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【資料】

Ａ大学病院における日勤看護師の看護業務量調査
A time study of dayshift nursing workload in a university hospital
和賀 一騎 1）, 富井 秋子 1）, 石原 喜代美 1）, 正木 美紀子 1）, 上田 直子 1）, 廣島 幸子 1）,
佐々木 美樹 1）, 佐々木 宣孝 1）, 川原崎 愛水 1）, 西田 朋子 1）, 伊勢 圭則 1）, 加藤 佐江子 1）
Kazuki WAGA1）, Akiko TOMII1）, Kiyomi ISHIHARA1）, Mikiko MASAKI1）, Naoko UEDA1）,
Sachiko HIROSHIMA1）, Miki SASAKI1）, Nobutaka SASAKI1）, Manami KAWARAZAKI1）,
Tomoko NISHIDA1）, Yoshinori ISE1）, Saeko KATOU1）
キーワード：看護業務量調査

タイムスタディ

大学病院

Ⅰ．はじめに
日本では、急速な医療技術の進歩、患者の高齢化が

日勤看護師

年からは退院患者の病床整備を外部業者に業務委託し
た。このように業務整理が行われてきたが、導入後の
業務内容と業務量の実態は不明であった。

進む一方、在院期間が短縮している。同時に医療の安

A 大学病院では、看護業務に関する調査・改善を

全性、質保証が求められている。また、医療の機能分

行い、看護水準の向上に寄与することを目的とした「業

化が進む中、特定機能病院ではケアニーズの高い重症

務改善委員会」がある。われわれは、
「業務改善委員会」

患者が増加している現状がある。このような背景によ

のメンバーとして、業務改善に向けた検討を月に 2 回

り、看護業務は煩雑さを極めている。

行っている。その委員会を通して、前述の通り外部業

厚生労働省は 2010 年 3 月「チーム医療の推進につ

者に一部の業務を委託したことにより、看護業務量が

いて」の報告書の中で、医療職と看護補助者などの事

どのように変化しているのかについて明らかにするこ

務職員との効率的な協働に関する検討の必要性につい

との必要性を感じていた。

1）

て述べている 。また、日本看護協会は「看護職は看

舟橋らは一般的に業務改善のためには、客観的な業

護補助者との協働により、質のよい看護を提供する責

務量の把握と数値化が重要であると述べている 3）。看

務がある」と提言しており、看護職と看護補助者の役

護業務の数値化のツールとして、業務量調査が数多く

2）

割分担と連携を推進している 。
A 大学病院でも、煩雑化した看護業務を整理し、

行われている。A 大学病院においても 2007 年に看護
業務量調査を実施している。前述のように、2012 年

本来、看護師が行う業務を看護師が行い、患者に質の

より業務委託等の業務改善を行って 4 年が経過してい

高いケアを提供するべく業務改善をしてきた。具体的

ることを踏まえ、改めて看護師の業務量調査を実施す

には 2012 年に患者の搬送を外部業者に業務委託し、

る必要性があった。現在の看護業務量の実態を把握す

2014 年には入院時病棟オリエンテーション、清潔ケ

ることにより、看護業務の改善にあたっての基礎資料

アの一部介助を病棟勤務の看護補助者へ委譲、2015

が得られると考えた。

1）
1）

東邦大学医療センター大森病院
Toho University Oomori Medical Center
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Ⅱ．研究目的
入院病棟に勤務している日勤看護師の業務量を明ら
かにし、看護業務の改善にあたっての基礎資料を得る
ことを目的とした。

金銭面・倫理面で優れているとされている自計式の
ワークサンプリング法を採用した 4）。
2）調査方法
ワークサンプリングを実施するにあたり、研究者の
所属部署においてプレテストを実施した。プレテスト
では 32 項目の業務内容をコード化し、対象者がその

Ⅲ．研究方法
1．調査対象者

中から業務内容を選択する方法で行った。しかし選択
肢の中から業務内容を探すことに時間を要し、記録用
紙への記載が業務に影響を及ぼし、また部署独自の業

調査対象者は、A 大学病院の入院患者を有する病

務内容がコード分類のどれに当てはまるのかなどの混

棟に所属している看護職員で、調査期間に勤務してい

乱が生じた。以上のことから、多くの業務内容の中か

る日勤勤務者を対象とした。ただし、管理業務を行っ

ら業務を選択することは調査対象者の負担が大きいこ

ている看護師長・師長代行者、指示・指導・教育を受

とが予測されたため、調査対象者に自由に業務内容を

ける機会の多い新人看護師、育児短時間勤務者、また、

記載してもらう方法とした。

長日勤（12 時間勤務）を導入している病棟においては、
長日勤をしている看護師は対象から除外した。
調査対象者数は、A 大学病院に所属している看護
職員の約半数にあたる 460 名を目標とした。回収率を

記録用紙は 7 時から 19 時までの 5 分間隔に記載で
きるものを独自に作成し、A4 用紙 1 枚に両面印刷し、
業務内容を記載してもらった（図 1）。
3）調査内容

鑑み、各曜日 5 名程度の協力が得られると目標数に達

ワークサンプリングをする時間帯は、始業から業務

すると考え、23 病棟に対し各 25 枚、計 575 枚を配布

終了までの時間とし、自記式で業務内容を調査対象者

した。

の言葉で記載してもらった。また、対象の属性として
所属病棟、調査日、経験年数（2 ～ 5 年・6 ～ 9 年・

2．調査対象者のリクルート方法
各病棟の師長に師長会で研究内容について説明し、
その後に各病棟の業務改善係に係会の中で研究の方法
を説明した。病棟看護師に対しては、各病棟の業務改

10 年以上）を記載してもらった。
4）記録用紙の回収
記録用紙は各部署に所定の封筒を設置し、2 週間の
留め置き法にて回収を行った。

善係から研究内容、方法について説明してもらった。
研究協力の同意の得られた看護師のうち、タイムサン
プリング実施期間に日勤で勤務している看護師のみが
対象になることを併せて説明した。最終的に、病棟師

4．データ収集期間
2016 年 11 月 7 日～ 18 日の平日（月曜日～金曜日）
とした。

長にタイムサンプリングの実施期間中に日勤の勤務を
したもののうち、研究の協力に同意が得られている看
護師 5 名程度に記録用紙を配布してもらい研究対象者
とした。

5．データの分析
記録用紙に記載された看護業務内容を、研究者ら（業
務改善委員会メンバー）が看護業務区分表を基にコー
ド化した。看護業務区分表は日本看護協会が提示し、

3．データ収集方法

長崎県の看護協会ワークライフバランス推進委員会が

1）研究デザイン

改変したものをさらに、Ａ大学病院の業務に合わせて

タイムスタディによるデータ収集方法には連続観察
法や瞬間観察法や推定時間記入法、自計式や他計式が
挙げられる。今回は対象数が多いこととマンパワー・

一部変更した。看護業務区分Ⅰは 32 項目、看護業務
区分Ⅱは 77 項目とした。（表 1）
コード化された業務内容は、集計ソフトに時間ごと

東邦看護学会誌
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施した（承認番号：M-16124）。

Excel を用いて単純集計し、曜日別、経験年数別に業
務量に違いがあるか一元配置分散分析を行った。有意

Ⅳ．結果

水準は 5％とした。

延べ 461 人（回収率：80.2％）から回答が得られた。
6．調査施設の概要
A 大学病院は、許可病床数約 950 床を有し、三次
救急を担う急性期病院である。特定機能病院入院基本

回答が得られた調査票のうち、空欄が多く調査ができ
ない、経験年数や日時の記載なしなどは無効回答とし
除外した。有効回答は 439 人（76％）であった。

料（一般）7：1、（精神）13：1 と急性期看護補助体
制加算（50：1）を算定している。

1．勤務時間数

2016 年度の平均在院日数は約 13 日で、稼働率約

A 大学病院では 8 時 30 分～ 17 時を日勤の就業時間

87％、1 日平均患者数は約 820 人、手術件数は約 9,600

としており、勤務時間は 510 分である。調査期間の 1

件、
分娩件数は約 1,000 件である。看護師の勤務形態は、

日 1 人当たりの平均業務時間は 617.1 分であった。17

変則二交代制で日勤は 8 時 30 分から 17 時までの場合

時以降の就業時間後の勤務時間の平均時間は 78.3 分

と、19 時 30 分までの場合がある。看護師は 1,073 名、

/ 人 / 日であり、それは 1 人平均の 1 日の総時間数の

平均在職年数は 7.7 年、平均年齢は 33 歳、病棟所属

約 12.5％に相当した。8 時 30 分以前の始業前時間の

の看護補助者は 55 名である（2016 年 11 月１日付）。

勤務時間の平均時間は 28.8 分 / 人 / 日であり、1 人平

病棟のスケジュールは、起床 6 時、朝食 8 時、昼食

均の 1 日の総時間数の約 4.6％であった。経験年数別

12 時、夕食 18 時、消灯 21 時であり、指示受けの時

に勤務時間に違いがあるか一元配置分散分析を行った

間は 14 時である。看護提供方式は固定チームナーシ

結果、時間数には有意な違いがあった〔F（2.432）＝

ングを導入している。各病棟には薬剤師が配置されて

23.1, ｐ＜ 0.001〕。多重比較によると、2 ～ 5 年目と 6

おり、入院患者の持参薬の確認などを行っている。

～ 9 年目で、6 ～ 9 年目と 10 年目以上で、2 ～ 5 年目
と 10 年目以上で有意差があり、経験年数が少ないほ

7．倫理的配慮
研究協力の依頼は、研究者らが師長会でまず管理者
に説明し、次に業務改善係会で各病棟の業務改善係に

ど、どの業務も時間が長い傾向にあった。曜日別では
勤務時間数に有意差はなかった〔F（4:426）＝ 0.226、
ｐ＝ 0.924〕。

説明した。病棟スタッフが対象であり自由な意思によ
り調査への協力の可否を考えられるように、病棟ス

2．項目別業務量

タッフへの研究協力の依頼は、各病棟の業務改善係が

1）看護業務区分Ⅰ 32 項目の割合について（図 2）

行った。途中撤回がいつでもできること、調査に協力

「看護師間の報告・引き継ぎ」は全体の 14.9％であり、

しない場合、途中撤回する場合も、業務査定等に一切

1 日 1 人当たりの平均時間は 92.8 分、「記録」は 13％

の不利益がないことを保障した。

であり、1 日 1 人当たりの平均時間は 78.5 分、「診察・

記録用紙には、病棟名、看護師としての経験年数を

治療の介助」は 10％であり、1 日 1 人当たりの平均時

記載してもらうが、電子化されたデータからは個人が

間は 60.6 分で業務量のピークは 10 時から 11 時台で

特定できないよう配慮した。撤回の希望に添えるよう

あり、上位 3 項目で約 40％を占めていた。次いで昼

に、調査用紙には 4 桁の番号を記載してもらった。

休憩時間である「職員の健康管理」は 8％であり、1

廊下やベッドサイドで看護師が用紙を記入している

日 1 人当たりの平均時間は 52.6 分、「観察」は 6％で

場面に遭遇する可能性があるため、患者・家族に向け

あり、業務量のピークは 9 時から 10 時台、1 日 1 人

た案内文を病棟内に掲示した。

当たりの平均時間は 39.4 分、「医師への連絡・報告」

なお、Ａ大学病院の倫理審査委員会の承認を受け実

は 6％であり、1 日 1 人当たりの平均時間は 35.1 分、
「身

38

東邦看護学会誌

第 16 巻 2 号

2019

平均時間（分）

図 2．看護業務区分Ⅰにおける時間の割合

体の清潔」は 5％であり、1 日 1 人当たりの平均時間

る業務は、「身体の清潔」「食事の介助」「患者の移乗・

は 30.1 分、
「与薬」は 4％であり、1 日 1 人当たりの

移送」である。これらの業務量のピーク時間を確認し

平均時間は 23.1 分であった。

たところ、「身体の清潔」では午前中は 10 時台であ

2）時間外業務量について

り、午後は 14 時台であった。また、「食事の介助」は

始業前時間の業務内容は、勤務の準備などがわずか

12 時台であった。「患者の移送・移乗」は 10 時台か

にあったが、看護業務区分Ⅰの「看護師間の報告・引

ら 15 時台にかけ、ほぼ同じような業務量であり大き

継ぎ」の中の「情報収集」が 99.9％以上を占めており、

なピークは見られなかった（図 3）。「身体の清潔〔F

１人平均 28.8 分であった。また、17 時以降の時間外

（4:426）＝ 0.205、ｐ＝ 0.935〕、
「食事の介助」
〔F（4:426）

時間は「記録」が 63％で、1 日 1 人当たりの平均時間

＝ 0.773、ｐ＝ 0.543）、
「患者の移送・移乗」〔F（4:426）

は 38 分、看護業務区分Ⅰの「与薬」の中の「分包」

＝ 1.427、ｐ＝ 0.224〕において曜日による有意な差は

が 8％で、
1 日 1 人当たりの平均時間は 5.1 分であった。

なかった。

3．看護補助者と協働可能な項目
看護補助者との協働が可能な業務である「身体の清

Ⅴ．考察

潔」
は 1 日 1 人当たりの平均時間は 30.1 分、以下同様に、

本研究の結果から、A 大学病院における日勤看護

「食事の介助」は 19.1 分、
「患者の移乗・移送」は 17.4 分、

師の看護業務量の実態を把握することができた。A

「ナースコール」は 17.2 分、
「排泄の介助」は 14.8 分、
「入

大学病院における日勤看護師の業務量は「職員の健康

退院時の世話」は 12.0 分、
「身の回りの世話」は 7.9 分、
「安楽」は 6.2 分、「病室内外の環境整備」は 4.1 分で、
合わせて 129 分を占め、日勤時間の約 21％を占めた。
その中で、A 大学病院が看護補助者と協働してい

管理」を除き、「看護師間の報告・引き継ぎ」「記録」
「診察・治療の介助」「観察」「医師への連絡・報告」「身
体の清潔」が上位であった。

東邦看護学会誌
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曜日別業務量：身体の清潔

曜日別業務量：食事の介助

曜日別業務量：患者の移送

図 3．看護補助者と協働可能な業務の時間別業務量

1．項目別の業務量について

報告」「観察」に関しては看護師の専門的知識・スキ

三次救急を担う急性期病院である A 大学病院では、
「診察・治療の介助」10％、「医師への連絡・報告」6％、
「観察」6％が上位を占めていることは、他の大学病院
5）

ルを必要とする業務であり、大学病院の機能・役割を
反映した結果であると考える。
また、業務量上位となっている「看護師間の報告・

が実施している研究結果とほぼ一致していた 。在院

引き継ぎ」は、A 大学病院は看護提供方式が固定チー

日数の短縮化の影響や、緊急入院・重症患者の状態は

ムナーシングであり、チーム内で患者の情報を共有す

日々変化しやすく、これら 3 項目に時間を要している

る時間が必要である。継続した質の高いケアを提供す

と考えられる。
「診察・治療の介助」
「医師への連絡・

るためには情報収集やカンファレンスが必要となる。
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これらが「看護師間の報告・引き継ぎ」に影響してい

などによる作業の中断により、分包ミスにつながるこ

ると考える。

とが考えられ、時間外に実施している要因となってい

以上のことから、
「診察・治療の介助」「医師への連

ると考えられる。記録については、すでにクリニカル

絡・報告」
「観察」
「看護師間の報告・引き継ぎ」につ

パスやテンプレート化しさまざまな工夫をしている

いては、これ以上の業務量を減少させることは困難で

が、さらに記録のスリム化について検討していくこと

あると考える。

が必要であると考える。また分包については、現在薬

一方、小峰らの報告においては、
「身体の清潔」に

剤師が病棟配置されており一部の薬剤業務を担ってい

関しては清潔ケアの準備の方法を見直すことで効率化

るが、今後さらに協働できる業務について検討してい

を図ることができ、「記録」の短縮に向けては簡便化

く必要があると考える。

が必要である

6）

と述べられている。A 大学病院にお

いても同様に、
「清潔ケア」「記録」に関する項目に検
討の余地があることが考えられる。

3．看護補助者との協働が可能な業務について
2010 年、「厚生労働省のチーム医療推進に関する検
討会」では、看護補助者の活用と看護の専門性発揮に

2．時間外の業務量について
始業前時間の業務内容は「看護師間の報告・引継ぎ」

関しての通知を出している。チーム医療を推進する上
で看護師にとって看護補助者は非常に重要な存在であ

の中の情報収集であり、１人当たり平均 28.8 分であっ

り、看護業務等を補助する看護補助者等のさまざまな

た。情報収集は安全に患者の看護実践を行うためには

職員を効果的に活用することにより、「医師等の負担

必須の業務である。A 大学病院は急性期病院であり、

軽減、提供する医療の質向上、医療安全の確保を図る

重症患者が多く、また患者の状態は変化しやすい。こ

ことが可能となる」と指摘している 1）。これらの指摘

れらの状況に伴い、医師の指示内容も突然変更になる

から厚生労働省は 2013 年「看護補助者活用推進事業」

ことも多い。
そのため安全に看護業務を行うためには、

を推進してきている。

情報収集にはある程度の時間が必要となることがわか

大場らは看護補助者と協働可能な業務として「身体

る。2008 年、日本看護協会が実施した「時間外勤務、

の清潔」「入退院の世話」「食事の世話」「患者の輸送」

夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」の結果からも、始

「排泄の世話」「安楽」「病室内の環境整備」「メッセン

業時刻前に開始する業務（前残業）
・勤務時間外の研修・

ジャー業務」の 8 項目を抽出している。また、協働可

持ち帰り仕事など時間外勤務として扱われていない業

能な「身体の清潔」「安楽」「排泄の介助」は看護行為

7）

務があるとされている 。A 大学病院では 8 時 30 分

の集中する時間帯に実施されていたと述べている 5）。

から勤務開始であるが、勤務時間の中で情報収集時間

A 大学病院でも、患者の搬送業務、退院後の病床

を設けることができていない病棟が多い。そのため、

整備業務を徐々に外部委託し、大胆な業務整理が行わ

始業時間前の業務については、個人に任されている部

れてきた。今回、看護補助者と協働可能な業務は 9 項

分があり、今後の課題となることが示唆された。

目で 21％（1 人平均 129 分）を占めていた。業務量が

17 時以降の時間外時間において「記録」
「分包」が

多い上位 10 項目の中で、看護補助者と協働が可能な

多くを占めるという結果は、直接患者に影響を及ぼさ

業務は「身体の清潔」「食事の介助」「患者の移乗・移

ない間接的業務であるため、時間内に実施することの

送」であった。

優先順位が低く時間外に行っていると考えられる。
「記

「観察」
「診察・治療の介助」のピークである 10 時台

録」については、ナースコールや電話対応・面会者へ

に「身体の清潔」もピークとなっており、大場らの結

の応対などによって中断されることにより記録が非効

果と同様である。
「身体の清潔」は全身の観察の機会で

率的となってしまうことや、まとめて記録したいとい

もあり、早い時間に「観察」と併せて実施することが

う看護師の気持ちから時間外に行う業務となっている

できていた。したがって看護補助者との協働にあたっ

と推測する。また、分包も記録と同様にナースコール

ては、看護師が観察をしている間に、必要物品を看護
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補助者に準備をしてもらい、適切なタイミングで清潔

れている、情報共有、ケアに対する知識や技術不足

8）

2019

41

Ⅵ．研究の限界と今後の展望

ケアを共に提供するなどの工夫が必要であろう。その
ためには、看護補助者との協働において課題と指摘さ

第 16 巻 2 号

今回、早番や遅番などの機能別業務を実施している
看護師を対象としていなかった。清潔ケアや分包、点
滴作成などの業務は早番や遅番看護師が行うことが多

への対応を含めた研修を考慮していく必要がある。
「食事の介助」については、患者の重症化や高齢化

いため、今回の結果は、実際の業務量より少なく反映

を鑑み慎重に検討する必要がある。実際、高齢患者の

されている可能性がある。また、業務負担や費用を考

増加に伴い、食事介助において看護師の専門的な技術

えて自計式の調査としたため精度が低い可能性があ

である嚥下訓練を必要とする患者が増加している。今

る。今後は、看護補助者の業務量調査を含めた調査を

後は、現在ある看護補助者に委譲できる患者の基準の

実施し、看護スタッフの一員としての双方の役割分担

見直し、その周知を図り、安全な食事介助をしていく

に関する意識を含めた調査を行う必要がある。

ことが看護ケアの質の向上につながると考える。道端
が言うように、看護補助者業務の集約化や、外部委託

Ⅶ．結論

を行ったことにより、看護補助者に業務を委譲するこ
とができ、看護師が患者サービス向上に向けて専念す
9）

ることが可能になる 。

1．A 大学病院では、「看護師間の報告・引継ぎ」「記
録」「診療・治療の介助」が看護業務区分Ⅰにおけ

「患者の移乗・移送」については、どの時間帯も同

る 32 項目の割合で上位を占めていた。

じような業務量であった。
「患者の移乗・移送」につ

2．17 時以降の時間外時間は
「記録」
が多く占めており、

いては安全面を考えた基準が決められている。「患者

今後さらなる簡略化・スリム化を行う必要がある。

の移乗・移送」は、患者自身の都合によるものより、

3．看護師と看護補助者との協働について検討する課

検査、治療の時間に左右される。看護補助者との調整

題が見えた。看護師と看護補助者が協働できる体

だけでなく、他部門との調整も併せて検討することで

制を整え、さらに看護の専門性が発揮できるよう

効率性を期待できると考える。

検討していく。

A 大学病院では、2013 年 3 月に日本看護協会が作
成した「看護補助者活用推進のための看護管理者研修

謝辞

テキスト」を基に、看護師と看護補助者の業務分担に
ついてはすでに看護補助者の業務基準や手順も作成
し、質を担保するための看護師と看護補助者の業務を
明確にしている。また、看護補助者活用事例集

10）

本研究にご協力いただいた皆様に謹んでお礼申し上
げます。

の

本研究の一部は第 17 回東邦看護学会学術集会にて

各施設の取り組みを参考にしながら毎年看護補助者教

発表したものである。なお、本研究は東邦看護学会研

育も実施している

10）

。昨年度は臥床患者の病床整備、

足浴であり、実際にチェックリストを用いて知識や技

究奨励金の助成を受け実施した。
本研究における利益相反は存在しない。

術の確認も行っている。このように看護補助者と協働
可能な業務において、ケアの質を確保できるように看
護補助者の教育の準備は整っている。今後は、病棟の
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