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Ⅰ．はじめに

　養護教諭は、1年目の新任であっても学校に一人配置

であることが多く、たとえ知識や技術が未熟でも、様々

な局面で自ら重要な意思決定をしなければならない。そ

のためには新任の時期から、専門的知識や技術の獲得の

みでなく、その基盤となる専門職的自律性（Professional 

Autonomy）を獲得していくことが必要である。

　養護教諭の自律性に関連して、かつて小倉（1970）は、

専門職には彼等自身の最善の判断を実施する自由が与え

られるとし、自律性が他の職種によって制限されること

は、その専門職に対してだけでなく、養護教諭の場合は

仕事の対象である子どもの生命と健康に被害を及ぼすこ

とがあると指摘した。すなわち、小倉はある若い養護教

諭が患部を観察し、圧痛を調べようとしたが、「打撲だ

から、ただ薬を塗ってくれさえすればよい」という教師

の威圧的な催促に押されて、薬を塗るだけにとどめたが、

翌日その子は骨折だったことが判明した例等を挙げ、養

護教諭はつねに専門職としての責任の自覚と学問・技術

の進歩、社会の発展、教育の変質に即応するよう研修に

つとめ、専門職としての自律的職能のあり方を追求すべ

きであると示したのである。

　特に近年は、多方面において養護教諭への期待が高ま

り職務範囲が広がると共に、より専門的な職務が求めら

れている。例えば、養護教諭の保健主事への登用（1995

年）、養護教諭の新たな役割として「心や体の両面への

支援を行う健康相談活動（ヘルスカウンセリング）」の

提言（1997年）、兼職発令により保健の授業の担当が可

能となったこと（1998年）が挙げられる。さらに、メン

タルヘルスやアレルギー疾患等の子どもの現代的な健康

課題の多様化により、医療機関等との連携や特別な配慮

を必要とする子どもが多くなるとともに、特別支援教育

においても養護教諭が担う役割が増し、多様化してきた

（文部科学省，2008）。

　したがって、これらの職務において、新任養護教諭で

あっても、「職業人としての価値観、判断に基づいて選択

決定でき、その決定に対して責任を持って行動できるよ

うになること」（香春，1990）が要求される。さらに、た

だ求めに応じて仕事をするだけでなく、自ら発想して養

護実践を行うことが求められている（小笹ら，2011）。し

かしながら、養護教諭への期待が高まり職務範囲が広が

る一方、その曖昧さは、抑うつを高めるリスクとなると

の指摘もある（中澤，2013）。そのため、「養護教諭が自

らの職業に誇りをもち、より良い養護実践を行っていく」

（小笹ら，2011）には、自らの専門職的自律性を認識し、

獲得していくことが重要な課題といえる。

　ところが、養護教諭の専門職的自律性とは何か、その

概念について十分に明らかにされていない。関連した研

究としては、養護教諭が学校保健活動を自己評価してい

くことが職業的自律性の認識とその確立につながるとい

う問題意識から、質問紙調査により養護教諭の勤務実態

と自己評価の実態を明らかにした研究がある（小笹ら，
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2011）。しかしながら、この研究では養護教諭の自律性

の構成概念については明らかにされていない。そもそも

概念とは、ある1つの物や行動に関する心のなかの現象、

理念、構成物の心像であり、換言すれば物や行動そのも

のではなく、そのイメージである（Kaplan, 1964）。あら

ゆる理論の真の基礎は、その理論のなかで検討されるべ

き概念の同定と解釈によって決まり、概念開発はとりわ

け未成熟な学問領域では理論開発のために重要な課題で

ある（Walker & Avant, 2008）。したがって、学的に若い養

護学において質の高い養護実践やそれを支える理論を追

求する上で、養護教諭独自の専門職的自律性の構成概念

を、養護教諭が位置する文脈に照らして明らかにする研

究が必要である。そこで本研究の目的は、養護教諭の専

門職的自律性の構成概念を検討し、提案することである。

　本研究で養護教諭の専門職的自律性の概念を明らかに

することにより、養護教諭の専門職としての役割を明確

にし、意識化することにつながり（Pankratz et al., 1967）、

将来的には養成教育や現職研修等に生かし、養護教諭の

専門性の発展に寄与することができると考える。また、

専門職的自律性はモチベーションや職務満足（Stamps et 

al., 1986; Blegen, 1993; Finn, 2001）、自己実現（小谷野，

2001）と関連があるという報告もあるため、養護教諭の

キャリア発達研究の発展につながると考える。

Ⅱ．研究方法

　養護学の中では、養護教諭の専門職的自律性に関し

て、基盤となる概念や理論はこれまで明らかにされてい

ない。このように、理論構築者の興味の中心的な対象で

ある領域に、利用可能な概念がほとんどないか、あるい

はまったくない場合は、概念導出（concept derivation）ま

たは概念統合（concept integration）が有用である（Walker 

& Avant, 2008）。そこで、養護教諭の専門職的自律性の概

念枠組みの作成に向け、これらの方法が参考になると考

えたため、以下では理論構築の方法に関する文献（Walker 

& Avant, 2008）を参考に、概念導出と概念統合について

整理する。まず、概念導出とはある分野から別の分野に

概念を移す、あるいは再定義することである。導出は、

類似性（analogy）あるいは隠喩（metaphor）が基礎とな

り、導出によって1つの文脈や場面から別の文脈や場面

へ概念を置き換えたり、再定義したりすることが可能に

なる。理論構築のためのこのアプローチは、理論基盤の

ない領域にも応用可能といわれている。概念導出の手順

の概要は、まず現存する概念開発の水準と有用性をクリ

ティークし、別の分野からの親概念や概念群を選択し、

興味の対象であるテーマの観点から親分野からの概念や

概念群を再定義し、テーマに精通した同僚に確認すると

いうものである。一方、概念統合とは、データや観察の

体系から概念を抽出すること、またはまとめることであ

り 、質的データ、量的データ、文献的データを用いる。

概念統合を行うときは、まさに真の意味でゼロから出発

しなければならず、１つあるいはそれ以上の事物の属性

に関する秩序立った情報である概念を見出すことにより、

事物を区別することができるようになる。概念統合 にお

いては、理論的飽和（theoretical saturation）に到達するこ

とを目指し、以下の段階を循環する。まず入手したデー

タを分類し、可能なかぎり統合されたと判断したなら、そ

の現象のかたまり相互にどのような階層構造があるか検

証する。次に、新しい概念を正確に説明し、その概念に

関する伝達を促進する名称を選択する。そして、その概

念を経験的に立証し、必要に応じて修正するため、文献

等に立ち返る作業が求められる。この過程は、理論構築

者がこれ以上新しい情報が得られないと判断するまで継

続され、最後にその領域で現存する理論のどこにその新

しい概念が適合するかを明らかにするという過程を辿る。

　本研究では、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み

を明らかにするため、まず看護学における専門職的自律

性に関する文献をもとに看護師の専門職的自律性の概念

枠組みを整理した。次に、概念導出の方法を参考に、整

理した各概念を養護教諭の専門職的自律性の観点から

再定義することで、養護教諭の専門職的自律性の概念枠

組み（試案 1）を作成した。なお、看護学領域の先行研

究を参考にした理由としては、養護教諭と看護師はケア

（care）を行う専門職であり、養護教諭養成の枠組みは過

去に看護師・保健師養成を参考に形作られた背景がある

ことから（上村，2013）、職務上重なる部分があると考え

たからである。また、専門職的自律性の概念を包括的に

とらえるために先行研究の蓄積がある看護師の専門職的

自律性の概念を参考にすることが役立つと考えた。

　次に、試案 1に養護教諭の専門職的自律性の要素を追
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加するため、概念統合（文献的統合）の方法を参考にし

ながら養護学領域の文献から養護教諭の専門職的自律性

の要素を抽出し、試案 2を作成した。そして、試案 2の

妥当性を確認するため、現職養護教諭にインタビューし、

必要に応じて要素を追加・修正した。なお、以上の養護

教諭の専門職的自律性の概念枠組みの作成手順を図1に

示した。また、分析のすべての過程において、大学教員

1名からスーパーバイズを受けながら進めた。具体的な

方法は、以下のとおりである。

１．看護師の専門職的自律性の概念枠組みの整理

1）文献の検索と抽出方法

　まず、文献検索には国立情報学研究所のデータベース

であるCinii Articles、医学中央雑誌（国内論文）、PubMed、

CINAHL、 PsyPro（国外論文）を主に利用した。検索語に

ついては、「看護（nurse, nursing）」「自律性（autonomy）」

「概念分析（concept analysis）」とした。「概念分析」の論文

を対象とした理由として、「自律性」の概念は人の潜在的

な質に関する概念であり、非常に抽象的であるため、看護

研究では権威（authority）、説明責任（accountability）、権

力（power）、専門性（professionalism）、自立（independence）

等の概念と混同して用いられることが多く、様々な操作的

定義の存在等が指摘されている（Ballou, 1998）。そこで、

本研究では数多くある先行研究の中でも看護師の専門職的

自律性の概念分析に関する論文を対象とした。また、概念

は変化するものであり、概念分析の結果はその時点でのき

わめて重要な要素を捉えたものではあるが、常に仮のもの

であるという性質をもつことから（Walker & Avant, 2008）、

1993年～2013年の20年間に限定し、その間に出版された

論文を対象とすることとした。

2）分析方法

　概念分析とは、概念の構造と機能を検討する方法で、

ある曖昧な概念が表す現象を、その概念が他の概念と弁

別される属性あるいは特性を分析的に明らかにし、明確

化する（Walker & Avant, 2008）。概念分析においては、定

義属性（Defining Attributes）を決めることが中心である

といわれるため（Walker & Avant, 2008）、本研究では看護

師の専門職的自律性の概念分析に関する論文に記載され

ている定義属性をもとに、概念枠組みを整理することと

した。具体的には、まず抽出した看護師の専門職的自律

性の概念分析に関する各論文をクリティークし、論文中

に記載された専門職的自律性の定義属性を抽出して一覧

にし、それをもとに看護師の専門職的自律性を構成する

主要な概念が明確になるようにカテゴリー化した。

　また、抽出された看護師の専門職的自律性の概念分析

に関する論文がすべて国外論文であったため、専門職的

自律性の操作的定義が記載されていた国内論文から定義

属性を抽出し、看護師の専門職的自律性の概念枠組みに

追加した。そして、各上位概念を下位概念の意味内容を

ふまえて定義した。

２．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案1）

の作成

　整理した看護師の専門職的自律性の概念枠組みを、養

護教諭の専門職的自律性の概念枠組みに定義し直すた

め、概念導出の考え方を参考にした。具体的には、養護

教諭の実践と研究経験のある第1著者が、養護教諭の専

門職的自律性の観点から、看護師の専門職的自律性の各

概念の意味内容と養護教諭の職務特性との整合性を検討

した。そして、各概念の定義を新たに作成し、養護教諭

の専門職的自律性の概念枠組み（試案 1）を作成した。

３．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案2）

の作成

　これまで養護教諭の専門職的自律性に関する先行研究

がほとんど行われていないため、養護学領域における関

図１　養護教諭の専門職的自律性の概念枠組みの作成手順  

－ 29 －

養護教諭における専門職的自律性の概念枠組みの提案



連研究から養護教諭の専門職的自律性の要素を抽出する

ことが必要である。そのため本研究では、概念統合にお

けるアプローチの中でも文献をデータベースとし、概念

を抽出する文献的統合（Literary Synthesis）を参考に、養

護教諭の専門職的自律性の要素を抽出し、試案1と統合

することで、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み

（試案 2）を作成することとした。

1）文献の検索と抽出方法

　対象文献は、試案 1の上位概念と下位概念に関連した

キーワードを取り上げた養護学領域における学術論文と

した。具体的には、文献的統合を用いた先行研究（Colling, 

2000）を参考に、a.データに基づいた研究であること、

b.養護教諭の専門職的自律性に関連した概念に焦点を当

てていること、c.査読付きの学術雑誌に掲載された論文

であることを条件とした。文献検索にはCinii Articles、医

学中央雑誌（国内論文）を利用した。検索対象は、養護

学領域の最初の学会誌である日本養護教諭教育学会誌が

刊行された1998年から2013年 6月に出版された原著論文

とした。

　次に、抽出された論文の抄録を読み、例えば、「判断」

というキーワードに対して「判断」の「視点」や「着眼

点」に焦点化した論文、養護教諭独自の意識や行動を明

らかにした論文でないもの、特別支援学校に勤務する養

護教諭のみを対象にした論文等を除外した。

2）分析方法

　まず、抽出された論文を精読し、概要を表にまとめた。

次に、対象論文をDempster（1994）の定義と照らし合わ

せながら精読し、専門職的自律性の定義に当てはまると

判断した要素を養護教諭の専門職的自律性の要素として

抽出した。なお、Dempsterの定義とは、「自律性は、自律

的なパフォーマンスのためのレディネス、エンパワメン

ト、実現、価値に関連した独立的、自己統制的、他者に

コントロールされず、従属的でない行動や感情の変化量

を示すダイナミックなプロセスとして、自己、他者、あ

るいは共通する場所から定義される」というものである。

具体的な定義（Dempster, 1994）は、レディネスはある段

階から実践における自律性に関連したほかの段階へ移行

する進化、成長、発達、機会、能力、習得、活動、向上

のような要素を含み、実現化は意志決定、決断、行動化、

責任化、行動の説明責任を含んでいる。また、価値判断

は自律性の構成要素であり、実践における自律性に関連

した評価、価値、長所、有用性を持つことである。そし

てエンパワメントとは、正当性、許可、法的地位、権利

や特権を保持することである。Dempsterの定義は、看護

師の専門職的自律性の尺度開発を行った文献の中でも、

特に詳細に定義がなされていることから、養護教諭の専

門職的自律性の要素を文献より抽出するにあたり、有用

であると判断し、参考にした。次に、Dempsterの定義と

照らし合わせて抽出された要素を試案 1に新たに追加す

ることで、試案 2を作成した。そして、各上位概念を下

位概念の意味内容をふまえて定義した。

４．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案2）

の評価

1）データ収集方法

　2013年 8月に現職養護教諭 8名（平均年齢±SD＝

42.9±8.66歳、平均経験年数±SD＝16.9±8.99年）に個

別の半構造化面接を行い、ICレコーダーで記録した。面

接時間は24～77分（平均面接時間±SD＝54.3±16.24分）

だった。

2）調査内容

　専門職として自律的な養護教諭とはどのような意識や

行動、態度、価値観を持っていると考えるか、調査した。

3）分析方法

　まず面接内容を逐語録に起こし、データを切片化した

上で、試案 2にデータを分類するとともに、試案 2にあ

てはまらないデータはないか確認した。データが試案 2

にあてはまらなかった場合は、新たにデータに対応する

概念を作成した。

　また、概念の内容を偏りなく反映しているか否かに関

する内容的妥当性を確保するため、大学教員1名のほか、

養護教諭経験者 1名（現在は大学教員）と概念枠組みの

下位概念の定義と作成した項目が合致しているか、確認

した。
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4）倫理的配慮

　インタビューの対象者には口頭と文書で研究の目的・

方法、研究への参加への自由意思と随時拒否・撤回の

自由、データ管理、プライバシーの保持、データの使用

範囲について説明し、文書で同意を得た。なお、本研究

は東京学芸大学研究倫理委員会の承認（東学芸教研第

208-2号）を得て実施した。

Ⅲ．結　果

　ここでは看護師の専門職的自律性の概念枠組みの整

理、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組みの試案 1と

試案 2、さらに試案 2の妥当性を評価するために行った

インタビューの結果について説明する。なお、以下では

概念枠組みの上位概念を【　】、下位概念を＜　＞を用

いて示している。

１．看護師の専門職的自律性の概念枠組みの整理

　文献検索の結果、看護師の専門職的自律性について概

念分析を行った4つの国外論文（Wilkinson, 1997; Ballou, 

1998; Wade, 1999; Keenan, 1999）が抽出され、国内論文に

は、同様の先行研究はみられなかった。次に、抽出され

た各論文の専門職的自律性の定義属性を分類して一覧に

し、それをもとに看護師の専門職的自律性を構成する主

要な概念が明確になるようにカテゴリー化した。その結

果、上位概念は【裁量】、【協働】、【擁護】、【成熟性】の

4つに分類された（表1）。【裁量】は＜判断＞、＜評価＞、

＜行動＞を含み、【協働】は＜相互理解＞、＜共有＞、

＜相互依存＞を含んでいた。また【擁護】は＜擁護＞か

らなり、【成熟性】は＜責任＞、＜自己統制＞から構成さ

れた。

　また、分析に用いた4つの概念分析に関する論文が

すべて国外論文であったため、専門職的自律性の操作的

定義が記載されていた国内論文（志自岐 , 1998; 小谷野 , 

2001; 岩本ら , 2001）から定義属性（下線部分）を抽出し、

＜倫理観＞、＜規範＞、＜信念＞、＜価値観＞を追加し

た（表 2）。そして、全体の枠組みを検討した結果、＜倫

理観＞、＜規範＞、＜信念＞、＜価値観＞、＜擁護＞を

【職業的精神】と命名し、上位概念として追加した。

　そして、このように国内外の文献を用いて整理された

看護師の専門職的自律性の概念枠組みの各上位概念につ

いて、下位概念の意味内容をふまえて以下のように定義

した。まず【裁量】は、下位概念＜判断＞、＜行動＞、

＜評価＞から構成され、 「他者からのコントロールや権

威に従属することなく、職務範囲内における専門的な判

断をし、行動すること」と定義した。次に、【協働】は、

＜相互理解＞、＜共有＞、＜相互依存＞からなり、「相

互に理解し合うことで意思決定を共有し、対等な相互

依存関係の中で協力して職務を遂行すること」と定義し

た。また、【職業的精神】は＜倫理観＞、＜規範＞、＜信

念＞、＜価値観＞、＜擁護＞から構成され、「倫理観、

規範、信念、価値観に基づく意思決定や行動をし、他者

（患者）の価値観や権利を擁護するという看護師の実践を

支える考え方や見方」であると考えた。そして【成熟性】

は、＜責任＞、＜自己統制＞からなり、「専門職としての

責任を持つことや自己を統制しながら職務を遂行するこ

と」とした。

２．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案1）

の作成

　作成した看護師の専門職的自律性の概念枠組みをもと

に、養護教諭の実践と研究経験のある第1著者が、養護

教諭の専門職的自律性の観点から定義し直した（試案 1）

（表 3）。まず、【裁量】における「他者からのコントロー

ルや権威に従属することなく」という部分は、養護教諭

は専門職として自立しながらも、教職員と協働しながら

働くことが重要であると判断し、削除することとした。

次に、【協働】は「教職員等と」を追加し、【職業的精神】

は「看護師」を「養護教諭」に、「他者（患者）」を「子

ども」に修正した。【成熟性】はそのままの定義を採用し

た。

３．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案2）

の作成

　養護学領域において、専門職的自律性の構成概念を明

らかにすることを中心に取り扱った文献は存在しなかっ

たが、試案 1（表 3）で明らかになった上位概念と下位

概念に関連するキーワードを取り上げた原著論文（後藤

ら，2010；岡ら，2011；菊池ら，2012；鎌田ら，2012）

を抽出した。これらの論文を参考に養護教諭の専門職的
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表１　看護師の専門職的自律性の概念枠組み

【上位概念】〈下位概念〉 要素 Wilkinson, J., 1997 Ballou, K. A., 1998 Wade, G. H., 1999 Keenan, J., 1999

裁量

判断

意思
決定

専門的な判断に基づき
意思決定ができ、それに
基づき自らの実践範囲で
行動できること

行為者は自身の行動を決
めることができる

責任のある自由裁量の意
思決定

自己決定：積極的な自由
意志の行使により、より
独立した段階へと進むこ
とができる
意思決定能力：仕事にお
ける自己決定またはコン
トロールの状況で用いら
れ、選択する能力を有す
ることを意味する

自由
裁量

決定は外部のコントロー
ルから独立している

責任のある自由裁量の意
思決定

独立：意志の自由を意味
し、個人と専門職集団に
適用される
意思決定能力：仕事にお
ける自己決定またはコン
トロールの状況で用いら
れ、選択する能力を有す
ることを意味する

知識
に基
づく
判断

決定的な影響力を認識
し、万一これらが黙認さ
れたり、困難な状況の時
に、判断する知識を持つ
こと

知識：積極的、慎重な意
思決定が生じ、科学的、
個人的、専門職的、ある
いは経験的かどうかとい
う知識基盤の活用が求め
られる
判断：個人・集団として
自律性を発揮するための
決定、すなわち知識に基
づいた判断は意識的な決
定を導く

評価 －
判断：起こり得る結果の
評価に基づき判断するこ
とができる

行動 －

専門的な判断に基づき
意思決定ができ、それに
基づき自らの実践範囲で
行動できること

行為者はその人の決定に
基づき適切に行動するこ
とができる

恊働

相互
理解 － 行動や意思決定は批判的

な意見に基づく
クライアントとの思いやり
をもった親しい関係

共有 －

行動や決定はその人が
専心している組織自体の
内部的に支持されている
システムと一致している

相互
依存 － ヘルスケアチームのメン

バーとの対等な相互依存

擁護 擁護
（advocacy） － クライエントのための率

先した擁護

成熟性
責任 － 責任のある自由裁量の意

思決定
自己
統制 － 自己統制という専門的状

況下で実践すること
※看護師の専門職的自律性の概念に関連すると考えられる箇所に下線を引いた。
※【裁量】の下位概念＜判断＞はデータを整理するために、便宜的に要素を抽出している。
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表２　看護師の専門職的自律性の概念枠組みの追加

【上位概念】 〈下位概念〉 志自岐 , 1998 小谷野 , 2001 岩本ら，2001

裁　量

定義： 他者からのコントロールや権
威に従属することなく、職務範囲内
における専門的な判断をし、行動す
ること

判断
権威に従属せず 外部からの影響を受

けず
意思決定を行い 意思決定 意志決定し

行動

他者からコントロー
ルされたり、権威に
従属することのない
行動を示すこと

評価

恊　働

定義： 相互に理解し合うことで意思
決定を共有し、対等な相互依存関係
の中で協力して職務を遂行すること

相互
理解
共有
相互
依存

職業的
精神

定義： 倫理観、規範、信念、価値観
に基づく意思決定や行動をしたり、
他者（患者）の価値観や権利を擁護
するという看護師の実践を支える考
え方や見方

倫理観
自らたてた倫理およ
び道徳規範に従って
行動し

規範
自らたてた倫理およ
び道徳規範に従って
行動し

専門職としての教育・
行為規範に基づき

信念 自らの信念・価値観に
基づいて

自らの信念・価値観
に基づいて行うこと

価値観 自らの信念・価値観に
基づいて

自らの信念・価値観
に基づいて行うこと

擁護
他者（患者）の価値
観および権利を尊重・
擁護し

成熟性

定義： 専門職としての責任を持つこ
とや自己を統制しながら職務を遂行
すること

責任 その結果に責任をもつ 責任を持って実践でき
ること

自己
統制 自己を統制し

※看護師の専門職的自律性の概念に関連すると考えられる箇所に下線を引いた。
※新たに追加された概念を下線で示した。

表３　養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案1）

【上位概念】 ＜下位概念＞ 定義（看護師の専門職的自律性） 再定義（養護教諭の専門職的自律性）

裁　量
判断
行動
評価

他者からのコントロールや権威に従属すること
なく、職務範囲内における専門的な判断をし、
行動すること

→ 職務範囲内での専門的な判断と行動

恊　働
相互理解
共有
相互依存

相互に理解し合うことで意思決定を共有し、対
等な相互依存関係の中で協力して職務を遂行す
ること

→
教職員等と相互に理解し合うことで意思決定を
共有し、対等な相互依存関係の中で協力して職
務を遂行すること

職業的精神

倫理観
規範
信念
価値観
擁護

倫理観、規範、信念、価値観に基づく意思決定
や行動をし、他者（患者）の価値観や権利を擁
護するという看護師の実践を支える考え方や見方

→
倫理観、規範、信念、価値観に基づく意思決定
や行動をし、子どもの価値観や権利を擁護する
という養護教諭の実践を支える考え方や見方

成熟性 責任
自己統制

専門職としての責任を持つことや自己を統制し
ながら職務を遂行すること → 専門職としての責任を持つことや自己を統制し

ながら職務を遂行すること
※再定義により変更された箇所を下線で示した。
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自律性の要素を抽出し（表 4）、それを下位概念ごとに整

理して養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案 2）

を作成した（表 5）。そして、試案 1の養護教諭の専門職

的自律性の上位概念の定義をもとに、試案 2で追加され

た下位概念の意味内容をふまえ、各上位概念を再定義し

た。なお、表 5の下線は、試案 1（表 3）からに新たに

追加された部分である。

　具体的には、養護教諭の専門職的自律性の上位概念は

【裁量】、【協働】、【職業的精神】、【成熟性】、【変革】の5

つにまとめられた。まず、【裁量】は＜計画性＞、＜観

察＞、＜予測＞、＜判断＞、＜行動＞、＜評価＞から

構成され、「自ら計画性を持って観察、予測、判断、行

動、評価を行う養護教諭の一連の意思決定と行動」であ

ると定義した。次に【協働】は＜相互理解＞、＜共有＞、

＜相互依存＞、＜調整＞からなり、「教職員等と相互に理

解し合うことで意思決定を共有し、対等な相互依存関係

の中で調整しながら協力して職務を遂行すること」とし

た。また、【職業的精神】は＜規範＞、＜信念＞、＜価値

観＞、＜倫理観＞、＜擁護＞から構成され、「倫理観、規

範、信念、価値観に基づく意思決定や行動をし、子ども

の価値観や権利を擁護するという養護教諭の実践を支え

る考え方や見方」であると考えた。【成熟性】は＜自己統

制＞、＜責任＞、＜自己ケア＞から構成され、「専門職と

しての責任を持つことや自己を統制しながら職務を遂行

表４　養護教諭の専門職的自律性の要素

対象論文 養護教諭の専門職的自律性の要素
①岡美穂子，松枝睦美，三村由
香里他：養護教諭の行う救急処
置 ：実践における「判断」と「対
応」の実際，学校保健研究 ，53
（5），2011，399⊖410

裁量：
・判断（【問題の緊急性の判断】）　・観察（《観察》）
・予測（《自己の体験を想起する》）　・評価（【評価】）
・計画性（《救急車養成規準》《医療機関連携》《保護者とのコミュニケーション》）
協働：
・ 共有（《救急車養成規準》《管理職への説明責任》《学校内連携》《医療機関連携》《保護者と
のコミュニケーション》）
・相互理解（《学校内連携》《保護者とのコミュニケーション》）
変革：
・探索（【情報収集】）
・習得（《傷病に対する知識を深める》《他者の経験と共有する》）
・改善（＜救急体制修正への働きかけ＞）

②後藤多知子，古田真司：養護
教諭のリーダーシップに関する
研究―学校保健活動における協
働の視点から―，学校保健研究，
52（3），2010，191⊖205

協働：
・相互理解・相互依存（同僚との人間関係を良好にする行動）
・ 共有（同僚に執務を積極的にアピールする行動、学校保健関係者に児童の健康情報を発信
する行動）
・相互理解・相互依存（教室に出かける行動）

③菊池美奈子，徳山美智子，鈴
木秀子他：いじめ，暴力行為，
性暴力の加害生徒支援における
養護教諭と生徒指導部の連携プ
ロセスと課題，日本養護教諭教
育学会誌，16（1），2012，37⊖
51

裁量：
・判断（⑤専門性に基づいた背景要員などの見立て⑥加害生徒支援の必要性の判断）
・行動（⑯個別支援）
・評価（⑱役割遂行の検証と評価）
協働：
・ 共有（“情報連携”①⊖④、⑦加害行為に対する行動連携の方針の確認、【加害生徒の支援に
向けた行動連携の必要性】⑩⊖⑬、⑭適切な役割分担の確認、⑰生徒指導部の役割・指導内
容の確認⑱役割遂行の検証と評価⑲背景要因への長期的・組織的支援の必要性）
・相互依存（【加害行為への対応における行動連携】⑧⑨、⑳組織的対応の実践）
・調整（⑮助言やコーディネーターとしての役割）

④鎌田尚子，中村朋子，野田智
子他：養護教諭の倫理綱領（案）
の理論的・実践的意義，日本
養護教諭教育学会誌，6（1），
2012，3⊖36

協働：（連携・協働して健康課題の解決）
職業的精神：
・信念（公平・平等）　・倫理観（守秘義務）
・ 擁護（基本的人権、教育権、発育発達権、信頼関係・擁護、知る権利・自己決定権、危機
からの保護・安全）
成熟性：・自己ケア（自らの健康の保持増進）　・責任（説明責任）
変革：・ 改善・習得・向上（研究・研修／資質・力量の向上、知識・技術の開発と学問の発

展）
※専門職的自律性の要素の（　）は、論文内で使用されている用語をそのまま引用している。
※専門職的自律性の要素の下線は、新たに抽出された概念である。
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することであり、自己ケアによって支えられる」と定義

した。【変革】は新たに追加された上位概念である。その

下位概念は＜探索＞、＜改善＞、＜習得＞、＜向上＞か

らなり、「向上心をもち、自ら情報を探索し、改善や習得

によって自己や仕事の質を変えていくこと」とした。

４．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案2）

の評価

　作成した養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試

案 2）の妥当性を検討するため、現職養護教諭 8名にイ

ンタビュー調査を行った。その結果、試案 2のすべての

下位概念に対応するデータを得られた。また、試案 2に

対応しないデータから新たな下位概念を生成し、表 6に

下線で示した。

　新たに生成された下位概念は＜柔軟性＞、＜使命感＞、

＜課題意識＞の3つであった。インタビューデータの例

としては、＜柔軟性＞は「自分の実践をオープンにしつ

つ相手から意見も取り入れて柔軟に良いものは良くして

いく。」という発言、＜使命感＞は「目標として子ども

がどうなっていってほしいかというと、明らかに社会に

適応していく力をつけなければいけないというのが教員

としての使命としてあるのかなと思って。」という発言、

＜課題意識＞は「子どもとの対応、なかなか言うことを

聞かない子をどういう言葉がけが良いのか。聞かなかっ

表５　養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案2）

上位概念 下位概念 文献番号 操作的定義

裁量

計画性 ①

自ら計画性を持って観察、予測、判断、行動、評価を行う養護教諭の一連の意思決
定と行動

観察 ①
予測 ①
判断 ①③
行動 ③
評価 ①③

協働

相互理解 ①②
教職員等と相互に理解し合うことで意思決定を共有し、対等な相互依存関係の中で
調整しながら協力して職務を遂行すること

共有 ①②③
相互依存 ②③
調整 ③

職業的精神

規範 －

倫理観、規範、信念、価値観に基づく意思決定や行動をし、子どもの価値観や権利
を擁護するという養護教諭の実践を支える考え方や見方

信念 ④
価値観 ④
倫理観 ④
擁護 ④

成熟性
自己統制 －

専門職としての責任を持つことや自己を統制しながら職務を遂行することであり、
自己ケアによって支えられる責任 ④

自己ケア ④

変革

探索 ①
向上心をもち、自ら情報を探索し、改善や習得によって自己や仕事の質を変えてい
くこと

改善 ①④
習得 ①④
向上 ④

※ 表 4で抽出した養護教諭の専門職的自律性の要素を試案 1と統合して下位概念ごとに分類し、対応する文献番号を示した。ま
た、追加された上位概念と下位概念を下線で示した。

※文献番号
① 岡美穂子，松枝睦美，三村由香里他：養護教諭の行う救急処置 ：実践における「判断」と「対応」の実際，学校保健研究 ，53
（5），2011，399⊖410
② 後藤多知子，古田真司：養護教諭のリーダーシップに関する研究―学校保健活動における協働の視点から―，学校保健研究，
52（3），2010，191⊖205

③ 菊池美奈子，徳山美智子，鈴木秀子他：いじめ，暴力行為，性暴力の加害生徒支援における養護教諭と生徒指導部の連携プロ
セスと課題，日本養護教諭教育学会誌，16（1），2012，37⊖51
④ 鎌田尚子，中村朋子，野田智子他：養護教諭の倫理綱領（案）の理論的・実践的意義，日本養護教諭教育学会誌，6（1），
2012，3 ⊖36
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たからダメだ、次は何にしようと考える。」という発言等

がみられた。

　そして、新たに抽出された概念の＜柔軟性＞と＜使命

感＞は【成熟性】に包含し、「専門職としての責任や使

命感を持つこと、自己を統制し、柔軟性をもちながら職

務を遂行することであり、自己ケアによって支えられる」

と定義し直した。また、＜課題意識＞は【変革】に包含

し、「課題意識や向上心をもち、自ら情報を探索し、改善

や習得によって自己や仕事の質を変えていくこと」と定

義した。以上の結果を最終的に、養護教諭の専門職的自

律性の概念枠組み（試案）とした（表 6）。

Ⅳ．考　察

　本研究は、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み

（試案）を明らかにすることを目的に実施し、それを構成

する上位概念に、少なくとも【裁量】【協働】【職業的精

神】【成熟性】【変革】の5つがあることを示した。ここ

では、本研究結果の信頼性・妥当性の確認を中心に考察

を進める。

１．		養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）の

信頼性・妥当性

1）信頼性

　質的研究における信頼性は明解性ともいわれ、もし研

究の知見が明解であるなら、知見は首尾一貫し、正確で

なければならず（Lincoln & Guba, 1989）、読者が研究者の

意思決定の過程を追うことを通して分析の適切さを評価

できることが求められる（Holloway & Wheeler, 2006）。そ

こで本研究では、分析の信頼性を確保するため、研究プ

ロセスを追って分析結果を表 1 ～ 6で明示した。

　なお、質的研究における信頼性の特性について、

表６　養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）

上位概念 下位概念 操作的定義

裁量

計画性

自ら計画性を持って観察、予測、判断、行動、評価を行う養
護教諭の一連の意思決定と行動

観察
予測
判断
行動
評価

協働

相互理解
教職員等と相互に理解し合うことで意思決定を共有し、対等
な相互依存関係の中で調整しながら協力して職務を遂行す
ること

共有
相互依存
調整

職業的精神

規範
倫理観、規範、信念、価値観に基づく意思決定や行動をし、
子どもの価値観や権利を擁護するという養護教諭の実践を
支える考え方や見方

信念
価値観
倫理観
擁護

成熟性

自己統制
専門職としての責任や使命感を持つこと、自己を統制し、柔
軟性をもちながら職務を遂行することであり、自己ケアに
よって支えられる

責任
自己ケア
柔軟性
使命感

変革

探索

課題意識や向上心をもち、自ら情報を探索し、改善や習得に
よって自己や仕事の質を変えていくこと

改善
習得
向上
課題意識

※新たに追加された箇所を下線で示した。
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Holloway（2006）らの文献を参考に補足しておきたい。

一般に、量的な研究において信頼性は研究手段の一貫性

に相当し、それは研究の反復可能性、つまりどれくらい

研究が再現できるか、類似した状況や状態でその方法を

とったときに同じ結果が生じるかに関連すると理解され

ている。しかしながら、質的研究においては研究が完全

に反復可能ということはありえない。なぜなら、研究者

の特性や背景が研究に影響を及ぼす可能性があり、さら

にほかの調査者が同じ方法を用いたり、似たような対象

や研究領域を選んだりする場合でさえ、強調する点や焦

点が異なるからである。そのため、本研究では研究プロ

セスの明示により、信頼性の確保に努めた。

2）妥当性

（1）内的妥当性

　質的研究における内的妥当性は、信用可能性という言

葉でも説明され、参加者自らが環境や状況に与える意味

や、自身の社会的文脈に見出す「真実」を認識すること

を意味する（Holloway & Wheeler, 2006）。本研究では、養

護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）を文献を

もとに作成しため、参加者による確認を行うことはでき

なかったが、複数の研究者により内容を偏りなく反映し

ているかを確認することで、内的妥当性の確保に努めた。

また、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案 2）

の作成におけるデータ提供者ではないものの、現職養護

教諭 8名へのインタビュー調査を行うことで、試案2が

適切か確認し、さらに下位概念の追加を行った。それに

より、現職養護教諭の意見に基づき、ある程度現実を反

映した養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）

を作成できたと評価をすることができる。

（2）外的妥当性

　質的研究における外的妥当性は、移転可能性ともいわ

れ（Lincoln& Guba, 1985; Guba, & Lincoln, 1989）、ある文

脈における知見は似たような状況や参加者に移転できる

ということを意味する。すなわち、ある文脈においても

たらされた知識は、独自に発展した確かな概念に応用す

ることが可能になることで、移転可能性が確保されると

いうことである（Holloway & Wheeler, 2006）。質的研究に

おいては一般化可能性を得ることは困難であるといわれ

ているが、理論が多様な場で「再文脈化」されたときに、

その理論はより豊かな知識を明らかにすることに寄与す

る（Morse, 1994）。つまり、独自のデータ分析から開発さ

れた理論がほかの場面や状況で検証された場合、理論的

な概念は一般化可能であるということである（Holloway 

& Wheeler, 2006）。

　そこで、ここでは本研究結果の外的妥当性を確認する

ため、まず養護教諭の実践の枠組み（全体構造の概念

とモデル）との関連を考察し、さらに「自律性」を中核

概念として取り扱っている自己決定理論（Deci & Ryan, 

2000, 2002）との関連について考察することとする。

　まず、本研究結果と養護教諭の実践の枠組み（全体構

造の概念とモデル）との関連を考察する。藤田（1999）

は、実践の枠組みをとらえることはその理論家のために

欠かせない作業であるが、その一般的必要性だけでな

く、養護教諭自身が職場で自分の仕事を展開していくた

めにこそ必要であるとし、養護教諭の実践の枠組み（全

体構造の概念とモデル）を考案した。この枠組みは、①

子どもの実態をとらえる②子どもに働きかける③活動の

基盤・条件をつくる④家庭や地域とつながる⑤保健活

動の渦をつくる（実践を統合する）という5つの領域か

ら構成されている。①は子どもとの対話や観察、健康診

断等、②は保健室実践等、③は学級担任との連携、組

織作り等、④は家庭への働きかけや連携等を示し、①

～④の領域の仕事が組み合わされることで（有機的につ

ながり合って）、その学校に保健活動の渦（組織的取り

組み）が生み出されるとしている。養護教諭の専門職的

自律性の概念枠組み（試案）を藤田（1999）の養護教

諭の実践の枠組みとの関連で考えると、【裁量】は①と

②に、③と④は【協働】にあてはまると考えられ、【裁

量】や【協働】が発揮されることにより、学校保健活動

の組織的取り組みが活性化する可能性があると解釈す

ることができる。また、その他の概念に関して、近年の

施策や答申等との関連で考えると、養護教諭が子どもの

現代的な健康課題に適切に対応していくために、常に新

たな知識や技能等を習得していく必要があるとされる中

（文部科学省，2008）、実践の質を高めていくために【変

革】は重要な要素であると考えられ、【職業的精神】を

養い、養護教諭としての独自のものの見方や考え方を

もとに、意図的な活動を提示していくことは、現代的健
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康課題の解決に向けて専門性を発揮することになる（日

本養護教諭教育学会，2012）。さらに【成熟性】は、文

部科学省（2005）が示している教師の資質能力の中で

も「教職に対する情熱（教師の仕事に対する使命感や

誇り、子どもに対する愛情や責任感等）」に共通する要

素であると考えられ、養護教諭の専門職的自律性を支

える要素として重要であると考える。このように、養護

教諭の実践の枠組みや近年の答申等との関連で考えると、

養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）は、【裁

量】と【協働】を発揮することで、学校保健活動の組織

的取り組みが活性化すると考えられ、【変革】、【職業的精

神】、【成熟性】も養護教諭が仕事を行う上で重要な概念

として位置づけられていると解釈することができ、養護

教諭の現実を反映した概念枠組みを作成できたと一定の

評価をすることができると考える。

　次に、本研究結果と自己決定理論との関連を考察する。

自己決定理論とは、内発的動機づけに関する理論を発展

させたもので、個人の行動の自己決定されている程度に

焦点を当てた理論である（藤原，2012）。自己決定理論で

は3つの基本的欲求が仮定されており、「有能さへの欲求

（need for competence: 環境と効果的にかかわりながら学ん

でいこうというとする傾向性）」、「（関係性への欲求（need 

for relatedness: 他者やコミュニティとかかわろうとする傾

向性）」、「自律性への欲求（need for autonomy: 行為を自ら

起こそうとする傾向性）」という3つの基本的欲求は人が

生得的にもつ心理的欲求であるとされる（鹿毛，2004）。

また、3つの基本的欲求の相互関係については、「有能

さ」や「関係性」の認知は、その行動のもつ価値が内在

化され、保持されるために「自律性」の認知を必要とす

ると考えられており（長沼，2004）、「自律性」が中核概

念になっていると捉えられる。以上をふまえて養護教諭

の専門職的自律性の概念枠組み（試案）を自己決定理論

との関連で考えると、【裁量】【協働】【変革】は行為を自

ら起こそうとする傾向をあらわす「自律性への欲求」を

反映した下位概念で構成されたものであると関係づける

ことができるとともに、【協働】は「関係性への欲求（他

者やコミュニティと積極的にかかわろうとする傾向性）」

とも関連し、【変革】は「有能さへの欲求（環境と効果的

にかかわりながら学んでいこうとする傾向性）」とも関連

すると考えることができる。そのため、仮説段階ではあ

るが、専門職的自律性の一部だけが高まれば良いという

ことではなく、【裁量】【協働】【変革】を中心にし、概念

同士は相互に影響し合い、その背後に「自律性への欲求」

「関係性への欲求」「有能さへの欲求」があると理論的に

想定することができる。今後は、自己決定理論を想定し

て養護教諭の専門職的自律性の5つの上位概念同士の関

係等について明らかにすることも必要であろう。

２．本研究の限界と今後の課題

　本研究で作成した養護教諭の専門職的自律性の概念枠

組み（試案）は、今後、養護教諭の専門職的自律性を概

念化し、関連研究を発展させていくための重要な基礎資

料となる。しかしながら、本研究は文献とインタビュー

による検討結果を示したに過ぎず、看護師の専門職的自

律性の概念枠組みで抽出された概念の中で、養護学領域

の文献により抽出されなかったものもある。ただ、これ

まで養護教諭の専門職的自律性の構成概念が明らかにさ

れてこなかったため、本研究ではできるだけ広範囲に要

素を取り上げて概念枠組みの作成を行った。また、どの

ような新しい概念を提唱する際にも、固有の危険性が伴

うものであり、検証されるまでその価値は不明であるた

め（Walker & Avant, 2008）、次の段階としては、本研究

で作成した養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試

案）を検証する作業が必要になる。すなわち、現職養護

教諭への追加のインタビューや、具体的な尺度項目を作

成して現職養護教諭に質問紙調査を行い、信頼性と妥当

性を検討すること等が必要である。また、自己決定理論

との関連を視野に、概念間の関連を検討したり、経験年

数や養成背景等の専門職的自律性の獲得に影響する要因

についても明らかにしたりすることが必要である。さら

に、養成教育や現職研修に還元するため、新任養護教諭

に着目し、専門職的自律性の獲得プロセスや影響要因を

質的・量的側面から明らかにすること、将来的には養護

教諭としての成長を見据えて、職業キャリア発達との関

連、プラトー現象との関連（辻ら，2007）等について明

らかにしていくことも必要である。

Ⅴ．結　論

　本研究は、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み
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（試案）を明らかにすることを目的とし、看護師の専門職

的自律性に関する文献から概念枠組みを整理し、それを

参考に、養護学領域における関連論文や現職養護教諭へ

のインタビューにより養護教諭の専門職的自律性の概念

枠組み（試案）を作成した。

　その結果、養護教諭の専門職的自律性の上位の構成概

念は、【裁量】【協働】【職業倫理】【成熟性】【変革】の5

つにまとめることができた。また、本研究結果の信頼性

を研究プロセスの明示により確保し、さらに妥当性を現

職養護教諭へのインタビュー、養護教諭の実践の枠組み

（全体構造の概念とモデル）や「自律性」の理論的背景

となる自己決定理論との関連を考察し、一定の整合性を

確認することができた。

　今後は、本研究で明らかにした養護教諭の専門的自律

性の概念枠組み（試案）を検証するほか、その特性を量

的・質的側面から明らかにすることが必要である。
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Proposal for A Conceptual Framework of Yogo teachers’ 
Professional Autonomy

Megumi KAGOTANI*, Takashi ASAKURA**

 Yogo teachers, even those who are new appointees, often 
work alone at their school. Yet, even though their knowledge 
and skills may be immature, Yogo teachers need to make 
important decisions. They must acquire not only expertise 
and skills but also professional autonomy, which becomes the 
basis for their further professional development. However, the 
concept of professional autonomy for Yogo teachers has not 
yet been clearly defined. Therefore, this study aimed to create 
a conceptual framework (Draft) of professional autonomy for 
Yogo teachers’ practice.
First, a conceptual framework of professional autonomy in 
nursing practice was created. Next, the various elements of 
professional autonomy in Yogo teachers’ practice were added 
to the conceptual framework. To examine the validity of the 
result, the author interviewed eight Yogo teachers.
1. Attributes of professional autonomy in nursing practice
The papers were retrieved, and the defining attributes of 
professional autonomy in nursing practice were identified. 
The main attributes were discretion, cooperation, occupational 
mind, and maturity.
2. The conceptual framework of professional autonomy in Yogo 
teachers’ practice
The main concepts were discretion, cooperation, occupational 

mind, maturity, and change. 
3. Validity of the results
The appropriateness of the result was confirmed by the 
interview to eight Yogo teachers, and three subordinate 
conceptions were added. As for this research results, a 
constant correspondence was confirmed by considering the 
relation to the framework of Yogo teacher’s practice and 
the self-determination theory that became an autonomous 
theoretical background. It will be necessary to verify this result 
quantitatively and qualitatively in the future.

Key words
  Yogo teacher, professional autonomy, professionalism, 

conceptual framework

  * Division of Health and Sport Education, The United 
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　養護教諭は、1年目の新任であっても学校に一人配置
であることが多く、たとえ知識や技術が未熟でも、様々
な局面で自ら重要な意思決定をしなければならない。そ
のためには新任の時期から、専門的知識や技術の獲得の
みでなく、その基盤となる専門職的自律性（Professional 
Autonomy）を獲得していくことが必要である。ところ
が、養護教諭の専門職的自律性とは何か、その概念につ
いてまだ十分に明らかにされていない。そこで本研究で
は、養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み（試案）を
作成することを目的とした。
　そのため、まず専門職的自律性に関する研究の蓄積が
ある看護学領域における専門職的自律性の概念を整理し
た。次に、養護教諭領域の先行研究や文献を参考に看護
師の専門職的自律性の概念枠組みに養護教諭独自の概念
の追加と修正を行うことで、養護教諭の専門職的自律性
の概念枠組み（試案）を作成した。さらに、試案の妥
当性を検討するため、現職養護教諭へのインタビューを
行った。その結果、以下のことが明らかになった。
1．看護師の専門職的自律性の概念枠組み
　文献検索の結果、抽出された論文の専門職的自律性の
定義属性を整理し、カテゴリー化したところ、上位概念
は【裁量】【協働】【職業的精神】【成熟性】の 4つに分
類された。

2．養護教諭の専門職的自律性の概念枠組み
　養護教諭領域における関連研究を整理して検討した結
果、上位概念は【裁量】【協働】【職業的精神】【成熟性】
【変革】の 5つにまとめられた。
3．本研究結果の妥当性
　現職養護教諭へのインタビューにより、試案の適切性
を確認し、さらに 3つの下位概念を新たに追加した。ま
た、養護教諭の実践の枠組み（全体構造の概念とモデ
ル）や「自律性」の理論的背景となる自己決定理論との
関連を考察し、一定の整合性を確認することができた。
今後は、本研究で明らかにした養護教諭の専門的自律性
の概念枠組み（試案）を検証するほか、その特性を量
的・質的側面から明らかにすることが必要である。
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