' JCs by nursing巴ducationwas pointed out 

( f) It was clear that the WVs about nursing professions' characteristics aa connected with 

career choice. 

(g) Th巴 possibilitythat career choice satisfaction is connected with following career choice， 

especially career cet-tainty， was suggest巴d.

( h) It was suggeted that JOAs can be moderating variables betwe巴nJC， W V， PSA and career 

choices in nursing professions 
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I.研究の目的

1 . はじめに

これまでのキャ リア選択の研究においては，その

対象がほとんど中学，高校，大学の生徒 ・学生に限

定されていたため，選択する職業についての知識が

少ない状態における選択の研究が主であった。その

ため，これまでの研究は宮崎 (1977)15)にみられるよ

うに，職業に対するイメ ージ等具体的な選択から遠

い状況における研究が主であった。しかし職業分野

によっては，キャリア選択前の職業教育において将

来の選択の候補となる複数の職業の実習が含まれて

いる分野がある。看護職，法律職等がそれに該当す

る。看護l識では 4年制大学看護学科，短期大学看

護学科，看護専門学校等の 3年または 4年の期間に

おいて，看護婦 (士)，保健婦(士)，助産婦等につ

いて実習でその姿に触れたりその職能の一部を実体

験することが必修となっている。また現在法律職で

は，司法研修所の司法修習の一環として修習生には

l年4ヶ月間裁判所，検察庁，弁護士会での実務修

習が義務づけられており ，裁判官，検察官，弁護士

の実務を体験する。注1)

つまりこれらの分野のキャリア選択においては，

進路指導における啓発的経験がより組織的，実際的

に行われているとも考えられる。これらに対し一般

の中高大学生の場合は，わが国の学校進路指導に根

強く残る 「学校教育と職業社会の分離」の傾向や若

年である ことを考慮してか，一部の啓発的経験を除

き選択の対象となる職業を選択前に実際に経験する

機会は少ない。

しかし進路指導の観点からは，看護職や法律職の

ような状況におけるキャ リア選択こそこれまでの欧

米の理論に基づいたキャリア選択に最も近いと恩わ

れる。すなわち，中高大学生の卒業後のキャ リア選

択は入社する組織の選択，いわゆる 「就社」の色合

いが濃いの対し，看護職，法律I織のキャ リア選択は

本来の意味の 「職業」の選択が中心で先にあり ，そ

の後に組織の選択が問題となる。そして特に看護l織

においては，国家試験に合格しないとその職業に就

くことは不可能である。

2.目的

このような観点から，本研究では本来の意味の職

業の選択としてのキャ リア選択を，今後社会の高齢

化にともないその社会的必要性がますます高まって

くる看護職において検討することを目的とする。さ

て，看護学(部)生の目指す進路は，看護婦(士) (以

下「看護婦」と略す)，保健婦(土)(以下「保健婦」

と略す)，助産婦，養護教諭の 4つが大半である。そ

れらは広い意味での看護職に含まれるが，国家資格

が別になっているように相互に具なる職業であると

考えられる。以下に代表的な看護婦，保健婦，助産

婦の 3つについて，それらの業務，現状，他の職業

との関係からみた問題点等を略述する。

まず看護婦は看護職のなかで人数的に最も多く，

一般的に看護職といった場合は看護婦であるという

イメージがもたれることが多い。看護婦の役割や社

会的機能については，病院看護に代表されるように

多様でありかっその位置づけが不明確である。すな

わち，看護婦の業務は萩原 (1978)7)によると患者の

世話，診療の補助，病棟など看護職場の運営管理と

いう 3つの領域に大別される。つまり ，看護婦は医

師の指示を受け患者に処置や投薬等の診療にともな

う業務を果たすと同時に，患者のニーズを把握して

必要なケアをし，患者管理を行う。さらに看護婦は

医師の指示を実行し，あるいはそれにともなう患者

管理を行うために患者に対し医師の意図を説明し，

医師の代行者として行動する。 他方病院組織のサブ

システムとしての病棟を規則通り運営し，記録や資

料の作成，物品の管理などを行う 。これらの業務の

なかで看護婦本来の独自領域は患者のケアであるが，

現実の看護業務においては医師の統制による診療の

補助がかなりの部分を占める。このように看護婦は

構造上過重な責任を負わされており，その位置づけ

の不明確さや医師への業務上の従属性等が夜勤の問

題等と結びつき，いわゆる f3KJ職業のーっといわ

れるほど本人が不満感をもっ場合もある。

次に保健婦は高齢化社会を迎え，市町村における

高齢者の在宅ケアシステムの確立が急がれている現

注 1)看護職と法律月後のキャリア選択過程の概要は以 Fのようになっている。すなわち，看護l倣は rA学校における複数のl険業の実

習(啓発的経験)→B国家試験合格→ C組織選択J，というキャリア選択過程をたどる。それに対し，法律械では rA国家試験

合絡→ BliJF修所における複数の職業の実習(啓発的経験)→ C組織選択」というキャリア選択過程をたどる。そのため両者向

で実習と国家試験合格の順序が逆になっている。 しかし，教職や医・世， .薬臓と異なり ，将来の選択候補である複数のl職業の

実習過程を含む点は共通している。



状において，どのようなサービスが住民にとって必

要かを直接提言できる立場にあるという点で重要な

位置づけを占めている。また，保健婦の視点は予防

的な対応，住民自身の意思の尊重，住民自身のセル

フケア能力の育成 ・維持に特徴があり，特に地域医

療において各パラメディカルの調整役，特に医師と

各パラメディカノレ聞の橋渡しの役を担うことが多い。

しかし保健婦は米田 (1989)29)によると，特に市町村

等の行政機構において業務の評価や遂行について事

務職員等他の職種から理解されないという，他の職

種中心の組織における技術専門職特有の問題点を抱

えている。また，保健所，市町村等所属の異なる保

健婦業務の連携や関連職種間の札機，専門性の社会

的認知の不卜分さ等多くの問題も抱えている。

最後に助産婦は過去に「お産婆さん」として地域

の住民に親しまれていた時代があったが，近年は自

営助産婦は人数的に非常に少なく ，病院勤務が最も

多い。しかし，病院では正常分娩であっても分娩介

助の役割を果たすのはもっぱら産婦人科医師で，助

産婦の役割は看護婦と区別がつかないといわれる施

設が増えている(特に規模の大きい病院において)。

日本看護協会調査研究室 (1993)16)によると「助産婦

として満足できる仕事ができていますか」という質

問に対し「はい」の14.5%に対し rいいえ」が44.3%

であり，満足できない理由として「看護婦業務と区

別がつかないJ が45.2%，r医師主導で助産婦として

お産がとれないJ が32.8%であった。助産婦の専門

職としての自律性の基盤が脆弱であることが指摘さ

れている。

さて，これらの代表的な看護職を共通の要因にお

いて比較した調査結果には以下のようなものがある。

勤務場所については，厚生省看護課 (1992)14)による

と看護婦は96.7%，助産婦は8印0.1% (その他15.5%

が助産所)が病院 .診療所でで、あるのに対しι，イ保呆健婦

は47.2%が市H

ている。また，組織内における配置転換の経験比率

は，日本看護協会調査研究室(1995)17)によると看談

婦が60.4%であるのに対し，保健婦は28.7%，助産
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婦は23.0%であり，専門性の相違からと思、われる大

きな差異がみられる。さらに個人の職務上の意識に

ついては，日本看護協会調査研究室 (1995)17)が「特

定分野を極め，深めたいJ (rスペシャ リス ト志向J)

と「特定分野にこだわらないで，幅広く対応できる

ようになりたいJ (rジェネラリスト志向J) の二者択

ーの質問を行った。その結果，スペシャリスト志向

対ジェネラリスト志向は助産婦が43.0%対44.9%，

看護婦が3l.1%対58.3%，保健婦が25.2%対63.3%

であり，助産婦 〉看護婦>保健婦の順にスペシャ リ

スト志向が高かった。また同じく，自分に向いてい

る領域は「一刻をあらそう場合に適切な判断処置を

すること」か r患者が自分の健康問題に立ち向かえ

るようにじっくりと援助すること」のどちらかを尋

ねた。その結果 r適切な判断処置」対「じっくりと

した援助」は助産婦カ'25.4%対44.5%，者数需が19.7%

対56.1%，保健婦が3.0%対82.7%であり ，全体的に

後者が高いが，特に助産婦 ・看護婦と保健婦の聞に

大きな差異がみられている。

このように看護l織においてはキャリアの外的な側

面(勤務場所等)も内的な側面(職務上の意識)も

相互に異なる点が多い。

また看護職のキャリア選択の特徴として，その多

重性があげられる。すなわち第 l段階として，看護

学生は看護学校に進学した時点で将来の看護職への

就職を選択したと考えられる。中退者及び他の職業

に就く 一部の学生を除き，ほとんどの学生が看護l織

として就職するからである。この点は大学医学部等

他にも例がある。次に第 2段階としてほとんどの看

護学生は基礎資格ともいうべき看護婦資絡を取得す

る。そして，第 3段階として一部の学生が第 2段階

と時期は前後するが，他の看護職(保健婦，助産婦

等)の資格を取得する。注2)この点は法律l織等他の専門

職にもみられない特徴であり ，在学中のキャリアの

決定度等看護学生のキャリア選択にも影響を及ぼし

ていると考えられる。

最後に看護教育における各進路についての教育の

位置づけを検討すると，看護婦は臨床実習全体にお

住 2) 97年度までは 4年制大学のみ在学中に看秘婦及び他の者説臓の資格を取得することが可能であったため，複数の者説l限の資格

を取得する者が多かった。それに対し，専門学校及び短期大学では他のキャリア希望者は卒業後他の課程(学校)に進学する

必要があった。 しかし「保健婦助産婦者殺婦学校養成所指定規則J 改正によ り98年度から，統合カリキュラムが認可された 4

年制専門学校では，看護婦以外の資格が取得可能になる (全 日制叙程のみ)。そのため，今後多 くの者説教育機関において在学

中に看護l限の複数資格取得が可能になるも の と思われる。また，者説学部，看t盛大学等 4年1M大学の最近の急激な地加もその

傾向を助長している。
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いて多くを占め，助産婦は産科実習，保健婦は保健

所実習においてその姿に触れ，その職務について学

ぶ。そして，養護教諭は看護教育においてはほとん

どその姿に触れることはない。そのため，看護教育

(特に臨床実習)における各進路に関係した教育の位

置づけの重要性は，時間数等を考慮すれば看護婦〉

助産婦〉保健婦>養護教諭の順になると思われる。

3 研究モデルと仮説

(1) 研究モデノレ

次にキャリア選択を研究課題とする場合，菊地

(1988) 13)等にみられるように，実態を分析する視点

としてのキャリア選択の規定が必要と恩われる。そ

こで本研究では研究計画の前提として看護学生のキャ

リア選択において「学生は選択に際し対象となる進

路の差異を認知し，自己の職業観や能力 ・適性に合

致するように，またその他看護学校進学の満足感や

家計の状態、等内的及び外的な要因を考慮してキャリ

アを選択する」という規範的モテ、ルを設定した。こ

のモデ、/レの前段の「対象となる進路の差異を認知」

の部分はParsons(1908) 19)のマッチンク、理論におけ

る職業理解に該当し，それ以降は自己理解に該当す

る。

そして前段のもとになっている理論は産業心理学

における職務特性理論である。この理論の中心は

Hackman& Oldham (1975)6)によると，組織の従

業員が職務への高いモティベーションと職務満足を

獲得して所属組織に高い成果をもたらすように職務

を設計することである。そしてそのための診断モデ

ルである彼らのJDS(Job Diagnostic Survey)モ

デ、/レは技能の多様性，完結性(アイデンティティ)，

意義，自律性，フィー ド、バ ック等の!職務特性が従業

員に認知されることが，従業員のモティベーション，

職務業績，職務満足を高め，欠勤や廃tt転職を減少さ

せるとしている。そのため従業員の認知された職務

特性の変化，つまり職務設計による職務充実化，そ

してそれによる労働生活の質 (QWL)の向上が図ら

れてきた。この点はキャ リア選択にも応用可能と思

われる。すなわち，看護学生は看護教育等において

現職者の姿に触れることにより，各進路の職務特性

を正確に認知する。そして，職務の中核的特性をよ

り高く(より複雑なものであると)認知したキャリ

アを選択すると考えられるのである。

次に f個人が職業 ・労働に対して抱く一連の関連

し合った評価的態度の総体」である職業観は，

Ginzberg， Ginsburg， Axelrad， & Hem1an (1951)5) 

以来，キャリア発達やキャリア選択に関与する主要

な次元の一つであることが主張されており，職業観

の相異によってキャリア選択が影響を受けることが

予想される。

さらに「適性J については自己の職業に対する適

性感，いわゆる向き不向きがキャリア選択において

雷見されることが滝本 ・林(1982)22)，菊地 (1988)13)， 

若松 (1989)28)らによって主張されている。たとえば，

若松 (1989)28)は教職に対する向き ・不向きの評価が

選択肢としての教職の選択 ・棄却と大きな関連を持っ

ていた，としている。

また f適性J と類似した概念である自己の「能力J

自体についての認知は先行研究ではとりあげられて

いないが，以下の理由によりキャリア選択と関連す

ると考えられる。すなわち，最近自己効力概念をキャ

リア選択に応用した研究が増えてきた。 Bandura

(1977) 1)は自己効力を 「具体的な仕事や環境に対処

する能力についてその個人のもつ信念」と定義し，

行動と直接的な関係をもっと仮定している。これま

で自己効力をキャリア選択に応用した研究では

Tayler & Betz (1983) 26)の「適切な進路意思決定に

必要な能力についての自信J と定義される進路決定

効力感等がある。そして，これは進路未決定に大き

な影響を及ぼす要因であることが明らかにされてい

る。しかし，具体的ないくつかの選択肢聞における

キャリア選択過程をモデル化するにはこれのみでは

不十分であると考えられる。若林 ・後藤 ・鹿内

(1984) 27)が女子短期大学生の就職決定群と未決定群

の比較に使用している能力の自己評価の視点である。

すなわち，学生は f(具体的な) Aという職業の遂行

に必要な能力J，fBという職業の遂行に必要な能力」

あるいは fAはBより~の能力が必要だ」という認

知が前提にあり，それと自己の能力との内的な照合

を経てキャリア選択を行うという過程を考慮するこ

とが必要であると考えられる。

次に看護学校進学の満足感である。看護学生のキャ

リア選択を検討する場合，その多重性からそれ以前

のキャリア選択，すなわち看護学校の受験 ・入学は

彼らのキャリア選択の幅を実質的に狭めたという意

味で重要である。そのため，その選択をどのように

受け止めているかは卒業後のキャリア選択において



も重要であると思われる。

最後にキャリア選択に関する要因を検討する場合，

個人の内的要因に偏る傾向がみられるが，家計の状

態や看護学校での成績等の外的要因も Keil，Ridell， & 

Green (1966) 12)が述べているようにキャリア選択に

影響を与えると考えられる。彼らは家庭，近隣，ピ

ア ・クすループ，受けた教育，マスメディアの影響，

公的な進路指導などのすべてをキャリア選択に影響

を及ぼすものとして考慮する必要があるとしている。

以上，木研究は先行研究では試みられていない複

数の具体的な選択肢における看護職のキャリア選択

について，上記のモデ、ルに基づ、いて検討することを

目的とする。そして，全体的な選択の現状とそれに

関係する要因をキャリアの決定・未決定，キャリア

の確定 ・未確定や職務特性理論等に基づいて明らか

にしたい。それによって，看護教育等の職業教育に

おける進路指導機能とキャリア選択の関係について

示唆が得られると考えられる。また，本来の意味の

成人のキャリア選択の観点からこれらの点を検討す

ることは，職種別採用の増加やホワイトカラーの生

産性の問題のクローズアップ等専門性や職業意識を

重視する傾向が強まっている企業への就職希望者や

従業員の人的資源管理上のコース選択や企業内教育，

進路指導， CDP等にも資すると考えられる。

(2) 仮 説

本研究は以下の基本仮説により，上述したモデル

に基づく看護学生のキャリア選択に関係する要因を

検討する。さらに，看護学生のキャリア選択を個々

の要因ごとの以下の作業仮説に基づき検討すること

を平行して目的とする。

A 基本仮説

看護学生のキャリア選択(希望進路の決定 ・未決

定，確定 ・未確定及び個々の希望進路の差異)は，

各進路の職務特性の認知，職業観，能力の自己認知，

各進路への適性感及び成績や就職場所の希望等その

他内的及び外的な要因によって異なる。

上記仮説を図示したのが Fig.1の本研究の概念図

である。

B 作業仮説

作業仮説設定にあたり， 1993年 4月から 5月にか

けて本調査と同一カテゴリーの現職看護l織の内， (正)

看護婦397人，保健婦52人及び助産婦10人計459人に

対し，現職者の状況を把握するため職務特性等を測

職務特性の認知]

職業観

能力の認知

進路への適性感

その 他 要因

進路の決定・未決定

進路の確定・未確定

個 々 の 進 路 希 望

Fig.l 本研究の概念図

定する予備調査を行った。

① 希望進路の決定 ・未決定
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-仮説 1-1 (職務特性 1)未決定者は個々の職務

特性の認知における職業による差異が小さい。

各進路の職務特性の認知はキャリア選択の基準に

結びつくと考えられる。Osipow，Carney & Barak 

(1976) 1 8) 及び~Hartman ， Utz & Farnum (1979)8) 

がキャリア不決断尺度の因子分析結果からともに，

多くの選択肢間で迷い決断ができないという i接

近一接近葛藤」を因子として検出している。この葛

藤には選択肢の認知，つまり職務特性の認知に差異

がないことが関係していると考えられる。選択とは

選択肢聞の差異の発見がその出発点にあるからであ

る。そのため，未決定者は各進路の職務特性の認知

得点の分散が低いと考えられる。

-仮説 1-2 (能力の自己認知)能力の自己認、知は，

全体として決定者の方が未決定者より高い。

先行研究では Tayler& Betz (1983) 26)で進路決

定効力感が進路不決断と有意な負の関連がみられた。

そのため，類似概念である能力の自己認知において

も同様の結果がみられると考えられる。

-仮説 1-3 (進学満足 1)看護学校進学の満足感は，

決定者の方が未決定者より高い。

Hershenson & Roth (1966) 9)は個人のキャリア

発達には二つの基本的方向があるとしている。一つ

はキャリア選択を行うごとに選択可能な選択肢の幅

が狭められてゆくことである。他の一つは幅が狭ま

るにつれ選択した進路についての確信を次第に強め

てゆくことである。このモデルによれば，満足感の

高い学生は看護学校進学後看護職としての高い確信

に基づき，看護職としてのキャリア選択も迷いなく

順調に行うことが可能であると恩われる。前述した

ような看護職のキャリア選択の多重性から，第 1段

階の選択というべき看護学校進学に対する満足感の
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高さと進路決定の程度は関連すると考えられる。

②希望進路の確定 ・未確定

-仮説 2-1 (進学満足 2)看護学校進学の満足感は，

確定者の方が未確定者より高い。

前述した理由に基づき，第 l段階の選択というべ

き看護学校進学に対する満足感の高さと進路確定の

程度は関連すると考えられる。

-仮説2-2 (看護婦希望)希望進路の確定者には看

護婦希望者の比率が高く ，未確定者にはそれ以外の

比率が高い。

前述した看護織のキャリア選択の多重性から，基

礎資格である看護婦希望者の確定度は進学後その資

格を取得する必要のある他の進路希望者より高い

(4年制大学を除く)と考えられるからである。

③個別進路の選択一前述した予備調査の結果を参

考に設定した。

-仮説3-1 (職務特性 2)ある進路を希望する学生

はその他の進路を希望する学生より当該進路の職務

特性をより充実した複雑なものと認知している。

-仮説 3-2 (職務特性 3)学生の希望進路による職

務特性の認知の差異は，希望進路の現職者の認知の

差異と類似している。

キャリア選択理論として有名なHolland(1973) 10) 

の理論をパーソナ リティ理論ではなくマッチング理

論として考えれば，個々の職業は類似した職業興味

(彼はそれをパーソナリティの表現であるとした)を

もっ人々によって占められている。そして，職業と

個人の職業興味の一致度が，その職業を選択するか

どうか等の個人のキャリア選択行動に影響を及ぼす。

さらに彼は職業と職業興味の一致が進路指導の目標

の一つで、あるとしている。これに対し，職業教育と

しての看護教育において看護学生は現職者に触れる

ことにより，現職者と類似した職務意識をもっと考

えられる。その一つが職務特性の認知である。また，

看護教育によって影響を受ける点では職業興味と職

務特性の認知は類似している。そのため，彼のモデ

ノレに従いその対象をパーソナリティより広くとらえ

ると，看護学生は職業興味同様看護教育等を通して

獲得した自己の職務特性の認知を反映した進路を希

望すると考えられる。そこで現職者に対する予備調

査と同一項目を使用して学生と現職者の職務特性を

比較することにより，仮説を検討する。

・仮説 3-3 (適性感)ある進路を希望する学生は希

望しない学生より当該進路に対する適性感が高い。

・仮説 3-4 (成長欲求)成長欲求は進路希望の差異

と無関係である。

予備調査の結果，現職看護職の成長欲求において

職業問の有意差はみられなかった。そのため，職務

特性同様現職者と学生の意識の共通性を前提にする

と，学生の進路希望の差異と成長欲求は無関係であ

ると思われる。

-仮説 3-5 (モラトリアム意識)モラトリアム意識

の高い学生ほど，その他職業，保健婦，助産婦，養

護教諭を希望する。

モラ トリ アム意識の高い学生ほど最終的なキャリ

ア選択を延期しようとする。そのため，基礎資格で

ある看護婦よりその他の看護織を希望すると考えら

れる。

II. 研究の方法

1 . 調査期間・手続き

4年制大学看護学科，短期大学看護学科 3年制課

程，看護専門学校 3年課程について，所在地の区分

(首都圏 ・その他地方)及び人口規模，設立主体(国

(文部省及び厚生省)，都道府県，市町村，学校法人，

その他法人)の区分を考慮して抽出単位を決定した

後，それぞれ2校 3校 7校の計12校を抽出した。

2年制課程や定時制は看護職(特に准看護婦)の勤

務を同時に行っているいわゆる 「勤労看護学生」が

多く ，キャリア選択における基礎的条件が異なるた

め除外した。調査時期lは各学校の 1，2年生の教育

において，看護婦以外のキャリア選択の主な対象で

ある保健婦及び助産婦の選択に関係すると恩われる

保健所実習及び産科実習を受けていない段階での希

望進路をきくため，各学校ともそれらを実施する前

の時期とした。そのため，各学校毎に調査時期にか

なりばらつきが生ずる結果となった。

以上により， 1995年 8月から12月に各学校宛質問

紙を直接送付して回答後調査者宛返送してもらう方

法を中心に，在籍する学生2406人を対象に全数調査

による質問紙調査を行った。その結果合計1557票回

収され(回収率64.7%)，内有効回答1529票(有効回

答率98.2%)を分析に使用した。 Table1が学校 ・課

程等の明細である。属性は性別で女性が1511人(全

体の98.8%)，年齢で18歳から22歳までが1460人(同

96.3%)であり，各学校とも統計的な有意差はみら
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Table 1 調査の実施概要

寸且Aー 校 彰~ 程 設立主体

l.A 看談大学看護学部 4年制大学 学校法人

2. B 大学看護学部 4年tM大学 学校法人

3. C看護短期大学 短大3年課程 学校法人

4.D看護短期大学 短大 3年露日程 学校法人

5. E 医療短期大学 短大 3年課程 学校法人

6. F 国立病院附属看護学校 3年全日市1)専門学校 国(厚生省)

7.G国立病院附属看護学校 3 '1三全日tM専門学校 国 L厚生省)

8.H国立病院附属看護学校 3年全日前1)専門学校 因。享生省)

9. I大医学部附属看談学校 3年金目前1)専門学校 国(文部省)

10. J市立病院高等看護学院 3年全日制専門学校 市

1l. K 市立看護専門学校 3年全日tIll)専門学校

12. L 看護専門学校 3年全日市1)専門学校 社会福祉法人

言|

れなかった。そのため以下においては，各学校のデー

タを合算して分析するものとする。

また卒業後の希望進路の妥当性，すなわち，卒業

後の確定進路との関連を検討するため，当該年度最

終学年である学生(大学では 4年次生，短大 ・専門

学校では 3年次生)に対して1996年 3月国家試験の

結果が判明する時期に各学校を通し最終進路(J職業

名)を調査した。その際，看護婦については就職先

決定，その他については進学先決定をもって最終進

路とした。その理由は実態として，看護婦の場合国

家試験不合格でもほとんどが看護職として就職先に

就職しているためである。また，保健婦学校(課程)

への進学者の多くは保健婦として，助産婦学校 (課

程)への進学者の多くは助産婦として卒業後就職し

ており ，同一時点での比較のため上記時点を最終進

路決定時点とした。

2. 浪1)度(以下一部の項目 を除き 5段階のリカー卜

尺度を使用)

(1) 従属変数(看護学生のキャリア選択)

卒業後の希望進路(看護婦，保健婦，助産婦i，養

護教諭，看護教員，その他職業，未定から第 l希望

のみ選択 基本的なキャリア選択変数)，希望進路の

変更可能性 (rないJ，rあるJ から選択一キャリアの

確定 ・未確定の変数)。

(2) 独立変数(看護学生のキャリア選択への関係

要因)

・i職務特性一回尾 (1978)23)や田尾 (1984)24)から選

人口規模 対象数 回収数 回収率 有効回答

100万以上 )
} 22.1 % I} 150 149 

50万以上

100万以上 214 166 77.6% 166 

5万未満 313 233 74.4% 232 

1O~50万 300 244 8l.3% 240 

1O~50万 50 48 96.0% 48 

1O~50万 140 127 90.7% 110 

1O~50万 141 138 97.9% 138 

50万以上 146 129 88.4% 126 

1O~50万 180 82 45.6% 80 

50万以上 122 122 100.0% 122 

1O~50万 121 118 97.5% 118 

2406 1557 64.7% 1529 

択した，仕事の意義， 相互依存性， 自律性，多様性，

フィードパック，創造性の 6特性について現職者に

対し実施した予備調査と同一項目を，代表的な希望

進路と予測される看護婦，保健婦，助産婦，養護教

諭別に測定した(各 1項目計24尺度)。

・職業観-Super& Nevil (1986) 20)の“Valu巴Scale"

を修正した藤本・阿部(1988)4)の 「職業(労働)価

値観尺度」を採用した。この尺度は18の働くことに

ついての側面の重要性を 5段階のリカー 卜尺度で尋

ねるものである。この内労働時間 (3項目)，仕事の

奉仕的側面(3項目)，創造的側面(3項目)，対人

接触的側面(2項目)，多様性 (1項目)，仕事の自

律性(1項目)，仕事による達成感(2項目)の15項

目計 7尺度を採用した。

-能力の自己認知一体力，手先の器用さ，企画力，

リーダーシッ プ，説得力，感受性，創造的能力，主

張性，コミュニケーション能力の 9つの能力の自己

認知尺度各 1項目計 9尺度。

-適性感ー(看護婦，保健婦，助産婦，養護教諭に対

する)認知された適性(向き不向き)各 1項目計 4

尺度。

-その他の要因一家計の状態，看護学校での成績の

自己認知，看護学校進学の満足感，モラ トリアム意

識，選択への影響度(親 ・友人 ・看護学校の教師 ・

希望職業の現職者 ・その他周囲の人からの各アドバ

イス，看護学校の講義，同臨床実習，マスコミの情

報，就職場所，自己の能力，自己の興味 ・関心，自



(26 ) 

己の性格，自己の価値観) (以上各 1項目)及び成長

欲求 (3項目)の計18尺度。

m.結果

・襖11定尺度の信頼性

各測定尺度の信頼性 (α 係数)を算出した結果

( 2項目以上で測定する尺度のみ)がTable2である。

成長欲求のみやや低いがそのまま使用する。

-卒業後の希望進路

分析の基礎となる卒業後の希望進路(第 1希望の

み)がTable3-1に示される。また希望進路のキャ

リア選択としての指標の妥当性を検討するために，

最終学年 (大学は4年生， その他は3年生)のみ希

望進路と最終進路との一致状況を調査した結果がTabl巴

3-2に示される。

看護学生の希望進路は看護婦が約 3分の 2を占め

最も多く ，次いで保健婦，助産婦の順であった。一

般の大学生等と異なり ，未決定者の比率が低い点は

入学段階から特定の職業人養成という目的を学生の

側も自覚していることの表われであろう。また，そ

の他の職業はほとんど看護職以外の職業であった。

看護教員希望者は看護大学等の増加にともない，今

後増加すると考えられる。

また最終学年生のうち， 希望進路と 5 ~ 6 ヶ月後

の最終進路の一致していた者の比率が看護婦で90.5%，

全体で89.1%で、あった。そのため，希望進路のキャ

リア選択基準としての予測妥当性は確保されたとい

える。 他の 1，2年生等においても大きく異なる と

は考えにくいため，同様にキャリア選択基準として

学年途中で測定する希望進路を採用する。

1 . 希望進路の決定・未決定に関係する要因

(仮説 1-1 -仮説 1-3 ) 

仮説 1-1 (職務特性 1)を検証するため，希望進

路未決定群 (83人)において看護婦，保健婦，助産

婦，看護教諭の 4つの進路別の各職務特性要因に対

する認知得点の分散のコクラン検定を行った。その

結果，仕事の意義 (F=.30)，相互依存性 (F=.30)， 

自律性 (F=.30)，多様性 (F=.31)，フィードパッ

ク (F= .32)，創造性 (F= .30)であり，F (82) 

0.05 = .34を下回っているため 6つの職務特性の認知

すべてにおいて進路ごとの有意差がみられなかった

(以降結果のデータの記載は納悔の関係で一部省略し，

仮説検証の部分を中心に記載する)。そのため，仮説

Table 2 各尺度の信頼性係数
( 2項目以上で測定する尺度のみ)

尺度名

職業観(労働時間)

職業観(奉仕的側面)

職業観(創造的側面)

職業観(対人接触的側面)

職業観(達成感)

成長欲求

Table 3-1 卒業後の希望進路

日係数

0.80 

0.76 

0.77 

0.74 

0.71 

0.64 

希望進路 希望者数(人) 比率(%)

看護婦 1025 67.0 

保健婦 206 13.5 

助 産婦 113 7.4 

養護教諭 61 4.0 

看護教員 13 0.9 

その他の職業 28 1.8 

決めていない 83 5.4 

1529 100.0 

Table 3-2 最終学年生の最終進路と希望進路の関係

最終進路お 人数(人) 内希望進路 一致率(%)
と一致(人)

看護婦 328キ: 297仲 90.5 

保健婦 31 23 74.2 

助産婦 13 11 84.6 

養護教諭 5 5 100.0 

377 336 89.1 

*他に無!日出(結婚等)3，看護大学進学 1，その他進学3あり

同看殺婦のうち他の進路不合格による就職者21名含む

1-1は検証された (決定群は対象が1446名と多く有

意性検定はあまり参考にならないと考えられるが，

同様にコクラン検定を行った結果すべての特性にお

いて 1%水準で、分散の有意差がみられた)。看護学生

におけるキャリア未決定群はキャリア選択における選

択肢の弁別がなされていないことが明らかにされた。

次に作業仮説検証のため，希望進路決定群 (1446

人)と未決定群 (83人)別のキャリア選択への関係

要因の平均値によるt検定を行った。その結果，決定

群が未決定群より 5%水準以下で有意に高かった項

目は職業観では仕事の奉仕的側面，対人接触的側面

及び多様性の重視であ り，能力の認知では体力，器



用さ，感受性及びコミュニケーション能力であった。

また適性感では看護婦適性，その他では成長欲求及

び看護学校進学の満足感であった。これに対し未決

定群が決定群より有意に高かった項目は，職業観で

は労働時間及び自律性の重視であり，その他ではモ

ラトリアム意識であった。また，職務特性の差異は

すべて有意差はみられなかった。以上をまとめると

決定群 ・未決定群問で有意差のみられた要因は，職

務特性は24要因中 O要因，職業観は 7要因中 5要因，

能力の自己認知は 9要因中 4要因，適性J惑は 4要因

中I要因，その他は18要因中 3要因であった。全体

として職業観と能力の自己認知において有意差が検

出された要因が多くみられた。

未決定群が決定群より有意にモラトリアム意識が

高かったため，決定・未決定尺度の併存妥当性が検

証されたといえる。

また，仮説においては Table4によりいくつかの

能力の認知において決定者が未決定者より有意に高

かったため，仮説 1-2 (能力の自己認知)は部分的

に検証された。

また Table5より，看護学校進学の満足感は決定

者の方が未決定者より有意に高かったため，仮説 1-

3 (進学満足)は検証された。

次に看護教育，進路指導上の指針を得るため，基

本仮説に基づき看護学生のキャリア決定 ・未決定に

関係する要因を説明変数全体から選択して簡略化し

た説明モテ、/レを構築することをめざした。そのため，

決定 ・未決定を群別化変数，キャリア選択への関係

要因を説明変数とした階層的方法による正準判別分

析を行った。その結果が Table6である(モラトリ

アム意識は決定度と類似した意識のため削除した)。

5つの説明変数が検出され，希望進路決定者の的

中率は70.47%，未決定者の的中率は63.86%であり ，

全体では70.11%で、あった。標準化判別係数から，仕

事の対人接触的側面の重視や看護婦に適性があると

思うこと等が決定に結びつき，仕事の自律性の重視

や家計の状態が良いことが未決定に結びつくことが

明らかにされた。

2. 希望進路の確定度に関係する要因(仮説 2-

1 ，仮説 2-2 ) 

同様に希望進路決定群 (1446人)のうち，確定群

(665人)と未確定群 (781人)によるキャリア選択へ

の関係要因のt検定を行った。その結果，確定群が未

( 27) 

Table4 希望進路決定者 ・未決定者別の能力の自 己認知
のt検定

未決定(83) 決定(14'16)
f値

平均(SD) 平均(SD)

体 カ 3.45(1.10) 3.71(1.19) ー1.99え

手先の器用さ 2.88 (1. 28) 3.18(1.16) -2.29功

企 画 カ 2 53 (1.18) 2.71(1.02) ー1.33

リーダーシップ 2.41(1.08) 2.59 (1. 06) 1.50 

説 得 力 2.59 (1. 08) 2.68(1.03) ー 79

感受性 3.41 (1.16) 3.73(1.00) 2.50巧

創造的能力 2.86 (1. 09) 2.86 (1. 02) ー 01

主 張性 3.17(1.16) 3.33 (1. 06) 1. 31 

コミュニケーンヨ〉制 3.23 (1. 06) 3.51 (1. 01) 2.47* 

ネ戸く 05 

Table5 希望進路決定者 ・未決定者別の看護学校進学術
足感のt検定

lfI直

進学満足 ー3.53"ネ!

;"''''t < . 001 

Table6 看護学生の希望進路の決定 ・未決定を群別化変

数にした正準判別分析(11=1529) 

説明変数 標 準 化 F仮[
判別係数

養護教諭 ・フィードパック .26 4.34'" 

対人接触的側面重視 .49 20.65ネ i::l

自律性重視 ー.59 18.91*同

看護婦適性 43 24.19"同

家計の状態 ー 33 5.29" 

ウィノレクスのラムダイ直 .96 13.32ヰド*

標準化判5]1)係数のマイナスは未決定，プラスは決定の程度を示す。
d 戸<.05 **.!ρ く .001

確定群より 5%水準以下で、有意に高かった項目は職

務特性では保健婦の仕事のフィードパック，養護教

諭のフィードパックの各認知であり ，職業観て、は仕

事の奉仕的側面 ・対人接触的側面の重視，適性感で

は看護婦適性，その他では看護学校進学の満足感及

び就職場所の重視であった。これに対し未確定群が

確定群より同様に有意に高かった項目は，職務特性

では保健婦の仕事の多様性及び意義，助産婦の意義，

養護教諭の創造性及び自律性の各認知であり，適性

感では保健婦適性及び助産婦適性，その他では親 ・

希望の職業で働いている人 ・その他周囲の人からの
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アドバイスの重視，看護学校の講義で学んだことの

重視，成長欲求，成績の自己認知，モラトリアム意

識であった。以上をまとめると確定群・未確定群問

で有意差のみられた要因は，職務特性は24要因中 7

要因，職業観は 7要因中 2要因，能力の自己認知は

9要因中 O要因，適性感は 4要因中 3要因，その他

は18要因中 9要因で、あった。全体として適性感とそ

の他要因において有意差が検出された要因が多くみ

られた。

そして，未確定群が確定群より有意にモラ トリア

ム意識が高かったため，決定 ・未決定同様確定 ・未

確定尺度の併存妥当性が検証されたといえる。

仮説 2-1 (進学満足 2)はTable7により確定者

が未確定者より ，看護学校進学の満足感が高かった

ため，検証された。

また，仮説 2-2 (看護婦希望)を検証するために

希望進路別に確定者，未確定者の比率を算出し， χ2 

検定を行った結果が Table8である。全体として希

望進路別に有意差が検出され， 残差分析の結果看護

婦希望者のみ有意に確定群の比率が未確定群より高

かった。そのため仮説 2-2は検証された。

さらに，1 決定 ・未決定同様看護学生のキャリア

選択の確定 ・未確定に関係する要因を説明変数全体

から選択して簡略化した説明モデ、ノレを構築するため，

確定 ・未確定を群別化変数，キャリア選択への関係

要因を説明変数と した正準判別分析を行った。その

結果がTable9である(l. 同様モラトリアム意識は

削除した)。

13個の説明変数が検出され，希望進路確定者の的

中率は61.80%，未確定者の的中率は66.45%であり ，

全体では64.32%であった。そして希望進路の確定は，

職務特性では養護教諭の仕事のフィードパック，職

業観では仕事の奉仕的側面の重視，適性感では看護

婦適性，その他では看護学校進学の満足感及び就職

場所を重視することに関係していた。また，未確定

は職務特性では保健婦の多様性，適性感では保健婦

適性及び助産婦適性，その他では成長欲求が高いこ

と，学校での成績が良いと思うこと，親や周囲のア

ドバイスを重視すること， 看護学校の講義を重視す

ることが関係していることが明らかにされた。

3. 個々の希望進路の差異に関係する要因(仮説

3 -1 -仮説 3-5)

次に希望進路決定群 (1446人)において 6つの

Table7 希望進路確定者 ・未確定者別の看護学校進学満
足感のt検定 (叩=1446) 

t値

進学満足 -4.01'1ト!

*判ρ<.001 

Table 8 看護学生の希望進路別の確定 ・未確定

希望進路 未確定 確定

看護婦 469 くく 556 1025 

保健婦 144 >> 62 206 

助産婦 91 >> 22 113 

養護教諭 46 >> 15 61 

看護教員 10 >' 3 13 

その他の職業 21 >> 7 28 

計ー 781 665 1446 

X 2= 103.14， d.f. =5，pく .001

くく ，> >: 1 %水準で有意差あり

>' : 10%水準の傾向値で有意差あり

Table9 看護学生の希望進路の確定 ・未確定を鮮.8IJ化変
数にした正準半IJ別分析 (n=1446) 

説明変数

保健婦 ・多様性

養護教諭 ・フィー ドパック

仕事の奉仕的側面

看護婦適性

保健婦適性

助産婦適性

成長欲求

看護学校進学満足

学校での成績良

親のアドバイス重視

周囲のアドバイス重視

看護学校の講義重視

就職場所の重視

ウィルクスのラムダ値

標準化

判別係数

17 

-.26 

-.35 

ー.43

32 

26 

36 

-.39 

.24 

.25 

.25 

21 

-.29 

90 

i ρく .05 埼語ρ<.01 *** ρく 001 

F値

4.79キ

9.70干火

12.74料*

9.92*ド

22.24**キ

12.18味料

7.42同

15.80*料

9.67判

14.97*料

13.01'1料

6.08ヰ

6.77ドr

12.26*** 

標準化判別係数のマイナスは確定，プラスは未確定の程度を示す。

希望進路別に各関係要因の分散分析及びTukey検定

による平均値の対比較を行った。以下対比較で 5%

水準以下で、有意で、あった項目のみ記す(配列は平均

値の高低順)。



(1) 職務特性 看護婦の多様性一看護婦〉その他・

霊童塾星/看護婦の意義養護教諭 ・看護婦〉その他

/保健婦の創造性一保健婦>看護婦 ・その他， 助産婦 ・

看護婦r>その他/保健婦の意義一保健婦r>看護婦 ・そ

O)f{主， 養護教諭 ・助産婦〉その他/助産婦の創造性一

助産婦>看護婦 ・保健婦/助産婦の多機性一助産婦〉

三 O)ft主/助産婦の意義一旦童盟 ・養護教諭 ・保健婦 ・

看護婦〉その他， 助産婦>看護婦

下線は当該進路の希望者がその他進路の希望者よ

り充実していると認知している項目

24要因の職務特性の認知のうち 7要因においてそ

の進路を希望する学生は希望しない学生よりその職

務特性をよ り充実した複雑なものと認知lしている傾

向がみられた。そのため，仮説 3-1 (職務特性 2) 

は部分的に検証された。

(2) 職業観一労働時間一養護教諭 ・保健婦 〉看護

婦 ・助産婦 ・その他， 看護婦>助産婦/対人接触的側

面一看護教員 ・保健婦〉その他， 助産婦〉養護教諭 ・

その他， 看護婦〉保健婦 ・養護教諭 ・その他/自律性

養護教諭 ・保健婦〉看護婦 ・助産婦

7側面の職業観のう ち3側面で希望進路!.lIJの有意

差がみられた。

(3) 能力の自 己認知一リーダーシップ 看護教員

〉保健婦 ・助産婦 ・養護教諭 ・看護婦/企画力一保健

婦〉看護婦

9要因の能力の自己認知のうち 2要因で希望進路

別の有意差がみられた。

(4) 適性感 看護婦適性一看護婦 〉保健婦 ・養護

教諭 ・その他， 看護教員 ・助産婦 ・保健婦〉養護教

諭 ・その他， /保健婦適性一保健婦〉養説教諭 ・助産

婦 ・看護婦 ・その他/助産婦適性一助産婦 〉保健婦 ・

看護婦 ・養護教諭 ・その他/養護教諭適性一霊童塾塾
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〉保健婦 ・助産婦 ・看護婦 ・その他， 保健婦 >看護

i局

下線は当該進路の希望者がその他進路の希望者よ

り適性J惑が高いと認知している項目

仮説 3-3 (適性感)は看護婦適性 (F(5/1440)= 

19.78，ρく 001)，保健婦適性 (F(5/1440)= 19.05， 

ρく .001)，助産婦適性 (F(5/144ω= 17.26，ρく .001)，

養護教諭適性 (F(5/1440)=8.03，ρく 001)ともす

べて希望進路間全体で、有意差がみられた。そのため

平均値のTukey検定を行ったところ 4つの進路に

対する適性感すべてについて， その進路を希望する

学生は多くの他の進路を希望する学生よ り当該進路

に対する適性J惑が高かったため，ほぼ検証された

(Table 10)。

(5) その他ーモラ トリ アム意識その他 〉助産婦 ・

看護婦/看護学校進学の満足感一看護婦 ・助産婦>養

護教諭 ・その他，保健婦〉その他/成績一助産婦 ・保

健婦>看護婦 ・その他/親のアド、パイス重視一保健婦

>養護教諭 ・助産婦 ・看護婦・ その他・ 看護教員/友

人のア ドバイス重視保健婦・ 看護婦〉その他/教師

のア ドバイス重視一保健婦・ 看護婦>その他/その他

周囲の人のア ドバイス重視一保健婦>看護婦/実習重

視一看護婦 >助産婦 ・保健婦 ・養護教諭 ・その他/マ

スコミの情報重視一助産婦>看護婦 ・養護教諭，保

健婦 〉養護教諭/就職場所重視ー看護婦 ・保健婦〉助

産婦/自己の興味重視一助産婦>看護婦

設定したその他18要因のうち11要因で希望進路別

の有意差がみられた。

以上をまとめると，全体として個々の希望進路別

には適性感及びその他要因において有意差が検出さ

れた要因が多くみられた。

上記の分析からまず，その他職業希望者と看護教

TablelO 希望進路別の適性感，成長欲求及びモラ トリアム意識のTukey検定による対比較(数字は各群の平均値n= 1446) 

人数 看護婦適性 保健婦適性 助産婦適性 養護教諭適性 成長欲求 モラトリアム意識

看 護婦 1025 3.38 11.68 

保健婦 206 2.95 2.95 

助産婦 113 3.16 12.27 2.67 
本

養護教諭 61 2.52 11.56 

看護教 員 13 3.54 12.00 2.69 

その他職業 28 2.32 11.82 3.46 

* ρく .05 有意差の表示は仮説に該当する部分のみ記す。
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員希望者は以下のようなプロフィールをもっと解釈

された。

-その他職業希望者のプロフィーノレー多くの進路に

対する職務特性の認知における充笑度が他より低く，

適性感がどの進路に対しても低い。また，進学満足

感，成績の自己認知が低く ，他からのア ドバイスを

重視していない。 唯一モラ トリ アム意識のみ高い。

.看護教員のプロフィールーリーダーシップ能力の

自己認知と看護婦適性が他より高い。

また，仮説 3-4 (成長欲求)は希望進路全体では

有意差がみられた (F(5/1440)=2.26， fJく .05)が，

TablelOのTukey検定の結果，個別の希望進路間で

すべて有意差がみられなかったため，検証された。

同様に仮説 3-5 (モラトリ アム意識)は希望進路

全体で有意差がみられ (F(5/1440)=3.99， fJく .01)， 

TablelOのTukey検定の結果，その他職業希望者が

看護婦希望者よ り有意に高かった点のみ認められた

ため，部分的に検証された。

次に仮説 3-2 (職務特性 3)を検証するために，

Table 11-1 

予備調査における看護婦 ・保健婦 ・助産婦(計459人)

及び本調査における看護婦 ・保健婦 ・助産婦希望者

(1344人)削を対象に，それぞれ職業別及び希望進路

別に職務特性の認知得点の分散分析を行った。その

結果予備調査では創造性 (F(2/456)= 6.66， fJく .01)，

自律性 (F(2/456)= 4.36，ρく 05)，相互依存性 (F

(2/456) = 5.99，ρく 01)，フィードパック(F(21 

456) = 17.78，ρく 001)，多様性 (F(2/456)=2.47， 

ρく 10)，意義 (F (2/456) = .57， n.s.)であった。

また本調査では創造性(F(2/1341) = 33.73， Tく.001)，

自律性 (F(2/1341)=61.05，ρく 001)，相互依存性

(F(2/13L1l) =43.28， fJく 001)，フィー ドパック (F

(2/1341) = 7.54，ρく .001)，多様性 (F(2/1341)= 

14.77，ρ< .001)，意義 (F(2/1341)= .57， I1.S.)で

あった。

そして，Tukey検定による平均値の対比il疫を行っ

た結果がTable11-1及びTable11-2に示される。

以上をまとめて記述したのが Table11-3である。

直接の認知得点を現職 ・学生間で比較してもサンプ

意義

4.09 

4.04 

4.40 

Table 11-2 17， = 1344) 

義
一

mm
門
川

町
出

意一

4

4

4

Table 11-3 現職者と看護学生を比較した職務特性の認知lの差異(配列は平均値の高低順)

創造性 自律性 相互依存性

予備調査(現職者) 保健婦(・助産婦)>看護婦 助産婦〉看護婦 ・保健婦 (助産婦 ・)看護婦〉保健婦

本調査(看護学生) 保健婦〉助産婦 ・看謎婦 保健婦 ・助産婦〉看護婦 看護婦〉助産婦〉保健婦

フィー ドパック 多 様性 思、 義

予備調査(現職者) 助産婦 ・看護婦〉保健婦 有意差なし 有意差な し

本調査(看護学生) 助産婦〉看護婦 ・保健婦 助産婦 ・者説婦〉保健婦 有意差なし

> : 5%水準で有意差あり ，( )内は他と有意差がないもの。

政 3) 予備調査の対象と合致させるためである.
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ル数等の関係からあまり意

味がないため，同一項目に

対する回答を通して看護l隊

問と希望進路閉それぞれに

おける認知の差異が類似し

ているかどうかを検討する

ためである。

Table 12-1 看護学生の希望進路を群別化変数にした重判別分析 (n=1405) 

説明変数

保健婦 ・創造性

対人接触的側面重視

自律性重視

看護婦適性

保健婦適性

助産婦適性

養護教諭適性

企画カの自己認知

学校での成績良

親のアドバイス重視

自律性及び多様性を除け

ば，現職者調査で助産婦が

10人と少ない点を考慮に入

れると現職者の結果と看護

学生に対する本調査の結果

は比較的類似しており，仮

説3-2はある程度は検証さ

れたといえる。看護学生が

看護教育等を通して獲得す

る職務特性の認知の差異は

ある程度現職者のそれに類

似しているとみられる。

現職者のアドバイス重視

看護学校の実習重視

マスコミの情報重視

就職場所重視

自己の興味・関心重視

庖l 有 イ直

次に， 1， 2同様希望進

路別のキャリア選択の関係、

要因の説明モデノレを構築す

累 積 比 率

正 準 相 関

ウイノレクスのラムダ値

るため，希望者の少ないそ ;'t < .05 社間戸く ∞l

の他職業及び看護教員を除き，看護婦，保健婦，助

産婦及び養護教諭の 4つの進路を群別化変数，キャ

リア選択への関係要因を説明変数とする重判別分析

を行った。その結果がTable12-1である (1，2同様

モラトリアム意識は削除した)。そして，検出された

説明変数による的中率を算出した結果がTable12-2

である。さらに，各進路希望者間の希望の分間!f.の程

度をみるために 4つの進路希望者相互の重心聞の

距離を Table12-3に示した。

Table12-1によると全体で15個の説明変数が有意

に検出され，第 l正準変量は看護婦適性(マイナス)， 

保健婦適性，実習の重視(マイナス)，自己の興味 ・

関心の重視等の負荷が高かった。次に，第 2正準変

量は助産婦適性，保健婦適性(マイナス)，就職場所

の重視(マイナス)等により，また第 3正準変量は

養護教諭適性(マイナス)，マスコミの情報重視，親

のアドバイス重視，現職者のアドバイス重視(マイ

ナス)，保健婦適性等の負荷が高かった。

またTabl巴12-2によると，上記分析の的中率は看

護婦(58.34%)，保健婦(53.40%)，助産婦(61.06%)，

標準化判別係数
F値

日 国

10 .17 26 6.00*** 

ー.20 .14 08 8.27"叶

25 .19 ー.10 8.78**" 

70 23 23 24.42';' 

60 48 35 31.73ぺ i可

.03 .87 03 27.56**" 

13 ー.11 -.48 11.83"‘ド

19 .05 03 3.68'; 

13 .18 12 7 .45 ";" 

28 ー.07 39 14.97トl::!

。13 .14 38 3.29'" 

一.41 14 。08 11.41ヰドi

.04 23 .41 7.81‘・公

07 -.35 04 7.11"ヰ!

。31 18 -.27 5 .82**" 

30 .13 .04 

63.03% 90.60% 100.0% 

.48 34 21 

65 .85 96 

Tablel2-2 看護学生の希望進路の的中状況(上段は人数，
下段は%を示す)

半1) Jjl) 司叫自一 芳同之

合計
看護婦保健婦 助産婦養護教諭

看護婦 598 142 172 113 1025 

調 58.34 13.85 16.78 11.02 100.00 

保健婦 25 110 29 42 206 

査
12.14 53.40 14.08 20.39 100.00 

ペFrTjeI 
助産婦 21 11 69 12 113 

18.58 9.73 61.06 10.62 100.00 

果 養護教諭 6 13 5 37 61 

9.84 21.31 8.20 60.66 100.00 

養護教諭 (60.66%)であり，全体では57.94%で、あっ

た。

さらに， Table12-3から保健婦希望者と養護教諭

希望者は最も距隣が近く，類似度が高かった。逆に

いえば判別精度が最も悪かった。それに対し，助産

婦ー養護教諭，看護婦一養護教諭，保健婦一助産婦
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Tablel2-3 4つの進路希望者相互の重心開の

距再11

/ 

11・E・-

ー_，_ー一一一一一一一一一一ー+ーーーーーーーーーーーーー+一ーーーーーーーー一一ーーーーーーーーーーーー+ーーーー一一一一一ーーーー+ーーーーーーー一一一ー一一φ

-6 -4 -2 0 2 i 6 

第 1正準変 iii;

Fig.2 第1，第2正準判別空間における各進路希望者の

位置

は比較的判別精度が高いことが明らかにされた。

次に検出された 3つの正準判別解の次元を明らか

にするために，因子得点の希望進路別平均を算出し

た結果がTable12-4である。また，各進路希望者の

位置づけを全体として明らかにするために， 一例と

し第 1，第 2正準判別空間における各進路希望者の

位置を図示したのが Fig.2である。

Table 12-4及びFig.2により， 第 1正準変量は養

護教諭及び保健婦希望 (プラス)と看護婦希望 (マ

イナス)の判別を，第 2正準変量は助産婦希望(プ

ラス)と他の 3つの進路希望(マイナス)の判別を，

さらに第 3正準変量は保健婦希望 (プラス)と養護

教諭希望(マイナス)の判別を示していることが読

みとれる。

Table 12-4 希望進路別の因子得点の平均

希望進路
因子得点の平均

E 回

看護婦 ー.31 ー.08 ー。00

保健婦 1.05 -.17 29 

助 産 婦 .25 1.20 .05 

養護教諭 1.17 .31 86 

以上の分析から，各進路の希望者は以下のような

プロフィールをもっと解釈された。

・看護婦希望者のプロフィ ールー適性は看護婦に向

き，保健婦に向かないと認知していること，そして

キャリア選択上看護学校での実習を重視し，自己の

興味 ・関心を重視しないこと。全体的に養護教諭と

最も異なる。

-保健婦希望者のプロフィールー適性は保健婦に向

き，看護婦に向かないと認知 していること，そして

キャリア選択上自己の興味 ・関心を重視し，看護学

校での実習体験を重視しないこと。全体的に養護教

諭に類似し，助産婦と最も異なる。

-助産婦希望者のプロ フィールー適性は助産婦に向

き，保健婦に向かないと認知していること，そして

キャリア選択上就職場所を重視しないこと。全体的

に養護教諭と最も異なる。

・養護教諭希望者のプロフィ ーノレー適性は養護教諭

に向き，看護婦に向かないと認知していること，そ

してキャリア選択上自己の興味 ・関心及び現職者の

ア ド、パイスを重視し，看護学校での実習，マスコミ

の情報及び親のア ドバイスを重視しないこと。全体

的に保健婦に類似し，助産婦i及び看護婦と異なる。

以上の結果，本研究において看護学生は全体とし

て(看護婦希望)， (助産婦希望)， (保健婦希望及び

養護教諭希望)の 3ク、、ループに判別されたといえよ

っ。

最後に，全体としてA基本仮説は作業仮説の結果

や，半IJ別率等からみて，適性感やその他要因を中心

にかなりの程度，検証されたと思われる。

N.結果の考察

<希望進路の決定 ・未決定に関係する要因>

全体として，看護婦としての適性，職業観が決定・

未決定に関係していることが明らかにされた。すな



わち看護婦適性と並び，対人接触的側面は看護婦希

望者が保健婦，養護教諭，その他職業希望者と比較

し重視していたためである。この点は実質上看護学

生にとっては看護学校での教育の多くが看護婦の職

務と関係していると認知されていること，また看護

婦の資格を他の資格と比較し早く取得する場合が多

いというキャリア選択の二重性が関係していると思

われる。

これに対し，未決定要因である自律性は看護婦希

望者が保健婦 ・養護教諭希望者と比l絞して重視して

いない職業観である。このように他と比較し看護婦

希望者において重視される，または重視されない一

部の職業観が決定，未決定の規定要因として重要で

あることが示唆された。また家計の状態については，

複数の資格が取得可能な大学を別にすると，看護婦

以外のl職業に就くには卒業後一定の課程を修めるこ

とが必要である。そのため，家計の状態が良く進学

が可能である場合，未決定という意識をもっ可能性

があると考えられる。

このように小中高大学生と異なり，その職業教育

としての目的の明確さから未決定者が少ないと思わ

れる看護学校におけるキャリア決定 ・未決定は，希

望者の多い選択肢 (看護婦)に特徴的な適性，職業

観等により規定されることが明らかにされたといえ

よう。

さて， Callanan & Gre巴nhaus(1990) 2)が述べて

いるように，キャリア未決定の問題は職業自体の選

択の問題であるとともに，キャリア目標の選択の問

題でもある。特に結婚，出産によるキャリアの中断

が発生しやすい女性のキャリアにおいては，自己の

適性に適合した長期的なキャリア目標を設定し得る

かどうかが重要である。この問題は再就職や新たな

資格取得の機会に恵まれた看護l織においても，単に

学生段階だけではなく，就職後も，また場合によっ

ては生涯を通して考慮すべき問題であると思われる。

<希望進路の確定 ・未確定に関係する要因>

次に看護学生のキャリア決定における確定 ・未確

定の意識の結果について考察する。全体として確定・

未確定を規定する要因は各職業に対する適性感， 一

部の職務特性の認知，他からのアドバイスを中心と

するその他の要因が中心であり，能力の自己認知や

職業観はほとんど規定していないことが明らかにさ

れた。
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そして決定・未決定同様，希望進路が看護婦であ

るかどうかや，看護婦に対する意識が中心になって

いると恩われる。すなわち，看護職のキャリア選択

の二重性により 4年制大学を除く看護婦以外の進路

希望者は在学中は保健婦課程，助産婦課程等の受験

という点により未確定感が高いと思われる。たとえ

ば奉仕的側面の重視は r3.個々の希望進路の差異に

関係する要因」では有意差はなかったが，特に看護

婦において低いとは考えにくい。また現在の就職状

況において看護婦は大都市から町村まで就職場所の

1隔が広く，またナースパンク等再就職の機会にも恵

まれている。それに対し，保健婦，助産婦等他の職

業は求人数の少なさや就職場所の限定等の問題が指

摘されている。そのため就職場所の重視は，選択肢

の多さという点から看護婦希望を通して確定感に結

びつくと考えられる。さらに看護学校進学の満足感

は看護教育の中心が看護婦教育である点からも納得

できる点である。

また，未確定感の規定要因である他の進路に対す

る適性，成績の良さ，成長欲求等は前述したキャリ

ア選択の二重性，そしてそれによるより上位の資格

への挑戦という心理的意味づけによるとも考えられ

る。さらに，他人からのア ドバイスの重視はキャリ

ア選択における迷いの原因になる可能性も示唆され

た。

さて， Jones & Chenerγ(1980) 11)等，キャリア

選択における確定 ・未確定の意識はキャリア決定 ・

未決定の文脈において論じられることも多い。 しか

し，キャリアの未確定状態はキャリア選択後のワー

ク・モティベーションの低下にもつながる重要な問

題である。生涯専門職としての就業が可能な看護l織

において今後とも重要な問題である。

<個々の希望進路の差異に関係する要因>

個々の希望進路別の差異では，能力等を除き多く

の要因において有意な差異が検出された。まず，標

準化判別係数からも l明らかなように，適性J惑が進路

希望に重要な影響をもっ可能性が示唆された。すな

わち，当該進路に適性感をもっ学生は当該進路を希

望する可能性が高いことが明らかにされた。

さらに，保健婦に適性感をもっ学生は，看護婦を

希望していない点や，助産婦に適性感をもっ学生は

他の進路すべてを希望しない点等の例にみられる通

り，特定の他の進路への適性感が当該進路への希望
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にマイナスの影響を及ぼすことも明らかにされた。

この点はキャリア選択における referencegroupの

問題である。つまり，必ずしも同時期に平等にすべ

ての選択肢を考慮して選択をする訳ではなく， 一部

の特定の進路に対する適性の考慮が別の特定の進路

の選択と結びつくという過程の問題である。これは

キャリア選択の選択肢聞における判別の強弱の問題

と考えられ，他の領域におけるキャリア選択の指導

への応用が可能と思われる。また，職務特性の認知，

職業観もそれぞれ一部のものが規定要因として、浮き

彫りにされた。職務特性理論全体や多様な職業観の

すべてが看護学生のキャリア選択に影響を与えると

いうより ，そのなかの特定の要因に限定して考察す

る必要性が高いと思われる。さらに，意識要因以外

のその他の要因が個々の進路希望をかなり規定して

いることも明らかになり，看護学生のキャリア選択

を考察する場合意識要因に偏らない分析の必要性が

示唆された。

<職務特性の認知の観点から>

個々の職務特性の認知は看護学生のキャリア選択

を説明する際必、ずしも重要な判別要因ではなかった。

しかし，今後他の研究においても選択肢聞に認知の

差異がないことがキャリア未決定の重要な要因であ

ることが明らかにされれば，選択肢聞の認知上の分

散はキャリア決定 ・未決定の説明モデノレにおいて説

明変数として必要であると考えられる。

また，職務特性の認知の希望進路による差異につ

いては，特に養護教諭を除き，職務の意義について

希望進路の特性を他より高く評価する傾向がみられ

た。自己の職務の意義は予備調査(現職者対象)に

おいて職業聞に有意差はなかった (Tablell)。また，

本調査(学生対象)においても自己の希望進路に対

する認知を希望進路ごとに比較しでも有意差はみら

れなかった (Tablell)。さらに，両調査とも職務の

意義を同様に高く評価していた(各区分ごとの意義

の平均値は両調査ともすべて5点尺度で4.0以上であっ

た)。結局看護学生は意義の高い職業である看護職を

選択し(つまり看護学校に入学し)，そのなかで他よ

り意義を高く認めている進路を希望することが示唆

された。

さらに，学生の職務特性の認知の差異はある程度

当該希望進路の現職者の差異と類似していたため，

看護教育等により現職者の職務特性が学生にある程

度取り入れられている可能性が示唆された。そして

それが進路希望というキャリア選択の指標と関係し

ていることが明らかにされた。つまり，現職者の状

況をある程度理解した上でキャリア選択している可

能性が示唆された。今後他分野での研究が蓄積され

れば， J職業教育や進路指導における啓発的経験によ

り，学生の職業理解がどの程度進展するかを検証す

る|燦に一般的に職務特性の認、知が指標として使用可

能であることが認、められると恩われる。

<職業観の観点から>

職業観においては看護l織の専門職(プロフェッショ

ン)性に関する特定の側面が看護学生のキャリア選

択に関係していることが明らかにされた。

公共の福祉 ・愛他的サービスや自律性は竹内

(1971) 2l)や田尾 (1991)25)等の先行研究のレビュー

で認められているように，専門職の重要な要件であ

る。そして，前者に関する職業観が仕事の対人接触

的側面・奉仕的側面の重視であり，後者に関する職

業観が仕事の自律性の重視である。看護職の職務は

その成果が人聞に対するサービスという形であらわ

れ，クライアントと直接向かい合う対面的な性質を

もっという点である程度共通していると考えられる。

そのため，仕事の対人接触的側面・奉仕的側面はす

べての看護織が意識せざるを得ない側面である。本

研究でも両者を重視することが，進路の決定や確定

の判別に関係していた。キャリア選択への態度とい

う形で就職前の学生の段階においても，看護職に特

徴的な専門職性が意識されていたといえる。

また，学生のキャリア選択において自律性の重視

が，それを重視するほど未決定である等，特に決定・

未決定や個々の希望進路の判別要因になっていた。

この点も看護職の専門職としての側面と関係すると

思われる。Etzioni(1969) 3)によれば，看護婦は準専

門職(セミ ・プロフェッション)に該当する。そし

て準専門職は医師や弁護士等の確立された古典的専

門職に対し，専門性や自律性が欠けている，として

いる。そのため，自律性を重視する学生は看護婦の

医師に対する従属性等を考慮、して未決定で、あったり ，

他の養護教諭や保健婦を希望している可能性がある。

最近わが国において，看談大学の新増設や准看護婦

制度の見直し等の動向がみられるが，これらは看護

職のさらなる専門職化への動向といえる。今後これ

らの動向と学生のキャリア選択における意識が関係



してくると考えられる。

<能力の自己認知の観点から>

いくつかの能力の自己認知において決定 ・未決定

別，希望進路別の有意差はみられたが， 看護学生の

キャリア選択を説明する際の重要な判別要因ではな

かった。学生は具体的な rAという職業の遂行に必

要な能力」や rAはBより~の能力が必要だ」とい

う認知を前提に，それと自己の能力との内的な照合

を経てキャリア選択を行なっている訳ではないこと

が示唆された。看護学生は希望進路と能力の認知と

の問の明確な関係性を意識していないためと考えら

れる。

<キャリア選択満足感の観点から>

過去のキャ リア選択への満足が次の段階の選択，

特に確定感に関連する可能性が示唆されたといえる。

看護学校より前の小中高校におけるキャリア選択

への満足感も含め，今後縦断的に検討することによ

り，前述のHershenson& Roth (1966) 9)のモデル

が検証され，さらに個々のキャリア選択問の関係と

それに関係する意識についての一般的知見が得られ

るものと思われる。

くその他要因の観点から>

決定 ・未決定ではそれほどみられなかったが. li'(ii 

定 ・未確定や個々の進路決定の要因としてその他の

要因がかなり関係していることが明らかにされた。

特に自己の内面的な要因よりは他人のアドバイスや

看護学校での講義 ・実習等の外的な要因の影響及び

それらを重視していることが明らかにされた。看護

学校における進路指導の重要性が浮き彫りにされた

といえる。しかし，周囲のア ドバイスを重視するこ

とにより迷いが生じ逆に未確定になっている可能性

もあり，基本的には進路の自己決定能力の育成が必

要である。これらの点は女性が多いという看護学生

の特性を反映しているためか，年齢的に特有のもの

かはキャリア選択における性差やキャリア発達段階

からの視点からの今後の研究の蓄積が必要である。

<適性感の観点から>

全体としては適性感が決定 ・未決定，確定・未確

定，個別進路の選択のいずれにおいても重要な判別

要因であることが明らかにされた。この点から適性

感が媒介変数になり，他の要因が適性感に影響を与

え，それが進路希望，進路選択へ影響を与えるとい
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|適性感卜砂|進路希望|

Fig.3 看談学生の進路希望の説明モテ、ル

う以下のFig.3のような因果関係モデ、/レがA基本仮

説 (Fig.l)からの修正モデ、ノレとして示唆される。ま

た，このモデノレは組織従業員の能力適性評価と CDP
等，学生だけでなく勤労者一般に応用可能と思われ

る。

<看護教育の観点から>

いくつかの学校での聞き取り調査の結果から，看

護教育の現場では本研究における基本的立場のよう

に，看護婦，保健婦，助産婦等看護職の職業上の差

異を前提としたキャリア選択のための教育や進路指

導は組織的に行われていない学校が多いようである。

看護l織の最大の職能団体である(社)日本看護協会

においても職業別の部会としては活動していても，

特に統計等においては差異を考慮せず看護職全体で

とらえることが多い。 裁判等職務上職業の差異を意

識せざるを得ない法律織とは異なる点が多い。注4)

また，最初はある看護職として就職し，その後様々

な事情で学校に通い別の看護l織の資格を取得し，就

職している看護l臓の例も多くみられる。ナースパン

ク等による再就職の容易さや将来的な需要の高まり

と{万一せ，看護職が国家資格として裏打ちされている

強みである。これらの点からすれば木研究のように

看護l織の差異をあえて問題にする必要はないかもし

れない。しかし， 一人の人が生涯就くことの可能な

職業の数は現実にはそれほど多いとは考えられない。

特に，結婚，出産等によるキャリアの中|析に陥るこ

との多い女性の場合，若年期におけるキャリア選択

は重要である。そのため，生涯キャリア発達の観点

から現実にいくつかの看護l織に就く場合においても，

それら看護職聞の差異や自己の適性をよく見極める

必要があると考え られる。看護教育においても特に

保健所実習，産手|実習等の臨床実習のもつ進路指導

的側面が考慮される必要があろう。本研究において

も，看護学生がキャリア選択の際重視する条件とし

主主 4) しかし，司法研修所においても職業上の差異を意徹した進路指導は行われていないといわれている。
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て現職者のアドバイスが親や周囲の人のアドバイス

と並んで個々の希望進路の判別要因として有意であっ

た。これに対し本研究では有意ではなかったが，看

護学校の教師や学校の友人 ・先輩のアドバイスが必

要になる場合もあると恩われる。

V.今後の展望

今後は学年毎の差異を横断的に検討するとともに，

縦断的に看護学生のキャリア選択が看護教育の進展

にともないどのように変化 ・発展してゆくかを検討

する。それにより，進路指導的観点からの教育上の

示唆が得られると考えられる。さらに，キャリア選

択に影響を与える要因聞の因果関係を検討する必要

がある。その際本研究で示唆された適性感が重要な

要因になると思われる。最後に若松 (1989)28)が教職

の研究において述べているように，本研究のように

職業を限定してキャリア選択を分析することが今後

学生の意識の理解や進路指導にとって実践的な方法

になると思われる。法律l隊等他の専門l隊，その他専

門職以外の職業におけるキャリア選択の過程やそれ

とl職業教育との関係についても検討する必要があろ

う。それにより，勤労者及び学生の本来の意味にお

ける職業選択としてのキャリア選択に関する要因の

普遍的な研究につながると思われる。

なお，本研究の一部は日本進路指導学会第18回研

究大会において発表された。
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