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改訂道徳的感受性質問紙日本語版 (J-MSQ)の
開発と検証：第１報
Development and validation of a Japanese version of the revised
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The purpose of this study was to validate an instrument to examine the Japanese nurses’ moral sensitivity. The revised Moral Sensitivity Questionnaire (rMSQ), originally developed and revised
by Lützén et al. (2006), was chosen. This rMSQ consists of nine items with three latent factors. A
Japanese version of the MSQ was developed by taking the following steps: 1) frequent communications with the author of the rMSQ to clarify the meaning of each item, 2) item reviews by research and clinical expert nurses until the items were conﬁrmed as being easy for Japanese nurses to understand, and 3) translation and back-translation between the two languages. The
questionnaire was given to 210 nurses who worked in two diﬀerent hospitals, of whom 141 responded. A 6-point Likert scale was adopted. A factor analysis extracted the same three factors as
Lützén et al. had identiﬁed; “Moral Strength”, “Sense of Moral Burden”, and “Moral Responsibility”.
The Cronbach’s alfa was .798, .622, and .144, respectively. It was suggested that the conceptual
framework of moral sensitivity could be applied to Japanese nurses. However, considering the low
coeﬃcient of reliability, items for the subscale “Moral Responsibility” of the Japanese version of
the MSQ need further reviewing.
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のやりとりによる各質問項目の意味の特定、2 ）4

Ϩ．目的

名の看護倫理に精通した研究者および 2 名の臨床看

看護界では、道徳的な行動の基盤としての道徳的

護師による邦訳版質問項目の文章の検討、3 ）逆翻

感受性（moral sensitivity）について広く関心が持た

訳による意味の完全性の担保の各段階を踏んだ（最

れ、看護師の道徳的感受性を測定するための測定用

終的な J-MSQ の質問項目は表 1 を参照）。これらの

具が求められている。わが国では、1994年に Lützén

質問項目それぞれに対して、rMSQ 同様、「全くそ

1

ら によりスウェーデンの精神科の看護師を対象に

う思わない」から「強くそう思う」までの 6 段階の

開 発 さ れ た35項 目 か ら な る Moral Sensitivity Test

リッカート尺度により回答を求め、選択した回答に

2

3

4

を、石川ら や中村ら 、窪田ら が翻訳、一部修正

応じて 1 点〜 6 点を付与し得点化した。上記以外に

し、看護学生、医学生、臨床看護師に使用したもの

は、性別、年齢、経験年数、職位、最終学歴を尋ね

5, 6, 7

が信頼性、妥当性を検証し

た。なお、今回用いた質問項目の番号は、オリジナ

た道徳的感受性尺度がさまざまな研究で利用されて

ル版 rMSQ の質問番号と同一であり、質問 9 は逆転

や、その後、中村ら
8, 9, 10, 11, 12

。一方で Lützén らは、moral sensitivity

いる

項目である。

questionnaire の改訂を重ね、2006年にスウェーデン
における現在の一般的なヘルスケア実践領域での使

２．質問紙配布および回収方法

用に耐えうる moral sensitivity の構成概念と質問項

本研究は便宜的標本による無記名式質問紙調査と

目の整理を行ない、Revised
Revised Moral Sensitivity Ques-

した。質問紙は協力の得られた 2 病院で、看護師を

13

tionnaire （以下 rMSQ）を発表している。われわれ

含む医療従事者に配布した。両病院とも当該病院で

は、この rMSQ の日本での使用可能性を検討してい

開催された研修会参加者に入口で取ってもらい、研

る。日本での使用に耐えうる rMSQ の開発を行なう

修会終了後、回収箱に投函してもらった。回収率算

ことによって、rMSQ を用いた他の研究とのメタ研

出の母数は、双方の研修会参加総数である。質問紙

究が可能になるからである。本報はその第一段階と

への回答を以て本研究への参加に同意、承諾したも

13

して、1 ）rMSQ の構成概念が日本で適用可能かど

のと見なした。

うかを検証し、2 ）確認された rMSQ 日本語版（以下
J-MSQ）の構成概念と他の属性要因との関連を明ら

３．分析方法
分析対象は、上述した 2 つの一般病院の看護師等

かにする。

210 名に配付し回答のあった141件（67％）である。

ϩ．方法

SPSS ver.18 for Mac を使用し、各項目の記述統計な

１．日本語版質問紙開発

らびに構成概念の抽出には最尤法、プロマックス回

13

Lützén ら の開発した rMSQ は、道徳的感受性、

転（κは SPSS デフォルト値の 4 を使用）による因子

すなわち、価値が対立している状況における道徳的

分析、信頼性の確認には Cronbach のα係数を用い

な価値に対する配慮と自分の役割と責任の自覚を測

た。抽出されたそれぞれの因子と各属性との関係に

定するための 9 つの質問項目からなる尺度である。

ついては Pearson の相関係数（連続変数の場合）お

道徳的感受性は、Moral Strength（＝道徳的強さ、

よび Student の t 検定（離散変数の場合）を用いた。

以下 MS）
、Sense of Moral Burden（＝道徳的な気づ

因子分析および相関分析における欠損値の処理には

き、以下 SMB）
、Moral Responsibility（＝道徳的責

ペアワイズ法を用いた。検定における有意水準は

任感、以下 MR）の 3 つの潜在因子を想定してい

5 ％とした。

る。MS とは、自分を守るためではなく、患者の立
場から行為を正当化できる勇気や物事に立ち向かう

４．倫理的配慮

能力、SMB は、道徳的価値を含む問題や状況によ

質問紙への回答は辞退も含め全くの自由意思であ

り惹起される道徳的負担に対する感覚、MR は、一

り、回答しにくい項目については空欄でよい旨を質

義的には規則や制度に従って働くための道徳的義務

問紙に記載した。質問紙は無記名式で、匿名データ

およびその目的を見抜く力、さらには個々の患者の

を統計的に処理するため、回答者個人が特定される

視点から何が道徳的問題なのかを知ることでもあ

可能性は皆無に近いが、それでも属性の特殊性から

る。J-MSQ の作成にあたっては、1 ）rMSQ 開発者と

個人を識別できてしまう可能性を考慮し、結果の提
日本看護倫理学会誌 oa[+ ^a$ '"$'
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表1

J-MSQ の因子分析表
因子負荷量

質問項目

MS

SMB

MR

共通性

回答者のスコア
M

SD

n

2

私は患者の思いをキャッチしてよく気づけるほうなので、そ
れがいつも自分の仕事に役立っている

.845

−.172

.137

.630

3.85

1.02

141

5

患者がよいケアを受けていないと気づく能力が、私はとても
高いと思う

.838

−.011

−.140

.653

3.79

1.02

141

3

私はその場の様子から、難しいことや話しにくいことを患者
にどう言ったらいいかをとてもよく感じ取れる

.732

−.008

−.092

.504

3.76

1.04

140

4

患者の思いに気づくことは、もっとそれ以上のことをしてい
く始まりだと思う

.040

.643

.107

.487

5.07

0.88

138

8

患者の思いに気づけることは、状況の不十分さに気づくこと
でもあると、よく思う

.114

.596

−.151

.435

4.48

0.94

139

7

患者をケアするとき、患者によいことをもたらすことと、害
を与える可能性とのバランスを私はいつも考えている

.131

.564

−.135

.409

4.19

0.96

141

6

患者が苦しんでいるとき、自分の感情のコントロールがとて
も難しく感じる

−.235

.472

−.045

.139

3.69

1.21

138

1

たとえ人手や資源が不十分であっても、患者がよいケアを受
けることについて、私はいつも責任を感じている

.236

.273

.328

.390

5.05

0.90

140

9

患者にとって良いことや良くないことを判断する時は、病棟
等の決まりや規則を重要視することが大事だと思う*

−.044

−.108

.313

.098

3.01

1.12

139

回転前の因子寄与率

31.0

7.5

3.1

MS＝Moral Strength, SMB＝Sense of Moral Burden, MR＝Moral Responsibility
最尤法＋プロマックス回転（κ＝ 4 ）、回転前の因子寄与率：41.6％、* は逆転項目として処理

示については細心の注意を払った。なお、研究実施

質問 3 と 5（ r ＝.565）であった。J-MSQ の因子数は

にあたっては、研究者の所属する機関の倫理審査委

初期の固有値が1.00以上の 3 因子とした。全ての質

員会で承認を得た研究計画を遵守した。

問項目による全分散のうち、回転前の 3 因子による

Ϫ．結果
１．回答者の属性

寄与率は41.6％であった。表 1 に示すとおり、第 1
因子は質問 2 、3 、5 、第 2 因子は質問 4 、6 、7 、8 、
第 3 因子は質問 1 、9 から抽出された。それぞれの

経験年数は、A 年 B ヶ月式の回答から A＋B / 12を

因子を構成する質問項目は Lützén 13 らの研究結果と

算出した結果、最小値 0.8 年、最大値 42.9 年、平均

一致したため、先行研究の命名に従い、第1因子を

18.5 年、標準偏差 10.4 年であった。年齢は、最小値

MS、第 2 因子を SMB、第 3 因子を MR とした。χ2

22歳、最大値69歳。平均41.8歳、標準偏差10.4歳で

検定統計量は7.338（df ＝12、p＝.834）であり、因子

あった。性別は、女性133名、男性 5 名であった。職

モデルが観測値の分散に適合している可能性が認め

位は、スタッフ71名、管理職62名、看護助手 1 名。

られた。因子間の相関は、MS と SMB が .626、MS

最終学歴は、専門学校卒121名、大学卒16名であっ

、SMB
SMB と MR が .186 であった。CronCronと MR が .250、SMB

た。

bach のα係数は尺度全体では .532、下位尺度別に
は MS が .798、SMB が .622、M Rが .144 であった。

２．J-MSQ の構成概念の探索
各質問項目のスコア分布に関しては、表 1 に平均

３．J-MSQ の因子と各属性との関係

値と標準偏差を示した。いずれの質問項目において

前述した MR の信頼性係数が低いことから、尺度

もスコアの平均値± 1 SD はリッカート尺度区間に

値ではなく因子得点により各属性との関連をみた。

収まっており、天井効果、床効果は認められなかっ

因子得点は Anderson-Rubin 法により平均 0 、標準

た。質問項目間の相関係数が .500 以上だったもの

偏差 1 、因子間の相関が 0 となるよう調整した因子

、質問 2 と 5（ r ＝.603）、
は、質問 2 と 3（ r ＝.536）

得点係数行列から各ケースについて算出した。
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年 齢（ n＝128、r＝.314、p＝.000） お よ び 経 験 年
数（ n＝132、r＝.246、p＝.004)については、いずれ

ϫ．考察

もMSとのあいだに有意な正の相関が見られた。

１．rMSQ の構成概念が日本で成立するか
Lützén ら13 の研究と同一の質問項目で構成される

SMBおよびMRとの間には有意な相関は見られな
。
かった（表 2 ）

3 つの因子を示した今回の結果は、北欧の医療従事

離散変数である性別、職位、最終学歴、所属の違

者のデータをもとに開発された Moral Sensitivity の

いによる各因子得点の差異については表 3 に示す。

構成概念を追証したとともに、これらの構成概念が

性別の違いによる因子得点の差異は認められなかっ

日本にも適用できる可能性を示した。しかし、とく

た。職位については、すべての因子においてスタッ

に MR の信頼性係数が低く、これが尺度全体の信頼

フと管理職との間に非確率的なスコアの差異が認め

性を押し下げていると推測されることから、MR を

られた。また、最終学歴については、MS において

測定するための質問項目の見直しの必要性も同時に

専門学校卒と大学卒との間に有意差があったが、

示されたと考える。例えば質問 1 は、MS や SMB に

SMB および MR の差は認められなかった。

も少なからぬ因子負荷を示しているが、これは、

表2

因子得点と経験年数、年齢との関係
MS

SMB

MR

年齢
（ n＝128）

Pearson の相関係数
p

.314
.000

.169

.078

.057

.384

経験年数
（ n＝132）

Pearson の相関係数
p

.246
.004

.171

.103

.050

.241

MS＝Moral Strength, SMB＝Sense of Moral Burden, MR＝Moral Responsibility

表3

因子得点と性別、職位、最終学歴との関係
n

MS

性別

SMB
MR
MS

職位

SMB
MR
MS

最終学歴

SMB
MR

M

SD

t

df

p

0.209

128

.834

−0.628

128

.531

0.531

128

.596

女性
男性

125

0.039

0.978

5

−0.056

1.446

女性

125

0.015

1.003

男性

5

0.300

0.648

女性

125

−0.015

1.036

男性

5

−0.263

0.505

スタッフ
管理職

65
60

−0.259
0.344

0.950
0.893

−3.655

123

.000

スタッフ

65

−0.188

1.024

−2.592

123

.011

管理職

60

0.263

0.912

スタッフ

65

−0.171

1.021

−2.120

123

.036

管理職

60

0.204

0.955

専門学校
大学

114

−0.047

0.939

−2.721

128

.007

16

0.658

1.173

専門学校

114

0.042

0.975

−0.137

128

.892

16

0.078

1.115

114

0.009

1.014

0.280

128

.780

16

−0.066

0.881

大学
専門学校
大学

MS=Moral Strength, SMB=Sense of Moral Burden, MR=Moral Responsibility
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「たとえ人手や資源が不十分であっても、患者がよ

かのどちらを優先するのかという判断であるとも考

いケアを受けることについて、私はいつも責任を感

えられる。道徳上の判断にあたって施設のルールに

じている」という質問の意味を、①「不十分な資源

過 度 に 依 存 す る 状 態 を、Lützén ら は Johnstone

にかかわらず最善のケアを行なうことに責任があ

（p.165）14 の著作を引用して Moral blindness（道徳的

る」ととるのか、②「不十分な資源のせいで最善の

盲目）と表現している。本研究では、スタッフのほ

ケアができないことを申し訳なく思う」ととるのか

うが管理職よりも、施設のルールに頼る傾向を示し

によって、回答の方向性がずれてしまった可能性、

15
が看護師の職
た。このことは、Benner（pp.20−36）

すなわち、責任をもつ事象の捉え方の齟齬と、さら

業的成長において施設のルールに頼る段階があるこ

に最善のケアができないことに対する反省や後悔が

とを示したことを想起させる。Benner は、看護師

含まれた可能性が考えられる。もちろん、原義は

がさらに成長すると、施設のルールを超越して判断

①であるのだが、わが国で道徳的責任感の程度を測

ができるようになることも述べている。これらの点

定するためには、このような意味の曖昧さを排除し

を考えると、道徳的責任感という因子と看護師の成

た文章の見直しを図る必要性を示したと考える。ま

長段階との関わりが示唆され興味深い。

た、MR 因子を構成する質問 9 の共通性が低値だっ

今後の課題としては、MR を測定するための質問

たのは質問 1 の曖昧さも一因と考えられる一方で、

項目の見直しを行ない、信頼性を高めた上で妥当性

質問 9 自体の表現の見直しや、場合によっては MR

の検討を行なう方向性が示されたと考える。かかる

を測定するために追加の質問項目も視野に入れる必

プロセスにより rMSQ に準拠した J-MSQ を確定させ

要がある。

た上で、今回各属性との比較検討によって生じた研
究仮説も含めた検証を行なうことになろう。

２．J-MSQ 下位項目と他の属性要因との関連
MS、SMB、MR の 3 つの下位概念のいずれにも
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の倫理的判断・対応の検討と国際比較から（研究代表

なったから道徳的感受性が高くなったのか、逆に道

者：小西恵美子）」により実施したものである。

徳的感受性が高い人材だから管理職になったのかに
ついては推測の域を出ないが、SMB およびMR に含
まれる質問項目 1 、4 、8 、7 、9 の内容が管理的視点
として重要であるとも考えられること、年齢要因が
すべての下位項目に影響しているわけではないこと
を考慮すると、管理職という職責が道徳的感受性に
影響を与えるという側面があることも示唆される。
MS（道徳的強さ）のみが学歴による差異を示した
今回の結果は、裏を返せば、教育による変化が期待
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