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ABSTRACT:

This study evaluated the relationship between the employer and the employees in elderly care facilities, to
understand how to nurture a compassionate attitude in the field of medical and welfare work. We asked four
questions regarding compassion displayed by the employee with the elderly patients and corresponding four
questions about compassion shown by the employer, to the employee. Using Spearman’s rank correlation coefficient,
these two factors were measured and correlated. The results show that compassion from their boss relates the level
of compassion shown by the employee to their patients. Moreover, the staff who are more considerate of the patients’
needs feel compassion from their employer.
Key words: Compassion,

care welfare, sympathy

要旨：

本研究では，医療福祉職において思いやりの育み方を検討するために，職員が上司から感じている思いやりと，職員
がサービス利用者に意識している思いやりとの関係性を明らかにすることを目的とした．上司からの思いやりの 4 つの
設問と対応する利用者への思いやりの 4 つの設問とのそれぞれの相関，ならびに上司からの思いやりの合計点と利用者
への思いやりの合計点との相関として，Spearman の順位相関係数を用いた結果，中等度の正の相関を認めた．この結
果から職員が上司からの思いやりを感じることと利用者へ思いやりを持つこととは関係性があることや、利用者に思い
やりがある職員は，上司の思いやりを感じやすい傾向があることが示唆された．
キーワード：思いやり， 介護福祉， 共感
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はじめに
日本では超高齢化社会を迎えるにあたって，
2040 年までに医療福祉職の人材として 200 万人
超の増加が必要であると経済財政諮問会議で発
表されている．また，厚生労働省においては，
「引
き続き需要が増加する医療・介護等のサービスを
安定的に提供するため，人材の確保が課題」とし
ている 1)．
このような医療福祉職の人材不足の状況の中
でも質の高いサービスを提供する観点において，
福間 2)は 295 名のケアワーカーの分析から総合的
サービスの質を決める 4 つの因子の一つとして
「思いやり」が抽出されたとしている．つまり，
思いやりを育む教育や環境の整備が医療福祉職
の課題になっていると考えられる．
思いやりは，様々な人間関係の中で育まれてい
くものとされている 3)．この点について，学校教
育関連職における報告が多く見受けられ 4-7)，
たと
8)
えば，菊池 は，幼児教育では思いやりをもった
教育を行うことが幼児の思いやりの心を育むと
している．一方で医療福祉職においては，このよ
うな思いやりの育みに関する報告はほとんど見
当たらないが，医療福祉職職員（以下，職員）の
教育を担うと考えられる上司との関係はその一
つとして重要であることが考えられる．実際，通
所介護における報告 9)では，上司と職員との関係
性が近いことが対人関係への満足感に有意な関
連をもたらすとしており，上司からの助言や指導
が職員に影響を与えているとしている．つまり，
上司からの思いやりをもった教育を受けた職員
は，利用者に対する思いやりの心も育まれている
可能性がある．
そこで本研究では，医療福祉職において思いや
りをどのように育んでいくかを検討するために，
職員が上司から感じている思いやりと，職員がサ
ービス利用者に意識している思いやりとの関係
性を明らかにすることを目的とした．

対象と方法
対象は，法人内における通所介護施設（3 施設）
，
有料老人ホーム，居宅介護支援事業所等の介護保
険施設に所属する職員 33 名（男性 7 名，女性 26
名，年齢 46.9±12.4 歳，経験年数 4.7±3.9 年）と
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した（Table 1）．なお，職員の職種は，介護福祉
士（9 名）
，看護師（6 名）
，柔道整復師（1 名），
ケアマネジャー（6 名，介護福祉士，理学療法士
の基礎資格保有）
，無資格（11 名）であった．
法人内での A から E までの 5 つの部署に所属
する対象者（A:5 名，B:10 名，C:5 名，D:7 名，
E:6 名）に対し，紙面によるアンケート調査を実
施した．
祐宗ら 10)は，日本語の思いやりという言葉は
行動よりも心（心情面）に重点がおかれていると
している．一方，菊池 11)は，
Musscm&Eisenberger
の向社会行動の定義 8)に基づいて，思いやりの特
徴として，要約すれば，「自発的で報酬を期待し
ない援助（支援）行動である」とし，心情面より
も行動面に重点がおかれている．
このように思いやりには心情面と行動面があ
るといえるが，内田ら 12)は，思いやりには「他者
の気持ちを察し，その人の立場に立って考える」
こと，「その気持ちや状態に共感もしくは同情す
る」こと，そして「向社会行動への動機付けとな
る」という側面があることを挙げている．本研究
においては，内田らの分類を参考に思いやりに関
する 4 種類の設問のキーワードとして，
「困って
いる状況の理解」「困っている時に手を差し伸べ
る」
「気持ちを察する」
「思いやりの有無」と臨床
上回答しやすいようにし，全体として思いやりの
心情面と行動面を含有する内容になるよう独自
に設定した．具体的には，まず上司から感じてい
る思いやりについて 4 つの設問（
「Qb1: 上司はあ
なたが困っている状況を話すと理解してくれる」
「Qb2: 上司はあなたが困っている時にすぐ手を
差し伸べてくれる」
「Qb3: 上司はあなたが伝えな
い気持ちを察してくれる」
「Qb4: 上司からあなた
への思いやりを感じる」）を設定した．一方で利
用者に意識している思いやりについても 4 つの設
問（「Qu1: あなたは利用者が困っている状況を理
解しようと意識している」
「Qu2: あなたは利用者
が困っている時にすぐ手を差し伸べるように意
識している」
「Qu3: あなたは利用者が伝えてこな
くても気持ちを察するように意識している」
「Qu4: あなたは利用者に思いやりを持つように
意識している」）を上記の上司から感じている思
いやりについての設問項目にそれぞれ対応する
ように設定した．
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尺度に関しては内田ら 12)の研究を参考にし，
各設問に対し，
「そう思う（1 点）
」から「そう思
わない（5 点）
」という 5 件法にて回答を得ること
とした．分析方法としては，回答を点数化したう
えで，上司からの思いやりの 4 つの設問と利用者
への思いやりの 4 つの設問とのそれぞれの相関に
ついて，ならびに上司からの思いやりの合計点と
利用者への思いやりの合計点との相関について，
いずれも Spearman の順位相関係数を用いた．ま
た A から E までの 5 つの各部署間での群間比較
については，Kruskal-Wallis 検定を用いた．統計
分析は，統計ソフトウェア SPSS Statistics 22
（IBM 社製）を用いた．統計学的有意水準は 5%
とした．
本研究はヘルシンキ宣言に基づき，研究の趣旨，
目的，内容，方法などの説明を行い，対象者の同
意を得た上で実施した．また本研究は総合在宅ケ
アサービスセンター児島の所属長を含む倫理会
議にて認められている．なお，対象者の個人情報
が特定されぬよう，アンケートの回答は無記名に
し，回収ボックスに入れて他の職員に記載結果が
分からなくする等の配慮を行った．
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結果
アンケートの回答は配布した職員 33 名全てか
ら得られ回収率は 100%であった．
上司からの思いやりに関する 4 つの設問（Qb1，
Qb2，Qb3，Qb4）の合計点の中央値（四分位範
囲）は 6（5-8）
，利用者への思いやりに関する 4
つの設問（Qu1，Qu2，Qu3，Qu4）の合計点の
中央値（四分位範囲）は 6（5-7）であった．この
合計点の相関係数は中等度の正の相関（r＝0.478,
p<0.05）を認めた（Table 2）
．また，対応する各
設問の相関では，「Qu3:あなたは利用者が伝えて
こなくても気持ちを察するように意識している」
という設問と上司からの思いやりに関する 4 つの
設問（Qb1，Qb2，Qb3，Qb4）それぞれと有意
な相関を示した．
また，A から E までの各部署間での
Kruskal-Wallis 検定を用いた群間比較において，
上司に関する 4 つの設問の合計点においては有意
差を認めた（p=0.005）
．一方で利用者に関する 4
つの設問の合計点においては，有意差を認めなか
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った（p=0.088）
．

考察
本研究では，介護保険施設の職員においてアン
ケート調査により上司からの思いやりと，利用者
への思いやりについて調べた．
上司からの思いやりに関する 4 つの設問（Qb1，
Qb2，Qb3，Qb4）の合計点と利用者への思いや
りに関する 4 つの設問（Qu1，Qu2，Qu3，Qu4）
の合計点との間には中等度の正の相関を認めた
という結果となった．
このことから 1 つ目の仮説として考えられる
ことは，
「職員が上司からの思いやりを感じるこ
とと利用者へ思いやりを持つこととは関係性が
ある」というものである．
一般的に多くの業種において，上司の行動や態
度が職員に影響を与えることが示されている 13) ．
医療福祉職においても，職員の充実感に影響を与
える要因として上司との関係が挙げられており，
「対人関係への満足感」を高めるためには，職員
を指導する立場にある上司などが重要であると
している 9)．
つぎに 2 つ目の仮説として考えられることは，
「利用者に思いやりがある職員は，上司の思いや
りを感じやすい傾向がある」というものである．
今回の 4 つの対応する設問ごとに分けて相関関係
を分析した結果，「Qu3:あなたは利用者が伝えて
こなくても気持ちを察するように意識している」
という設問と上司からの思いやりに関する 4 つの
設問（Qb1，Qb2，Qb3，Qb4）それぞれと有意
な相関を示している．つまり，利用者の気持ちを
察しようとしている職員ほど上司からの思いや
りを感じ取れているという傾向がみられた．「思
いやり行動」の動機付けの過程で大きな影響を与
えると考えることの多いのが「共感」であり 14)，
共感性が高い人ほど「思いやり行動」が多いとい
う関係が多く支持されている 15-17)．
今回の研究において，上司からの思いやりを感
じるには，前提条件として，上司が思いやりをも
っていることに対する職員の共感が必要となり
うる．また，他者への思いやりは共感から生じる
ものと考えられるため，利用者への思いやりも共
感をもつことが前提となる．つまり，これらの上
司に対するものと利用者に対するものとの 2 種類
の設問の性質は双方とも他者への共感に基づく
xx

ものであることが推測される．
思いやり行動の生起の過程には，状況の認知
（気づき)から始まり，思いやり行動するかどうか
の意思決定，実際の行動へという動きが仮定され
ている 11, 18)．この「気づき」と「意思決定」とを
媒介する要因の 1 つとして「共感性」があげられ
ている 19)．
今回の 4 つの設問のキーワードについて，
「困
っている状況の理解」
（Qb1，Qu1）は思いやり行
動の過程の中でも「認知」の部分を主に捉えてお
り，
「困っている時に手を差し伸べる」
（Qb2，Qu2）
は「行動」の部分，
「気持ちを察する」
（Qb3，Qu3）
は「認知」と「意思決定」の部分を含んでおり，
そして「思いやりの有無」
（Qb4，Qu4）はこの過
程全般を表すと考えられ，それぞれの設問の意味
する範囲は異なる．
そのような 4 つの設問の中で，
「気持ちを察する」
（Qb3，Qu3）という言葉が「共
感する」という意味に最も近いとも考えられる．
この結果からも，上司が状況を察していると考え
る力と利用者の気持ちを察しようとする力はい
ずれもその職員がもつ共感する能力に関連する
ことが示唆される．
また，設問の合計によって表した「思いやり」
としては有意な相関が得られたのに対して，「思
いやりの有無」を表し，思いやりを総合的に捉え
る指標として考えられる設問（Qb4，Qu4）間で
は有意な相関が得られなかった．この一見矛盾し
ているように思われる現象は，上記にも挙げたよ
うに，「思いやり」という言葉のもつ範囲は心理
面に重点を置いたり行動面に重点を置いたりと
いうように，今回の設問（Qb4，Qu4）でそれぞ
れ対象者が思い描いている「思いやり」の意味の
解釈の範囲がそれぞれ異なっていたことが原因
である可能性がある．そのため合計との相関が見
られない結果となったことが推測される．
日道 20)は，共感とは他者との感情の共有や他
者への同情の喚起のような感情的側面と，他者の
信念の推論のような認知的側面から構成される
複合的な構成概念としている 21)．そして共感は，
遺伝的要因のみに影響を受けているわけではな
く，同時に環境的要因からの影響も受けるとされ
ている．共感から派生する思いやりも先天的な遺
伝的要因よりも後天的な部分の方が影響すると
いえる 22)．
上記の 2 つの仮説を統合して考察すると，職場
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において思いやりを感じる力，すなわち共感力を
育むことは，他者に思いやりをもつ力を育むこと
につながると推測される．すでにグーグル社は
2012 年から始めた 5 万人規模の社内調査におい
て「思いやりはサービスの質を向上させる」とし，
思いやり形成のためのプロジェクト「アリストテ
レス」の中でマインドフルネスなどの内観的プロ
グラムの効果を明らかにしようとしている 23)．こ
のような報告を応用し，医療福祉職における思い
やりを育む教育を実践することが必要であると
いえる．
また A から E までの各部署間での群間比較に
ついては，利用者に対する 4 つの設問の合計点に
おいて有意な差がみられず，利用者に対する思い
やりの意識については各部署の間で差がない結
果となった．他者へ与える思いやりについては，
概ね個々人が感じる能力に依存すると考えられ
る．それに対して，上司に対する 4 つの設問の合
計点において有意差がある結果となったことか
ら，各部署の上司によって部下が受け取る思いや
りの程度に差があることが示唆された．このこと
から，個々人が他者から感じる思いやりについて
は，感じる能力のほかに，その相手によって思い
やりを感じる量が変化するということが考えら
れ，必ずしも自身のみに影響するのではなく，相
手によっても影響される可能性を含んでいると
いえる．
今回の調査による結果からは，上司からの思い
やりを感じた結果として利用者に対する思いや
りを与えることができたかどうかという因果関
係を論じることができないが，今後はその効果を
経時的に調べ検証することが本研究の課題であ
る．また今回アンケートで使用した設問は独自に
設定したものであるのであり，設問や尺度の妥当
性などの確認は今後の課題である．
最後に，本論文の一部は，第 7 回日本理学療法
教育学会学術大会（兵庫，2018 年）で発表し，
同大会抄録で用いたことを記載しておく．
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