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要旨
子育てで，就労時間を短縮（以下，時短と略す）した看護職母親の仕事と子育ての思いを明らかにすることを目的とし，

2009 年度に中・四国と近畿地方の公的病院 30 施設において，時短で 0～6 歳児を養育中の看護職母親 108 名を対象に質問紙調
査を行なった．本研究は，その内，面接調査に承諾が得られた母親 8 名を対象に半構造化面接を行ない得られた内容である．分
析は戈木の Grounded theory approach（以下，GTA と略す）の方法に，一部 ATLAS.ti を用いて行った．その結果，コア
カテゴリー｛救いの時短制度で仕事をする決意｝の概念が抽出された．これは，7 カテゴリー【通常勤務での子育て困難や復帰
，
【余裕の時間が両方に
時の不安】
，
【周囲の協力による定刻の帰宅】
，
【遠慮や受ける言葉の辛さ】
，
【夫や親の協力が大きな支え】
変化を与えて好影響】
，
【時短でも子育ては大変】
，
【周囲の理解や制度の拡大希望】と 1 サブカテゴリー≪心に余裕がない≫で構
成されている．母親の｛救いの時短制度で仕事をする決意｝が仕事と子育てへの思いを変化させ，その思いは相互作用・相乗効
果（シナジー）を伴い，仕事と子育て両方に好影響を与えていた．また，時短の母親には遠慮や辛さも伴っていることが明らか
になり，今後は，周囲の理解・協力が得られる職場風土の醸成や更なる時短制度の拡大が必須である．
キーワード：時短，看護職母親，仕事と子育て，相互作用・相乗効果（シナジー）

Summary
To clarify attitudes toward work and child-rearing in nurses with shorter working time, we carried out a
questionnaire survey of 108 nurses. Of them, eight nurses from whom informed consent for survey interview could
be obtained received a semi-structured interview, and the results were analyzed using some part of ATLAS.ti in
addition to the saiki GTA (Grounded theory approach). The analysis showed that the nurses’ determination to
work under the advent of a shorter working time system positively changed their attitudes toward work and childrearing, and that their attitudes had a positive impact on both work and child-rearing with interaction and synergy.
On the other hand, it became clear that the nurses with shorter working time were also feeling guilty and stressed.
Therefore, creation of a workplace environment where understanding and cooperation from people around can be
obtained and expansion of the shorter working time system are essential in the future.
Keywords: Shorter working time, Nurses, Work and child-rearing Synergy
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究では，0 ～ 6 歳児の子育てをしながら，短時間正職

1．はじめに

員として就労を続けている職員を「短時間正職員」と

多くの女性が，出産後に仕事か家庭かの二者択一を

して用いる．

迫られている．看護職も，夜勤や長時間勤務等で夕方
や早朝の母親の手が必要な時間に不在となることか
ら，他職種以上に仕事と子育ての両立が困難な状況に
ある．平成 20 年版「看護白書」1） では，「2007 年か
ら多様な勤務形態導入のチャレンジ」を報告している．
そこで，本研究では，多様な勤務形態の中でも特に正
職員のままの身分で時短ができる短時間正職員等に着
目した．子育てのための時短が，母親の仕事と子育て
にどのような影響を与えるのか，看護職母親の仕事と
子育てへの思いを面接調査による質的分析で明らかに

2）部分休業制度
部分休業制度は，「国家公務員の育児休業等に関す
る法律」9） で，子を託児して勤務する場合などには，
子が 3 歳に達する日まで，正規の勤務時間の始め又は
終わりにおいて，1 日に 2 時間の範囲内で，30 分を
単位として勤務しないことができる制度と述べられて
いる．そこで，本研究では，0～3 歳児の子育てをし
ながら 1 日 2 時間以内を短縮できる制度を「部分休
業制度」として用いる．

することで，今後の母親の，仕事と子育て両立のため
の示唆を得たいと考えた．
平成 20 年版「少子化社会白書」 では，出産する
2）

1 年前に仕事を持っていた人のうち約 7 割が，出産半
年後には無職となっていると報告している．大沢 3）
は看護師も一般の女性と同じように結婚や出産時に就

3）就労時間の短縮
本研究では，1）の短時間正職員及び 2）の部分休
業制度を利用して 0～6 歳児を養育しながら就労を続
けていることを，就労時間の短縮（以下，時短と略す）
として用いる．

業率が下がる M 字型になっていると述べ，猪下 4）も，

30 代前半の看護師の 7 割が「看護師を辞めたい」と
回答し，その理由として出産・育児と夜勤や変則勤務
等の労働条件を上げていると報告している．一方，田
中ら 5）は，専業主婦の慢性疲労の訴えや家事・育児に
対するストレス，大和ら 6）も，専業母の育児の孤立化，
密室化がすすんでいると報告している．奥野ら 7）は，
子どもをもつ上での支障を，就労していない群では経
済的負担を上げた率が高い傾向と報告している．つま
り，就労母親，専業母親のいずれの場合においても，
母親が望む働き方の選択や子育てができるよう，今後
の支援が期待されるところである．

2．目的

4）仕事と子育ての相互作用・相乗効果（シナジー）
大沢 3）は，相互作用・相乗効果（シナジー）について，
仕事と生活というものは本来切り離されるものではな
く，双方の充実が両方にいい影響を与える．両者の充
実がともにシナジー（相互作用・相乗効果）を伴って
どちらにもいい影響を与えるならば，どちらかを犠牲
にしなければ他方がえられないということにはならな
い．仕事と生活とは，どちらも充実させることで相互
にいい効果があると述べている．本研究では，仕事と
生活の中でも，特に母親が多くの役割を担っている子
育てに着目し，母親が子育てのために就労時間を短縮
した事で，仕事と子育ての 2 つの要素が相互に作用し
て生みだす相互作用・相乗効果（シナジー）として用
いる．

子育てのために時短をした看護職母親の仕事と子育
てへの思いを，面接調査による質的分析で明らかにし，
今後の母親の仕事と子育て両立のための示唆を得る．

4．研究デザイン
戈木の GTA の方法に , 一部 ATLAS.ti を用いて分
析した帰納的記述的研究．

3．用語の定義
1）短時間正職員
（社）日本看護協会 8） は，「短時間勤務（当院の正
職員の所定労働時間（週 38 時間より短い労働時間の
勤務）をする職員であって，当院と雇用契約を締結し
たもののうち，パートタイマー・アルバイト・臨時職
員を除く者をさす）」と定義している．そこで，本研

5．研究方法
1）対象施設
中・四国と近畿地方の国立大学医学部附属病院と，
独立行政法人国立病院機構 30 施設のうち，子育ての
ために時短で 0 ～ 6 歳児を養育中の看護職母親が勤
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⑤就
 労時間を短縮することになった理由．

務する施設である．

⑥就労時間を短縮したことで，仕事と子育ての両方に

2）対象者の選定基準
対象施設に勤務し，時短で 0 ～ 6 歳児を養育中の
看護職母親である．時短の取得期間は限定していない．
対象者の初・経産は問わず，日本語を母国語とする母
親とした．
3）研究期間：2009 年 6 月～2011 年 2 月
4）調査方法
調査施設の人事担当者に，電話で 0～6 歳児の子育
てのために時短をしている看護職の実数を質問し，次
に，対象が実在する施設の看護部長に郵送で研究協力
について依頼した．封筒には，研究協力の依頼文と質
問紙票を同封しており，それを，看護部長から対象者
本人に手渡してもらった．回答後は，個人により密閉
し投函してもらった．また，質問紙票の最後の部分に
半構造化面接への協力について依頼をしており，同意
が得られる場合には連絡先も記入してもらった．
尚，質問紙票は，基本属性及び大日向 10） の「母性
意識尺度（1988）12 項目」，ローゼンバーグ（山本ら訳）
11）
の「自尊感情尺度（1965）10 項目」，内藤ら 12） の
「子育て観尺度（CPS-97）の下位尺度『子育て満足
感・生きがい感』尺度 6 項目，
『子育て負担感・不安感』
尺度 6 項目」で構成されているが，本研究では，基本
属性及び半構造化面接における分析結果部分について
報告することとした．
5）半構造化面接
半構造化面接は，先の質問紙票内で面接可能の回答
が得られた母親を対象に，
Wight,L. ら 13）の述べる「15
分ナラティブ・インタビュー法」を用いて行なった．
面接時間は，1 回のみの 30 分～1 時間を限度として
自由に話してもらった．場所は，対象者のプライバシー
が守れ，リラックスできる静かな所とした．対象者の
承諾を得て IC レコーダーに録音した．
半構造化面接の質問内容は，以下のとおりである．
①就労時間を短縮したことで，子育てに対する思いが
変わったことはどのようなことか．
②就 労時間を短縮したことで，ご主人への思いが変
わったことはどのようなことか．
③子育ての体験は，看護サービスにどのような影響を
与えているのか．
④子育ての体験は，仕事に対する思いにどのような影
響を与えているのか．

共通して最も良かったことは何か．

6）倫理的配慮
本研究は，香川大学医学部倫理委員会（2009.5）の
承認を得ている．対象の実在把握後，各施設の看護部
長に研究の目的・方法を記載した説明書と，対象者本
人に質問紙票が到達した経緯，研究への参加が自由意
志であることを記載した説明書を送付した．そして，
質問紙票回答の際，半構造化面接協力に承諾を得られ
た方に後日連絡を行なった．面接の際には，再度，口
頭と文書を用いて説明し，同意書にサインをしても
らった．
7）データ分析
戈木の GTA の方法を用いた．戈木 14）は，質的デー
タ支援用ソフトウエア（Qualitative Data Analysis
Software，以下，QDA と略す）をうまく使いこなす
ことができれば，効率よく分析をすすめることができ
ると述べ，ATLAS.ti に詳しい深堀 15） も，ATLAS.
ti は，QDA の一種で質的データ分析を効率的に進め
るのに有用と述べており，本研究でも ATLAS.ti を
用いることとした．
半構造化面接のデータから，カテゴリー関連統合図
作成のプロセスは，以下のとおりである．
① 2 ～ 3 事例の半構造化面接終了後，語りを逐語録
に起こす．
②逐語録は文脈と内容を丹念に読み込み，一文か，一
内容ごとに切片化した．
③切 片化した内容を ATLAS.ti に読み込み，プロパ
ティ，（特性），ディメンション（次元），コード名
を入力した．それを，ATLAS.ti 上で比較検討した．
さらに，プロパティ，ディメンション，コード名を
修正した．ATLAS.ti のNewfamily 機能を用いて
カテゴリー化した．
④パラダイムの構成要素の状況，行為・相互行為，帰
結を考えて分類した．その後，一つの現象ごとにカ
テゴリー関連図に表し，ストーリーラインを記述し
た．
⑤カテゴリー関連図の統合を試みるにあたり，プロパ
ティとディメンションを基に比較・検討を繰り返し
た．
⑥分 析のなかで起こった理論的比較を基に，次のス
テップで行なう面接調査対象者の選定は，どういう
データを集めたいのかを考えた理論的サンプリング
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であった．父親の平日の仕事からの帰宅時間は，17

を行った．
⑦データ収集と分析を交互に行なう過程で，理論的飽
和に到達したと判断したところで面接調査を終了し

時 30 分から 1 時で，週末婚者を除く 7 名の平均帰宅
時間は 20 時 30 分であった．

た．
⑧最後に，カテゴリー関連図を鳥瞰しながら体系化を
試み，カテゴリー関連統合図を作成し，
 ストーリー
ラインを記述した．
⑨コ
 アカテゴリー名は｛

｝，カテゴリー名は【 】，

サブカテゴリー名は≪ ≫，プロパティとディメン
ションは“

”を用いて表記した．

⑩分析は，カテゴリー化（open coding）の過程まで

ATLAS.ti6.0 を用いた．
8）質的研究にみる真実性の確保
研究の全過程で，母性看護学の質的研究者と大学院
生で検討した．ATLAS.tiでは，明解性を高めるため
GTA の機能に精通した研究者のスーパーバイスを受
けた．

6．結果
1）半構造化面接対象者の基本属性 （表 1）
母親の平均年齢は，32.9±4.6 歳であった．子ども
数は 1 ～ 2 名で，家族形態は，核家族が 7 名，拡大
家族が 1 名であった．また，時短の方法は，1 時間の
短縮が 2 名，2 時間の短縮が 3 名，週 3 日勤務が 2 名
表1

2）質的分析結果
看護職母親 8 名のデータを質的帰納的に分析した結
果，548 コードから 78 サブカテゴリーと 11 カテゴリー
が抽出された．分析過程では戈木の GTA の方法を参
考にカテゴリー関連図に表した ．そして，全事例を
鳥瞰しながら 8 事例全てのカテゴリー関連図を統合し
た結果，コアカテゴリー｛救いの時短制度で仕事をす
る決意 ｝の概念が抽出された．各カテゴリーは，7 カ
テゴリー【通常勤務での子育て困難や復帰時の不安】，
【周囲の協力による定刻の帰宅】，【遠慮や受ける言葉
の辛さ】，【夫や親の協力が大きな支え】，【余裕の時間
が両方に変化を与えて好影響】，【時短でも子育ては大
変】
 ，【周囲の理解や制度の拡大希望】，1 サブカテゴ
リー≪心に余裕がない≫で構成された．それを，｛救
いの時短制度で仕事をする決意｝に関わる概念の関係
として図に表した（図 1）．
以下，各カテゴリーについて具体例を交えて述べる．
①【通常勤務での子育て困難や復帰時の不安】
カテゴリー【通常勤務での子育て困難や復帰時の不
安】とは，時短開始に至るまでの母親の，“通常勤務
での子育ての大変さ”の程度が“大”きく，自分や“夫
の帰宅時間”が“遅い～帰れない”ことで協力が得ら

半構造化面接対象者の基本属性

事例 年齢

子ど
も数

子どもの
年齢

家族形態

居住
地域

勤務時間

短縮した
就労形態

47

3ヵ月

22時

43

8ヵ月

20時

38

19時

31

5ヵ月

18時～23時
（週末同居）

42

3ヵ月

17時30分

36

6ヵ月

23～24時

36

6ヵ月

17時30分
（交替勤務）

37

43

2

6歳4歳

核家族

O府

8：30～16：15

1時間短縮/日
3年3ヵ月
（7時間勤務）

B

27

1

1歳

核家族

H県

8：30～16：15

1時間短縮/日
（7時間勤務）

C

26

1

1歳

核家族

H県

10：00～16：45 2時間短縮/日
（通勤片道 75 分） （6時間勤務）

D

31

2

6歳5歳

核家族

K県

9：15～16：00

2時間短縮/日
1年4ヵ月
（6時間勤務）

E

38

1

1歳

週末婚

K県

8：00～14：45

2時間短縮/日
（6時間勤務）

F

33

2

週3日勤務
火，水，木
8時間勤務

G

32

2

4歳6歳

核家族

H

33

2

3歳1歳

核家族

［

［

［
［
現在夏休み中
45分短縮/日
［
9：00～16：50 ［
K府
［ 7時間15分
勤務 ［
［ 8：その他は
30～16：50 ［

O県

H県

8：30～17：15

8：30～17：15
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［

週3日勤務
火，木，金
8時間勤務

［

面接時
間（分）

21時
AM1時もあり
時々土日出勤

A

3 歳（双子）
現在
拡大家族
妊娠中

夫の帰宅
時間

短縮期間

［

［
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かけ）全くないです．（中略）皆がもっと，あっ，

れ難く，育休からの復帰に際しても通常勤務での“育
休から復帰時の不安”が“大”きい状況であったこと

私も帰りますっていうて，きっぱり帰れたらい

を意味している．

いんですけど，やっぱりそうは言えないんで，

Ｆ氏「遅くなったら普通に時間外をして帰っていたの
で，もう，夜は 20 時，遅い時は 21 時とかに
なりますねー，やっぱり，もう大変でしたねー．
（中略）時短を取る前は，子どものこともした
いんですけど，自分の体で精いっぱいなので
…もう自分のことでいっぱいなんです．」
②｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝
コアカテゴリー
｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝
は，【通常勤務での子育て困難や復帰の不安】の状況
にあった看護職母親が，看護部長に“退職の申し出や
継続の相談”をしており，母親にとってはかなり“時
短の必要度”が“高”く，ある程度の決意をもって“就
労形態の変更”を“した”ことを意味している．
Ｄ氏「私たちのストレスにもなっていたし，子どもの
ストレスにもなっとたんで，もう辞めようか
と思ったんですよ．実は，ほんで，もう辞め
させてください（中略）と言ったらこの制度
がありますよと勧めてくだっさったんですよ．
（中略）多分，私がこの病院で一番なんやーて
言われて，（中略）もう私は開き直って，もう
辞める覚悟だったけん…」
③【周囲の協力による定刻の帰宅】と≪心に余裕がな
い≫
【周囲の協力による定刻の帰宅】とは，母親が時短
で決めた“時間どおりの帰宅”が“できる”ためには，
“周囲の理解や協力”が“中～大”程度あり，“帰宅を
勧める声かけ”も“ある”ことを意味している．
Ａ氏「師長さんも，わりと，その時短に関しては理解
があって，（中略）始まったら，わりと仕事が
しやすくて…（中略）あまり気を使わずそうで
すか，じゃあ，もう，すみませんて，自分でさっ
さと，どっかで自分で切らないと帰れないん
で，でないと無理です．遠慮ばっかりしてい
ると無理です」
一方，≪心に余裕がない≫とは，
“時間どおりの帰宅”
が“できない”場合であり，
“周囲の理解や協力”が“小”
さく“帰宅を勧める声かけ”も“殆どない”ことから，
母親は時間がきても帰れず心に余裕がないことを意味
している．
Ｇ氏「皆もう，この○時○分で上がることは知ってる
けれども，仕事をおいて帰れない状況ですし…
行かしてもらっている診療科がすごく忙しい
ところなんで…（中略）．（上司の帰宅を促す声

もうちょっと周りが，私が○時○分上がりだっ
ていうのを理解してほしいですね．」
④【遠慮や受ける言葉の辛さ】
【遠慮や受ける言葉の辛さ】とは，母親が時短取得
の際には，スタッフへの迷惑を最小限に止めたいと考
えて“短縮方法に折り合い”を“つけた”のだが，い
ざ時短で帰る時には，“先に帰る気遣いや遠慮”，周囲
から“受ける言葉の辛さ”を“中～小”程度に感じて
いたことを意味している．

Ｂ氏「時短を取っているということで，お手伝いさん
的な扱いをされてしまうというか，（中略）何
ていうんでしょう，あなたは時短なんだから，
責任のある仕事はできないわよね，みたいな
感じのことを言われたり…（中略）皆，言っ
てるんですけど，やっぱり時短を取っていて，
肩身が狭いっていうのが辛いよねって…」
⑤【夫や親の協力が大きな支え】
【夫や親の協力が大きな支え】とは，母親にとって
【夫や親の協力が大きな支え】となっており，“夫や親
の協力”が“大”きく，協力があることで“しんどい
という気持ち”が“軽減”できていることや“夫の協
力が変化なくある～増加”していることを意味してい
る．
Ａ氏「うちの父が，私が夕方遅くなる時は，もう，う
ちの家に来て鍵をあけて，帰りをじーと待っ
ている．全然違いますよー．お母さんは，た
まに材料がいっぱいあったら，多めにご飯を
作ってタッパーに入れて持たしてくれる（中
略）．
（夫も）ものすごい協力してくれる，
（中略）
私は疲れたらさっさと寝るんです．そうする
と，あと部屋の中も全部きれいに片づけて洗濯
機を夜に回して，洗濯干してお風呂掃除もちゃ
んとして寝ています．」
⑥【余裕の時間が両方に変化を与えて好影響】
【余裕の時間が両方に変化を与えて好影響】とは，
母親が，｛救いの時短制度で仕事をする決意｝をした
ことで，時間と気持に余裕が持てるようになり，仕事
と子育てへの思いが変化した．その思いが，仕事と子
育て両方の好影響になったことを意味している．
Ａ氏「1 時間早く帰ると，1 時間以上の価値があるん
です．全然違います．やっぱり気持ちに余裕
があると，あまりしょうもないことで怒らな
くてすみますよね．」
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Ｂ氏「視 野が広がったというか，だから，患者さん
に対しても，以前は病院にいる患者さんが，
その人の全てだというように見えてしまって
いたのが，そうではない背景があるんだなと，
気づくことができるようになった気がします．
（中略」
⑦【周囲の理解や制度の拡大希望】
【周囲の理解や制度の拡大希望】とは，子育てのた
めに時短で仕事をすることについて，もっと理解して
ほしい．そして，時短で仕事をできる場所と期間の拡
大希望を意味している．
Ｂ氏「小学生になったときは，どうしようかなって，
今からもう考えているんですけど，特に，低学
年とかはやっぱり心配ですし，うーん，だから，
今は，1 時間の短縮をしているんですけど，そ
の時間帯では，小学校に上がった時は無理か
なあとは思っています．（中略）1 人で留守番
できるようになるまでは，取れた方がいいと
思います．」
⑧【時短でも子育ては大変】
【時短でも子育ては大変】とは，時短をして仕事を
していても，母親を取り巻く環境の差異によって，子
育てが“しんどいという気持ち”が“変わらない”状
態であることを意味している．
Ｃ氏「う ーん，何かやっぱり時間は無いじゃないで
すか．やっぱり，朝もやることやってって，帰っ

てきたら寝かせてっていう生活だから（中略）．
平日休みが無いから，常に子どもと一緒じゃな
いですか，保育園が休みの日は私も休みで，，，
（中略）常に一緒なんで，やっぱり，自分の時
間を全く持ててなくって，でー，もう，1 日，
朝から晩までバタバタっていう感じなんで，そ
れは，やっぱりしんどいなーと思います．」
⑨｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝をした母親の
仕事と子育ての現象に関わるカテゴリー関連統合図
のストーリーライン
看護職母親の【通常勤務での子育て困難や復帰時の
不安】は，
“通常勤務での子育ての大変さ”の程度が“大”
きく，自分や“夫の帰宅時間”が“遅い～帰れない”
ことで協力が得られ難く，育休からの復帰に際しても
通常勤務での“育休から復帰時の不安”が“大”きい
状況であった．
｛ 救いの時短制度で仕事をする決意 ｝をした母親の
プロセスは，
“退職の申し出や継続の相談”をしており ,
母親はかなり“時短の必要度”が高かった．時短で決
めた“時間どおりの帰宅”が“できる”ためには，
“周
囲の理解や協力”が“中～大”程度あり，“帰宅を勧
める声かけ”も“ある”場合に【周囲の協力による定
刻の帰宅】ができていた．一方，“時間どおりの帰宅”
が“できない”場合は，“周囲の理解や協力”が“小”
さく“帰宅を勧める声かけ”も“殆どない”場合で，
母親は時間がきても帰れず≪心に余裕がない≫状態と

図１ ｛救いの時短制度で仕事をする決意｝に関わる概念の関係
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なっていた．しかし，母親にとっては【夫や親の協力

が週末婚，通勤が遠方であり，時短で得られた時間を

が大きな支え】となり就労を継続できていた．ところ

相殺してしまう等の母親の個別的な背景によるアンビ

で，時短で帰るということには【遠慮や受ける言葉の

バレントな思いの構造があった．佐々木ら 16）は，「仕

辛さ】も伴っていた．時短開始の際には，スタッフへ

事と子育ての両立の困難で，『子どもが病気の時に調

の迷惑を最小限に止めたいと考えて“短縮方法に折り

整が大変』，『自分の時間が持てない』」等を報告して

合い”を“つけた”のだが，いざ時短で帰る時には，
“先

おり，本研究も同傾向を示した．また，時短は夫婦の

に帰る気遣いや遠慮”，周囲から“受ける言葉の辛さ”

多様な家族形態にも対応できる働き方であると考察し

を“中～小”程度に感じていた．やはり，母親にとっ

た．

て【夫や親の協力が大きな支え】となっており，
“夫

そして，
【周囲の理解や制度の拡大希望 】とは，≪次

や親の協力”が“大”きく，協力があることで“しん

の人に席を開けなければならない現実≫や，現行の時

どいという気持ち”が“軽減”できている場合に【余

短制度が末子 6 歳までのため，今の短縮では小学校入

裕の時間が両方に変化を与えて好影響】の帰結，一方，

学後は無理といった今後の不安の思いである．看護職

“夫や親の協力”が“小～中”程度にとどまり，母親

母親は時短で働くことが当たり前になってほしいとい

の背景の個別的問題から，子育てが“しんどいという

う切なる思いを持っており，時短制度の拡大は必須と

気持ち”が“変わらない”場合には，【時短でも子育

考察した．

ては大変】の帰結に至った．さらに，今後の希望とし
て【周囲の理解や制度の拡大希望】の帰結に至った．

7．考察
1）｛ 救いの時短制度で仕事をする決意 ｝の好影響，一
方ではアンビバレントな思いの構造
｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝のコアカテゴ
リーは，看護職母親の【通常勤務での子育て困難と復
帰時の不安】の状況を変化させ，【余裕の時間が両方
に変化を与えて好影響】の構造を示した．時短に至
る【通常勤務での子育て困難と復帰時の不安】の状況
は，きりきり舞いや自分のことで精いっぱい等の感情
要因，夫婦の住環境や夫の勤務形態等の背景要因，及
びわが子への思いと復帰の必要性の 2 つの思いが交錯
する不安であったと考えた．また，【余裕の時間が両
方に変化を与えて好影響】とは，子育てではイライラ
しない，幸せ，満足等，時間の余裕が気持ちの余裕と
なり母親の精神を安定させた．また，仕事では，子育
て経験で視野が広がり，患者への上手い声かけとなり
仕事に還元できていた．時短は仕事の負担軽減にもな
り，仕事が好きで楽しい等，仕事への前向きな気持ち
も促進していた．大沢 3） は，「仕事と生活双方の充実
が両方にいい影響を与える」と述べており，本研究の
看護職母親も時短が仕事と子育て両方の思いを変化さ
せ，その思いが相互作用・相乗効果（シナジー）を伴
い，母親の仕事と子育てに好影響を与えたと考えた．
一方，
【時短でも子育ては大変】は，サブカテゴリー
≪子どもの病気時は時短でも大変≫ , ≪週末婚の子育
ての大変さ≫ , ≪時短でも自分の時間はない≫で構成
された．これは，夫婦共の実家が遠方，夫婦の住環境

2）｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝をした母親の
仕事と子育てのプロセス
看護職母親の｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝
のプロセスでは，“退職申し出や継続の相談”をした
経緯があり，時短開始にはその母親なりの決意が必要
であったと考える．Higgins ら 17） は，若い母親を多
く雇用する組織は，従業員が働くために仕事から家族
と家族から仕事の役割に負担をかけ過ぎないよう介入
して対処し，協力する計画を提供すべきと報告してお
り，本研究の母親も，時短が仕事から家族への役割負
担軽減になったと考える．そして，母親の【周囲の協
力による定刻の帰宅】には，
“周囲の理解や協力”，
“帰
宅をすすめる声かけ”があることが重要であった．ま
た，母親は【遠慮や受ける言葉の辛さ】も体験しており，
周囲の協力や配慮，温かい声かけの必要性が示唆され
た．平成 20 年版「看護白書」1） では，和田が，育児
をしながら働き続ける職員を温かく受け入れる職場風
土の醸成を報告している．そして，林ら 18） は，看護
師のキャリア形成に影響を及ぼす要因を，経験年数，
労働条件の満足度，職場のモデルの存在と報告してい
る．つまり，本研究の母親も子育て中の時短制度の救
いが職場満足度を高める要因となれば，後の看護師と
してのキャリア形成への好影響になるであろうと考え
た．

8．研究の限界と今後の課題
本研究に着手した 2009 年 6 月当初は，時短制度導
入がまだ始まったばかりであり，対象者の選定に苦慮
した．研究方法では，1 事例ごとの面接と分析を交互
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に繰り返しながら，リッチなデータ収集と理論的サン

婦の疲労度に関する研究ーストレス・育児行動・

プリングを行うべきであった．しかし，本研究の対象

ソーシャルサポートに焦点をあててー，母性衛

者が主に近畿・中国地方に在住し遠方であったため

生 44
（2），281-288，2003．

に，2 ～ 3 事例の面接調査を 1 区切りとして 3 回のス
テップに分けて行った．今後は，時短方法及び母親の
生活背景から受ける影響，さらに，時短取得期間の長
短による結果の差異を明らかにしていくことが課題で
ある．

9．結論
1）｛ 救いの時短制度で仕事をする決意｝が，【通常勤
務での子育て困難や復帰時の不安】の状況を変化さ
せ，その思いは相互作用・相乗効果（シナジー）を
伴い【余裕の時間が両方に変化を与えて好影響】の
構造が示された．しかし，一方では，母親の個別的
な背景による【時短でも子育ては大変】のアンビバ
レントな思いの構造もあった．母親らは，【周囲の
理解や制度の拡大希望】を強く望んでおり，今後の
時短制度の拡大は必須である．
2）プロセスでは，
【周囲の協力による定刻の帰宅】が
重要であり，母親が職場で【遠慮や受ける言葉の辛
さ】を体験することがないよう周囲の協力や配慮，
温かい声かけの必要性が示唆された．
3）【通常勤務での子育て困難と復帰時の不安】の概念
は，核家族が 8 事例中 7 事例あったこと，また，7
名の父親の平均帰宅時間が，20 時 30 分と遅いこと
による生活背景の影響が考えられた．
尚，本研究は，香川大学大学院医学系研究科に提出
した修士論文の一部を加筆，修正したものである．
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