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看護師の就業場所の選好

-訪問看護ステーション看護師を対象とした

コンジ‘ョイン卜分析-
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背景:人口の高齢化や疾病構造の変化等を背景に、看護ニーズの増大が予想される。しかしながら、看護師がいずれの

職場においても充足しているとは限らないのが現状である。特に、在宅ケアにおける役割が期待される訪問看護ステーシ

ヨンでは、常に人員不足の状態にある。これまで、こうした不足人員を満たすために、看護師が就業時に重視する因子に

関する実態調査が繰り返し行われてきたが、因子聞の相対的な重要度を量的に評価した研究は殆ど行われていない。

目的:①看護師が就業先を決定する際に相対的に重視している職場属性とその効用を明らかにする、②就業先選好に関

する仮想的質問の回答の再現性を検証する。

方法 :K県の全ステーション313ヵ所への一次調査(調査協力意思の確認)の結果から 77ステーション・看護師369人

を対象に郵送調査を行った。調査票には、事業所票と看護師票があり、後者では、看護経験、 5つの属性(勤務形態、月

給、残業時間、職場環境・組織文化、教育・研修)を組合せた仮想の職場10ヵ所の何れかに就業するとした場合の希望順

位等を尋ねた。仮想の職場の属性聞の相対重要度を明らかにするためコンジョイント分析を用いて分析した。

結果:事業所票は53事業所から、看護師票は64事業所の235人から回答された。「仮想の職場」への就業希望順位を、重

複なく回答した221人を有効回答として分析した。回答者は女性99.1%、平均年齢41.0歳、総看護経験は平均15.2年、訪

問看護経験は平均5.0年だった。 5つの属性の平均相対重要度は、勤務形態47.1%、職場環境・組織文化23.6%、教育・研

修10.8%、月給9.8%、残業時間8.8%であり、現実の勤務形態別にも同様の結果であった。看護師カず仮想の職場を選ぶ際、

どの「勤務形態」を選択するかは、現実の勤務形態と関連した。「月給」の効用値は、家計の年間収入や自身の現実の月給

額と関連した。

結論:K県の全てのステーションを対象に、郵送法による就業先選好に関する調査を実施し、コンジョイント分析を行っ

た。多様な勤務形態による求人や、業務上の責任範囲や組織的パックアップ体制などの「職場環境・組織文化」に関する

条件を整え、「教育・研修」の機会を確保しておくことは、ステーションの人員確保において重要である可能性が示された。

今後は、 5つの属性に「職場の種類」を加え、実際の求職者を対象とした場合の就業先決定時に優先される因子を明らかに

していく必要がある。
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1 .はじめに

ヘルスケアは複数の専門職の協働により提供さ

れるが、ケアの安全性を保証するためには、量的

に最も多く、他職種に比べて長時間、頻度も多く

患者と接する看護師の役割を無視することはでき

ない九しかしながら、現実には、看護師が何れ

の職場においても充足しているとは限らず、不十

分な人員配置が患者や看護師へ負の影響を与えた

という報告もあるヘこうした不足人員を満たす

ため、看護師が就業時に重視する職場条件に関す

る実態3)や、定着付)、労働市場に関する経済的視

点、からの調査・研究7-9)が繰り返されてきた。

日本では、諸外国と同様に看護師の大部分が女

性であり、看護労働供給において、性差に基づく

特性を無視することはできない。看護師の年齢階

層別労働力率はM字型を示し、女子労働供給の理

論で説明されると同様の供給行動をとっていると

考えられる 10)。例えば、看護師の労働参加率・労

働供給時間は、配偶者の所得や幼少期の子供の有

無と人数に負の影響を受け、家族の転居により配

偶者の就業地に自身の就業先が限定される傾向が

ある。

2004年の統計では、看護師約78万人の就業先は、

医療機関が73.8%と最も多いω。しかしながら、

人口の高齢化や疾病構造の変化、在院日数の短縮

に向けた政策等により、今後、在宅療養者数の増

加が予想され、在宅療養支援における看護の役割

が期待される。在宅療養支援を担う資源の一つに

訪問看護ステーション(以下ステーション)があ

り、 1992年4月の制度化以降、高齢者のみならず

全年齢層へ対象者が拡大され、 2006年の改正介護

保険法下では、 24時間体制での訪問看護や通所サ

ービスの併設等、幅広いサ}ピス提供が期待され

ている 12)。

訪問看護はその特性として、病院看護と比べて

仕事の幅が広い。具体的には、対象者の年齢・対応

する疾患の種類・関わる専門職種が多岐に渡り、

対象者のみならず家族を視野に入れて支援するこ

とも少なくない。 2005年時点の統計では、ステー

ションの76%が24時間連絡体制加算出を届け出て

おり Iヘ看護師が交代で携帯電話等を通じて24時

間体制で患者の状態変化へ対応している。こうし

た体制をもとに、在宅療養支援診療所等の医師と

連携して在宅での看取りを支援することもある。

そのため、訪問看護の現場では、一定以上の病棟

看護経験を有する者が望まれており、就業時年齢

は、医療機関の看護師よりも高い傾向にある。緊

急訪問を行うことも少なくなく、営業時間外の拘

束時間は医療機関よりも長いため、 24時間体制に

関わる看護師の精神的・身体的負担は少なくない。

ステーションの看護職員離職率は18.9%(2003年)14) 

と、病院看護師離職率11.6%(2003年)ω に比して

高く、慢性的マンパワーの不足は、離職要因の一

つで、ある不十分な人員配置16)につながり、ステ}

ションの看護師不足に拍車をかけることになりか

ねない。

一方、ステーションの収支構造を見ると、人件

費比率が85%と高く、訪問回数が多いほど事業収

支が改善する仕組になっている(月 200回以上の

訪問で黒字に転ずる)ヘ常勤換算で、全国平均

4.2人(平成16年9月現在)18) と小規模の事業体で

あることから、離職人員が補われなければ経営的

にかなり厳しい状況となり、 24時間の訪問看護体

制の維持も困難となる。経営の安定に必要な利用

者数や看護師数を確保できず休止・廃止に至るス

テーションも少なくない状況にあり、平成15年度

の調査では、全ステ}ション5，393ヵ所(休止含)、

休止・廃止が647ヵ所で、あった1ヘ

人員確保の点から考えると、給与を高く設定す

ることは有効である可能性が高い。しかしながら、



ステ}ションの収支構造から、高額な給与設定は

多くのステーションで困難を伴い、現実的な人員

確保の方策とはいえない。そのため、看護師が就

業先決定時に、給与以外のどのような要素を相対

的に重視しているかを検討しておく必要がある。

「就業選択」に関わる労働供給側の行動は、所

得と余暇時間のトレードオフ(二律背反)の関係却)

や仕事を探す時間と賃金との関連(職探しモデル)

等による検討も可能である。しかし、これらでは

金銭的要素と複数の非金銭的要素を含む職場特性

との相対重要度を検討することはできない。

Antonazzo等20は、看護の労働供給行動に関する

先行研究のレビューに基づき、今後のこの分野の

研究の方向性として、金銭や金銭によらない職場

特性の相対重要度を明らかにしていくことの重要

性を指摘している。看護師が就業先を決定する際

には、同時に複数の条件の組合せを考慮している

可能性が高く、どのような特性を持った看護師が、

給与を含む複数の職場属性の中で何を相対的に重

視して就業先を選択するのか、ということが明ら

かになれば、労働条件のうち、どの部分を整える

ことによって、慢性的人員不足にある「職場(ス

テーション等)Jの労働力を充たすことが可能と

なるかが明らかになると予想される。

就業先に関する条件としては、種別(医療機関、

施設、在宅等)、勤務形態、報酬、勤務時間の長

さ、労働量、通勤距離や手段、組織風土、教育・

研修など様々なものがある 3--6， 16， 2ヘ看護師の定着

についての研究では、給与2ヘ看護管理のあり方、

看護師の自律性や専門性、キャリアアップの機会ペ

看護師が担うべきと捉えている役割を担えるかど

うか24)等が関連していると考えられている。また、

看護の労働供給行動を考える際、賃金による影響

は重要であり、賃金の弾力性は低い8)という見解が

多数を占める中、看護師の賃金の伸びが他業種よ

りも遅い場合に看護師は労働供給を減らすべ賃
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金の影響は分析の方法論によって様々に異なる 20

という指摘もある。また、賃金は、看護師の離職

理由に含まれる無視できない要素でもある 16，23，ぉ)。

しかしながら、こうした複数の条件を別々に評

価した場合、どの条件も重要であると評価され、

条件の優先度を明らかにすることができない。こ

れに対して、英国の開業医 (GP)を対象とした例

では、金銭的・非金銭的な複数の職場特性に基づ

く就業先選好を検討し、離散選択モデルを用いて、

非金銭的特性として時間外診療が重要視されてい

ることを示した26)。このように、回答者の「選好」

に基づき、選択対象の持つ属性毎の「効用(部分

効用)Jと、選択対象に対する全体効用を求める

手法27，28)をコンジョイント分析という。コンジョ

イント分析は、質問や解析法により、「評定型

(rating) J、「順序型 (ranking)J、「選択型 (choice)J 

の3つに分類され、 GPの例では選択型が用いられ

ていた。従来、財やサービスのマーケテイング湖、

環境経済学初)の分野で用いられてきたが、最近で

は、医療31--33)や保健払 35)、心理、教育36)等の分野

で応用され始めている。

そこで、本研究では、在宅ケアにおける役割が

期待されるにもかかわらず人員確保が困難なステ

ーションを対象にコンジョイント分析を応用し、

①看護師が就業先を決定する際に相対的に重視し

ている職場属性とその効用を明らかにする、②就

業先選好に関する仮想的質問の回答の再現性を検

証する、といったことを目的とした。

2.方法

(1)対象と調査方法

現場の多忙な状況を考慮すると同時に回答数を

確保するため、調査協力意思の確認(一次調査)

後に、郵送調査(二次調査)を行った。一次調査

の対象はK県の全ステーション313ヵ所(平成18

年4月1日現在)とした。
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一次調査で協力意思を示したステーションへ

は、二次調査として、事業所票と看護師票(回答

予定者数分)を事業所単位で送付し、各回答者か

ら個別に、研究者宛に回答が返送されるよう、回

答予定者数分の返信用封筒を同封した。

調査期間は、平成18年4月10日-5月8日(一

次調査)および平成18年5月9日-6月15日(二

次調査)であった。

就業先選好に関する質問については、対象の一

部および別途依頼した訪問看護経験者等に、二次

調査後1-2ヵ月の期間を置いて再度調査を行っ

。
た

(2)調査票の概要

①事業所票

事業所票では、事業所概要(設立母体、各種加

算の届出状況、従事者数、利用者数・訪問件数等)

を尋ね、回答は管理者に依頼した。

②看護師票

看護師票では、回答者の年齢や性別、子供や要

介護者の有無、本人の月給額および本人以外の世

帯の年収、看護経験(看護全体・訪問看護の経験

年数、離職経験等)等の看護師特性に加えて、就

業先選好に関するコンジョイント分析のための仮

想的設聞を尋ねた。

③就業先選好に関する質問

看護師が就業先を決定する際に、どのような職

場の条件を相対的に重視しているかを検証するた

め、「仮想の職場」を設定し、順序型の回答法を

採用したコンジョイント分析を行った。調査票中

では、回答者に、自身が求職中であると仮定した

場合に、最も就職したい条件を有する職場を 1位

として、順に2位、 3位と、その順位を回答するよ

う依頼した。なお、この職場の条件は「要因J37) 

「属性J31，ぉ)と呼ばれるが、本研究では、「属性」

とし、事業所や看護師の属性と区別するため、事

業所や看護師については「特性」という用語を用

いる。

本研究における「仮想の職場」は、過去の看護

師対象の実態調査3)や先行研究4--jj， 16， 22)、ステ}シ

ョン管理職等へのヒアリング調査に基づき、ステ

ーションが変更可能な属性に限定して設定した。

例えば、実態調査で重視されるような「通勤の便」

「休日制度の充実」は、ステーションによる整備

や変更が困難または不可能な条件であり、「日勤

のみの勤務Jは、訪問看護の所与の条件であるた

め本研究の属性としては取り上げなかった。

本研究で用いた属性は、「月給」および「勤務

形態J1残業時間J1職場環境・組織文化J1教

育・研修」の5つである(表1)。

「月給」は、ナ}スセンターのホームページで

示されていたK県の看護師の平均月給を参考に、

平均月給プラス 10%程度を「高め」、平均月給マ

イナス 10%程度を「低め」として幅を持たせて設

定した。例えば、「勤務形態」が常勤の場合、 27

-33万円を「高め」、 24-29万円を「低めjとし、

より現実に近い求人情報となるよう、「看護経験

を考慮して月給額が決まる」という設定にした。

提示する月給額はステーション管理者等から現実

的な値であるか否かを確認しながら最終的に決定

した。

できる限り現実を反映した職場を設定できるよ

う、「勤務形態」の水準には、「常勤(週5日勤務、

携帯電話当番:月4-5回、社会保険・諸手当・賞与

あり)J 1非常勤1(週4日勤務・携帯電話当番なし、

社会保険・諸手当あり )J1非常勤2(週2日勤務・

携帯TEL当番なし、社会保険なし・諸手当あり(年

収130万円未満に調整可能)Jの3水準を設けた。

「残業時間」の水準は 2っとし、現実的にあり

得る数値として「残業なしJ11日平均1・2時間」
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表 1 コンジ、ヨイン卜分析に用いた訪問看護ステーションの属性と水準

属性 水 準

勤務形態*1
常勤 非常勤1 非常勤2

(週5日勤務) (週4日勤務) (週2日勤務)

月給*2 局め 低め

残業時間 なし 1日平均1-2時間

職場環境・ -業務の責任範囲:明確 -業務の責任範囲:不明確
組織文化*3 -組織的パックアップ体制あり -組織的パックアップ体制な

し、個人で解決

教育・研修 -組織的支援あり:職場内外の -組織的支援なし:研修への参

研修へ参加可能 加は個人努力

-職場内の事例検討・勉強会あ -職場内の事例検討・勉強会な

り し

ホ 1 I常 勤J 週5日勤務、携帯電話当番:月4-5回、社会保険・諸手当・賞与あり
「非常勤1J 週4日勤務・携帯電話当番なし、社会保険・諸手当あり
「非常勤2J 週2日勤務・携帯電話当番なし、社会保険なし・諸手当あり(年収130万円未満に調整可能)

叫基本給のみを提示。年齢・経験を考慮して支払われるものとした。
「常 勤J I高めJ27-33万・「低めJ24-29万
「非常勤1J I高めJ25-30万・「低めJ21-26万
「非常勤2J I高めJ11-14万・「低めJ10-12万(年収130万円未満に調整可能)
ナースセンターのホームページより、 K県の病院看護師の平均時給 (m) を参考に、 (m+ 10%)前後を「高め」、
(m -10%)前後を「低め」として範囲を持たせて設定。

*3 業務範囲の明確さ:自分の業務範間以外は上司や他の担当者に相談する等、自分が責任を持つ業務の範囲が、どの程度
明確になっているか。

組織的バックアップ体制あり:業務上の困難について組織内で相談できる、代替の方法が組織的に準備・検討される
組織的パックアップ体制なし:業務上の困難について組織内では相談できない、個人努力で解決する

を、ステ}ション管理者等と相談しながら決定し

た。職場属性の設定の際には、属性問で関連の強

いものは何れか1つを用いることとし、 1日あたり

の勤務時間や訪問件数、残業時間等は、何れも労

働量を表す変数であり相互に関連すると考えられ

たため、このうち「残業時間Jのみを属性として

調査に用いた。

「職場環境・組織文化」には、業務範囲の明確

さや組織的パックアップ体制「ありJ1なし」の

2水準を設けた。業務範囲の明確さとは、「自分

の業務範囲以外は上司や他の担当者に相談する

等、自分が責任を持つ業務の範囲がどの程度明確

になっているか」であり、組織的パックアップ体

制「あり」の場合、「業務上の困難について組織

内で相談できる、代替の方法が組織的に準備・検

討される」、「なし」の場合は「業務上の困難につ

いて組織内では相談できない、個人努力で解決す

る」という状況であると定義した。

「教育・研修」は、「組織的支援あり、職場内外

の研修へ参加可能、職場内の事例検討・勉強会あ

り」、「組織的支援なし、研修への参加は個人努力、

職場内の事例検討・勉強会なし」とした。

5つの属性の異なる水準の組み合わせから想定

される「仮想の職場Jは全部で48通り (3X 24) 

となるが、質問紙上で回答者が1-48位全ての順

位を重複無く正確に判断することは容易とはいい

難い。そこで、 5つの属性各々の水準の組合せか

ら直行配列表により想定した「仮想の職場J10種

類を調査に用いた(表2)。

なお、回答者が「仮想の職場」を就業したい順

に正確に並べられるよう、個々の「仮想の職場」

をカードに示し(図1)、就業したい順にカード
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表2 コンジョイン卜分析に用いた仮想の職場(訪問看護ステーション) 10力所

職場環境・組織文化 教育・研修
月給仮想の

勤務形態 残業時間 (業務の責任範囲:明確/不明確 組織的支援や、職場内の事例職場*1 (万円)
-組織的バックアップ体制:あり/なし 検討・勉強会:あり/なし

非常勤 2
低め

なし
-明確

1 
(10-12) -あり

常勤
高め

なし
-不明確

2 
(27-33) -なし

常勤
両め

なし
-明確

3 
(27-33) -あり

非常勤 2
高め 1日平均 -不明確

4 
(11-14) 1・2時間 -なし

常勤
低め 1日平均 -明確

5 
(24-29) 1-2時間 -あり

非常勤 1
低め

なし
-不明確

6 
(21-26) -なし

常勤
低め 1日平均 -不明確

7 
(24-29) 1-2時間 -なし

非常勤 1
高め 1日平均 -明確

8 
(25-30) 1-2時間 -あり

9 非常勤 1
低め 1日平均 -明確

(21-26) 1-2時間 -あり

10 非常勤 1
高め 1日平均 -不明確

(25-30) 1-2時間 -なし

*1 全て、常勤3人、非常勤2人で構成される事業所とする

図 i仮想の職場jを示した力一ドの一例

カ」ド番号 [1]訪問看護ステーション(常勤3人・非常勤2人)

。勤務形態

。月給(基本給のみ)

.残業時間

.職場環境・組織文化

:+教育・研修

この職場は|

非常勤2(週2日勤務・携帯TEL当番なし)

社会保険なし、諸手当あり)

10・12万円(年齢・経験考慮) ※年収130未満に

残業なし 調整可能

(業務の責任範囲:明確

組織的パックアップ体制あり

{組織的支援なし 研修への参加は個人の努力

職場内の事例検討・勉強会なし

位 1 (カード峨中の順位)

+ 
調査票の回答欄に、この順位を記入してください。

なし

なし

あり

あり

あり

あり

なし

なし

あり

なし



を並べ替え、カードに順位を書き込んだ上で回答

するよう設問中で依頼した。カードを用いて選好

順位を決める方法による回答可能性は、調査開始

前に、看護師数名を対象としたプレテストを繰り

返し行い確認しておいた。

(3)分析方法

ステーションは女性が多い職場であり、訪問看

護従事者に期待される、ある程度の看護経験を有

する年齢層では、配偶者や学童期以下の子供のい

る者も少なくないと考えられるため、現実の勤務

形態と看護師特性との関連の有無を検討した。

また、「仮想の職場」へ就職するとした場合の

選好順位について、各属性の相対的な重要度を知

るため、回答者全員および現実の勤務形態別にコ

ンジョイント分析を行い、部分効用のレンジをグ

ラフに示した。コンジョイント分析は、 SPSS

Conjointを用いて行い、属性毎の部分効用は最小

二乗法により推定した。希望する「勤務形態Jと

実際の勤務形態の関連を検討するため、「勤務形

態Jのうち「常勤」の部分効用の平均値で二分し

た2つの群と現実の勤務形態「常勤群J1非常勤群j

とのカイ二乗検定を行った。

「月給」の効用値の高低が、どのような看護師

特性(自分の月給、本人以外の世帯の年収)と関

連するかを知るため、両者の関連を検討した。仮

想的質問の信頼性を検討するため、回答の再現性

をt検定および相関係数により確認した。

(4)倫理的配慮

一次および二次調査とも、自由意思に基づいて

回答され、特に二次調査は無記名調査としプライ

パシーに配慮して個人が特定できない方法で回収

された。本研究は千葉大学看護学部倫理審査委員

会による審議を経た上で開始された。調査に関す

る質問や問い合わせには、研究代表者が対応した。
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3.結果

一次調査の結果、研究協力意思を示した77事業

所の看護師369人を対象に郵送調査を行った。事

業所票は53ヵ所(回収率68.8%)、看護師票は64

事業所に所属する 235人(回収率63.7%)から回

答が得られた。このうち、「仮想の職場J10ヵ所

への選好順位を欠落や重複なく全て回答した221

人の回答を有効回答とし分析に用いた。

(1)事業所特性

53事業所の母体組織は医療法人35.8%、営利法

人22.6%、医師会15.1%の順に多く、開設後の年

数は平均6.3年で、 67.9%が居宅介護支援事業所を

併設していた。事務職以外の常勤・非常勤職員数

は平均9.2人で、 2006年4月の利用者実人数は平均

81.5人、延訪問回数は平均407.0回であった。

(2)看護師特性(表3)

回答者221人は、女性99.1%であり、平均値で

見ると、年齢41.0歳、総看護経験15.2年、訪問看

護経験5.0年、現ステーションでの経験3.8年で、

83.3%が離職を経験しており、平均離職期間は4.0

年であった。配偶者あり 78.3%、同居者あり

88.7%で、 45.2%に12歳以下の子供がいた。約6%

は要介護者を介護していた。回答者の現実の勤務

形態は、常勤52.9%、非常勤47.1%であった。

調査月の前月 1ヵ月の回答者の月給は平均25.8

万円で、常勤のみでは32.4万円、非常勤では18.5万

円であった。回答者以外の世帯の年収は、「なし」

13.6%、1300万円以下J8.6%、1301-500万円」

29.0%、1501-700万円J21.7%、1700万円以上」

22.6%であった。回答者を年代別にみると 40代未

満50%、40代以上50%であったこと、平成17年

度の家計調査(総世帯)の世帯の平均実収入額
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表3 看護師特性

性別 女性

男性

平均年齢*1 (歳)

総看護経験(年)

訪問看護経験(年)

現ステーションでの経験年数(年)

離職経験あり

離職期間 *2 (年)

配偶者あり

同居者あり

要介護者あり

12歳以下の子どもあり

本人の月給(平成18年4月) (万円)

本人以外の世帯の年収 O円

(回答者の収入を除く) 300万円以下

301・500万円

501-700万円

* 1 20-30代50%，40代以上50%
* 2 N=135 

701万円以上

(Iヵ月 473，260円)紛や、国民生活基礎調査(平成

17年)の「世帯主の年齢階級別1世帯あたり平均

所得金額 (30代560.0万円、 40代729.5万円)J胡)か

ら、世帯の年収を 10円J1-500万円J1501万円

-Jの3群に分けて分析した。

(3)現実の勤務形態と看護師特性との関連

どのような特性を持った看護師が、実際に、常

勤・非常勤いずれの「勤務形態」で働いているの

かを明らかにするため、現実の勤務形態と看護師

特性との関連を検討した(表4)。検討の際には、

管理者は全員が常勤であり、業務内容や給与が訪

問看護に従事する看護師とは異なること等の理由

から、管理者35人を除外した186人を分析対象と

した。年齢は常勤の方が相対的に若かった

(P<0.05)が、看護経験年数には有意差はなかっ

N=221 

平均値(:t標準偏差) 人(%) 

219 (99.1) 

2 ( 0.9) 

41.0 ( :t 8.5) 

15.2 ( :t 7.6) 

5.0 (:t 4.3) 

3.8 (:t 3.2) 

184 (83.3) 

4.0 (:t 4.8) 

173 (78.3) 

196 (88.7) 

13 ( 5.9) 

100 (45.2) 

25.8 (:t 12.8) 

30 (13.6) 

19 ( 8.6) 

64 (29.0) 

48 (21.7) 

50 (22.6) 

た。離職経験ありの者には非常勤が多く、ない者

には常勤が多かった (P<O.Ol)0 12歳以下の子ど

ものいる場合には非常勤が多く (P<0.05)、この

傾向は子どもの年齢を6歳以下として分析しでも

同様で、あった。婚姻状況や本人以外の世帯の年収

は「勤務形態Jと関連し、配偶者なし、同居者な

し、本人以外の世帯の年収0円の各々の状況にお

いて常勤が多かった (P<O.Ol)。つまり、回答者

であるステ}ション看護師に配偶者や学童期以下

(就学前)の子どもがいる場合には、非常勤勤務

者である者が有意に多かった。

(4)告属性の相対重要度と部分効用(回答者

全員、現実の勤務形態別)

5つの属性の平均相対重要度および属性毎の部

分効用値を表5に示した。
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表4 現実の「勤務形態Jと看護師特性(管理者以外) N=186 

常勤 (N=82) 非常勤 (N=104)

年齢(歳)

1日の勤務時間(時間)

1週間の勤務日数J)(日)

残業時間J)(時間)

延訪問件数J)(件)

訪問看護経験年数(年)

現ステーションでの年数(年)

総看護経験年数(年)

離職期間(年)

離職の有無 あり

なし

12歳以下の子どもの有無※ あり

なし

配偶者の有無 あり

なし

同居者の有無 あり

なし

要介護者 あり

なし

本人以外の世帯の年収 0円

500万以下

501万以上

ホP<0.05、肺 Pく0.01
1)平成18年4月末1週間
※6歳以下の子どもの場合 (P<0.05)

あり…常勤=18、非常勤=28
なし・・・常勤=99、非常勤=76

平均値

38.6 

7.9 

5.1 

4.0 

17.8 

4.4 

3.4 

13.8 

3.8 

平均相対重要度は、回答者毎の相対重要度の平

均値である。回答者個々の相対重要度は、(各属

性の部分効用値のレンジ)の(各属性の部分効用

値のレンジの総和)に対する割合である。各属性

が相対的に重要視されている程度を示しており、

合計すると 100%となる。

効用値は、回答者により、各水準が「好まれて

いる程度Jを表し、正で大きな値ほど好まれてお

り、負で絶対値の大きな値ほど好まれていないこ

とを示す。表中では、部分効用値の総和が、各属

性毎に0になるように示されている。

N 平均値 N P値

41.1 * 

5.7 布市

3.9 
事申

1.6 *申

11.2 *ホ

4.5 NS 

3.8 NS 

14.1 NS 

3.9 NS 

57 96 市*

20 7 

29 59 *市

50 45 

49 97 *市

29 7 

63 100 •• 
14 3 

3 7 NS 

75 94 

20 2 •• 
33 43 

22 54 

回答者221人全員についてみると、 5つの属性の

平均相対重要度は、「勤務形態J47.1 %、「職場環

境・組織文化J23.6%、「教育・研修J10.8%、

「月給J9.8%、「残業時間J8.8%であった。定数

項4.38、Pearson'sR=1.000 (P<O.OI)、 Kendall's

tau=1.000 (P<O.oI)であり、対象者全体の回答が

コンジョイント・モデルによる予測値に一致して

いる傾向が示された。

5つの属性のうち「勤務形態」の相対重要度は、

47.1 %と高値であり、部分効用値のレンジから算

出した相対重要度36.6%に比して大きい値を示し
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表 5 各水準の部分効用値と平均相対重要度(回答者全員) N=221 

属性 水準 部分効用値*1 平均相対重要度*2

勤務 常勤 0.463 47.l 

形態 非常勤1 0.647 

非常勤2 -1.111 

月給 局め -0.338 9.8 

低め 0.338 

残業時間 なし 0.233 8.8 

1日平均1-2時間 -0.233 

職場環境・ 責任範囲明確・パックアップあり 0.959 23.6 
組織文化 責任範囲不明確・パックアップなし -0.959 

教育・研修 組織的支援・職場内勉強会あり 0.390 10.8 

組織的支援・職場内勉強会なし -0.390 

*1 効用値は、「好まれている程度」を表し、正で大きな値ほど好まれていることを示し、負で絶対値の大きな値ほど好ま
れていないことを示す。

*2 回答者別相対重要度=(各属性の部分効用値のレンジ)/ (各属性の部分効用値のレンジの総tfO)x 100 
平均相対重要度は、回答者全員についての結果の平均値。 5つの属性について足し合わせると 100(単位:%)となる。

表 6 現実の「勤務形態j別の各水準の効用値と平均相対重要度

属性 水準

勤務 常勤

形態 非常勤1

非常勤2

月給 局め

低め

残業時間 なし

1日平均1-2時間

職場環境・ 責任範囲明確・パックアップあり
組織文化 責任範囲不明確・パックアップなし

教育・研修 組織的支援・職場内勉強会あり

組織的支援・職場内勉強会なし

た。平均相対重要度が高いにも関わらず部分効用

値のレンジが小さい場合には、回答が分散してい

る可能性が考えられ、回答者を何らかのグループ

に分けた上での分析が必要となる。また、「勤務

形態」という属性には、勤務日数、携帯電話当番

(利用者からの電話連絡により緊急訪問等を行う)

の有無、社会保険や手当てといった多くの条件を

含む(図 1，表1)ことから、実際の「勤務形態」

常勤 (N=117) 非常勤 (N=104)

部分効用値 平均相対重要度 部分効用値 平均相対重要度

1.724 47.l -0.955 47.l 

0.l62 1.194 

ー1.885 ー0.234

0.449 11.5 0.214 7.9 

回0.449 -0.214 

0.l99 7.9 0.272 9.8 

圃0.l99 同0.272

0.949 23.0 0.971 24.3 

-0.949 -0.971 

0.404 10.6 0.375 11.0 

-0.404 -0.375 

別に、平均相対重要度と水準毎の部分効用値を推

定した(表6)。実際の常勤勤務者・非常勤勤務

者ともに、「勤務形態」の相対重要度は、やはり

47.1%と最も大きかった。部分効用値のレンジか

ら算出した相対重要度は、常勤勤務者では48.5%

と平均相対重要度に近い値であったが、非常勤勤

務者では36.6%と、「勤務形態」の部分効用値の

レンジが相対的に小さいままであった。常勤勤務



者のみの場合の定数項は4.07、非常勤勤務者では

4.74であり、何れも Pearson'sR=1.000 (P<O.Ol)、

Kendall's tau=1.000 (P<O.Ol) と、勤務形態別の

各群の回答とコンジョイント・モデルによる予測

値が一致している傾向が示された。

「勤務形態」の部分効用値をみると、常勤勤務

者では、「常勤」であることの効用が高く、非常

勤勤務者では「非常勤1(週4日勤務)Jr非常勤2

(週2日勤務)Jの順に効用が高かった。

全回答者および現実の勤務形態別の重要度を視

覚的に確認するため、属性別の部分効用のレンジ

をグラフに示した(図2)0r職場環境・組織文化」

が重視される程度は、現実の勤務形態に関わらず、

5つの属性の中で相対的に一様に高く、「勤務形態」

は、現実の勤務形態のうち常勤勤務者において、

非常勤勤務者よりも相対的に重視されていた。

「月給」は、常勤勤務者において相対的に重視さ

れており、「残業時間」は、非常勤勤務者の方が

重視している傾向にあった。「教育・研修」では、

勤務形態による違いはなかった。

(5) r月給」の効用値と看護師特性との関連

「月給jの相対重要度は高くはなかった(図2，

表5・6)が、現実的には、「月給」が高ければ

高いほど、就業希望者が増える可能性は高い。そ

こで、看護師特性のうち、収入に関する変数と

「月給Jの効用値との関連を検討した。

その結果、「月給」の部分効用値は、本人以外

の世帯の年収0円の場合(効用値0.511)の方が、

何らかの収入がある場合(効用値0却 6) よりも有

意に高く (P<0.05)、自身の収入のみで家計を支

えている場合には「月給Jが高いことを好んでい

た。本人の実際の月給額と「月給」の効用値との

相関係数はr= 0.283 (pく0.01)であり、自身の収

入が高いと「月給」が高いことによる効用も高い、

即ち「月給」が高いことを好む傾向がみられた。
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(6)回答の信頼性と妥当性

仮想の職場における就業希望順位について、 20

人の看護師を対象に、平均47日の間隔を空けて2

回の調査を行った。対象の平均年齢は37.6歳で、

訪問看護経験者18人、訪問看護経験年数および現

ステーションでの勤務年数は5.2年であった。 20

人中2人は病棟看護経験のみを有した。

仮想的に設定されたステーション各々につい

て、 2回の回答値を比較したところ、 10ヵ所全て

において 2回の回答聞に有意差はなかった

(Wilcoxsonの順位和検定)。また、仮想の職場10

ヵ所への1回目と2回目の回答値全体のSpearman

の相関係数は0.813(P<O.Ol)であった。

職場属性「勤務形態Jの「常勤」における部分

効用は、平均0.463(表5)であり、この値で全回

答者を2群に分けると、平均以下100人、平均よ

り大121人であった。この2群と現実の勤務形態

とのクロス集計を行ったところ、常勤勤務者では、

効用値が平均より大きい者は102人 (87.2%)、平

均以下15人 (12.8%)であり、非常勤勤務者では

各々 12人(18.3%)、85人(81.7%)で、あった(P<O.o1)。

つまり、実際の勤務形態と、仮想の職場の「勤務

形態」の効用値は、有意に関連していた。

4固考察

(1)訪問看護に従事する看護師が相対的に重

視している職場属性と告水準の効用値

①5つの属性の平均相対重要度、各属性の水準毎

の効用値の比較

属性毎に別々に重要度を尋ねるような従来の調

査方法では、属性間相互の重要度の判別を明確に

行うことが難しく、例えば社会福祉等で行われて

きたニーズ調査では、全ての条件の優先度が高い

という結果でありへ最優先で提供されるべきサ

ーピスを同定することが困難であった。今回、コ

ンジョイント分析を用いたことにより、複数の条
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図2 全回答者および実際の勤務形態別の属性毎の部分効用のレンジ

勤務形態(常勤・非常勤・全体で、最大値・最小値を示した水準が異なる)

常勤勤務者ニニニニニニニニニニZ

非常勤勤務者屋

全回答者圏

A
U
 

A
U
 

A
U
 

A

り 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

月給([高め]ー[低め]) 

常勤勤務者 L-…一回一
非常勤勤務者」一

全回答者 L一一一
0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

残業時間([残業なし]ー[1日平均1-2時間]) 

常勤勤務者騒趨盤盤盤霊園

非常勤勤務者一一一町一

全回答者

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

職場環境・組織文化([責任範囲明確・パックアップあり]ー[不明確・なし]) 

常勤勤務者一一一一一一一一一一一一一111

非常勤勤務者雇

全回答者雇

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

教育・研修([組織的支援・職場内勉強会あり]ー[なしJ)

常勤勤務者向鵬撚撫摺鰐開棚問機回廼

非常勤勤務者陣

全回答者陣

A
U
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*勤務形態の部分効用値のレンジ(最大値、最小値を示した水準は次のとおり)

全回答者([非常勤1]一[非常勤2])，常勤([常勤]一[非常勤2J)，非常勤([非常勤1]一[常勤]) 



件を同時に見比べて就業先を決定するという、現

実の就業決定時の行動に即した方法で、訪問看護

分野への就業時に相対的に重視される属性とその

効用の程度を明らかにすることができたと考え

る。

仮想の職場を設定する際に用いた5つの職場属

性のうち、看護師が最も重視したのは「勤務形態」

であり、現実の勤務形態別の、「勤務形態」の水

準毎の部分効用の大きさから、実際の勤務形態

(revealed preference)と、仮想の状況における選

好の意思表示 (statedpreference)が一致傾向に

あることが確認された。このことから、常勤や非

常勤といった多様な勤務形態を準備しておくこと

は、今後、ステーションが必要数の看護師を確保

していくための重要な方策の一つであると考えら

れる。

「勤務形態」以外の職場属性の各水準の効用値

をみると、「責任範囲が明確で組織的パックアッ

プ体制があるJ1教育・研修に組織的支援や職場

内の事例検討・勉強会があるJ1月給が高いJ1残

業がない」職場が好まれていた。これらより、看

護師は、就業先選択時に、「月給」以外の属性も

重視しており、特に「責任範囲が明確で組織的パ

ックアップ体制があることJ(1職場環境・組織文

化J) は、相対重要度や効用値の大きさからも、

看護師の就業先選好に関する重要な属性の一つで、

あると考えられる。

訪問看護では、看護師は、 1人で利用者宅を訪

問し、 1人の判断でアセスメントを行い一人でケ

アを提供する。施設内での看護と異なり、判断に

迷う場面で、上司や同僚、他職種に、状況を視覚

的に示しながら相談することは不可能に近い。回

答者が、責任範囲の明確さやパックアップ体制を

重要視したことは、こうした訪問看護の特徴も関

連すると考えられる。

また、「職場環境・組織文化」といった組織風土

看護師の就業場所の選好 245 

に関する職場属性は、安全なケア提供と関連しヘ

労働生活の質 (qualityof working町e;QWL)を

構成する次元の一つである 22) と報告されている。

「安全」に関わる労働環境は、看護師不足におけ

る重要な因子の一つであり 4])、求職者が外部から

確認することが難しい職場属性ではあるが、ステ

ーション側が何らかの方法で示すことができれ

ば、就業に結ぴつく可能性があると考えられる。

同時に、 QWLの改善や心理的エンパワーメント

は離職予防に効果があると期待されており 1ペ「責

任範囲の明確さ」ゃ「組織的パックアップ体制J

を整えておくことは、看護師の定着を図る上でも

主要な要素といえそうである。

「教育・研修jにおいて「組織的支援や職場内

の事例検討・勉強会があるjことは、看護のキャ

リアアップの機会6)にもつながり、キャリアアップ

や生涯学習の機会は、職務満足を高め、その職場

への看護師の定着につながるといわれている 42.43)。

実践現場で学ぶ機会は、提供するサービスの質保

証の観点からも重要な意味を持つ。日常のケース

カンファレンスを学習機会として活用する等、ス

テーションの努力や工夫により機会を設けること

が可能な職場属性であると考えられる。

(2)職場属性と看護師特性

①現実の勤務形態と看護師特性との関連

看護師特性のうち、年齢が相対的に若い、離職

経験がない、配偶者がいない、同居者がいない、

本人以外の世帯の年収がない、といった場合に、

常勤勤務者である割合が有意に高かった。また、

12歳以下 (6歳以下)の子どもがいる場合には、

非常勤勤務者の割合が高かった。これらより、学

童期以下の子どもを含む家族の存在により、看護

師が、より非常勤勤務を選択している可能性が考

えられる。非常勤勤務者の、「残業時間」におけ

る効用値のレンジは常勤勤務者よりもやや大きか



246 医療経済研究 Vo1.19 No.3 2008 

ったが、これは、世話の必要な子どもが居るとい

う状況を背景に、労働量を増やすことに対して積

極的ではない状況を表しているとも考えられた。

ステーションでは、人件費率が高いという収支

構造から、労働力を非常勤勤務者に頼らざるを得

ないのが現状である。そのため、現非常勤勤務者

が労働を継続できる条件を整えておくことは、訪

問看護分野の労働力確保において重要である。現

状では、常勤勤務者が主に i24時間連絡体制」を

担い、非常勤勤務者よりもより多くの責任を担っ

ている状況にある場合が少なくないが、こうした

労働負荷を非常勤勤務者も担えるような条件が整

えば、常勤者のパーンアウト等による離職を減少

させ、就業の継続につながる可能性もあるのでは

ないだろうか。子育てを誰がどのように支援する

かという視点は、在宅療養支援における看護労働

力確保においても重要であると考えられる。

②「月給」の効用と看護師特性

職場属性のうち「月給」の重要度や効用が高く

なかったのは、月給額が、 K県の病院看護師への

時給額に基づいて設定されたものであったため、

現状を反映した常識の範囲内であったこと、月給

額に幅を持たせたことから、回答者自身の看護経

験に見合った金額が支払われると捉えた可能性が

あること、賞与を含めずに仮想のステーションを

設定したため「常勤」の場合の賞与額による年収

の多寡を回答時に考慮していないこと、等の理由

が考えられる。賞与は、雇用者側で設定を変えら

れるものであり、他の職場条件に大きな違いがな

い場合、賞与額を含めた収入額で就業先を決定す

る可能性も高い。低い給与は看護師の離職の主要

要因の一つであるという報告23.25)や、給与が看護

師の離職と関連するかしないかは定まっていない

という報告16)もある。今後、賞与や手当て額を含

めた年収の違いによる就業先選好への影響につい

ても検討していく必要があると考えられる。

研修医に選ばれる臨床研修病院の条件の探索に

コンジョイント分析を応用した先行研究において

も、本研究と同様、月給の相対重要度が低かったヘ

コンジョイント分析では、設定した属性聞の相対

重要度は明らかになるものの、価値の絶対値を知

るものではない。つまり、属性の中で「月給」の

相対的価値が低かったとしても、このことが即、

回答者は収入の多寡で就業先を決めていない、と

いう結論には結びつかないと考えられ、こうした

点を考慮して結果を解釈していく必要があると考

えられる。

(4)仮想的質問への回答の信頼性と妥当性

①信頼性

コンジョイント分析に用いる仮想的質問への回

答の再現性について検討した結果、平均約1ヵ月

半の期聞が空いているにもかかわらず、 2回の回

答聞に有意差はなく、 2組の回答群の聞には有意

な関連がみられた。限られた対象数ではあったが、

仮想の職場に関する選好順位の回答値の信頼性が

確認されたと考えられる。コンジョイント分析の

応用例の大部分では、信頼性や妥当性の論点を無

視しているという指摘もあり 4ヘ今回、再現性が

確認できたことには一定の意義があると考えられ

る。

②妥当性

本研究では、これまでの看護師の離職や転職、

求職に関する調査等3-6.16. 22)から、看護師にとっ

て重要であると認識されている職場条件に注目し

て属性を決定した。また、属性の内容の妥当性や、

属性を組み合わせた仮想のステーションが現実か

ら議離していないことを、ステーション管理者や

複数の訪問看護経験者にくり返し確認の上、調査

を行った。仮想の就業先ではあるが、現実のステ



ーションを表すのに必要な属性を含み、看護師が

就業先を決定する際に考慮されるべき主要な要素

は含まれていたと考えられる。

訪問看護分野では、看護師採用の際に、過去の

看護経験、特に病棟看護経験が重視されるため、

看護師は過去に病棟看護等を経験している場合が

多い。本研究の回答者も、過去に複数の就業経験

を有しており、望ましい就業条件を判断できる内

的基準胡)は確保されていたと考えられる。

看護師は就業先を決定する際、職場属性として

「勤務形態」を相対的にとても重視していたが、

「勤務形態」は仮想の職場を提示する際、最初に

示されており、職場属性を示す順序による回答へ

の影響も考えられる。しかしながら、属性を示す

際の順序の影響に関する証拠は示されておらずベ

提示順よりも寧ろ、「勤務形態」が、「勤務時間の

長さJr24時間対応当番等責任の重さJr保険」

「賞与」等複数の要素を含んだ属性であったこと

が影響している可能性がある。今後は、「勤務形

態」が内包する複数の要素を、出来る限り分離さ

せて調査票を設計し、勤務形態の相対重要度を検

討していく必要があると考えられる。

(5)研究の限界

①コンジョイント分析の有する課題

コンジョイント分析では、想定質問を用いるた

め、「選択行動の想像に伴う誤謬」や「想像しに

くさに伴う誤謬」が存在するといわれている 34.品)。

本研究では、仮想の職場を出来る限り現実の状況

に近づけ、想像し易くするため、現実を反映した

条件の設定に努めた。例えば「月給」には幅を持

たせ、看護経験を考慮して決定されるという設定

にし、「勤務形態」には、非常勤の場合に、年収

を低く抑えられる非常勤2と、殆ど常勤のように

働く非常勤1、を設定した。設定した仮想の職場

には、管理者等訪問看護を熟知した者に内容の妥
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当性を確認し、プレテストを通じて理解し難い表

現の修正を繰り返して、イメージしやすい職場を

提示できるよう工夫した。

コンジョイント分析においては、同時に扱える

属性の個数に限度がある。今回検討に含めなかっ

た非金銭的属性についても、今後、検討が必要で

あると考えられる。

現実の職場では、残業が全くない、という状況

はあり得ない。本研究では、ステーション管理者

等の判断により、回答者の多くが許容できる程度

の残業時間 (1日平均1・2時間)を設定するに至っ

た。回答者の「残業」に関する相対重要度は高く

はなかったが、これは、 1・2時間程度の残業が回

答者に十分許容されたためとも考えられる。残業

時間は、勤務時間の長さに関連する労働量を表す

属性であり、先行研究16)では、労働負荷は離職と

の関連傾向が示されている。今後は、労働量とし

て、夜間の緊急訪問を一つの属性として設定し、

検討していくことも必要であると考えられる。

②回答者の労働市場における代表性

平成17年10月時点の全国のステーション数は

5，309ヵ所であり児)、本研究対象となったステーシ

ヨンは全ステ}ションの約1%に過ぎない。よっ

て本研究結果をそのまま全国の状況にあてはめて

考えることはできない。本研究では、調査内容に

「月給Jに関する内容を含むため、物価の地域差

による回答への影響を考慮し、一つの県のステー

ションを対象とし、全国規模の調査は行わなかっ

た。今後は、物価や賃金の地域差を調整した分析

や調査法を検討し、対象県以外の地域においても

同様の結果が得られるか否かについて検討してい

く必要がある。

また、調査協力の得られたステーション53ヵ所

における、一事業所あたり看護・介護職員数は、

平均9.2人、調査時点で、最新の全国値は常勤換算
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で4.2人(平成16年9月現在)であった18)。一事業

所当たり利用者数は、平均81.5人、延訪問回数は

平均407.0固で、平成16年の全国平均52.9人、 1事

業所あたり延利用者数284.7人ωIこ比べて、規模

の大きいステーションの看護師が回答に協力して

いた。しかしながら、本研究の主要な調査内容で

ある就業場所の選好は、看護師個人の好みに関す

ることであり、事業所規模とは独立していると考

えられる。

全国のステ}ションを母集団とした解釈をして

いくには、時給等収入の地域差を考慮した全国規

模の調査が必要で、あると考えられる。また、定量

的条件間で相対重要度を検討した後に、定性的条

件を加えて相対重要度の変化を検討する等、研究

デザインを段階的にし、既存の定量的全国調査と

の比較可能性を確保して、整合性を検討していく

という方法もありうるであろう。

(6)今後の展望

本研究では、重要な役割が期待されているにも

関わらず、人員確保が困難な訪問看護分野におい

て、どのような条件を整えれば、人員確保が可能

となるのかに注目したため、ステーション以外の

就業先を設定しなかった。今後は、 5つの属性に

「職場の種類Jを加え、実際の求職者を対象とし

た場合の就業先決定時に優先される職場属性を明

らかにしていくと同時に、求職中の看護師がどの

ような種類の職場を選ぶのか、どのような条件が

整えば同種の職場であっても選ばれるのか、とい

うことを明らかにしていく必要がある。

職場の看護師数不足を真に解決していくために

は、職場の努力で解決できることと、職場単位で

は解決できない課題とを区別して、対応していく

必要があると考えられる。例えば、子どものいる

女性の就業への自由度が高まるためには、金銭面

以外の社会的な支援等が必要である可能性が高

く、彼らの就業を可能にする支援内容や、職場で

行える対応等を明らかにしていく必要があろう。

また、必要とされる職場に看護師が就業するこ

とのみならず、勤め続ける(定着する)必要があ

る。就業時に看護師に重視される職場属性に加え、

就業継続に関わる職場属性の種類、両者の関連を

念頭においた研究が今後必要になると考えられ

る。

5.結論

K県の全ての訪問看護ステーション事業所を対

象に、郵送法による就業先選好に関する調査を実

施し、コンジョイント分析を行った。その結果、

訪問看護に従事する看護師は、事業所の属性とし

て、「勤務形態」を最も重視し、次いで「職場環

境・組織文化Jr教育・研修Jr月給Jr残業時間」

の順に重視して就業先を決定していた。各水準の

効用値の大きさから、常勤・非常勤等、多様な

「勤務形態」を用意しておくことや、責任範囲が

明確で組織的パックアップ体制等の整った「職場

環境・組織文化Jおよび「教育・研修」の機会を

確保しておくことは、訪問看護ステーションの人

員確保において重要である可能性が示された。
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注
1 24時間連絡体制加算:利用者又はその家族等か

ら電話等により看護に関する意見を求められた場合

に常時対応できる体制。利用者の状況によっては、

緊急に利用者宅を訪問することも少なくない。
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The Workplace Preference by Visiting Nurses 

-An Application of Conjoint Analysis-

Yasuko Ogata *¥ Takashi FukudaぺMichioHashimoto * 3 
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Abstract 

Background: Demand for nursing care is expected to increase in ]apan based on factors such as a graying of 

society and changes in disease structure. However， not all workplaces currently have an enough nursing staff. 

Speci包cally，Home-visit Nursing Care Stations (Stations) are expected to be an important role in at-home care， but 

they are currently understaffed. Surveys have been conducted on the workplace attributes when nurses are 

seeking employment with the objective of eliminating this labor shortage， but little research has been done to 

quantitatively eva1uate the relative importance among at凶butes.

Objectives: The objective of this study was to investigate workplace selection behavior among visi白19nurses. 

Methods: An initial survey was conducted covering all 313 Stations in Kanagawa Prefecture to confirm 

willingness to participate in the survey. A mail survey was then conducted targeting 369 nurses working at 77 

Stations based on也einitia1 survey results. Ten hypothetica1 workplace scenarios were presented to the nurses 

based on 5 attributes 1 (full-time/part-time situation， monthly salary， overtime， workplace environment and 

organizational culture (such as clear delineation of work responsibilities and presence of a backup system)， 

education and training (participation in training outside the station and the holding of case review meetings within 

the station) f. The respondents were then asked to indicate their order of preference for these hypothetical 

workplaces from 1 to 10. A conjoint ana1ysis was used to determine the relative importance among attributes in the 

hypothetica1 workplace. 

Resu1ts: The employment preference order for hypothetical workplace scenarios was analyzed for 221 

respondents. The gender of the respondents was 99% fema1e with a mean age of 41 years old and a mean of 5 years 

of home visiting nurse experience. Nurses place the most relative importance on full-time/part-time. W orkplace 

environment and organizationa1 culture was next. A relationship was found between full time/part拍 nepreference 

in a hypothetica1 workplace and the actua1 full拍 ne/part・timesituation of the nurses. The monthly sa1ary utility 

va1ue was related to household annua1 income and respondent's actua1 sa1ary. 

Conclusions: We found the attributes which are important in attracting Station employees inc1uded offering 

severa1 full-time/part-time options， a well-established workplace environment and organi 

[key wordsJ nursing shortage， conjoint ana1ysis， preference， visiting nurse， home care 
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