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看護学生と看護師の全体的自己価値の検討
A Study on the Total Self-Worth of Nurses and Students in Nursing School
山本 ちか
Chika YAMAMOTO
本研究の目的は，看護学生と看護師の全体的自己価値の様相を検討することである．分析の結果，
全体的自己価値の得点については，看護学生と看護師の間に，ほとんどの項目で差がみられなかっ
た．全体的自己価値の感じ方に違いはみられないようである．全体的自己価値と具体的側面の自己
評価，具体的側面の重要度の関連の仕方については，看護学生では，身体的外見の自己評価がもっ
とも全体的自己価値に影響していた．看護師は身体的外見の自己評価ではなく重要度が全体的自己
価値に影響しており，仕事での自己評価が全体的自己価値に最も影響しているようである．
キーワード：全体的自己価値，具体的側面の自己評価，看護師，看護学生
total self-worth, domain-specific self-evaluation, nurses, students in nursing school

具体的な側面としては，学生にとって重要であると思

【目的】
全体的自己価値とは，自分自身についての評価的感

われる「身体的外見」の自己評価，
「スポーツ能力」

情であり，例えば自分のことが好きであるのか，自分

の自己評価，
「知的能力」の自己評価をとりあげる．

に満足しているのかといった自分自身全体について肯

看護師については，「身体的外見」の自己評価，「運動

定的に評価しているのかの程度を示すものである．こ

能力」の自己評価，
「仕事能力」の自己評価をとりあ

うした全体的自己価値について，看護学校に在学して

げる．

いる学生と，現在働いている看護師は，どのような様
相を呈しているのだろうか．

また一方で，具体的側面の自己評価そのものよりも，
具体的側面について自分がどれだけ重要だと思ってい

青年期は自己像の再構築の時期であるといわれ，自

るか（例えば，外見をどれだけ重要だと思っているか

己を否定的に評価する傾向があるという指摘が多くみ

など）が，自分自身全体に対する自己評価である全体

られる（特に女子）．看護学生については大部分の学

的自己価値に関連するのではないかという指摘も見ら

生が青年期であり，就学を終了し看護師として働いた

れる．そこで，本研究では，具体的側面についての自

経験があり自己が安定してきていると考えられる看護

己評価が全体的自己価値に影響しているのか，それと

師とでは，全体的自己価値の様相は大きく異なるだろ

も具体的側面を重要だと思っていることがより全体的

う．

自己価値に影響を与えているのかを検討する．

本研究では，看護学生と看護師は自分自身について

本研究の目的をまとめると以下のとおりである．

肯定的に評価しているのか，それとも否定的に評価し

１．全体的自己価値および具体的側面の自己評価につ

ているのかを比較検討する．

いて，看護学生と看護師に差がみられるかどうかを検

また自分自身全体についての評価である全体的自己

討する．

価値とは別に，自分自身のより具体的な側面について

２．全体的自己価値と具体的側面の自己評価はどのよ

の評価についてもとりあげ，全体的自己価値にはどの

うに関連しているのかを検討する．

ような側面の自己評価が関連しているかを検討する．

３．全体的自己価値により強く影響するのは，具体的
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側面の自己評価であるのか，それとも具体的側面の重
要度であるのかを検討する．

c.

具体的な側面の重要度：

「外見がどうであるか」，「スポーツができるかどう
か」
，「頭がよいかどうか」
，「仕事」が自分にとってど
れくらい重要であるのかを6段階評定（非常にあては

【方法】
１．調査内容
a.

まる～非常にあてはまらない）でたずねた．

全体的自己価値：
自分に満足しているか，自分が好きであるかなど

２．調査実施時期と実施方法

自分自身全体をどのように評価しているのかを6段階

調査は，2004年6月に，看護学校の学生については

評定（非常にあてはまる～非常にあてはまらない）

授業時間中に，看護師については講習会の際に集団で

で た ず ね た．Harter(1988) の“Manual for the Self-

実施した．なお調査実施時には，調査は強制ではない

perception Profile for Adolescence”の中の全体的自己

こと，記入したくなければ記入しなくてもよいことを

価 値 に つ い て の 項 目，DuBois(1996) の Self-Esteem

伝えた．

Questionnaire，Rosenberg の自尊感情尺度（日本語訳
は山本・松井・山成 ,1982を参考にした ) を参考に5項

３．調査協力者

目を作成した．これら５項目について高得点ほど肯定

調査は，愛知県の看護師の講習会に参加した看護師

的に評価しているように合計得点を算出した．

49名と，愛知県内の看護学校に在籍する学生64名に実

b.

施した．看護師の平均年齢は，35.8歳（範囲：28歳～

具体的な側面の自己評価：
身体的外見，スポーツ能力（看護学生）・運動能

45歳）
，看護学生の平均年齢は，19.5歳（範囲：18歳～

力（看護師），知的能力（看護学生），仕事能力（看

31歳）であった．また，看護師としての平均経験年数

護師）についてどのように評価しているのかをたず

は，12.9年（範囲：6年～24年）であった．

ねた（13項目）．項目は，全体的自己価値と同様に，
Harter(1988) の“Manual for the Self-perception Profile

【結果および考察】

for Adolescence” の 項 目，DuBois(1996) の Self-

１．全体的自己価値および具体的側面の自己評価につ

Esteem Questionnaire の項目を参考に作成し，6段階

いての，平均値，標準偏差および看護学生と看護

評定（非常にあてはまる～非常にあてはまらない）で

師の比較
a.

たずねた．
身体的外見は，自分の外見に満足しているかどうか，

全体的自己価値

全体的自己価値の各項目につい

て，平均値，標準偏差を Table1に示した．看護学生，

好きであるかどうかについてである．スポーツ能力（看

看護師ともにネガティブな項目についての得点が高

護学生）は，自分のスポーツ能力をどのように評価し

く，自分自身について否定的に評価していると考えら

ているかをたずねた．看護師にはスポーツだけでなく，

れる．次に，看護学生と看護師の得点に差がみられる

体力や運動能力をどのように評価しているのかをたず

かどうかを検討するためにｔ検定を行った．
その結果，

ねた（運動能力）．知的能力（看護学生）は，頭のよ

「時々自分のことがいやになる」1項目のみに有意差が

さや勉強の能力をどのように評価しているか，仕事能

見られた（Fig.1）．看護師よりも看護学生の方が自分

力は，自分の仕事能力をどのように評価しているかで
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ある．それぞれの側面について，高得点ほど肯定的に

�

����

評価しているように合計得点を算出した．
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Table1 全体的自己価値の平均値（Ｍ）
，
標準偏差（ＳＤ）
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Fig.1

ｔ検定の結果

看護学生と看護師の全体的自己価値の検討

Table2

具体的側面の自己評価の平均値（Ｍ）
，標準偏差（ＳＤ）
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をいやだと思う程度が高いようである．
b.
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るといえる．

具体的側面の自己評価

全体的自己価値に影響を与えているのはどの側面の

具体的側面の自己評価について，側面ごとの平均

自己評価であるのかを検討するため，全体的自己価値

値，標準偏差を Table2に示した．また看護学生と看護

を従属変数とし，身体的外見，スポーツ能力，知的能

師に同一項目でたずねた外見の自己評価については，

力の自己評価を説明変数とする重回帰分析を Amos を

t 検定を行った．その結果，「外見がもっと違ったら

用いて行った．まず３つの説明変数間のすべてに共

いいのになあと思う」1項目のみに有意差が見られた

分散を仮定したモデルを検討し，共分散が有意でな

（Fig.1）．看護学生の方がより，自分の外見について

かったものを削除して再度分析を行った．相関係数

の変化を望んでいるようである．

は Table3に示し，モデルの推定結果を Fig.2に示した．

２．全体的自己価値と具体的側面の自己評価の関連

モ デ ル の 適 合 度 は， χ2＝2.58(p=.28)，AGFI=.90，

a. 看護学生

CFI=.98，RMSEA=.07で あ っ た． ま た R ２ は .33で

全体的自己価値5項目のα係数は .79であった．身体

あった．外見の自己評価は，最も全体的自己価値に

的外見の自己評価4項目のα係数は .75，スポーツ能力

関連しており（標準化係数 =.44, p<.001），次いで知

の自己評価4項目のα係数は .85，知的能力の自己評価

的能力の自己評価が関連していた（標準化係数 =.26,

4項目のα係数は .80であった．いずれも十分な値であ
Table3
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Fig.2
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重回帰分析の結果（看護学生）

Table4

相関係数（看護師）
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Fig.3

看護師
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p<.05）．スポーツ能力の自己評価は関連していなかっ
b.
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重回帰分析の結果（看護師）

全体的自己価値5項目のα係数は .87であった．身体

重要であるのかといった重要度について，平均値，標

的外見の自己評価4項目のα係数は .77，運動能力の自

準偏差を算出した (Table5)．そして，看護学生と看護

己評価4項目のα係数は .71，仕事能力の自己評価4項

師で重要度に差がみられるかどうかを検討するため t

目のα係数は .70であった．いずれも十分な値である

検定を行った．その結果，外見についての重要度と，

といえる．

スポーツの重要度に有意差がみられた (Fig.4)．いず

全体的自己価値に影響を与えているのはどの側面

れも看護学生の方が重要だと考えているようである．

の自己評価なのかを検討するため，全体的自己価値を
従属変数とし，身体的外見，運動能力，仕事能力の自
己評価を説明変数とする重回帰分析を Amos を用いて

４．全体的自己価値と具体的側面の自己評価，お
よび具体的側面の重要度の関連

行った．まず３つの説明変数間のすべてに共分散を仮

a. 看護学生

定したモデルを検討し，共分散が有意でなかったもの

看護学生の全体的自己価値に影響を与えているの

を削除して再度分析を行った．相関係数は Table4に

は，具体的側面の自己評価であるのか，それとも具体

示し，モデルの推定結果を Fig.3に示した．モデルの

的側面の重要度なのかを検討するため，全体的自己価

適 合 度 は， χ2＝6.11(p=.05)，AGFI=.72，CFI=.93，

値を従属変数とし，身体的外見，スポーツ能力，知的

RMSEA=.21であった．モデルのあてはまりは，あま

能力の自己評価と，外見，スポーツ，知的能力につい

りよくないようである．また R ２ は .52であった．仕

ての重要度を説明変数とする共分散構造分析を Amos

事能力についての自己評価は，最も全体的自己価値

を用いて行った．各具体的側面の重要度から各側面の

に関連しており
（標準化係数=.60 ,p<.001）
，次いで運

自己評価へのパスも仮定し，自己評価の側面間，重要

動能力の自己評価が関連していた（標準化係数 =.22,

度の側面間に共分散を仮定したモデルを検討した．そ

p<.05）．身体的外見の自己評価は関連していなかっ

してパスや共分散が有意でなかったものを削除して再

た．

度分析を行った．最終的なモデルの推定結果を Fig.5
に示した．

３.

モデルの適合度は，χ2＝10.35(p=.41)，AGFI=.88，

具体的側面の重要度の平均値，標準偏差

外見がどうであるか，スポーツができるかどうか，
頭がよいかどうか，仕事が，自分にとってどれくらい
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Table5 具体的側面の重要度の平均値（Ｍ），標準偏差（ＳＤ）
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Fig.4
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ｔ検定の結果

看護学生と看護師の全体的自己価値の検討

CFI=.99，RMSEA=.02であった．モデルのあてはまり

と考えているほど，全体的自己価値が低いと考えられ

は，よいと考えられる．外見については，重要度から

る．スポーツの重要度から全体的自己価値へのパス

自己評価へのパスの標準化係数は -.26(p<.05) であり，

は標準化係数が .25(p<.05) であり，スポーツを重要

自己評価から全体的自己価値へのパスが .33(p<.001)

だと考えているほど全体的自己価値が高いと考えられ

であった．外見を重要だと感じていることが外見の

る．

否定的な自己評価に影響しており，外見の自己評価
の高さが全体的自己価値の高さに影響しているようで
� �� � �
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���

ある．スポーツ能力については，重要度から自己評価
へのパスの標準化係数は .38(p<.001) であり，自己評
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価から全体的自己価値へのパスは .23(p<.05) であり，
�������
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重要度から全体的自己価値へのパスは -.28(p<.01) で
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あった．スポーツ能力を重要だと感じていることはス
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評価の高さが全体的自己価値に影響しているようであ
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ポーツ能力の肯定的な自己評価に影響しており，自己
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る．また知的能力については自己評価から全体的自己

��

価値へのパスの標準化係数は .23(p<.05)，重要度か
ら自己評価へのパスは .28(p<.05)，重要度から自己
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評価へのパスは有意ではなかった．知的能力を重要で
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あると感じていることは全体的自己価値の低さに影響
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しており，知的能力の肯定的な自己評価は全体的自己

Fig.5

価値の高さに影響していると考えられる．
b.

最終的なモデルの推定結果（看護学生）

看護師
���
���

看護師の全体的自己価値に影響を与えているのは，
具体的側面の自己評価であるのか，具体的側面の重要
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度なのかを検討するため，全体的自己価値を従属変数
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とし，身体的外見，スポーツ能力，仕事能力の自己評
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価と，外見，スポーツ，仕事のついての重要度を説明
変数とする共分散構造分析を Amos を用いて行った．
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まず，各具体的側面の重要度から各側面の自己評価へ
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のパスも仮定し，自己評価の側面間，重要度の側面間
に共分散を仮定したモデルを検討し，パスや共分散が

Fig.6

最終的なモデルの推定結果（看護師）

有意でなかったものを削除して再度分析を行った．最
終的なモデルの推定結果を Fig.6に示した．
モデルの適合度は，χ2＝1.33(p=.52)，AGFI=.93，

５．まとめ

CFI=1.00，RMSEA=.00であった．モデルのあてはま

本研究の目的は，看護学生と看護師の全体的自己価

りはとてもよいようである．仕事能力についての自己

値の様相を検討することであった．分析の結果，全体

評価は，最も全体的自己価値に関連しており（標準化

的自己価値の得点については，看護学生と看護師の間

係数 =.73, p<.001），仕事能力の重要度から全体的自

に，ほとんどの項目で差がみられなかった．全体的自

己価値へのパスは有意ではなかった．外見と運動能力

己価値の感じ方に違いはみられないようである．

については，自己評価は全体的自己価値に関連してお

全体的自己価値と具体的側面の関連の仕方について

らず，外見とスポーツの重要度が全体的自己価値に関

は，看護学生では，身体的外見がもっとも全体的自己

連していた．外見の重要度から全体的自己価値へのパ

価値に影響している．一方看護師は身体的外見の自己

スは標準化係数が -.28(p<.01) であり，外見を重要だ

評価は全く影響していない．それよりも仕事での自己
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評価が高いことが全体的自己価値の高さにつながって
いるようである．
また，全体的自己価値と具体的側面の自己評価，具
体的側面の重要度との関連については，看護学生で
は，外見を重要だと感じていることが外見の否定的な
自己評価に影響しており，外見の自己評価の高さが全
体的自己価値の高さに影響しているようである．一方
スポーツを重要だと感じていることは全体的自己価値
の高さに影響している．また知的能力は，重要度と自
己評価のそれぞれが全体的自己価値に影響していると
考えられる．
看護師では，外見の自己評価や運動能力の自己評
価が全体的自己価値に影響するのではなく，外見を重
要だと感じていることが全体的自己価値の低さに影響
しており，スポーツを重要だと感じていることが全体
的自己価値の高さに影響している．外見を重要だと感
じていることとスポーツを重要だと感じていることで
は，全体的自己価値に与える影響が異なるようである．
また仕事については重要だと感じているかよりも，仕
事についてどれだけ肯定的に評価しているかが最も全
体的自己価値に影響しているようである．
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【付記】
本調査の実施にあたり，看護学校での調査を担当して
いただいた稲葉小由紀氏（現：神戸学院大学），看護
師の調査にご協力いただきました看護学生の皆さん，
看護師の皆さんに心より感謝いたします．
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