
Ⅰ．はじめに

看護実践の質を向上させるためには、看護師の看護と

いうキャリアへのコミットメントは必要不可欠である。

しかし経験豊富な看護師の離職によるその組織での看護

実践の質への影響、さらに現任教育にかかる日数と経費

の投資 1）を考えるとき、キャリアコミットメントのみ

ではなく、組織に対してコミットメントすることも重要

になる。つまり個々の看護師が、看護という職業が自分

の人生にとって意味のあるキャリアであると捉えるだけ

でなく、個人が所属する組織へ気持ちの上でのつながり

を作り、その場で能力を発揮し、組織に貢献しようとす

ることも必要であるといえる。本研究の目的は、臨床看

護師の組織コミットメントを促す経験を帰納的に探索す

ることである。

Ⅱ．組織コミットメントの定義と研究

組織コミットメントは、様々に分類、定義されている。

古典的分類では、Etzioni2）の組織の目標と価値を内在化

することに基づく道徳的関与・コミットメント、貢献に

見合った報酬が得られることによる打算的関与、他の選

要旨

臨床看護師の組織コミットメントを促す経験を探索することを目的として、自由記述による質問紙調査を実施した。

本研究で組織コミットメントとは、個人の組織への心理的なつながりと定義した。対象は、15 カ所の病院に勤務する

臨床看護師 70 名で、自分が勤務する病院に愛着を感じ、頑張って働こうと思うときの記述を依頼した。質問紙の冒頭

に研究目的、匿名性・プライバシーの保護、本研究目的以外に使用しないことを記述し、質問紙への回答を同意とみな

した。

組織コミットメントなしと記述した 6 名、および無記名の 6 名を除き、58 名の記述を質的に分析した。その結果、

12 サブカテゴリー、7 カテゴリーを抽出し、カテゴリーの関連性を図示した。分析結果の厳密性は、メンバーチェッ

キングにより実施した。

組織コミットメントの中心となっているのは、＜自己の存在価値の実感＞である。それは＜仲間との良好な関係＞の

中で生じる＜チームケアへの満足＞、＜能力発揮のチャンス＞、＜充実感・やりがいの実感＞から起こっている。これ

らの経験に影響を及ぼしているのが＜病院理念への共感＞と＜良い病院評価＞であった。

以上の結果から、臨床看護師の組織コミットメントを促進するためには、個々の看護師の能力を発揮できるチャンス

の提供、病院の理念の明確化、個々の看護師のキャリア発達の支援、内的要因による職務満足の促進が重要であると考

えられた。

　キーワード：組織コミットメント、臨床看護師、経験、質的分析
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択肢がないことによる疎外的関与がある。Jaros ら 3）は、

文献検討により 3 形態の組織コミットメントを定義し

た。それらは、帰属意識、愛情、誠実さなどの感情に基

づく心理的アタッチメントである情緒的コミットメント、

組織の目標・価値・使命の内在化に基づく心理的アタッ

チメントであるモラルコミットメント、組織に留まる必

要性による継続的コミットメントである。またMowday

ら 4）は、組織コミットメントを、個人の組織へのつな

がりの相対的な強さであると定義し、次の 3 要素があ

るとしている。組織の目標や価値を強く信じて受け入れ

ること、組織のためにかなりの努力を行う意思があるこ

と、組織のメンバーとして留まりたいと強く望むことで

ある。本論文では、Mowday らの定義に基づき、組織コ

ミットメントを個人の組織への心理的なつながりと定義

し、情緒的コミットメントおよびモラルコミットメント

を組織コミットメントとして扱う。また本論文で組織と

は、設置主体や規模に関わらず、研究参加者が所属して

いる病院を指す。

看護職者の組織コミットメントについては、海外で

様々な研究が行われている。看護師を対象とした職務満

足と組織コミットメントのレベル 5）、ナースマネジャー

を対象とした脱中央集権化や職務満足との関係 6）、職場

のエンパワーメント、組織への信頼感、職務満足、およ

び組織コミットメントを関連づけたモデルの検証 7）、マ

ネジャーのリーダーシップ行動との関係 8）、組織コミッ

トメントに関する新人看護師の 1 年間の変化 9） などで

ある。これらの研究は、組織コミットメントの操作的定

義に基づき、変数との関連性を探索している量的研究で

ある。一方、質的研究は少なく、看護師の組織コミット

メントに貢献するリーダーシップ行動 10） 、組織コミッ

トメントに貢献する要因 11）が明らかにされている。

日本で行われた看護職者を対象とした組織コミットメ

ントの研究はまだ少なく、組織コミットメントと職務

コミットメントが異なる因子であることの確認 12） 、コ

ミットメント尺度の因子的独立性の検討 13） といったコ

ミットメントの概念に関する研究が行われている。組

織コミットメントのより実証的な研究では、組織コミッ

トメントと勤続年数や看護部の意志決定システムとの関 

係 14） 。また精神科看護師の組織コミットメントと専門

職性との関係 15） 、助産師と看護師の組織コミットメン

トの違いと関連する変数の検討 16） 、組織コミットメン

トと関連変数の因子の検討 17） が行われている。これら

の研究は、何らかの尺度を用いて組織コミットメントを

測定することによって、関係する要因を明らかにし、看

護職者の組織コミットメントの理解に貢献している。し

かしこれらは全て量的研究であり、どのような経験が組

織コミットメントを促しているのかを明らかにし得るも

のではない。そこで臨床看護師に焦点を当て、どのよう

な経験が組織コミットメントを促すのかを探索する基礎

的研究を実施した。

Ⅲ．研究方法

15 カ所の病院に勤務する臨床看護師合計 70 名を対

象とし（便宜的サンプル）、質問紙を用いた調査を実施

した。対象となった看護師は、本研究者が講師を務めた

A県内の研修会の参加者であり、研修会終了後に研究目

的および倫理的配慮を説明し、協力を依頼した。回収に

は、テープ付き封筒を準備し、各自が封をした上で提出

できるようにした。なお研修会テーマは、本研究とは無

関係であった。

質問項目のうち、「あなたはどのようなときに、自分

の勤務する施設に愛着を感じ、頑張って働こうと思いま

すか。」の 1項目への自由記述を分析した。この質問項

目は、組織コミットメントの定義および文献検討を基に

作成した。倫理的配慮としては、質問紙の冒頭に研究目

的、匿名性・プライバシーの保護、本研究目的以外に使

用しないことを記述し、質問紙への回答を同意とみなし

た。

組織コミットメントなし（愛着は感じていない、この

病院でなくてもよいなど）と記述した 6 名および記入

のなかった 6名を除き、58 名の記述を質的に分析した。

具体的には、記述内容を意味内容を変えないように要約

してコード化し、このコードを相違点、共通点について

比較分析することにより、カテゴリー化（抽象化）を行っ

た。次に、この分析で抽出されたカテゴリーの関連性を、

Glaser18） が提唱したコーディング・ファミリーを用いて

検討した。これらは原因、前後関係、付随する事柄、結果、

共に変化するもの、条件の 6つであり、「このカテゴリー

は、別のカテゴリーの原因に当たるか」というような問

いを発しながら、カテゴリー間の関連性を図式化した。

岐阜県立看護大学紀要 第 6巻 1号 , 2005

̶ 12 ̶



分析結果の厳密性の検討については、3名の看護学研

究者とディスカッションをするとともに、メンバーチェ

キングを行った。メンバーチェッキングは、分析結果を

5名の研究参加者にＥメールで送付して意見を聞き、分

析結果は支持された。

Ⅳ．結果

分析対象となった記述を行った看護師の性別は、男

性が 1名のみで、残り 57 名は女性であり、平均年齢は、

33.9±10.7歳であった。現在の職場での経験年数は、6.5

± 5.7 年で、全体の看護経験年数は 10.6 ± 8.6 年であっ

た。一方、組織コミットメントの不在を記述した看護

師は、全員女性で、平均年齢は 29.2 ± 6.9 歳であった。

現在の職場での経験年数は、5.3 ± 6.0 年で、全体の看

護経験年数は 8.3 ± 7.5 年であった。

分析の結果、臨床看護師が組織コミットメントを感じ

る経験として 12 サブカテゴリー、7 カテゴリーが抽出

された。

＜自己の存在価値の実感＞

カテゴリー＜自己の存在価値の実感＞は、『自己の有

用感』『自分の努力・成長の実感』『他者による良い評価・

承認』の 3サブカテゴリーにより構成されていた。『自

己の有用感』では、「自分の知識・技術・経験によって

患者の危機を察することができ、危機状態から救えたと

き」や「受け持ち患者が関わりによって良い方向へ進ん

だとき」、「後輩を指導したり教育したりして、少し役に

立っているときに、もう少し頑張ろうと思う」など、自

分が臨床において有用であると感じられる経験が述べら

れていた。『自分の努力・成長の実感』では、「目標達成

ができたとき」や「看護師として同僚や患者様に関わっ

ていくうえで、自分も成長していけると思うとき」と述

べられていた。『他者による良い評価・承認』では、「自

分の仕事が患者、仲間特に上司、組織からそれなりの評

価をしてもらえたとき」という個人に対する評価だけで

なく、「患者中心の看護実践をしようとしていることを

他職種（特に医師や看護部以外の管理職）に認められた

とき」といった看護職自体が評価・承認される経験が挙

げられていた。自己の有用感と努力や成長を感じ、また

周りに認められる経験が、この病院で頑張ろうという思

いにつながっていた。

＜仲間との良好な関係＞

カテゴリー＜仲間との良好な関係＞は、『一緒に頑張

る仲間の存在』『上司や同僚との良い関係』の 2サブカ

テゴリーにより構成されていた。『一緒に頑張る仲間の

存在』では、「厳しい勤務状況の中で、運命共同体の人

が頑張ろうとしているとき」や「この病院には一緒に仕

事をしたいと思う大好きな人が 3 人いる。前向きに物

事を捉えるこの人たちに接すると、辞めたいと思うこと

があっても、やっぱりこの病院が良いと思う」と、一緒

に頑張ることができる仲間の存在による組織へのアタッ

チメントが述べられていた。『上司や同僚との良い関係』

では「病棟スタッフ間での関係が良いとき」、「上司やス

タッフの関係が良いとき」が挙げられていた。上司、同

僚など仲間との良好な関係をもっていることが、所属施

設に愛着を感じ、頑張って働こうという思いにつながっ

ていた。

＜充実感・やりがいの実感＞

カテゴリー＜充実感・やりがいの実感＞は、『患者・

家族からの肯定的フィードバック』『患者との関わり』

の 2サブカテゴリーにより構成されていた。『患者・家

族からの肯定的フィードバック』では、「長く関わって

いる患者さんから、ここの看護で良くなったなど看護

を認める意見をもらったとき」や「退院した患者さん

が、外来通院時に病棟へ顔を出し、自分に会いに来て下

さったとき」など、何らかの形で患者や家族から肯定的

なフィードバックを受けたと思う経験に言及されていた。

『患者との関わり』では、「患者の反応が心に残ったとき」

や「病院での勤務は、患者さんとの関わりが私にとって

とても楽しく、病気の回復は自分の喜びでもある」と記

述されていた。看護実践に対する充実感ややりがいが実

感され、それが組織コミットメントにつながっていた。

＜良い病院評価＞

カテゴリー＜良い病院評価＞は、『他者からの良い病

院評価』と『自己の良い病院評価』の 2サブカテゴリー

により構成されていた。「他の人から自分の病院を良い、

よくしてもらったという評価をもらったとき」といった

他者の評価のみではなく、「他の施設と比べて、良い点

や優れた点があったとき」や「自分の病院は暖かみがあ

るなと思ったとき」など、所属する病院を自分が良いと

評価する『自己の良い病院評価』があった。さらに自分
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の病院が良いと思うときには、「研修や資格取得を週休

ではなく、出張扱いや年休で行けるとき」や「冠婚葬祭

以外の家族の緊急時に休みが取れること」などがあり、

個人的に何らかのメリットがあると感じることも良い病

院評価につながっていた。

＜チームケアへの満足＞

カテゴリー＜チームケアへの満足＞は、カテゴリーと

同様『チームケアへの満足』の 1 サブカテゴリーで構

成されていた。「チームとして頑張ったと自分たちのケ

アに満足したとき」、「スタッフのチームワークで患者様

の問題点を見出し、解決できたときの喜びを分かち合え

たとき」など、チームで実施したケアへの満足が組織コ

ミットメントにつながっていた。

＜能力発揮のチャンス＞

カテゴリー＜能力発揮のチャンス＞は、カテゴリーと

同様『能力発揮のチャンス』の 1 サブカテゴリーで構

成されていた。「今まで体験・経験したことを充分に発

揮するチャンスが多々あるため、病院に愛着を感じ、好

きである」と述べられていた。

＜病院理念への共感＞

カテゴリー＜病院理念への共感＞は、カテゴリーと同

様『病院理念への共感』の 1 サブカテゴリーで構成さ

れていた。「病院の掲げる理念に共感していること」が

組織コミットメントにつながっていた。

＜カテゴリー間の関連＞

抽出された 7 カテゴリーのカテゴリー間の関連性を

検討した。研究方法に述べたように Glaser のコーディ

ング・ファミリーを使用し、例えば＜自己の存在価値の

実感＞は、＜充実感・やりがいの実感＞、＜チームケア

への満足＞、＜能力発揮のチャンス＞の結果であると解

釈した。また後者の 3 カテゴリーは、ともに変化し相

互に影響し合うと考えられた。これらの関係性は、図 1

に示すとおりである。組織コミットメントの中心となっ

ているのは、＜自己の存在価値の実感＞である。それは

＜仲間との良好な関係＞の中で生じる＜チームケアへの

満足＞、＜能力発揮のチャンス＞、＜充実感・やりがい

の実感＞から起っている。これらの経験に影響を及ぼし

ているのが＜病院理念への共感＞と＜良い病院評価＞で

ある。

Ⅴ．考察

Meyer ら 19） は、組織コミットメントに最も関係する

のは、個人特性や職務特性よりも職場での経験であるこ

とを指摘している。看護師が職場でどのような経験をす
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るかが重要であるが、組織コミットメントの中心的な経

験となっているのは、＜自己の存在価値の実感＞であっ

た。組織コミットメントモデルの中で Steers20） は、組

織コミットメントを個人特性などの先行条件と職務業績

などの成果との媒介変数として捉えているが、その中で

組織にとっての個人の重要性の認識を先行条件の 1 つ

としている。この組織にとっての個人の重要性の認識は、

まさに＜自己の存在価値の実感＞そのものといえる。自

分自身が組織にとって重要と感じられるためには、自己

の有用感を持ち、自分の努力・成長を実感できることが

必要である。具体的には、院内の委員会活動や病棟内で

の何らかの役割など、個々の能力を発揮できるチャンス

が有用であろう。臨床看護師は、自分の能力を活用する

ことを期待して病院で働いており、病院が看護師個々の

能力を最大限に発揮できるようにしていくことで、組織

コミットメントは強くなっていくと考えられる。つまり

組織のニーズと個人のニーズの一致を図るキャリア開発

が重要である。

仕事への満足は、組織コミットメントに正の強い関係

があることが指摘されている 21、22） 。また看護職者の職

務満足の調査 23） では、看護師間相互の影響として、お

互いに助け合い協力しあう関係が満足を高めているこ

とが報告されている。30 名のスタッフナースを対象と

した質的研究 24）では、組織コミットメントに貢献する

要因として、同僚を挙げている。友人、サポートシステ

ムとしての同僚と良い関係を保って働くことで、組織コ

ミットメントが強まり、逆に同僚とうまく行かないこと

が組織コミットメントを弱めることを報告している。ま

たMcNeese-Smith ら 25） は、病院看護師を対象とした調

査で、上司との良い関係が組織コミットメントに影響を

及ぼしていたと述べている。本研究の＜仲間との良好な

関係＞は、仕事への満足を高める重要な要因となり、そ

れが組織コミットメントに影響を与えているといえる。

また職務満足の要因として、患者との関わりや患者から

の評価で、職場でのやりがいを感じている看護師が多い

ことが報告されている 26） が、本研究においても、患者

との関わりや患者・家族からの肯定的フィードバックが

＜充実感・やりがいの実感＞をもたらし、その環境への

心理的なアタッチメントとしての組織コミットメントを

生じていると考えられる。

この患者・家族からの肯定的フィードバックによる

＜充実感・やりがいの実感＞を得るためには、肯定的

フィードバックが得られるだけの専門的知識・技術の保

有が必要不可欠であり、組織コミットメントという心理

的アタッチメントの形成には、気持ちだけの問題ではな

く、専門職として成長することが重要である。経験が長

いほど組織にコミットメントする 27）ということは、こ

れらの専門的知識・技術の獲得との関係を示している

と解釈できる。本研究参加者の調査時点の経験年数は、

10.6 ± 8.6 年、所属施設での経験年数は、6.5 ± 5.6 年

であり、これらは組織コミットメントの不在を記述した

看護師よりも長かった。専門的知識・技術を獲得するこ

とは、組織コミットメントに関係すると考えられる。

組織コミットメントの 1 種である情緒的コミットメ

ントと監督者による仕事の評価の関係を調べたMeyer

ら 28） は、その間に有意な正の相関を報告している。つ

まり組織コミットメントが強ければ、高い評価を得る仕

事をしていると解釈できるとしている。この研究は食品

サービス業従事者を対象としているが、看護師に当ては

めると、強い組織コミットメントを持つ看護師は、望ま

しい看護実践を行い、看護部の目標を達成するために働

き、ひいては病院の理念により貢献すると考えられる。

病院の理念に共感することは、組織コミットメントを

促す経験の 1 つとして抽出された。組織コミットメン

トの定義からすれば、病院理念への共感は、3要素のう

ちの 1 つである「組織の目的と価値観の受容とそれら

に対する強い信念」29） そのものであるといえる。組織

コミットメントを強めるためには、組織と個人の目的や

価値観の一致を重視すべきであることが指摘されてい 

る 30） が、組織の理念を看護実践に反映できるほど理解

し、それを支持すること、さらに組織における自分の位

置付けを明確にすることが重要である。組織と個人の目

的や価値観の一致は、病院も看護師個々人も意識し重視

すべきことである。

看護師は組織より職業へ、より強くコミットメントし

ていると指摘されている 31）。組織コミットメントとキャ

リアコミットメントが代替関係にあるという主張もある

が、岩田 32） は、仕事の面白さや専門に対する自己有効

性などの内的報酬を喚起する仕事が組織から与えられる

場合に、組織コミットメントもキャリアコミットメント
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も強い二重コミットメントが生じると述べている。さら

にMcCloskey ら 33） は、臨床看護師を対象とした縦断調

査の中で、キャリアコミットメントと組織コミットメン

トは葛藤を生じないことを報告している。看護師個々人

が、所属する組織によって自己のキャリア発達が支援さ

れていると感じるならば、キャリアコミットメントだ

けでなく、必然的に組織コミットメントは強まると考え

られる。Katz と Van Maanen34） は、仕事の満足を、能

力の活用、仕事のチャレンジ性、自立性などの内的要因

による満足と、給与や昇進などの外的要因による満足に

分類している。本研究結果の＜自己の存在価値の実感＞

＜充実感・やりがいの実感＞＜チームケアへの満足＞

＜能力発揮のチャンス＞は、内的要因による満足であり、

組織コミットメントおよびキャリアコミットメントの両

方を強めることのできる経験であるといえる。

組織コミットメントは離職との関係で議論されること

が多く、組織コミットメントの結果として離職あるいは

残留意思が想定されている。キャリアマネジメントの観

点からは、離職を組織にマイナスの影響として捉えるの

ではなく、人材育成をとおして組織の成長をはかるキャ

リアマネジメントの一形態と受け止める必要性が指摘さ

れている 35） 。離職の組織に対する影響をどのように捉

えるかについては、さらに議論されるべきであるが、組

織コミットメントとキャリアコミットメントが両立する

ならば、組織にとっても個人のキャリアにとっても、そ

のメリットは大きいと考えられる。

臨床看護師を対象とした組織コミットメントに関する

質的研究は、日本では行われておらず、まず組織コミッ

トメントを生じる経験に関する概要を把握する目的で、

今回の質問紙調査を実施した。15 病院は、設置主体や

規模も様々であり、これらのデータは収集していない。

また、詳細な個人特性や役割特性についても収集してい

ない。臨床看護師の組織コミットメントの様相をさらに

探求するには、これらのデータは必須である。先行研究

においては、組織コミットメントに影響を及ぼす要因と

して 4 つが明らかにされている。それらは、教育レベ

ルなどの個人特性、仕事の範囲を示す役割特性、所属組

織の大きさや権威の集中化の程度を示す構造特性、仕事

の経験である 36）。個人および役割の特性や組織の構造

特性と、仕事の経験との関係を明らかにすることは、今

後の課題である。さらに、今回は質問紙を用いたので、

仕事の経験についてもその内容を充分に明らかにできて

いない限界がある。今後、面接法を用いて、さらに詳細

な経験内容を明らかにしたいと考えている。

Ⅵ．おわりに

臨床看護師の組織コミットメントを促す経験を探索す

ることを目的として、自由記述による質問紙調査を実施

した。記述内容を質的に分析した結果、12 サブカテゴ

リー、7カテゴリーを抽出し、カテゴリーの関連性を図

示した。

組織コミットメントの中心となっているのは、＜自己

の存在価値の実感＞である。それは＜仲間との良好な関

係＞の中で生じる＜チームケアへの満足＞、＜能力発揮

のチャンス＞、＜充実感・やりがいの実感＞から起こっ

ている。これらの経験に影響を及ぼしているのが＜病院

理念への共感＞と＜良い病院評価＞であった。

組織コミットメントと個人・役割・組織の特性および

仕事の経験との関係を明らかにすることは、今後の課題

である。今後、面接法を用いて、さらに詳細な経験内容

を明らかにする必要もある。
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Clinical Nurses’ Experiences which Facilitate Organizational Commitment

Misuzu F. Gregg

Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing

Abstract

The purpose of this study was to identify the experiences that facili tate organizational 

commitment  of  c l in ica l  nurses .   Organiza t ional  commitment  in  th is  s tudy was  def ined as 

psychological attachment to an organization.  Seventy clinical nurses from 15 hospitals, which 

is a convenient sample, agreed to participate in this study.  Data were collected by the responses 

to one question on an open-ended questionnaire: When do you feel that you are attached to your 

hospital and dedicated to your work?  Data were analyzed qualitatively.

Six nurses wrote that they did not feel attachment to their hospital and another 6 nurses 

wrote nothing.  Therefore, the following findings are based on the results of the responses of 

58 nurses.  A systematic analysis of the data identified 7 categories, and 12 subcategories and a 

model was developed from the data.  The credibility of the findings was supported by member 

checking.  

The core of organizational commitment was “realizing self worth”.  This happened when 

they were “sat isfying care with team work”,  “having a chance of  using their  own abil i ty”, 

and “feeling a sense of fulfi l lment” in the environment of “having a good relationship with 

colleagues”.  The influential factors were “getting/having a good evaluation about the hospital” 

and “being attracted by the hospital’s vision”.  

Based on the findings, the ways to facilitate clinical nurses’ organizational commitment 

were considered.  It was important to consider the followings: to prepare for a chance to show 

an individual nurse’s ability, to clarify the hospital’s vision, to support an individual nurse’s 

career development, and to facilitate a nurse’s satisfaction based on internal factors.

Key words: Organizational commitment, Clinical nurses, experiences, qualitative analysis
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