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Abstract 
As Japan is facing a super-aging society, more and more care workers are needed in nursing care 

facilities. According to an investigation by Care Labor Stability Center in 2019, “labor shortage at nursing 
care sites” was shown to be 55% related with working conditions and work stress such as worries, anxieties, 
and dissatisfaction, which was even more worrisome and dissatisfied than “wages”. The Japanese 
Ministry of Health reported that 253 million nursing care workers will be needed by 2021, but only 190 
million workers were engaged in nursing care profession in 2016, and still an average of approximately 
60,000 nursing care workers should be hired each year. In Hokkaido, the so-called "baby boomer 
generation" will reach the age of 75 in 2025, and the population aged above 65 was predicted to be about 
1.7 million. However, it is a difficult task to cultivate enough nursing care workers in the nearly future. 
On one hand, the working-age population across the whole industry is decreasing these years. On the 
other hand, the turnover rate of nursing care industry is higher than the average level, which is supposed 
to be relate with high work stress. The workload suffered by nursing care workers is supposed to be much 
higher than the average level, and thus it is important to clarify the key factors related with the physical 
and psychological stress and to find countermeasures for getting enough nursing care workers. Therefore, 
the Brief Job Stress Questionnaire（BJSQ）was used in our study to investigate the related factors of 
occupational stress for nursing care workers in long-term care facilities in Hokkaido. The obtained data 
was then used for covariance structure analysis to find the relationship between occupational stress and 
the factors included in the BJSQ for nursing care workers in Hokkaido. 
Keywords : Job stressors, Psychological stress, Physical stress, Covariance structure analysis 
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１．はじめに 

日本では急速に高齢化が進み、要介護者数は増加

の傾向が見られる。令和元年度介護労働実態調査に

よると、介護職の労働条件・仕事の負担に関する悩

み、不安、不満などにおいて「人手が足りない」と

回答した割合は最も高く 55.7%であり、介護現場で

の人手不足は賃金より大きな悩みや不満となってい

る状況である(1)。厚生労働省の資料によると、介護職

員の需要は 2025 年度に約 253 万人と推測され、2016
年度の実績が約 190万人であるため、2025 年度には

約 55 万人の介護人材がさらに必要であり、年間にす

ると約 6 万人の介護人材の確保が必要である(2）。北

海道内では、2025 年にいわゆる「団塊の世代」が 75
歳を迎え、65 歳以上の人口がピークとなり、170 万

人に達すると予想される。介護職員は他の職業に比

べて離職率が高くなっているとともに生産年齢人口

が減少し、介護人材の確保が難しくなっている。ま

た、介護職の業務の量の負担は他の職種に比べ相対

的に大きい可能性がある(3)。一方で、高齢者福祉施

設職員の精神的健康度が他業種や一般のレベルに比

してかなり低く、介護領域で働く職員の精神的健康

の状態の悪さを示唆した結果となっている(4)。また、

健康問題としての腰痛をもつ介護職員について、腰

痛と心理的要因の関連性を実証的に検討した研究が

ある。その結果とし、腰痛は単に職員自身の健康問

題というだけでなく、介護場面での利用者とのかか

わりに心理的影響を及ぼし、また利用者とのかかわ

りを含めた心理的な要因が腰痛を引き起こす重要な

要因であると考えられた(5)。 
さらに、堀田（2010）は、介護職従事者の介護サ

ービス利用者との関係や従事業務の量と質に関わる

ストレス度が高いことに加えて、ストレス度が低い

と勤続期間が長い傾向が見られることを明らかにし

ている(6)。高橋等（2019）は、介護職従事者のストレ

ス要因の体験頻度を調査することにより、ストレス

状況の把握と対応のあり方を検討することが重要で

あることが指摘された(7)。また、介護ニーズが高ま

るなかで、高齢者介護に携わる介護職が働きがいを

もって良質なサービスを提供していけるようにする

には、職場におけるストレスを軽減し、燃え尽きを

防ぐ職場環境づくりが喫緊の課題と言える(8)。 

このような状況において、介護職の職業性ストレ

ス要因構造を明確することや定着率を向上させてい

くことが介護現場の直面する課題となっていると考

える。また、介護職の負担や介護職業性ストレス要

因などに関する研究は多数行われているが（9,10,11）、

職業性ストレス要因の関係構造は明らかにされてい

ない。本研究では、北海道内の介護職員の精神的・

身体的ストレス簡易調査票を用いて調査し、調査結

果に基づいて夜勤担当の有無別、役職の有無別およ

び施設別に素点換算法(12)を用いて高ストレス者を

判定する。さらに、素点換算後の評価点を用いて共

分散構造分析を行うことにより北海道の介護職従事

者の職業性ストレス要因の関係構造を明らかにする。 

 

２．調査および分析方法  

２.１ 調査方法 

本研究では、職業性ストレス簡易調査票を用いて

北海道内の介護職従事者の精神的ストレスと身体的

ストレスが夜勤担当の有無、役職の有無および施設

などによって異なるのかを調査した。職業性ストレ

ス簡易調査票とは、「労働の場におけるストレスお

よびその健康影響に関する研究報告書(13)」で示され

た調査票であり、少ない質問数でストレス要因とそ

れによるストレス反応を同時に測定することができ

る。表 1 に示す職業性ストレス簡易調査票の項目は

「A：仕事のストレス要因」、「B：ストレス反応」、 
 

表 1.各領域の評価尺度と項目数 

領域 評価尺度 項目 

仕事の 

ストレ

ス要因

（A） 

仕事の量的負担（A-1） 3 

仕事の質的負担（A-2） 3 

身体的負担（A-3） 1 

仕事のコントロール（A-4） 3 

技術の活用（A-5） 1 

対人関係（A-6） 3 

職場環境（A-7） 1 

仕事の適正（A-8） 1 

働きがい（A-9） 1 

計 9尺度 17 

ストレ

ス反応 

（B） 

活気（B-1） 3 

イライラ感（B-2） 3 

疲労感（B-3） 3 

不安感（B-4） 3 

抑うつ感（B-5） 6 

身体愁訴（B-6） 11 

計 6尺度 29 

修飾 

要因 

（C） 

上司からのサポート（C-1） 3 

同僚からのサポート（C-2） 3 

家族・友人からのサポート（C-3） 3 

計 3尺度 9 
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（出所）「労働の場におけるストレスおよびその健

康影響に関する研究報告書」を参考に筆者が作成。 
「C：修飾要因(社会的支援)」の 3 領域で構成されて

いる。回答形式は領域ごとに異なり、領域Aでは「そ

うだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」、領域

B では「ほとんどなかった」「ときどきあった」「し

ばしばあった」「ほとんどいつもあった」、領域C で

は「非常に」「かなり」「多少」「全くない」のリッカ

ート尺度の 4 件法による段階評価である。本研究で

は、介護職従事者の職業性ストレス要因の解析する

ため、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制

度実施マニュアル（12）」に基づき、高ストレス者の判

定に使用されていない「修飾要因 D（仕事と生活の

満足度に関する 2 項目）」は分析対象外とした。 
２.２ 調査対象 

北海道の介護施設に勤める介護職従事者を対象と

して調査を行い、施設 1(59 名)と施設 2(117 名)で回

答を得た。記入漏れのない有効データは計 89名であ

った。 
２.３ 倫理的配慮 

 本アンケート調査は施設長宛に調査の目的、調査

方法を説明し、同意を得た上で実施した。調査票は

対象者が特定できないように無記名とし、介護職員

宛の調査依頼文には、調査の目的、回答方法、注意

事項などを記載して同意を得た上でアンケートに回

答・提出するようにした。本調査を実施するにあた

り、北見工業大学の「人を対象とする研究」に関す

る倫理審査委員会の承認を得た。 

２.４ 分析方法 

本研究では、職業性ストレス簡易調査票の調査結

果に基づいて夜勤担当の有無別、役職の有無別およ

び施設別に素点換算法(12)を用いて高ストレス者を

判定する。素点換算法では、素点換算表に基づく評

価点を算出する。点数が高いほどストレス程度が高

いという評価になる。そして、素点換算後の評価点

を用いて共分散構造分析を行うことにより北海道の

事例として介護職従事者の職業性ストレス要因の関

係構造を明らかにする。 

 

３．分析結果および考察 

３.１介護職従事者のストレス判定結果 

表 2 に、素点換算法を用いた介護職従事者（男女）

のストレス判定の結果を示す。施設 1 の方が男女と

もに高ストレス者の割合が非常に高く、施設間で大

きな差があるという結果であった。この結果は先行

研究(3)とも一致している。次に、高ストレス者の属

性を調べると夜勤担当の有無と役職の有無で特徴が

みられた。今回の調査では、高ストレス者の 14 人中

13 人(92.8%)が夜勤担当有の職員であり、夜勤担当の

有無がストレスに大きな影響を与えていると考えら

れる。施設 1 は夜勤担当 20 人中 10人(50.0%)、施設

2 では夜勤担当 38 人中 3 人(7.8%)が高ストレス者で

あり、施設間で異なっている。 
また、役職の有無については、施設 1 の役職のあ

る職員は 8人中 4人(50.0%)が高ストレス者であった

一方、施設 2 は 11 人中 2 人(18.2%)が高ストレス者

である。施設 2 では、非高ストレス者の役職のある

職員が非常に多く、施設ごとに違いがみられた。こ

のことから、役職の有無がストレスに与える影響は、

施設ごとのその役職の業務内容や入居状況のような

環境的要因によって異なると考えられ、施設 1 の高

ストレス者の割合が非常に高かった原因は役職の有

無にあると考えられる。  

３.２ 介護職従事者のストレス要因 

本研究では、職業性ストレス簡易調査票を用いた

調査で得られた各尺度の評価点について、夜勤担当

の有無、役職の有無、夜勤担当有の施設間役職有の

施設間のそれぞれの職員の平均値を求め、マン・ホ

イットニーのU 検定（以降、U 検定）を行った。図

1 に、夜勤担当の有無別の平均値の比較結果を示す。

すべての項目において夜勤担当有の従事者のほうが

高いストレス傾向が見られた。U検定（有意水準 5%）

の結果としては、「仕事の量的負担（A-1）」、「仕事の

質的負担（A-2）」、「身体的負担（A-3）」、「仕事の適

正（A-8）」、「イライラ感（B-2）」、「疲労感（B−3）」、
「不安感 （B-4）」、「抑うつ感（B-5）」、「身体愁訴（B-
6）」で統計的有意差が認められた。つまり、夜勤担

当の有無でストレス要因に違いがあることが示され

た。さらに、施設別に夜勤担当有の職員の平均値を

比較することにより、施設 1 の「活気（B−1）」、「疲

労感（B−3）」に強いストレス傾向がみられたが、他

の各項目においては施設間で大きな違いはみられな

かった。 
施設 2 では、「身体的負担（A-3）」のみ高いストレ

ス傾向がみられた。以上の結果から、夜勤担当有の

職員については施設ごとの環境でストレス要因の大

きな違いはないと考えられる。 
図 2 に、役職の有無別の平均値を全体平均と比較

して示す。「仕事の量的負担（A-1）」、「仕事の質的負

担（A-2）」、「身体的負担（A-3）」、「活気（B-1）」、「疲

労感（B-3）」、「不安感（B-4）」、「抑うつ感（B-5）」、 
 

（出所）アンケート調査結果に基づいて筆者が作成。 

施設 性別 高ストレス 非高ストレス 計 

施設 1 
男 2人(33.3％) 4人(66.7％) 6人 

女 9人(37.5％) 15人(62.5％) 24人 

施設 2 
男 2人(8.0％) 23人(92.0％) 25人 

女 1人(2.9％） 33人(97.1％) 34人 

表 2. 各施設の男女別のストレス判定結果 
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「身体愁訴（B-6）」の項目では役職有のほうが高い

ストレス傾向が顕著にみられた。逆に「仕事のコン

トロール（A-4）」、「家族・友人からのサポート（C-
3）」では役職無のほうが高いストレス傾向がみられ

た。U 検定を行うことにより「仕事の量的負担（A-
1）」、「仕事の質的負担（A-2）」、「抑うつ感（B-5）」、
「身体愁訴（B-6）」で統計的有意差が認められた。

つまり、役職の有無でストレス要因に違いがあるこ

とが示された。  
さらに、施設別の役職有の職の尺度毎の平均値を

求めて比較することにより、施設 1 では尺度「仕事

の量的負担 A-1」、「身体的負担 A-3」、「活気 B-1」、
「疲労感 B-3」に、施設 2 では「仕事の量的負担 A-
1」、「仕事の質的負担（A-2）」、「身体的負担A-3」に 
 

 

  統計的有意差がみられた尺度 

本
調
査
全
体 

男女 A-9、C-1 

夜勤担当の有

無 

A-1、A-2、A-3、A-8、B-2、B-3、

B-4、B-5、B-6 

役職の有無 A-1、A-2、B-5、B-6 

施
設
間 

 

（
本
調
査
） 

夜勤担当有 A-1、A-2、A-4、B-1、B-3、B-5 

夜勤担当無 B-2 

役職有 - 

役職無 A-1、A-2、A-4、B-4、B-5 

他地 

域の 

結果

(11) 

夜勤担当有 - 

夜勤担当無 A-1、A-2、C-3 

役職有 A-7 

役職無 A-1、A-2、A-3、A-5 

（出所）アンケート調査結果に基づいて筆者が作成。 

図 1. 職業性ストレス簡易調査票の各尺度の平均値の比較（夜勤担当の有無別） 

図 2. 職業性ストレス簡易調査票の各尺度の平均値の比較（役職の有無別） 

（出所）図１、図 2はアンケート調査結果に基づいて筆者が作成。 
 

表 3. 各条件における統計的有意差のみられた尺度 
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おいて役職有の職に高いストレス傾向がみられたが、

統計的有意差はみられなかった。分析対象者を層別

して、各尺度の平均値を比較した結果として各条件

で U 検定（有意水準 5%）で統計的有意差が確認さ

れた尺度をまとめて表 3 に示す。また、本調査のデ

ータ以外の地域（関東地方）との比較のため、先行

研究(3)のデータも同様にストレス傾向の調査結果

も示す。先行研究(3)では役職有の場合、「仕事の量的

負担 A-1」、「仕事の質的負担 A-2」、「身体的負担 A-
3」、「活気B-1」に共通して高いストレス傾向がみら

れた。施設ごとの差異としては、本研究で「活気 B-

1」、「疲労感 B-3」、先行研究(3) では「身体的負

担 A-3」、「同僚からのサポート C-2」に違いがみら

れた。 
３.３ 介護職従事者ストレス要因の構造モデル 

本研究では、職業性ストレス簡易調査票を用いた

調査の結果に基づく介護職従事者ストレス要因の関

係構造モデルを仮定する。「ストレスコンディション」

は「仕事のストレス要因 A」の各尺度と「修飾要因

C」の各尺度の影響を受けると仮定する。さらに「ス

トレスコンディション」の反応は「ストレス反応B」
の各尺度に影響が及ぶことを表すパスを仮定する。

そして、北海道内の介護職従事者の職業性ストレス

要因の関係構造モデルを明らかにするために素点換

算法の評価点を用いた共分散構造分析を行った。さ

らに、夜勤担当有の職員の職業性ストレス要因の関

係構築モデルも明らかにした。関係構造モデルの適

合度指標として、GFI(Goodness of fit index)とRMSEA
値(Root mean square error of approximation)を用いた。

分析のためのソフトウェアには、IBM SPSS AMOS25
を用いた。図 3 に、北海道内の介護職従事者の職業

性ストレス要因の関係構造モデルを示す。GFI 値が

0.878、RMSEA 値が 0.068 であり、構造モデルの適

合度は良好であると判断される。「ストレスコンディ

ション」への影響は「仕事のストレス要因 A」が最

も大きいことが示された。「仕事のストレス要因 A」
は「仕事の適正（A−8）」、「職場環境（A−7）」、「仕事

の質的負担（A−2）」，「技術の活用（A-5）」から影響

があることが示された。さらに、「ストレスコンディ

ション」から「ストレス反応 B」の全ての尺度に影

響があることを示された。 

次に、夜勤担当有の職員の職業性ストレス要因の

関係構築モデルを図 4 に示す。GFI 値が 0.816、
RMSEA 値が 0.080 であり、構造モデルの適合度はや

や良好であると判断される。図 4 より、夜勤担当有

の関係構造モデルの「ストレスコンディション」へ

の影響は全体の関係構造モデル（図 3）と同様に「仕

事のストレス要因A」が最も大きいことが示された。

また、「修飾要因 C」からも影響があると示された。 

 

図 3．北海道内の介護職従事者の職業性ストレス要因の関係構造モデル 
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（出所）図 3、図 4は MOS25により共分散構造分析の分析結果に基づいて筆者が作成。 

 

「仕事のストレス要因 A」は「仕事の適正（A−8）」、
「職場環境（A−7）」、「仕事の質的負担（A−2）」、「仕

事の質量的負担（A−1）」から影響があることが示さ

れた。「修飾要因C」は「同僚からのサポート（C-2）」
から影響が大きいことが示された。さらに、「ストレ

スコンディション」から「ストレス反応B」への影響

は全体の関係構造モデル（図 3）と同様に全ての尺度

に影響があることが示された。 
以上の結果により、北海道内の介護従事者のストレ

スは「仕事のストレス要因 A」の「仕事の適正（A−
8）」、「職場環境（A−7）」、「仕事の質的負担（A−2）」、
「仕事の量的負担（A−1）」からの影響が大きいほど

ストレス反応が大きくなることが考えられる。また、

夜勤担当有の介護従事者に関しては、夜勤担当無の

介護職従事者を含む結果に比べて「同僚からサポー

ト（C−2）」からの影響をより受けていることが考え

られる 
 

４．結言 

 本研究では、職業性ストレス簡易調査票を用い

て北海道内の介護施設の介護職従事者のストレスを

調査・分析した結果、以下の知見が得られた。 
(1)北海道内の介護従事者は高ストレス者の 92.8%

が夜勤担当者であり、夜勤担当有の従事者には全体

的に高いストレス傾向が見られた。施設別の勤務内

容や担当業務などに関係なく、夜勤担当有・役割有の

従事者のほうがストレスを感じていると考えられる。

さらに、夜勤担当有の従事者は同僚からサポートが

あるかどうかを重視していると考えられる。 
(2)共分散構造分析により、北海道内の介護従事者

の職業性ストレス関係構造を明確にした。職業性ス

トレスを感じるとストレス反応として「ストレス反

応B」の全ての尺度に影響があることと考えられる。

ストレスコンディションは「仕事のストレス要因A」
から影響を受けることが考えられる。また、「仕事の

ストレス要因 A」は「職場環境（A−7）」と「仕事の

適正（A-8）」から大きい影響を受けることが考えられ

る。 
今後の課題として、調査施設と調査地域を拡大し

て、各地域の特徴や各施設の勤務内容について調査

を行う必要がある。また、主観的・客観的な調査方法

を組合せて調査・分析を行う必要があると考える。 
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