
地域医療における経営手法導入による職務満足度の効果測定の一考察 

看護職者の職務満足を中心について 

伊藤 一（小樽商科大学・商学部） 

 福地 純一郎（学習院大学・経済学部） 

Keyword： 地域医療 職務満足度 

 

【問題・目的・背景】 

 医療機関の厳しい経営状況の変化として診療報酬体系の

改定による、医業収入の減少、地域医療体制の問題点とし

ての医師不足が指摘されている。特に医療施設が老朽化し

ている場合、医局からの医師の派遣等が見込めず、ジリ貧

状況となっていく施設がみられる。調査対象とする医療施

設もまさにそのような施設特性を有していた。本研究目的

は医療機関において組織の活性化を促す各種経営教育活動

が組織構成員の職員満足や組織帰属や職務完遂への意欲維

持に影響しているかを測定することにある。具体的には、

職員満足度に対して各種経営的手法の追加がいかに影響す

るかをギャップ分析によって測定した。つまり職員（ES）

満足度を成果指標として、BSC（バランスドスコアカード）

をはじめ経営業務改革の活動が、個人のスキル育成にいか

に影響し、所属機関への帰属性が低い医療職において、帰

属性や組織、および地域へ帰属などについての影響を二回

の ES調査の実施により如何にどの程度、改善したかについ

て分析を行った。その際、経営手法を支援する戦略リーダ

ーが組織を活性化し交流を促進する媒介主体（ファシリテ

ータ）としていかにも活躍してきたかについて、その必要

性と存在意義について考察した。 

 ここで採用した BSCの経営手法の採用とその経営教育活

動の採用について説明すると、調査から５年前に本部より

経営改善を要請されており、債務超過から昨年度黒字転換

で本部から経営指導員の派遣までは至っていないものの、

毎月収支状況を本部に報告していた。通常、医療機能評価

の取得へと進むものだが、本院で BSCを導入を決定した理

由は、BSC を利用して組織風土、経営上の価値観を変えた

いとの首脳部の意思があった。BSC 自体は系列の病院にて

行われている形式をベンチマークとして活用した。数値で

示しても周知徹底できない場合は文章化した。さらに遂行

状況は、BSCがなかなか細部への浸透が難しいため、”戦略

リーダー” （ファシリテータ）を設置し遂行を支援した。 

  

【研究方法・研究内容】 

1. 研究方法と対象病院の特性：  

対象病院の特性は急性期中規模病院で老朽化し新築立

て替えを希望するも、医業収益の停滞のため、本部からの

資金支援がえられず、魅力ない施設環境の中で地域医療

を担っている人口減少にある地方都市にある医療施設で

ある。調査対象とする看護師では離職率２０％にのぼり、

組織維持が厳しい状況ある。職員の満足度の分析フレー

ムとしてマズローの欲求段階説を起点に以下のようの設

定し、質問用紙を作成する。① 経済的安定：安定・安全

な状態を得ようとする欲求 ②所属愛の欲求：他人と関わ

りたい、他者と同じようにしたいなどの集団帰属欲求 ③

自我・自尊の欲求：自分が集団から価値ある存在と認めら

れ、尊敬される欲求  ④自己実現欲求：自分の能力・可

能性を発揮し、創造的活動や自己の成長を図りたい欲求 

⑤組織目標達成欲求：組織が目標を達成できる欲求。以上

の視点から主に調査票を作成し、主に看護職者を対象に

経営手法の研修で教育によるES満足の変化をギャップ分

析にて調査した。調査票では「仕事の手ごたえ」「組織へ

の信頼」「マネジメントへの信頼」「職場環境」「人事処

遇」といったカテゴリを質問項目にブレイクダウンし調

査することにした。  

 

２．ES調査 

（１） 調査概要 

 ・調査対象： 看護職を中心にそのた事務職員 

 ・調査内容： 対象者の所属部署、従業員満足度、BSC

浸透度、戦略リーダーへの評価 

・ 調査方法： 院内でアンケート用紙を手渡し配布

し、事務に設置の回収箱で回収。 

（２）効果測定： 第一回・第二回調査によるギャップ分

析 

①分析手法 

今回の二回の従業員度満足調査データでは、第一回目

と第二回目の調査において回答者に任意に番号が渡され、

第一回調査票、第二回調査票それぞれに自らがその番号

を記載する欄が用意され、第一回調査票と第二回調査票

との関連が 1 対１で示されている。これを用いて、従業

員満足度が向上しているかどうかを判定するための仮説

検定を行なう。この検定は漸近検定である。本分析のサン



プルサイズは 119 であるから、近似の程度は十分である

と思われる。X をある従業員満足度の第一回調査の値、Y

を同じ満足度の第二回調査の値とする。このとき、確率変

数 Y が確率変数Xよりも確率的に大きいこと、つまり 
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が成り立つときに従業員満足度が向上したと考える。従

業員満足度は順序尺度なので、平均などの概念を使わな

いで、以上のように定式化することが望ましい。ここでは 

)()( XYPXYP  とおき、対立仮説 
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を検定する。検定統計量としてはAgresti のAnalysis of 

Ordinal Categorical Data, による以下の統計量を使う。 
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 は帰無仮説が正しく、

標本の大きさが大きいときに近似的に標準正規分布にし

たがう。このことに基づき以下のような検定を行なう。 
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  のとき、帰無仮説は棄却される、すなわ

ち満足度向上があると結論できる。 
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  のとき、帰無仮説は棄却されない、すな

わち満足度向上があると結論できない。 

 

調査票の構成 

 本調査票はBSC導入の効果、戦略リーダー設置の有効性、、

職務満足についての３部で構成されている。 

 

【研究・調査･分析結果】 

分析結果 

・ 第一回調査実施状況：調査票配布(11/13),回収

(12/10)。サンプル数： 配布数１９５票、有効回

収数１５７票（有効1４９票）で有効回収率は７６．

４％。 

・ 第二回調査実施状況、調査票配布(２/13),回収

(2/20)。サンプル数、配布数は１９５票、有効回収

数、回収１３９票（有効1３３票）で有効回収率は

６８．２％であった。 

従業員満足度が向上した項目について、今回実施した

職務満足度調査の質問項目のうち、項目 11から 25まで

の 15項目のうち、13項目で満足度が向上した職員数の満

足度が低下した職員数よりも多い。 さらに仮説検定の

手法によって、以下の９項目で「満足度の向上があった」

と結論付けられた（ここでは有意水準を、甘めであるが１

０％とした）。より正確には、「病院職員の満足度の分布が

正の方向にシフトした」と結論できた。しかしながら、各

項目とも標本中のほぼ半数（５４～６６人）は満足度に変

化がない。したがって満足度向上が有意に認められる項

目についても、向上の程度は大きくない。 

有意に満足度が向上したと言える項目については以下

の通りである。 

戦略リーダーの有効性に関して（項目、（P値）質問内

容） 

8 (0.019)戦略リーダーの頻繁な面接 

9 (0.012)戦略リーダーの適切なアドバイス 

10 (0.043)戦略リーダーの事後的なフォロー 

職務満足に関して 

11（0.089）今の仕事に満足している 

14（0.087）自院は地域医療に貢献している（自己実現） 

17（0.005）病院としての使命、経営者の方針が徹底し

ている（自己実現：集団として） 

18（0.007）病院は一人一人の職員を大切にしている（自

律・自尊） 

19（0.029）部門の目標達成にみんな関心をもっている

（組織目標の達成） 

21（0.01）他部門との協力体制ができている（組織目標

の達成） 

23（0.009）現在の給与水準に満足している（経済・安

定） 

24（0.008）現在の業績評価に満足している 

25（0.041）現在の昇進・昇格制度に満足している（自

律） 

 以上の質問項目が有意に職務満足を向上させていた点



が確認できた。有意とならなかった項目のうち項目１２

「アイディアの主張（自律）」についてはP値は0.2未満

で、満足度は低下してはいないことが示唆される。満足度

が低下した項目について、15項目中、項目１３「職務上

の成長（自己実現）」、１６「機関帰属への誇り（帰属）」

では従業員満足度が低下した職員数が向上した職員数よ

りも多いが統計的に有意ではなかった。 

 

【考察・今後の展開】 

１．個別欲求の達成 

職員満足度調査におけるギャップ分析から有意となっ

た質問項目として、質問11は“職務満足度”がありＢＳ

Ｃを導入した結果満足度が有意にあがった。さらに質問

14 では“地域貢献”への自院が果たす役割を強く認識す

ることになっている。 

また、質問17も同じ自らの使命を確認させる項目で“病

院としての使命、経営者の方針が徹底している”、となっ

ており、医療スタッフとしてＢＳＣ活動により使命感が

醸成されてきている。また質問 18（0.007）では“病院は

一人一人の職員を大切にしている”をはじめとして職員

からの経営サイドの信頼は、同じく有意となった、質問23

（0.009）“現在の給与水準に満足している”、質問 24

（0.008）“現在の業績評価に満足している”、質問 25

（0.041）“現在の昇進・昇格制度に満足している”などの

人事評価項目でのES満足度に顕著にＢＳＣの効果が出て

いる。 

最後に質問 19（0.029）“部門の目標達成にみんな関心

をもっている”、質問 21（0.01）“他部門との協力体制が

できている”が有意となっており、ＢＳＣ導入により組織

内、組織外でも内部プロセスの面で関係が円滑になって

いることが分かる。これらは戦略リーダーの組織を超え

た活動を評価する証左ともなっている。 

 

２．活性化推進組織（担い手）の設定 

院内の活性化を促進する媒介的位置づけにある戦略リ

ーダーの有効性について考察する。BSC実現のための戦略

リーダーの活動をたずねた質問８，９，１０の項目で有意

な値が得られた。戦略リーダーの使命が達成されたこと

が判明し、当該 BSC の達成のために有効なポジションで

あったことが判明した。戦略リーダ自体がマトリックス

組織となっているがこれらの本来の組織上の問題も解決

している。 

追加で部門別成果達成度と浸透度関連について考察し

た。このように当該手法により経営支援活動などの経営

指導の評価の方法として満足度を利用した評価方法が有

効であると考えることができる。さらに部門別（単位）で

ＢＳＣの浸透の程度が、部門の目標とする業務改善活動

の成果と如何に関係しているか分析した結果、弱いなが

らも正の相関関係を確認できた。ＢＳＣが浸透している

部署では業務改善も進んでいる点が明らかになった。以

上より今回導入したＢＳＣ活動が業務改善に影響したこ

とが多くの質問項目で見受けられた。 

 

３. 今後の課題 

 個別の病院の特性が強く出ている可能性があるので今

後は対象医療機関を広げて調査を進めて行く予定である。

さらに詳しく関連要因の相互作用を多変量解析（共分散

構造分析等）の利用により、より精緻な検討が必要である。 
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