
2018年度 職員意識調査結果をみんなで共有しましょう 

職員意識調査から見る介護の強み 
広島医療生協事務局 教育部長 有馬陽子 

 

毎年、皆さんのお手元には、日本医療福祉生協連が全国一斉に実施する職員意

識調査が届き、回答していると思います。この度、2018年度の調査結果が集計され、

全国比較・職種別比較から分析した広島医療生協の実態について生協事務局 有馬

陽子 教育部長に解説してもらいました。 

 

広島医療生協では、医療、介護活動の質を評価し、

事業活動の改善に役立てることを目的に、毎年、「医

療・介護評価」ならびに「職員意識調査」にとりくんで

います。この調査は日本医療福祉生協連が実施する

もので、67の会員生協（医療事業所227か所、介護

事業所701か所 2016年度）が参加しています。 

医療・介護評価は、外来、退院、訪問診療、通所リ

ハビリ、通所介護、訪問介護、訪問看護、入所介護、

居宅介護、歯科で実施され、各事業所で結果の評価、

分析をし、サービスの改善に活かします。協力いただ

いた利用者のみなさんにも結果を報告します。 

 

■調査の内容 

職員意識調査は、事業所や職種毎の結果をそれぞ

れの事業所、職能別責任者が評価、分析し、職員の

教育や事業所、職能別の課題の改善に活かします。

2018年度はパート職員、嘱託職員を含む76.1％の職

員554名が協力しています。 

さて、職員意識調査の設問は次の４つに分けられま

す。 

①職員が患者、利用者の立場に立って見る事業所

について 

 

②職場運営について 

③仕事や職場に対する考え 

④医療生協に対する考えについて、です。 

これらの設問の回答から職場や事業所、部門が何に

力を入れて1年間取り組んできたのか、どんなことをこ

れから頑張らないといけないのかということが健康診断

のように見えてきます。 

■広島医療生協全体の特徴 

広島医療生協全体の特徴として「助言や指導をして

くれる上司との良好な関係」や「目標による管理の浸

透」、「地域貢献の認知」などがあります。一方で、「職

種間の連携」や「仕事のやりがい創出」などに課題があ

ります。 

■介護職の調査から見えてきたもの 

今回、広島医療生協の職種間での比較や広島医

療生協の介護職と全国の介護職との比較をした結果、

いくつかの特長が見えてきましたのでご紹介します。 

◎１つは、広島医療生協の介護職の意識は全国に比

べて全体的に高く、「②職場運営について」は特に高い

評価であるということです。介護の職場では十分なｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝのもと、共通の目標に向かって力を合わせて

頑張っていることが伺われます。 

つながろう、力を合わせよう・・・・医療生協介護現場ﾒﾝﾊﾞｰのための広報紙 
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① 事業所について      ②職場運営について 

 

 

 

 

 

  

 
 

① 事業所評価 
1-a 職員にはわからないことを聞きやすい  

1-b 職員の言葉遣いや態度はよい  

1-c 職員の説明で病気・検査・サービスについて十分理解できる 

1-d 医師の診断や治療の結果には納得できる  

1-e 診断・治療・介護のための器械や設備は十分揃っている  

1-f 玄関・待合室・トイレは清潔で快適である  

1-g 診察・会計・薬などの待ち時間は我慢できるものである 

1-h 患者・利用者のプライバシーを守る努力がされている 

1-i 支払った医療費・サービス利用料の内訳はわかりやすい 

1-j 無駄な検査や投薬をしない   

1-k 患者の権利や安全が確保されている  

1-l 地域医療に貢献している  

1-m 事業所全体として利用しやすい  

1-n 病棟の看護または施設の介護は満足できる 

1-o 入院（所）生活を送る上での案内や説明は十分である  

1-p 入院（所）生活を送る上での設備は十分である  

1-q 入院（所）中の食事は満足できる  
 

② 職場運営評価 
2-a 部門では生協・事業所・部門の理念・方針・目標がはっきり示さ

れている  

2-b 部門・自身の目標は生協や事業所の目標に連動してつくられて

いる  

2-c 自身の目標に対する進捗状況は上司との間で定期的に確認さ

れている 

2-d 部門では職員の能力・専門・実績・適性に配慮して仕事の分担

が決められている  

2-e 自身の仕事ぶりは上司や同僚から適切に評価されている  

2-f 上司は困っているときや対応の仕方がわからないとき、助言や指

導をしてくれる 

2-g 自身は日常的に上司に報告したり助言を求めている 

2-h 部門で困ったときや手に負えないとき、他部門に協力を求めるよ

うにしている 

2-i 部門では意見の違いや対立があったとき、互いに率直な話し合

いができている  

2-j 部門には知識や経験を互いに学びあう雰囲気がある  

2-k 事業所には部門同士で協力し合う雰囲気がある  

2-l 部門では何か新しいことをやろうとする場合、積極的に取り組もう

という雰囲気がある  

2-m 自身は仕事に関する改善・工夫を積極的に提案している  

2-n 自身は従来の考えにとらわれず、仕事のやり方を変えたり新しい

課題に挑戦しようとする  

2-o 事業所では生協あるいは事業所に関わる情報がきちんと伝えら

れている  

2-p 自身は仕事をする上で必要な権限を与えられている 

2-q 事業所では医療事故発生時の手順が明確であり、職員の周知・

徹底されている  

2-r 事業所では院内感染防止対策が明確であり、職員に周知・徹底

されている  

2-s 自身は適切な言葉遣いや身だしなみをしている 

2-t 事業所では患者の声に耳を傾け運営に活かしている 

③仕事や職場に対する考え ④医療生協に対する考え 

 

 

 

 

 

※設問によって点数の尺度が逆のものもあります 

 

③ 仕事や職場に対する考え 
3-a 今の給料は自分の能力や仕事内容に見合っている  

3-b 設備や施設などの職場環境に満足している  

3-c 今の仕事は肉体的な負担が大きい  

3-d 今の仕事や精神的な負担が大きい 

3-e 仕事よりも私的な時間を充実させたい  

3-f 今の仕事はキャリア形成に役立っている  

3-g 今の仕事は自分の能力を発揮できるものだと思う  

3-h 今の仕事はやりがいがあり満足している  
 

④ 医療生協に対する考え 
6-a 組合員が何を求めているか理解している  

6-b 生協活動は業務時間内にやりたい  

6-c 職員と組合員の関係は馴れ合いになっている  

6-d 医療生協だからといって他の医療機関との違いはない  

6-e 「患者の権利章典」や「いのちの章典」に共感している 

6-f 医療生協の職員であることを誇りに思っている 

 

◎2つ目は、看護職や事務では全国より少し評価が高

いのですが、職種として同じような特徴がみられます。

それと比べて、介護職では特に「③仕事や職場に対す

る考え」で全国とは違う評価となっています。つまり、広

島医療生協では介護の職種としての課題をいくつか克

服しているということです。 

 

③仕事や職場に対する考え（広島医療生協の職種別） 

看護         事務 
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介護      【やりがいがあり満足】 

 

 

 

 

 

        

 

 2018  2017  全国／広島医療生協 

◎３つ目は介護職の職員は、医療生協内の他職種と

比べて仕事へのやりがいを感じていることです。心理的

苦痛や身体愁訴が少ないこと（＝心身ともに健康）も、

やりがいとの関連が推測されます。 

 

◎４つ目は、自身の仕事がキャリア形成や能力を発揮

できる仕事だと実感していることです。 
 

【能力を発揮できる】【キャリア形成に役立っている】 

 

 

 

 

 2018  2017  広島医療生協 

 

 

■医療生協の介護の現場では、なぜ、このような特長

がみられるのか。３つの理由を推測しました。 

 

◎１つ目は、この間、福祉職部会や事業所が主催する

さまざまな学習や交流の機会に多くの介護職員が積

極的に参加していることです。医療生協で一緒に頑張

る仲間が一堂に集まり、自分たちに必要な情報や知識

を共有し、お互い

を知り合う。そのこ

とが自分たちの事

業所や仕事の役

割を確認する機

会にもなっている

のだと思います。また、職員同士の交流は自身の仕事

をふりかえったり、仕事のﾋﾝﾄを得たりする機会にもなっ

ていて主体的に仕事に向き合うことにつながっているの

ではないかと思います。あわせて、この機会が生協内

の介護事業所間の風通しを良くし、介護職員のつなが

りと信頼を強めているのだと思います。 

 

◎2つ目は、介護ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｷｬﾘｱ段位制度や5年

目までの力量を確認するﾁｪｯｸﾘｽﾄの作成など一人ひ

とりの職員を支援するしくみが整っていると職員に認知

されていることです。他にも、介護福祉士実務者研修

の地方ｽｸｰﾘﾝｸﾞの開催や実習受け入れの開始など法

人内の支援にとどま

らない介護職への支

援も自分たちは大事

に育成されていると

肯定的に認知されて

いるのではないかと

思います。 

 

◎そして、最後にもっとも重要な点は利用者のためによ

かれと思うことを自分の裁量で実践している（＝いのち

の章典の実践）ことです。やりがいは実践があって初め

て感じられるものです。あるべき姿とかけ離れるのでは

なく、介護という仕事と自身の仕事

の価値が一致している一人ひとり

の職員の実践があるのだと思いま

す。そして、その実践を後押し、実

践する過程もその人もまるごと承

認し、応援している職場の姿を私は容易に想像できる

のです。 

 

 

 「医療・介護評価」「職員意識調査」の結果は各事業

所に届いていると思います。利用者や家族の評価を業

務改善に活かすとともに、職員意識調査結果も皆さん

で分析・共有し、働きやすい職場づくり・人材育成を進

めるﾋﾝﾄにしていきましょう。 



Top message㊾ 

 組織の暖か味 

 代表理事専務理事 斉藤孝司 

5～6 年前、

亡き母と息子

の 3 人で、ﾏﾂ

ﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑの

車いす席での

観戦を終えた

帰りに、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの中で、ちょうどﾃ

ﾚﾋﾞ解説を終えたばかりのｶｰﾌﾟ OB

の池谷公二郎さんに出会った。息

子が遠慮もせずに、すかさず握手

を求めたが、池谷さんに同行して

いたのが、広島ﾃﾚﾋﾞの長野ｱﾅｳﾝ

ｻｰで、その時、「ちょうのでなくって、

ながのです」と大きな声で冗談を

言われたのを思い出す。まさにｼﾞｬ

ｲｱﾝﾂ・長野が絶頂期であった時

だが、まさか「広島ｶｰﾌﾟ・長野」とい

う日がくると

はまったく想

像すらできな

かった。長野

選手はｷｬﾝ

ﾌﾟ、ｵｰﾌﾟﾝ戦とすんなりｶｰﾌﾟの一員

となったようだ。4 連覇に貢献する

活躍が期待される。 

 さて、4月には新入職員を迎え

る。多くの新入職員が新社会人と

してｽﾀｰﾄを切る。前途への希望

とともに、大きな不安や緊張感に

も包まれることだろう。毎年、4月

1日には入協式が開かれるが、

新入職員のみなさんの緊張感が

すごく伝わってくる。医療福祉生

協はどこも収入の 3分の 2を人

件費が占める。いわいる「知識集

約型産業」でもあり、人材が事業

の発展の鍵である。私たち広島

医療生協も、多くの専門職の協

働により、患者、利用者のみなさ

んのﾆｰｽﾞに応えてきている。昨今

は人手不足ということもあるが、

当生協へ入職された新入職員の

みなさんは、まさに貴重な財産で

ある。そうした新入職員のみなさ

んの緊張感をとぎほぐし、やりがい

を創出するためには、当生協の

「組織の

暖か味」

が感じて

もらえるこ

とが一番

ではないか。そのためには、先輩

職員のみなさんの役割が非常に

大きい。長野選手は「実は人見

知り」ということだそうだが、すんな

り溶け込めたのは、本人の人柄も

あるが、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを積極的に

とってくれるなど、まわりの暖かい

環境があったからだろう。同じ広

島の組織としてそうした暖かさに

は学びたいものだ。 

報告 

 個人情報保護研修 

～56名の参加で開催～ 

 2019/3/11 

介護職員の

皆さんの必

須研修として

定めている

「個人情報保

護」について、広島医療生協 

花田俊哉 事務局長（法令遵

守責任者）を講師に学びまし

た。 

最初に、最近の個人情報漏

洩や法令違反事例について説

明があり、「法令の遵守は全職

員が自覚して初めて効果を発揮

するものであり、一人でも法令違

反を自

覚無に

犯して

も組織

全体が

問われる」「大切なのは、これま

での慣習・風習から頭を切り替

える（いままでこうだったから・・

から脱却）」ことが大切であると

話がありました。更に、医療福祉

生協の設立趣意書・いのちの章

典・理念を振り返り、求められる

使命・社会的意義を皆さんで共

有しました。 

 その後、個人情報保護法の解

説と、広島医療生協の「個人情

報保護基本方針」「個人情報の

利用目的」「個人情報保護基本

規定」を読み合わせをし、医療

生協の運動と事業を委縮する

様な過敏な反応は禁物だが、

個人情報が守られているか問

題意識を持ち、法に沿った原則

的で適切な対応が求められま

すと話がありました。参加者から

は、「改めて個人情報に囲まれ

た業務にあたっていることを再認

識した」「無意識に情報漏洩して

いる恐れがある。情報提供や共

有も同意に基づいて適切に行い

たい」「定期的に学びたい」といっ

た感想が寄せられました。 


