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Ⅰ．緒　　言

国内の生産年齢人口は2017年から2040年で1584
万人の減少が推計され，介護職については2025年
には37.7万人が不足すると報告されている１）。一
方，高齢化による需要の高まりと国内の生産年齢
人口割合の減少から，2017年度の事業所における
介護職の離職率は16.2％と前年と同レベルである

ものの，介護職の不足感は４年連続して増加して
いる。国内の生産年齢人口は2017年に60％を割り，
2065年には51.4％に減少すると推計され１），人材
採用の困難がさらに増すと考えられる。この点か
ら，介護人材確保の戦略として，離職率を下げる
ことは必要不可欠である。その介護職の離職理由
では，１位「職場の人間関係に問題」，２位「結婚・
出産・妊娠・育児」，３位「法人や施設・事業所
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Based	on	the	“Healthy	Work	Organization	（HWO）” conceptual	model,	we	conducted	a	quali-
tative	study	using	a	semi-structured	interview	subjecting	14	unit-leaders	of	professional	care-
givers	in	elderly	care	facilities	to	reveal	the	actual	condition	of	factors	involved	in	their	turn-
over.	Three	categories,	 that	consist	of	23	sub-categories	 identified	 from	62	codes,	emerged	
regarding	factors	of	resignation	among	professional	care	givers.	One	of	the	categories,	namely	
“specificity	of	care	services,”	was	 fit	 to	 the	“work	and	workplace	characteristics”	within	the	
HWO	conceptual	model,	and	the	remaining	two	categories,	namely	“not	established	labor	and	
personnel	management	system”	and	“undeveloped	organizational	policy	and	structure,”	were	fit	
to	the	“organizational	characteristics”	 in	the	model.	The	findings	suggested	that	countermea-
sures	toward	the	turnover	of	professional	caregivers	are	required	for	both	the	work	and	the	
workplace	characteristics	and	the	organizational	characteristics	influencing	the	former	charac-
teristics.
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の理念や運営のあり方に不満」と昨年同様に職場
環境や経営理念に対する理由が高く２），職場の人
間関係と組織の課題への取り組みが介護職の離職
対策において重要であるといえる。

介護職に関する複数の大規模調査研究では，賃
金等の処遇に加え，個人が尊重されない職場風土
が離職意向の要因であること３），さらに離職率の
低位群は賃金や休暇の取得，福利厚生に関してよ
り高い満足度を示す一方４），就業形態などの人的
環境に加え，事業所の所在地や事業開始後の経過
年数などの組織的環境が離職率と関連してい	
た５）。このことは介護職の作業や職業の要因のみ
ならず，その背後にある組織特性を含めた対策が
必要といえる。

労働者の離職に関し，作業や職業のみならずそ
の背後にある組織特性に着目した国内の先行研究
では６, ７），米国国立職業安全保健研究所のHealthy	
Work	Organization（HWO）の概念モデルを用
いて離職及び離職意向との因果関係が立証されて
いる。HWOモデルは労働職場環境の作業・職業
特性の背後にある「組織特性（管理方式，組織風
土等）」が「組織の健康（業績や労働者の健康等）」
の影響要因であり，組織の健康を考慮した対策は，
労働者と組織に利益をもたらすとする８）。HWO
の概念モデルを用いた前述の先行研究では，情報
サービス産業の歴史の浅さと急速な技術革新を背
景とした管理方式の未整備や評価制度の未熟性と
いった組織特性が労働者の離職意向の要因であっ
た６, ７）。

一方，国内では高齢者の尊厳の保持と自立生活
の支援の目的のもと，可能な限り住み慣れた地域
での暮らしを継続するための「地域包括ケアシス
テム」が推進される中９），介護予防サービス及び
介護サービスについては利用者のニーズに応じ，
訪問系・居宅系・地域密着型サービス事業所等の
多様性が増している。さらに，施設数も急速に増
加し,2007年から2017年の10年間で介護保険施設

（介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療
養型医療施設）の数は約15％の増加が認められ	
る10，11）。これらの状況から人材不足となり，それ
を補うべく昨今では外国人労働者を雇用する施設
も増加し２，12），人材育成の課題も加わり高齢者介
護施設の組織特性に関わる課題は複雑化してい

る。
このような組織特性は，作業・職業特性ととも

に介護職の離職に影響すると考えられる。そのた
め，HWOの概念モデルを踏まえ，さらなる増加
が予測される介護老人福祉施設の，介護職の離職
要因となり得る労働職場環境の作業・職業と，そ
の背後にある組織特性の実態を解明し，離職防止
と定着に向け具体的な方策を見出すことは，介護
職個人と組織である介護老人福祉施設の双方に利
益をもたらすと考えられる。しかし，これまで組
織の健康として介護職の離職や離職意向に焦点を
あて，作業・職場特性とともに組織特性の実態を
解明した研究は皆無である。以上より，本研究は
HWOの概念モデルを踏まえ，介護老人福祉施設
における介護職の離職要因となり得る作業・職業
特性と背後にある組織特性の実態を，介護職の視
点から解明することで，介護人材の確保と定着の
対策の示唆を得ることを目的とした。

Ⅱ．研究方法

A．研究デザインと対象
介護老人福祉施設における介護職の，離職要因

となり得る作業・職業特性とその背後にある組織
特性の実態を解明するため，現場の介護職のユ
ニットリーダーの語りを通してHWOの概念モデ
ルを用いた帰納的アプローチによる質的記述的研
究法を用いた。対象者は介護老人福祉施設のユ
ニットリーダーとした。介護職のユニット毎のま
とめ役であり，かつ組織の管理運営や方針につい
ての実態を語ることができる立場という点で,3年
以上の経験を有する者を対象とした。インタ
ビューは研究の目的や現実的状況に合わせる点	
で13），本研究では介護現場の広範囲の実態を語っ
てもらう中，ある程度代表的で共通性のある意見
が得られるものの一人当たりの時間や得られる情
報の制限が生じるフォーカス・グループより，少
人数で面接で頭の中のことを言語化しながら思考
を進める発話思考がより円滑に行われる２人１組
のペアの形式を採用した。組み合わせは対象者が
協力可能な日時の中で，異なる施設の者同士が一
組となるよう配慮した。

B．リクルートとデータ収集
2018年７月～11月に，機縁を用いて近畿圏の計
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19か所の介護老人福祉施設の施設長に対し，研究
の説明と協力依頼の文書を送付し，施設内での研
究参加者募集の周知を依頼した。研究参加は自由
意志であること，強制力が働かないこと，プライ
バシーの保護の徹底等を依頼文に含めた。11施設
の正規職員のユニットリーダー計14名から調査協
力の承諾が得られた。表１に示すように13名が介
護福祉士，女性は９人，平均年齢は35.0（±6.45）
歳，ユニットリーダーとしての現職位の平均経験
年数は６（±5.00）年であった。

2018年８月～11月に研究者の所属機関の会議室
で筆頭著者による半構造化面接の形式で計６回の
２名１組のペア（２グループは３名１組）を実施
した。開始前に属性は調査票を用いて尋ね，語り
では個人名や固有名詞を用いず匿名で，参加者同
士は事前に付与した番号で呼び合い，プライバ
シーの厳守の協力を依頼し，許可を得て内容を録
音した（平均時間：95.83分±6.86）。インタビュー
ガイドは，①介護職の離職の実態，②離職の要因
となると考える労働職場環境（作業・職業特性及
び組織特性），③職場や組織での離職防止対策の
現状，について尋ねた。

C．データ分析
録音した音声データから逐語録を作成し，繰り

返し読み，介護職の離職に関わる作業・職業及び
組織特性の記述に関するコードを抽出し，エクセ
ルシートを用いて整理した。コードの意味内容の
類似性と相違性を検討し，類似するコードを複数
集めて抽象度を上げサブカテゴリー，同様の方法
でサブカテゴリ―から抽象度を上げ，カテゴリー
とした。分析の途中，サブカテゴリ―とコードを
頼りに逐語録に戻り，意味内容や結果の解釈，表
現について確認作業を繰り返し進めた。各々のカ
テゴリーは，HWOの概念モデルの「作業・職業
特性」とその背後にある「組織特性（管理方式，
組織風土等）」８）（図１参照）と関連する内容に類
型化し，それに合わせて概念図を作成した。なお，
結果の解釈に関し，社会福祉学及び老年看護学の
研究者から助言を受けた。

D．倫理的配慮
本研究は筆頭著者の所属機関のヘルシンキ宣言

及び人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
に則った倫理委員会の承認を受けて実施した（承
認番号:2018-018，承認日2018年６月５日）。研究
協力に際して，研究目的と方法，参加は自由意思

Table	1　Basic	attribute	of	the	participants
表１　研究参加者の属性

NO Type	of	
institution Type	of	facility Interview	

group Sex Age Education Duration	of	
service	

Duration	of	
experience	in	

current	
position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

医療法人

社会医療法人

医療法人

医療法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

その他（デイケア）

従来型（集団ケア）

その他（デイケア）

従来型（集団ケア）

ユニット型（個別ケア）

ユニット型（個別ケア）

ユニット型（個別ケア）

従来型（集団ケア）

従来型（集団ケア）

ユニット型（個別ケア）

ユニット型（個別ケア）

その他（準ユニット型）

ユニット型（個別ケア）

従来型（集団ケア）

3

4

1

2

1

2

3

4

3

5

5

6

6

6

男性

女性

女性

女性

男性

男性

男性

女性

男性

女性

女性

女性

女性

女性

30歳台

30歳台

30歳台

20歳台

30歳台

30歳台

20歳台

40歳台

30歳台

30歳台

40歳台

20歳台

30歳台

40歳台

専修学校・短大

高校

大学

専修学校・短大

高校

専修学校・短大

専修学校・短大

専修学校・短大

専修学校・短大

高校

中学校

大学

専修学校・短大

高校

15

13

13

5

6

10

6

22

12

3

3.5

6

18

28

2

0

16

5

1年未満

3

6

5

3

10

12

3

4

14
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であり参加の有無で不利益を受けないこと，同意
の途中撤回も可能であること，プライバシーの確
保と個人情報を含むデータの管理に注意するこ
と，結果は匿名性を確保した上で研究目的以外に
使用しないことを文書に含め説明を行い，同意書
への署名により同意を得て実施した。

Ⅲ．結　　果

逐語録から介護職の離職に関連する作業・職業
特性及び組織特性に関する具体的な記述をコード
として抽出し，その内容から62コード及び23サブ
カテゴリーが抽出された。さらにそれらをHWO
の概念モデルの「作業・職業特性」とその背後に
ある「組織特性（管理方式，組織風土等）」８）に
関連する内容として類型化し，4カテゴリーに整
理した（表２）。４カテゴリーのうちHWOの概念
モデル８）の「作業・職業特性」に［介護業務の特
殊性］は，「組織特性」に，［管理方式の未整備］［凝
集性の低い組織風土］［曖昧な経営方針］の３カ
テゴリーが類型化された。図２にHWOの概念モ
デルの内容に類型化した本研究の結果による概念

図を示す。
以下，カテゴリーは［］，サブカテ

ゴリ―は《》，コードは〈〉，逐語	デー
タは「」，逐後データの中での会話は『』
の記号を用い斜字，にて記述する。
「作業・職業特性」に該当するとし

たカテゴリー［介護業務の特殊性］
では，〈体力が必須の肉体労働〉でか
つ，〈限られた人員で提供する負担の
多い業務〉という《高度な技術より

体力が必須の肉体労働》であることが語られた。
日々の業務の中で〈私的身体領域である排せつ支
援〉や〈覚悟を要する不衛生な生活支援〉といっ
た《私的身体領域を含む生活支援》に加え，《生
活の場でのケア業務》であるゆえに〈生活の場で
個別のニーズを汲む限界〉や〈専門性が見えにく
い仕事〉でもある。一方，個別性のある生活支援
ゆえに〈標準化されにくい介護技術〉を展開する
中，利用者や家族には〈自立に向けた技術が否定
的に取られるケア〉もあり，このような《明文化
しにくいケア技術》が業務の特殊性として語られ
た。
「なるべく自立，自分でできることは，して頂

こうというのが基本なんですけど，本人，家族，
本人さんが『やってほしい』と言って，やっていっ
たら，この人，やってあげる人は，『良い人』で
すよね，その利用者さんからしたら。でも，『自
分で，できるでしょう。やってね』と言った人は，

『悪い人』になってしまうんです。」（インタビュー
No.3　Fさん）

利用者への〈移乗介助の業務〉は腰痛になりや

図１　Healthy	Work	Organization（HWO）の概念モデル8）
Fig.	1　Conceptual	model	of	the	Healthy	Work	Organization	（HWO）

組織特性

管理方式 

組織風土 

経営方針

業績

健康

組織の健康

図２　本研究の結果に基づく概念図
Fig.	2　A	conceptual	diagram	based	on	the	results	of	this	study

作業・職場特性

介護業務の特殊性

管理方式の未整備

凝集性の低い組織風土

曖昧な経営方針

組織特性

介護士の

離職

組織の健康
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Table	2　		The	work	and	workplace	characteristics,	and	the	organizational	characteristics	related	to	the	turnover	of	

professional	caregivers
表２　介護職の離職に関連する作業・職業特性及び組織特性

カテゴリー サブカテゴリ― コード
介護業務の特殊性 高度な技術より体力が必須の肉体労働 体力が必須の肉体労働

限られた人員で提供する負担の多い業務
私的身体領域を含む生活支援 私的身体領域である排せつ支援

覚悟を要する不衛生な生活支援
生活の場でのケア業務 生活の場で個別のニーズを汲む限界

専門性が見えにくい仕事
明文化しにくいケア技術 標準化されにくい介護技術

自立に向けた技術が否定的に取られるケア
腰痛になりやすいケア業務 移乗介助の業務

業務上のコミュニケーション不足
痛みを抱えながらの仕事の継続
休職後も辞めずに復帰

認知症の行動心理症状に伴うケアの困難さ 認知症の行動心理症状を理解したケアの困難さ
利用者からの暴力に抵抗できないケア提供者

管理方式の未整備 質よりタイムテーブル重視の職場運営 就業時間内に終わらない過密なタイムスケジュール
直接ケア業務に加わる煩雑な事務作業
個別のニーズに対応できないタイムテーブル

当たり前になっているサービス残業 タイムテーブルにさらに加わる業務のサービス残業
常習化するボランティア的な仕事

個別の要望を汲みづらい交代勤務 欠員発生時に負担を強いられる交代勤務
個別の要望を組みづらい交代勤務

実際には利用できない有給休暇の取得 人手不足から取得できない休暇
連続して取得できない有給休暇

仕事に見合わない低い給与 能力と経験に見合わない給与形態
結婚し家族を養うには不十分な給与
世間一般的な仕事に比べ低い給与
仕事内容に見合わない不十分な給与

心理面を含む指導体制の未整備 交代勤務とサービス形態に対応できない指導体制
発達障害やLGBT等の少数派のスタッフへの理解
多様な人材に対する注意と指導の難しさ
職場におけるスタッフの心理面のケア不足

能力と経験を反映しづらい人員配置 スタッフの指導内容の理解力と吸収力のばらつき
人員不足に伴うやむを得ない職場の異動

リスク管理の未整備 事実確認と介入が難しい利用者からのセクハラ
申し送りと報告に留まる組織の暴力とセクハラへの対応
利用者からのセクハラと暴力に対する心理的ケアの不足

凝集性の低い組織風土 女性が多数派の職場 女性ゆえに必要となる業務上の支援
結婚や育児など女性特有の退職理由

資格と教育背景が多様な人材 教育や経験、資格等の人材の背景の多様性
仕事の目標共有を困難にする介護観
業務での能力が見合わない人材

職業の志向性のばらつき 多様な仕事への価値観
同じ目線になれない職場の目標

仕事目線にならない職場でのふるまい 個人的な感情の直接的表現
自分本位な職場のコミュニケーション
利用者への尊厳の意識の低いコミュニケーション
同僚に対する無視や冷たい態度
協調性のない不十分な仕事ぶり
職場での不確かな情報や噂の吹聴
繁忙性から質問しづらい職場の雰囲気

上意下達の意思決定 現場の声を反映しない組織の意思決定
中間管理職が説明できない組織の意思決定

業務改善サイクルの機能不全 現場の課題に対する組織の低い理解と協力
サービス形態の違いで生じる職員間の連携のまずさ
不透明な業務改善のサイクル

曖昧な経営方針 未経験者も歓迎のあいまいな採用方針 人手不足ゆえの多様な人材の応募
未経験者も歓迎の組織の採用方針
現場の感覚に頼る採用者の評価

わかりづらい給与体系 各種手当や評価の反映が不透明な給与
わかりづらい給与体系

不透明な人事評価と将来の見通し 介護士としての将来性と見通しのなさ
評価された側の納得が得られない人事評価
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すく，繁忙性や人手不足等による〈業務上のコミュ
ニケーション不足〉で協力が得にくい場合は，〈痛
みを抱えながらの仕事の継続〉をする中，腰痛に
より〈休職後も辞めずに復帰〉するものの，最終
的には離職に至る《腰痛になりやすいケア業務》
である。
「やっぱり腰痛で辞めていく人も，はい，いま

すし。はい。やっぱり夜勤があるところになると，
（中略）遠慮がち，遠慮がち。そうですね。やっ
ぱり，コミュニケーション不足というのもあると
思います。（インタビュー No.3　Fさん）

さらに利用者の〈認知症の行動心理症状を理解
したケアの困難さ〉に留まらず，認知症特有の行
動・心理症状により起こる〈利用者からの暴力に
抵抗できないケア提供者〉の立場が，《認知症の
行動心理症状に伴うケアの困難さ》となり，離職
意向を高めていた。
「まあ，当然叩かれたこともありますし。唾を

吐きかけられたこともありますし。それも，まだ
自分の年数で言うと，まだ比較的若い時やったん
ですけど。でも，当然，その時は，まあ変な話，
こう，反射的にね，叩かれたら，こっちも叩きそ
うになるっていうってところが，どうしてもあり
ますんで。」（インタビュー No.4　Lさん）

次に，「組織特性」に位置づけた３カテゴリー
のうち，［管理方式の未整備］については，介護
現場の〈就業時間内に終わらない過密なタイムス
ケジュール〉や〈直接ケア業務に加わる煩雑な事
務作業〉により〈個別のニーズに対応できないタ
イムテーブル〉となり，利用者へのケアの《質よ
りタイムテーブル重視の職場運営》を強いる状況
が語られた。直接ケア業務ではない記録や調整と
いった煩雑な事務作業は〈タイムテーブルにさら
に加わる業務のサービス残業〉となり〈常習化す
るボランティア的な仕事〉が増えるといった《当
たり前になっているサービス残業》の実態につな
がっていた。
「介護もしろ，レク（レクリエーション）もしろ，

記録もしろ，『いつするねん（いつするのか）？』
ていうところと，きっちり何時から何時って勤務
時間があったとしても，終わりって明確じゃない
んですね，介護って。（中略），帰れないんですよ
ね，もう勤務時間終わってるのに。『じゃあ，ちょっ

と看とくから，その間，記録しようか』っていう
サービス残業的なところになってくるんですけ
ど。」（インタビュー No.6　Rさん）

慢性的な人手不足は，〈欠員発生時に負担を強
いる交代勤務〉とともに，《〈個別の要望を汲みづ
らい交代勤務〉》を介護職に強い，さらに〈人手
不足から取得できない休暇〉や〈連続して取得で
きない有給休暇〉といった《実際には利用できな
い有給休暇の取得》にもつながっていた。
「３日ぐらい連休を取るとなると，下のところ

（下階の職場）から応援をもらわないと回らない
んですよ，夜勤が。なので，取りにくいというの
は，あります。（中略）その希望は聞きますけど，
やっぱり長期というのは，なかなか言いづらい状
況なのかなあというのは，あると思うので。長期
休暇が取れるとか，そういうのは憧れますよね。」

（インタビュー No.6　Qさん）
サービス残業や休暇の取得が困難な状況で，〈能

力と経験に見合わない給与形態〉に加え，〈結婚
し家族を養うには不十分な給与〉や〈世間一般的
な仕事に比べ低い給与〉，〈仕事に見合わない低い
給与〉という《仕事内容に見合わない不十分な給
与》である認識が離職に影響していた。
〈交代勤務とサービス形態に対応できない指導

体制〉の中で〈発達障害やLGBT等の少数派のス
タッフへの理解〉も求められ，〈多様な人材に対
する注意と指導の難しさ〉がある中，〈繁忙性か
ら質問しづらい職場の雰囲気〉も相まって〈職場
におけるスタッフの心理面のケア不足〉といった

《心理面を含む指導体制の未整備》が離職の要因
として語られた。
「10教えても，５つしか覚えてくれない方でも，

『育てなさい』と言われますので。育てたら，私
たちも楽になるのは，分かっているんですけど。
現実，ハードワークの中，一から十まで，ずっと
毎日同じことを教えることもできないですので。
一から十言ってる中で，その５を毎日吸収してほ
しい中，それは，できない方に対して，ずっと付
きっ切りをできない中，『育てなさい』って言わ
れるので，（中略）法人ですね。が，分かってく
れないので，結局いっしょなのかなと。」（インタ
ビュー No.2　Fさん）

このような中，現場では〈スタッフの指導内容
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の理解力と吸収力のばらつき〉が著しく，〈人員
不足に伴うやむを得ない職場の異動〉を迫られる
こともあり，《能力と経験を反映しづらい人員配
置》での職場運営を強いられていた。

さらに，密室でのケアが多い介護職においては
〈事実確認と介入が難しい利用者からのセクハラ〉
が，事実として確認された場合も〈申し送りと報
告に留まる組織内の暴力とセクハラへの対応〉と
なり〈利用者からのセクハラと暴力に対する心理
的ケアの不足〉も相まって《リスク管理の未整備》
という組織の課題として介護職の離職に影響して
いた。
「（突然，利用者から顔を平手打ちされた介護士

は）ショックやと思うんですね。そういうのは，
記録として残しますけど，そのスタッフの心のケ
アという部分までには，いかないというか。まあ

『いや，大変やったね』という，そういういたわ
りの言葉はかけれても，（中略）ちょっと考える
部分って，あると思うんですよね。何か，『こう
いうこと，ビンタまでされて，どうなんやろう』っ
て。『もう，このまま続けていけれるかな』とかと。」

（インタビュー No.3　Gさん）
「組織特性」の２つ目のカテゴリーの［凝集性

の低い組織風土］に関しては，《女性が多数派の
職場》という特徴から，力仕事など〈女性ゆえに
必要となる業務上の支援〉の課題とともに〈結婚
や育児など女性特有の退職理由〉が語られた。一
方，〈教育や経験，資格等の人材の背景の多様性〉
に加え，〈仕事の目標共有を困難にする介護観〉
や〈業務の能力が見合わない人材〉といった《資
格と教育背景が多様な人材》という状況も離職に
影響していた。
「文章が書けないとか，漢字が書けない。そう

いう子は多いような気はします。学歴とは関係な
しに，ですね。（中略）採用前に，実習というか，
体験をしてもらったりとかするんですけど。その
時の様子を見てても，やっぱりこう，コミュニケー
ション能力にちょっと欠ける部分を感じたりと
かって。あの，指示をしたことに対しての理解力
やったりとかっていうところも，難しさを感じる
時もあります。」（インタビュー No.3　Gさん）

多様な人材は〈多様な仕事への価値観〉や〈同
じ目線になれない職場の目標〉といった《職業の

志向性のばらつき》を生じさせていた。また人材
の多様性は〈個人的な感情の直接的表現〉や〈自
分本位な職場のコミュニケーション〉や〈利用者
への尊厳の意識の低いコミュニケーション〉に留
まらず〈同僚に対する無視や冷たい態度〉や〈協
調性のない不十分な仕事ぶり〉，さらには〈職場
での不確かな情報や噂の吹聴〉といった職場に悪
影響を与える《仕事目線にならない職場でのふる
まい》の実態が語られた。
「職員が，仕事を選んじゃうんですよね。『お風

呂，いや』とか，『機械浴がいや』とか，『一般浴
がいや』とか，『フロア一人（で担当することは）
いや』『リーダー業務したくない』とか。多いん
ですよね。（中略）やっぱり，お風呂ばっかり多かっ
たら，多い人間も，「何で私，僕は，お風呂ばっ
かり多いんですか？」とか，なるじゃないですか。」

（インタビュー No.5　Mさん）
また，〈現場の声を反映しない組織の意思決定〉

や〈中間管理職が説明できない組織の意思決定〉
といった《上意下達の意思決定》の状況は，介護
職は進言しても仕方ないという諦めの気持ちにさ
せていた。〈現場の課題に対する組織の低い理解
と協力〉は，従来型とユニット型のサービス形態
を併設する施設では〈サービス形態の違いで生じ
る職員間の連携のまずさ〉から業務負担の偏りを
生じさせるものの，〈不透明な業務改善のサイク
ル〉で手つかずの状況という《業務改善サイクル
の機能不全》になっていた。
「（現場から問題であるとの）声に挙がっている

というのであれば，ちょっとその，上（組織の上
層部）の方針ですか，ちょっと，コロコロという
か，ちょっと一応やろうとしたことを，ちょっと
頓挫しちゃったというのがあるんですけども。そ
の職員の声とかも，ほぼ反映せずに，もう強制的
に進めるという案が出て。（中略），もうコロコロ
何か方針も変わって。言うたら，まだ辞めては，
いてないんですけども，その職員は。でも，『何
かもう，コロコロ変わるようやったら，ちょっと
もう（辞めても）ええかなあ』とかいうようなふ
うなのもありましたね。（ID:11　Kさん）」
「組織特性」の３つ目のカテゴリーの［曖昧な

経営方針］に関しては，多くの介護施設が〈人手
不足ゆえ多様な人材の応募〉を経験し，〈未経験
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者も歓迎の組織の採用方針〉のもと〈現場の感覚
に頼る採用者の評価〉で決まる組織の《未経験者
も歓迎のあいまいな採用方針》が離職につながる
と語られた。
「介護に対しての，その気持ちとか知識だった

りとかも，やっぱりね，全然バラバラというか，
無い方も。普通に，もう未経験の方でも歓迎しま
すよ，というような状況なので，やっぱりどんな
人が，いろんな人が来る，入ってくると思うので。
そこもやっぱり離職にもつながっているんじゃな
いかなとは思う，はい，感じます。」（インタビュー
No.1　Dさん）

さらに〈各種手当や評価の反映が不透明な給与〉
といった《〈わかりづらい給与体系〉》に加え，〈介
護士としての将来性と見通しのなさ〉や〈評価さ
れた側の納得が得られない人事評価〉といった《不
透明な人事評価と将来の見通し》が，介護職の離
職に影響していると語られた。

Ⅳ．考　　察

本研究は介護老人福祉施設の介護職の離職要因
となり得る作業・職業特性とその背後にある組織
特性の実態を，	ユニットリーダーの語りを通し
HWOの概念モデル８）を用いて帰納的アプローチ
による質的記述的研究法から明らかにした。抽出
されたコード及びサブカテゴリから類型化した４
カテゴリーについて，	HWOの概念モデルの「作
業・職業特性」に該当する［介護業務の特殊性］と，
その背後にある「組織特性」の［管理方式の未整
備］［凝集性の低い組織風土］［曖昧な経営方針］
が影響し合い，介護職の離職の要因になり得る実
態が明らかとなった。

離職率の要因の一つである介護職の給与・賃	
金３, ４）については，医療福祉業界の看護職員をは
じめ他職種と比較すると介護職の低さは否めない
ことが指摘されている14）。介護職の離職の要因の
実態として，今回《仕事に見合わない低い給与》
に加え，《わかりづらい給与体系》といった組織
特性について明らかとなり，この知見は介護職の
離職意向３）や離職率４）に関する先行研究の賃金等
の処遇の結果と一致していた。さらにその給与に
見合わない仕事について，《高度な技術より体力
が必須の肉体労働》や《私的身体領域を含む生活

支援》などの作業・職業特性の内容が改めて明ら
かとなった。

また高い仕事の要求度や役割の質，技術的裁量
の低さが介護職にとって組織の離職意向の要因で
あることが報告されているが15），今回明らかと
なった《高度な技術より体力が必須の肉体労働》
で《生活の場でのケア業務》や《明文化しにくい
ケア技術》といった［介護業務の特殊性］の結果
は，先行研究の知見を裏付けた。加えて本研究は，
この背景に，《質よりタイムテーブル重視の職場
運営》や《能力と経験を反映しづらい人員配置》
といった［管理方式の未整備］，つまり組織特性
の影響を示唆した。

介護職の離職に影響を与える給与・賃金以外の
要因として，介護作業による健康状態の悪化が指
摘されている16）。本研究の結果においても《腰痛
になりやすいケア業務》や《認知症の行動心理症
状に伴うケアの困難さ》といった［介護業務の特
殊性］は心身の健康状態に影響し，離職の要因に
なり得ることが明らかにされた。このような心身
の健康状態の悪化のリスクが高い中，［凝集性の
低い組織風土］や［管理方式の未整備］といった
組織特性の影響が加わり，離職へ発展する可能性
が考えられる。例えば，職場改善の必要性を進言
しても〈現場の声を反映しない組織の意思決定〉
といった《上意下達の意思決定》の実態や，利用
者からの暴力やセクハラといった状況に対する

《リスク管理の未整備》の状況が離職の要因であっ
た結果から推測できる。

このことから，介護職の離職防止対策として，
心身の健康状態の悪化を防ぐべく一次予防・二次
予防とともに，今回明らかとなった組織特性の課
題について，取り組む必要がある。HWOの概念
モデルは，労働職場環境の作業・職業特性の背後
にある組織特性が組織の健康の影響要因であり，
組織の健康を考慮した対策は，労働者と組織に利
益をもたらすとしている８）。これらの点から現場
の介護職と組織の経営層の中間的な位置づけにあ
る管理者のリーダーシップが果たす役割は大き
い。先行研究においても，上司からのサポートの
低さが介護職の組織の離職意向の要因として明ら
かにされ15），高齢者施設の看護職においても上司
および同僚のサポートは，離職率と負の直接的な
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関連性が報告されている17）。
田家（2017）は，強力なリーダーシップを持つ

管理職のプラスの影響を指摘し，よきリーダーと
は人の気持ちが受容できてコミュニケーション能
力のある人，さらに介護の知識や技術の専門性を
高めようとしている人であり，そのような管理職
による強力なリーダーシップは自分の目指す職場
の理念や介護の価値観を伝えることができるとし
ている18）。一方，《未経験者も歓迎のあいまいな
採用方針》のもと，資格や教背背景，経験も多様
な人材が採用される［曖昧な経営方針］の中で，《能
力と経験を反映しづらい人員配置》を余儀なくさ
れている管理監督者に対するサポート体制の強化
も課題といえる。

介護職を対象とした調査（N=1,320）では，介
護職の離職時の介護職継続意志について，「介護
職を続けたいと思った」と回答した者は	78.8％と
報告されている19）。その就業継続のためには仕事
のモチベーションを高めることが重要で，介護職
が仕事のモチベーションを高めるためには仕事に
肯定的なイメージを持ち，有能感をもって仕事に
のぞむこと，専門職としてのアイデンティティの
確立の必要性が明らかにされている20）。このこと
は個人の介護職だけで解決することは難しく，［管
理方式の未整備］［凝集性の低い組織風土］［曖昧な
経営方針］という組織特性のアプローチが必要不
可欠であるといえる。

一方，介護職の離職率が組織の事業開始後の経
過年数などの組織的環境と関連し５），組織の事業
経過年数の長い施設が複数年に渡って有意に離職
率が低いこと21）が報告されている。本研究で明ら
かになった組織特性が事業年数を経る中で，改善
されたことで作業・職業特性のマイナスの影響も
緩和され，結果として離職率が改善した可能性が
ある。今回明らかにされた介護職の作業・職業特
性とともに組織特性を踏まえ，組織の経営層と中
間管理職，介護スタッフがそれぞれ自身の仕事・
職場の課題と捉え，良好な連携のもと課題の解決
を積み重ねていくことがひいては，高齢者介護施
設の介護人材の確保と定着へとつながるであろ
う。

本研究の限界として，ユニットリーダーで構成
される二人一組のペアでインタビューを実施した

が，単独のインタビューやフォーカス・グループ
で得られる情報と違うものになる可能性がある。
今後は，ユニットリーダーのみならず施設長やス
タッフを対象とし，個別のインタビューや各側面
から複数のグループインタビューを行い，より信
頼性の	高い多角的な視点から検討することがで
きると考えられる。さらに，今後はアンケート調
査の実施などによる量的研究と組み合わせて検討
を行い，よりエビデンスの高い示唆を得ることが
期待される。
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