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　あなたの施設の現状分析をするためには、どのようなデータが
必要でしょうか。

　データの収集方法は、対象の「量」的側面に注目した「定量的アプロ
ーチ」と「質」的側面に注目した「定性的アプローチ」の2通りあります。

　アンケートを行って量的なデータを集める手法が代表的です。
「看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）インデックス調査」
（WLB For Nurse Index : WLBNI）も定量的な調査であり、同じ
調査票を使った他施設との比較が可能になります。
　自施設の経営指標や離職率、時間外の勤務時間数、年次有給休暇
取得率などは、当然把握しておかなければならないデータですが、
この数値だけでは実態は見えません。これらのデータと職員属性
や仕事のスタイル等との関連が重要になります。職種、年代、配偶
者の有無、子どもの有無などの属性別に見て特性を把握し、属性に
よってWLBが「取れている」「取れていない」の意識に違いが生じ
て、不公平感を招くことがないように取り組みましょう。

　ヒアリング、グループインタビュー、フォーカスグループインタ
ビューなどによって、調査対象の特性や性質を示す質的なデータ
を集める手法です。これにより、定量データからだけでは把握しき
れない部分を補うことができます。定量データの結果をひとつの
きっかけとして、職員のさまざまな意見を収集すると、より具体的
なニーズや課題が明らかになるはずです。
　かしこまったインタビューをしなくても、キャリア相談のとき
に、働き続けられる職場について意見を聞いてみることなども、有
用なデータの蓄積の方法となります。また、退職希望者との面接で
は、結婚、子育て、他分野の興味…など、表面的な理由だけでなく、
他に理由がないのかじっくりと聞いてみてください。退職理由に
よっては、労働条件が変われば、働き続けられるかもしれません。
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　あなたの施設では、
　労働関連法規に則った労働環境が整っていますか？
　あなたの職員のWLBを実現する制度はありますか？
　制度があったとしたら、それらは十分に利用されていますか？

　どんなに立派な制度が整備されていても、その制度が職員の
ニーズに合っていなければ、また、職員が利用できる環境が整って
いなければ、それらは利用されることもなく、意味を成さないもの
となってしまいます。そればかりか、かえって職員の不満が高まっ
たり、時間外勤務が増えてしまうなど、労働環境の悪化という事態
を招きかねません。

　情報収集は、次のアクションに進むためにとても重要です。
　まずは、WLB支援策の基盤となる情報（P14-15参照）や職員へ
のアンケート調査、ヒアリング、インタビュー等による情報収集を行
い、施設の特徴や働き方など、下記のポイントに留意して、現在の状
況やニーズをしっかりと把握しましょう。

仕事と生活のはざまの葛
藤（ワーク・ライフ・コンフリ
クト：WLC）の大きさから考
えると、子どもがいる、配
偶者がいる、要介護者が
いる人の方が、WLBが
取れていないと思われが
ちですが、看護職を対象
とした調査では、子どもが
いない人の方がWLBが
取れていなかったという調
査結果もあります。

2010年（常時100人以
下の労働者を雇用する
事業主については2012
年）6月30日から育児・介
護休業法が改正され、3
歳までの子を養育する労
働者は、短時間勤務が
請求できるような制度に
することが義務化されまし
た。したがって、対象となる
職員から申請があった場
合は、対応しなくてはなりま
せん。
さらに、法律の施行を機
に、自施設に合った対象
範囲の拡大を検討してみ
てはどうでしょうか。

調査結果より

データ収集の方法

現状分析 アクション2 
現状の把握1

データの収集2

収集したデータや
情報は、現状把握、
WLB施策の検討資
料になるだけでな
く、職員や経営層の
理解と協力を求め
る際に大変役立ち
ます。

定量的なアプローチ

現状把握において注意するポイント
●労働基準法、育児・介護休業法等、妊産婦の母性保護および育児・

介護中の両立支援制度は就業規則に明文化されているか？

●WLB支援制度が職員に認知されているか？

●労働時間と業務量は見合ったものか？

●恒常的な長時間労働、超過勤務になっていないか？

●夜間勤務の過重な負荷はないか？

●休暇や休憩を確実にとれているか、とりやすい職場環境か？

●労働時間や職員の能力に適した業務配分がなされているか？

●施設の状況に見合った評価制度が構築されているか？

●職員の安全の確保、健康管理は行われているか？

●職員の声を聞き、職員ニーズに応える機会や風土はあるか？

定性的なアプローチ

Q総合的にみて、仕事
と生活の時間配分の
バランスがとれていま
すか？

子ども そう思う そう
思わない 合計

有 245
47.6%

270
52.4%

515
100.0%

無 305
37.8%

501
62.2%

806
100.0%

2009年度看護職の多様な勤
務形態導入モデル事業後の
ワーク・ライフ・バランスインデッ
クス（医療版）調査結果より

看護職のWLB推進事
業サイト
http://www.nurse.or.jp/
kakuho/pc/various/
index.html
看護職のWLBインデッ
クス調査は、上記サイト
よりダウンロードして使う
ことができます。

WLBNI
調査項目はここで確認
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●離職率、看護職の年齢構成、時間外の勤務時間数、年次有給休暇
取得率、経営指標（医業収益、病床利用率等）、病床稼働率などは、最
低限把握しておきましょう。

●アンケートの場合、個人名が特定できないように配慮します。ま
た所属する看護単位（病棟等）が把握できると、参考となることは
多いでしょうが、病棟がわかることを気にするあまり本音で答え
られないようであれば、病棟も特定されないほうがよいでしょう。
自由記述欄を設けると、本音を聞くことも可能になります。

●ヒアリングやインタビューは、WLBのことを正しく理解し、公
平にインタビューできる人が行います。

●声の大きい人だけでなく、弱い立場や不満を表出しにくい立場
の人にも留意し、幅広く聴取することに心がけましょう。同じ部署
内でだけでなく、違った部署に話を聞いてもらえるように窓口を
設置し、周知しておく方法もあります。
　また、ニーズ把握は、制度利用者の目線で行い、個々の組織に合
わせたニーズの発掘を目指してください。

　ヒアリングやインタビューで収集した定性的（質的）データは、
SWOT分析やKJ法など、確立された分析手法で組織分析、要因分析
するように心がけましょう。一目瞭然で取り組むべき内容がわかり
ます。
　分析法に詳しい人が推進チーム内や施設内にいれば、分析法の選
定等を任せることができます。数字が羅列しているデータをグラフ
にしてわかりやすく見せることが得意な人もいるでしょう。もしく
は、チーム内の複数人で分析法について学習し、正確に分析を行え
るようにしましょう。

　2010年からスタートした「看護職のWLB推進ワークショップ」
では、「看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）インデックス調査」

（WLB For Nurse Index : WLBNI）を活用しています。この調査は、
「施設調査」と看護職員が回答する「職員調査」（個人調査）から構成
されています。２つの調査データを組み合わせて分析することで、
WLB支援制度の整備・導入から、組織内で浸透し、職員が制度利用に
より職員のWLBが向上していく一連のプロセスを評価できる点に
特徴があります。

■施設概要：病床規模、入院基本料、平均在院日数等
■労働条件：所定労働時間、超過勤務時間数、年間休日数、有給休暇
　取得率等
■職員概要：年齢構成、経験年数、平均勤続年数、採用・離職状況等
■WLB支援制度の導入・利用状況
■WLB基盤制度の導入・実施状況

■個人属性：性別、年齢、婚姻状況、育児・介護状況等
■勤務状況：超過勤務時間、勤務形態、夜勤時間・回数等、
■個人のWLB評価：経営・組織、上司、職場環境、現在の仕事と生活に
　対する自己評価
■WLB支援制度の認知度・利用希望

A病院　100病床
看護職100名以上

ＫＪ法を用いて看護職全
員で「働きやすい勤務
体制」について検討。そ
の結果、多様な勤務形
態や入院時の案内役の
コンシェルジュ・師長秘
書などが提案され実現。
この体験を機に、意見を
出せば検討してもらえる
という実感をスタッフが
得たことでモチベーショ
ンが高まりました。

現場をよく知ろう
看護部長の取り組み

データの分析3

データ収集のポイント
C病院　196病床
看護職100名未満

とにかく病院内をよくラウ
ンドして、まず、あいさつ。
目を見て声かけをしま
す。やはり、顔を見れば、
何か困っているのかなと
かわかります。
定着率のアップは「声か
け×関心＋多様な勤務
形態」です。

B病院　360病床 
看護職100名以上

人事部にダイレクトに相
談できる相談窓口を設
置しました。組織図上、
直接のラインの看護部
には、相談しにくいこと
も、気軽に話してくれま
す。

現場をよく知ろう
看護部長の取り組み

　推進チームで集めたデータの分析を行います。他の医療機関の平
均や、一般企業と比較してみることも大切です。自施設はこんな強
みがあるんだ！という発見につながるかもしれません。逆に弱みも
明白になります。

　定量的なアプローチから得られた数値（量的）データは、時系列
や性別・年齢など属性別に細かく分類し、比較することができま
す。WLBNI調査は、ベンチマークを活用すれば、他施設と自施設の
比較もできます。組織の特徴の違いなどもあり、単純に比較できな
いデータもありますが、自施設の改善課題を見出すことに役立ちま
す。また、数年間続けて調査を実施することで、取り組みの成果や経
年変化をみることもできます。

「看護職のWLBインデックス調査」データ分析例

主な施設調査項目

主な職員調査項目

SWOT分析
組織の内部環境と外部
環境を分析しながら、戦
略計画を考えようという
手法です。「SWOT」と
は、「Strength」（強み）、

「Weakness」（ 弱 み ）、
「Opportunity」（機会）、
「Threat」（ 脅 威 ）の頭
文字をとったものです。

KJ法
データをカードに書き出
し、関連する（内容が類
似する）と思われるカー
ド同 士を集め、グルー
プ化しながらデータを整
理、分析していく手法。

「KJ」は、考案者である
文化人類学者の川喜
多二郎（東京大学名誉
教授）のイニシャルに由
来しています。
※参考文献：川喜多二
郎『発想法―創造性開
発のために』中公新書

分析方法の紹介
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データ結果 対処方法
制度があるにも関わらず、職員
の制度認知度が低い 職員に制度の周知を行う必要がある

制度がないのに、制度があると
回答

周知不足、誤解されている可能性があ
る。他方で、制度はないが運用で対処
している場合は、規則に明文化するこ
とが望ましい

制度はないが、制度の利用希望
が多い

支援ニーズがあり、制度の整備・導入
を検討する必要がある

制度があり、利用希望も多いに
もかかわらず前年度の利用実
績がない

職員が利用しづらい理由がある。原因
を探って何らかの対策を考える必要
がある。

無回答、「わからない」が多い 職員の制度に対する関心の低さや周
知不足

　調査データを材料やきっかけの一つとして現状の問題や課題、制
度の導入などについて、職場でなるべく多くの人の意見を聞き、議
論していくそのプロセスも大変重要です。
　調査結果から組織や看護管理者の側と職員側で大きなギャップ
があったとしても、ギャップが何であるのか、どこにあるのかを把握
できたのは大きな成果であり、次のステップにつながる足掛かりに
なるはずです。

全職員とは、他職
種の職員もパート、
アルバイトも含み
ます。

　
　単純集計とは、各質問項目への対象者の回答データ数と比率

（パーセンテージ）を算出したもので、全体的な傾向を把握すること
ができます。さらにクロス集計で年齢、婚姻状況、子どもの有無等の
属性による傾向の違いなどをつかみます。

　

　クロス集計とは、性別や年代といった属性別に各質問項目に対す
る回答を算出したもので、各属性による細かい傾向をつかむことが
できます。例えば、超過勤務時間数や夜勤回数についてクロス集計
データをみることで、勤務負担が大きい属性の職員がわかります。

「上司」、「職場環境」、「経営・組織」、「キャリア・仕事に対する自
己評価」の各項目について、職員からの評価が高い項目や低い項目
について、その要因や実態を探ることが重要です。
　例えば、超過勤務時間数が多い施設で、「５．業務が終われば周囲
に気兼ねなく帰ることができる」への評価が低い場合、超過勤務の
要因として業務量だけではなく、こうした職場風土との関連性があ
ることがデータから読み取ることができます。

　施設の制度整備状況と職員の自施設の制度に対する認知・利用希
望状況をまとめた表を作成し、WLB支援制度の認知状況、利用ニー
ズを把握しましょう。

「看護職のワーク・ライフ・
バランス（WLB）インデッ
クス調査 」（WLBNI）は、
ワーク・ライフ・バランス塾

（ＷＬＢの研究・実践に
関心をもつ企業35社が
参加して開設）と学習院
大学経済経営研究所が
2006年に共同研究・開
発した「WLB-JUKU　 
INDEX」を、医療施設に
勤務する看護職用に改
変したものです。
2008 ～2009年 の プ
レテストを経て、2010年

「看護職のワーク・ライ
フ・バランス推進ワーク
ショップ」開始と同時に、
本格的に調査をスタート
しました。

「業務が終われば周囲
に気兼ねなく帰ること
ができる？」
ある病院では、20代前
半のスタッフが、先輩に
気兼ねして「帰りづらい」
と感じているということが
データから判明しました。
そこで、先輩や上司が積
極的に声をかけていくこ
とで、仕事が終わったら
気兼ねなく帰ることができ
るようになり、「おつきあい
残業」が改善していきまし
た。

WLBNI調査開発の経緯

施設、職場の労働条件・環境 、個人のWLB状況への評価

単純集計データの見方

WLB支援制度の整備・利用状況と職員による認知・利用希望

クロス集計データの見方

　分析結果を全職員にフィードバックすることは、非常に重要です。

　一般的に人間は誰しも、「変化」には慣れていないものです。その
第一歩を踏み出す大きなきっかけになるのが、調査結果を用いて現
状をわかりやすく目の前に示すことです。

　分析結果は、まず誰がどの手法で分析し、どのようなことが得ら
れたのか、プロセスを明らかにします。そして、その結果から、取り組
まなければならないことは何なのか、優先順位を明確にした課題を
示しましょう。ビジュアル化して伝えることで効果は倍増します。

分析結果のフィードバック4

「看護ケアの時間は十
分に確保できている？」
職員調査の「部署では
看護ケアに費やす時間
を十分にとることができ
る」も多くの病院で「そう
思わない」が多くなる設問
です。
なぜそのように感じるか、
ヒアリング等で確認する
ことが大切です。

データのココに注目

データのココに注目


