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本研究は、臨床看護師が認識する倫理的風土を測定する日本語版倫理的風土測定尺度（J-HECS）を開発し、その信
頼性と妥当性の検証を目的に行った。調査は、関西圏 4 病院で働く看護師を対象に 300 部配布し、184 部の回答を得
た。確証的因子分析の結果、オリジナル版の 26項目では、尺度モデルの適合性が低いことが考えられた。そのため、
質問項目が類似していると考えられた 8 項目を削除し、J-HECSを 5 因子 18 項目の構成とし、再分析を行った。その結
果、尺度の Cronbach’ s α 係数は 0.94 であり、高い信頼性が確認された。次に、適合度指標では、AGFI: 0.80、CFI:
0.92、RMSEA: 0.09となり、やや低いが概ねモデルの適合性が示された。また、J-HECSとJMDS-R（日本語改訂版倫
理的悩み測定尺度）との間には、負の相関（r ＝ －0.35、p＜0.01）が観察された。以上により、J-HECSは一定の信頼
性と妥当性を備えた尺度であることが確認され、日本語版としての使用可能性が示された。

Ⅰ．研究の背景と目的
倫理的風土は、組織風土を構成する一つの要素であ
る。 組 織 の 倫 理 的 風 土 を 定 量 化 す る 測 定 尺 度 は、
1980 年代に経済分野で開発され 1、日本語版の尺度開
発の報告 2 がなされている。その定義による倫理的風
土とは、組織内での正しい行動と倫理的な問題の処理
に関する共有された認知とみなされている。この場合
の組織の倫理的風土は、二つの次元で構成されてお
り、一つは、個々の道徳発達に伴う倫理的な意思決定
基準、もう一つは、倫理的な意思決定において参照さ
れる準拠集団や社会的役割に基づく判断である 3。
このような組織の倫理的風土の考え方を病院組織に
置き換えて考えてみると、倫理的な問題が生じたとき
には、前述の二つ目の次元である保健・医療職が所属
する専門職集団の倫理規定に基づき、倫理行動の判断
と選択がなされることになる。この場合、判断基準の
異なる関係者同士の対話を通じて、意思決定がなされ
ることから、看護者を含む関係者間の関係性が、倫理
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的風土に影響する 4 と考えられている。言い換えれ
ば、倫理的な懸念が生じた場合に、倫理的な問題とし
て提起され、意見が交わされる職場環境であるか否か
が倫理的風土を表し、これは看護師が看護師の同僚、
看護師長、病院管理者、患者、医師といった関係者と
良好な協働関係を築けているかに依存する。
Hospital Ethical Climate Scale（以下、HECS）は、
職場の倫理的風土に関する看護師の認知を評価するた
めのツールとして、米国のOlsonによって開発され
た 4。以降、倫理的風土を測定する尺度として、米国、
イギリス、スウェーデン、イラクなど、複数の国々で
翻訳されて活用されている。オリジナル版の質問紙
は、5 因子、
「同僚（4 項目）」「患者（4項目）」「上司（6
項目）」「病院（6 項目）」「医師（6項目）」との関係を
含む26項目で構成され、「1：ほとんど真実ではない」
〜「5：ほとんど真実である」の5 件法で回答する。
オ リ ジ ナ ル 版 HECSの 信 頼 係 数（以 下、Cronbachʼs
α）は0.91 と高い信頼性を有し、確証的因子分析のモ
デ ル 適 合 度 は、AGFIは 0.95、RMR は0.06 で あ り、
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一定の適合性を有する尺度である。
海外での調査では、倫理的風土が肯定的に捉えられ
ている場合には、看護師の職務満足度が高いこと 5
や、最終的にはケアの質が高まること 6 が示唆されて
いる。逆に、倫理的風土がネガティブに認識されてい
ることは、看護師の倫理的悩みが高いこと 7, 9 や、看
護師の離職意図が高いことと関連していること 10, 11 が
報告されており、良好な倫理的風土を形成することは
看護管理上の重要な課題として認識されている。
このような考えのなか、欧米諸国では、看護実践に
対する倫理的風土の影響を理解するための尺度として
HECS が広く用いられているが、わが国では、病院の
倫理的風土を測定できる尺度の開発は進んでいない。
HECS は、看護師同僚、看護師長、病院管理者、患
者、医師との良好な関係性を示す指標となり、職場環
境のどこに課題があるのかを明らかにすることがで
き、より良好なケア環境を整える方法を導くことがで
きるツールであると考えられる。しかし、米国で開発
された尺度を、文化的に、また医療制度の異なるわが
国でそのまま使用できるか不明である。そのため、本
稿では、倫理的風土を測定する尺度の日本語版を開発
し、その信頼性・妥当性を検討することを目的として
調査を実施した。

Ⅱ．研究方法
1 ．日本語版質問紙（J-HECS）の作成
オリジナル版のHECSの開発者に承諾を得て、日
本語版質問紙を作成した。英語版質問紙からの翻訳手
順は、まず研究者代表者が日本語に翻訳し、2名の研
究者で各項目の翻訳の妥当性を検証した。その後、科
学技術論文翻訳の専門業者を通じて逆翻訳し、再度 2
名の研究者で逆翻訳版とオリジナル版との一致率を算
出した。その結果、一致率が 90％以上であり、オリ
ジナル版の項目に含まれる意味内容を日本語版で再現
されていることを確認した。さらに、5名の臨床看護
師を対象にプレテストを行い、回答しにくい項目がな
かったことを確認し、日本語版質問紙とした。
なお、翻訳する過程で、「21. 看護師と医師は、お
互いに信頼しあっている」「22. 看護師と医師は、お
互いを尊重している」など質問項目同士の要素が類似
している項目があったが、オリジナル版の信頼係数が
高いことより、本調査で使用する日本語版倫理的風土
測定尺度（以下、J-HECS）では、全26項目を組み込
むことにした。また、質問紙は26項目を「1：全くそ
うではない・全くそう思わない」〜「5：常にそう
だ・常にそう思う」のオリジナル版と同様に5件法の
回答とした。
2 ．調査対象
調査対象は、近畿圏の4施設（180床以上）の一般
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病院で 1年以上勤務している臨床看護師300 名程度と
し、看護管理職は除いた。因子分析を行うための必要
な標本数として、J-HECS の項目数（26 項目）の5倍
の130 部を最小の回答数と設定した 12。
3 ．調査期間
調査期間は、2019 年1〜3 月であった。
4 ．調査方法
研究者が看護管理責任者に、研究計画書等を用いて
研究概要の説明を行い、研究協力の承諾が得られた施
設で実施した。承諾が得られた施設の看護管理者に対
して説明会を行い、看護管理者が、対象となる看護師
に研究依頼書と質問紙を配布した。質問紙は、個人の
特定ができないよう、無記名自記式とし、質問紙への
回答をもって研究参加の同意が得られたものと判断し
た。質問紙の回収方法は留め置きとし、病棟または看
護師休憩室に回収ボックスを設置した。留め置き期間
は1 週間とし、期間終了後に研究者が回収した。
5 ．分析方法
1）項目分析
回答の各項目の基本統計量、回答の正規分布、各質
問項目の床効果・天井効果の有無を測るため、スコア
の平均値±標準偏差を算出し、リッカートスケール区
間に収まっていない項目を削除対象とした。ま た
Item-Total 相関（以下、I-T 相関）では、相関係数が
0.2 以下の項目を削除対象とした。項目間相関につい
ては、項目間相関が0.7 以上の項目を取り上げて、内
容妥当性を検討する項目とした。
2）妥当性の検討
内容妥当性は、項目の内容が、Olsonの定義する構
成概念に論理的に合致しているかを研究者間で協議し
た。次に、構成概念妥当性を検討するために、オリジ
ナル版の 5 因子からなる確証的因子分析を行い、因子
構造モデルのデータへの適合性を検討した。モデルの
適合性の評価には、カイ二乗値、カイ二乗値自由度、
GFI（適合度指標）AGFI（修正適合度指標）、RMSEA
（平均二乗誤差平方根）、CFI（比較適合度指標）を用
いた。前記解析の結果において、因子構造モデルの良
好な適合性が示された場合には、統計解析を完了させ
るが、モデルの適合性が不適切と判断した場合には、
項目間相関が高かった項目を削除し、さらにそれらの
項目で構成される因子モデルのデータへの適合性を検
討することとした。なお、削除する項目の選択は、項
目間相関が0.7以上であった項目をペアで挙げ、項目
内容を吟味し、内的整合性の低い項目を選択するた
め、Item-Remainder 相関（以下、I-R 相関）が低い項
目を除することとした。さらに、基準関連妥当性を分
析するために、倫理的悩みを測定するJMDS-R13（日

本語版改訂 倫理的悩み測定尺度）を質問紙に組み込
んだ。JMDS-R の尺度得点を算出し、J-HECSの各下
位尺度および尺度得点との関係性について相関係数を
算出した。
3）信頼性の検討
尺度全体および下位尺度の Cronbachʼs αを算出し、
信頼性を検討した。
なお、データの統計解析は、IBM SPSS Statistics
version 23 およびIBM SPSS Amos version 23 を用い
た。
6 ．倫理的配慮
調査対象となる施設部署の責任者に対して、口頭と
紙面により、協力の有無やその回答の内容によって不
利益が生じることはないことを説明し、質問紙の配布
と、回収ボックスの設置の協力の同意を得た。また、
調査協力が得られる回答者には、紙面を通して調査内
容と研究の協力を依頼し、質問紙への回答をもって研
究参加の同意を得ることを伝えた。なお本研究は、神
戸市看護大学倫理審査委員会の審査を経て（承認番号
2018-1-10）実施した。

Ⅲ．結果
看護管理責任者の同意が得られた 4施設（地域医療
支援病院、在宅療養支援病院）で質問紙を配布した。
質問紙は 300 部配布し、189部の回収があった。（回
収率 63％）そのうちJ-HECSの回答に欠損値のある回
答を無効回答とし、無効回答を除いた184部を本調査
の分析対象とした。
1 ．J-HECS の回答
対象者の属性を表1に示す。対象者の平均臨床経験
年数は10.5±7.9 年、部署での平均経験年数は4.2±
3.2年 で あ っ た。 対 象 者 の 所 属 は 一 般 病 棟 が107 名
（58.5％）、 リ ハ ビ リ 病 棟 が 44名（24.0％）、 集 中 治
療／ハイケアユニットが27名（14.8％）、小児科病棟
5名（2.7％）、周産期病棟 13名（7.1％）であった。
2 ．項目分析の結果
各項目の日本語訳および各項目の平均値と標準偏差
を表2 に示す。26 項目の総和を求めた合計点の平均値
は、88.6±17.1, 最 大 値 120、 最 小 値34で あ っ た。
また、各質問項目と尺度得点、因子得点（下位尺度得
点）をQ‒Qプ ロ ッ ト 化 し て 可 視 化 し、KolmogorovSmirnovの検定をしたところ、すべての因子得点・尺
度得点は正規分布を示さなかった。
J-HECS の全項目について床効果・天井効果の算出
を行った結果、削除対象となる項目はなかった。ま
た、I-T相関では、全項目と総点の相関係数は 0.2以
上に保たれていたため、削除対象となる項目はなかっ

表1

対象の属性

項目

N＝184

勤務形態
常勤

174（94.6）

非常勤・パートタイム
臨床経験年数

9（4.9）
（M±SD）
10.5 ± 7.9

部署経験年数

（M±SD）
4.2 ± 3.2

所属部署（複数回答）
一般病棟（慢性期・急性期）

107（58.5）

リハビリ病棟

44（24.0）

集中治療／ハイケアユニット

27（14.8）

小児科病棟

5（2.7）

周産期病棟

13（7.1）

その他

3（1.6）

単位：人（％）
M＝平均値；SD＝標準偏差

た。次に項目間相関について、項目間相関が0.7以上
となる項目があったため、内容妥当性の検討をするこ
ととした。
3 ．J-HECSの妥当性の検討
全 26項目をオリジナル版の5因子から成る確証的
因子分析を行い、因子構造モデルのデータへの適合性
を検討したところ、カイ二乗値：881.2（df: 289、p＜
0.05）、GFI: 0.73、AGFI: 0.67、CFI: 0.86、RMSEA:
0.11 で あ り、 適 切 な モ デ ル の 適 合 性 を 確 認 で き な
かった。そのため、項目分析で項目間相関が0.7以上
となった項目に関して、類似した項目であるか項目の
内容を検討した上でI-R相関が低い項目を除いた。そ
の結果として、
「No. 6」
「No. 8」
「No. 10」
「No. 12」
「No.
13」「No. 19」「No. 22」「No. 23」の 8項目を削除し、
最終的に 5因子18 項目構造となった。この 18 項目を
オリジナル版と同じ5因子から成る確証的因子分析を
行い、因子構造モデルのデータへの適合性を検討した
と こ ろ、 カ イ 二 乗 値：299.0（df: 125、p＜0.05）、
GFI: 0.85、AGFI: 0.80、CFI: 0.92、RMSEA: 0.09で
あり、オリジナル版に比べてデータに適合した結果が
得られた。なお、各因子間のパス係数および各因子か
ら観測変数の各項目へのパス係数は、統計学的にいず
れも有意であった（p＜0.001）。確証的因子分析の結
果のモデルを図 1に示す。また、表3には、尺度得点
および各下位尺度の得点を示した。
採用された 18 項目は、看護師が関係者との協働関
係を築けているか、または看護師の自律性を表す項目
で構成されており、看護師が倫理的問題を提起し、意
見が交わされる職場環境であるか否かを表すものとし
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表2
No.

HECS と J-HECS：J-HECSの平均値と標準偏差

HECS

J-HECS

平均±SD

1

Safe patient care is given on my unit

私の病棟では安全な患者ケアが提供されている

3.75±0.88

2

My peers listen to my concerns about patient care

私の同僚は、患者に関する懸念について話を聞いてくれる

3.93±0.84

3

My peers help me with difficult patient care issues/

私の同僚は、難しい患者のケアにあたるときに、私をサ

4.05±0.79

problems

ポートしてくれる

4

I work with competent colleagues

優秀な同僚と仕事をしている

3.83±0.81

5

My manager listens to me talk about patient care

私の上司は、患者の問題についての話を聞いてくれる

3.90±1.01

My manager supports me in my decisions about

私の上司は、患者のケア方針を決定する際にサポートし

3.85±1.00

patient care

てくれる

issues/problems
6

When I’ m unable to decide what’ s right or wrong

患者のケアで正しいこと、間違っていることの判断に迷

in a patient care situation, my manager helps me

うときに、上司は手助けしてくれる

When my peers are unable to decide what’ s right

同僚が患者ケアに関して、正しいこと、間違っているこ

or wrong in a particular patient care situation,

との判断に迷っているときに、上司が助言しているとこ

I have observed that my manager helps them

ろを見たことがある

My manager is someone I can trust

私の上司は信頼できる

3.83±1.06

10

My manager is someone I respect

私の上司は尊敬できる

3.79±1.07

11

A clear sense of the hospital’ s mission is shared

病院のミッション／使命は明確で、看護師全体に共有さ

3.14±0.97

with nurses

れている

Hospital policies help me with difficult patient care

病院の理念・方針は、難しい患者の看護を考えるときに

7
8

9

12
13

issues/problems

助けになる

There is a sense of questioning, learning, and

私の部署では、患者のケアについて疑問をもったり、学ん

seeking creative responses to patient care

だり、よりよい解決策を探求しようとする雰囲気がある

3.92±0.98
3.89±0.98

2.67±1.01
3.45±1.00

problems
14

Conflict is openly dealt with, not avoided

私の部署では、たとえ意見の対立があったとしても、積

3.22±1.00

極的に意見を出し合えている
15

The feelings and values of all parties involved in a

患者のケアを実行する際には、患者に関わるすべての関

patient care issue/problem are taken into account

係者の気持ちや価値観が考慮されている

3.16±0.91

when choosing a course of actions
I am able to practice nursing on my unit as I believe

私の部署では、私が実践すべきだと考えている看護実践

it should be practiced

ができている

17

The patient’ s wishes are respected

患者の希望は尊重されている

3.48±0.92

18

Patients know what to expect from their care

患者は、看護師がどのようなケアしてくれるかを知って

3.13±0.89

16

3.16±0.88

いる
看護師は、患者のケアに必要な情報にアクセスできる

3.67±0.85

Nurses use the information necessary to solve a

看護師は、患者のケア上の問題や課題を解決するために

3.66±0.75

patient care issue/problem

必要な情報を活用できる

21

Nurses and physicians trust one another

看護師と医師は、お互いに信頼しあっている

3.04±0.91

22

Nurses and physicians respect one another

看護師と医師は、お互いを尊重している

2.85±0.96

23

Physicians ask nurses for their opinions about

医師は、患者の治療に関して、看護師の意見を聞いている

3.03±0.96

19

Nurses have access to the information necessary to
solve a patient care issue/problem.

20

treatment decisions
24

I participate in treatment decisions for my patients

私は、受け持ち患者の治療の決定に関わっている

2.82±0.95

25

Nurses and physicians here respect each others’

私の部署にいる看護師と医師とは、患者のために何が最

2.79±0.99

opinions, even when they disagree about what is

善かを考えるとき、たとえ意見が異なったとしても、互

best for patients

いの意見を尊重している

Nurses are supported and respected in this hospital

私の病院では、看護師が支持され、尊重されている

26
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2.60±1.04

て適していると考えられた。また、各因子および尺度
全 体 の 得 点 と 外 的 基 準 と し て、JMDS-R と の
Spearman相関係数を算出した。なおJMDS-Rの完全
回答数は147 件であったため、J-HECSとの基準関連
妥当性の算定には147件の回答を使用した。その結
果、「同僚」とは−0.24、「上司」とは− 0.24、「病院」
とは− 0.31、
「患者」とは− 0.34、
「医師」とは− 0.24、
尺度全体とは−0.35（p＜0.01）であり、負の相関を
認めた。
4 ．J-HECS の信頼性の検討
J-HECS 尺度全体の Cronbachʼs αは0.94であった。
下位尺度の各因子と因子の信頼性は、「同僚（4項目：
Cronbachʼs αは0.76；以下同様）
」
、
「上司（3項目：0.93）
」
、
「病院（4項目：0.85）
」
、
「患者（3項目：0.76）
」
、
「医師
（4 項目：0.87）」であり、内的整合性を持つことが確
認 さ れ た。 因 子 間にも相互に相関が見られた（r＝
0.40〜0.69、p＜0.05）。また、項目整理後に行った
I-T 相関では、各項目と合計点の相関係数は 0.58〜
0.77（p＜0.05）であり相関を認めた。

Ⅳ．考察
1 ．尺度の構成について
オリジナル版 HECSの 5因子は、看護師と重要な関
係性を持つ看護師の同僚、上司、病院、患者、医師と
の関係性で編成されている。これらの関係者と看護師
とは、倫理的な問題が生じた場合に、倫理規範が競合
する場合がある。看護師が、職場内の関係者との協働
関係をどのように認識しているのかによって、倫理的
な問題が生じた際の解決行動に変化が生じるというパ
ラダイムは、今日も変化していないと考えられる 14 た
め、オリジナル版の因子構造を変えずに使用できるか
を検討した。しかしながら、確証型因子分析の結果、
GFI: 0.73、AGFI: 0.67、CFI: 0.86、RMSEA: 0.11と
データの適合度が低いことが考えられた。そのため、
類似していると考えられる項目を削除し、J-HECSを
全 18 項目で構成し、再分析を行った。その結果、適
合 度 指 標 は、GFI:0.85、AGFI:0.80、CFI:0.92、
RMSEA:0.09 と、オリジナル版よりも高い適合度と
なり、やや低いものの、概ねモデルの適合性が確認さ
れた。また、J-HECSに採用された項目は、倫理的な
問題が生じ、倫理規範が競合する場合であっても、看
護師と関係者とが互いに協働できる関係にあるかを表
しているため、倫理的風土を測定するのに適した質問
項目であると考えられた。次に、倫理的悩みを表す
JMDS-R と J-HECSとの関係性をもとに、J-HECSの
基準関連妥当性を検討した。その結果、両尺度は、負
の相関関係（r＝− 0.35, p＜0.01）であることが認め
られた。Olson4 が説明するように、看護師は、患者
や家族、医師、看護師の同僚、上司、雇用主など、す

べての関係者の価値を尊重しようと試みることで、板
挟みに陥り、結果として倫理的悩みを引き起こす可能
性がある。先行研究では、米国オリジナル版の倫理的
悩 み 測 定 尺 度（Moral Distress Scale：MDS） と
HECS が 同 時 に 測 定 さ れ、 互 い に 負 の 相 関（r ＝
− 0.39〜 − 0.52）を 示 す 7‒9 こ と が 報 告 さ れ て い る。
本調査結果においても、同様の結果を示しており、
J-HECS もオリジナル版と同様の倫理的風土の特性を
検 出 で き て い る と 考 え ら れ た。 こ の 結 果 よ り、
J-HECS の基準関連妥当性が確認された。
また、I-T 相関の相関係数は 0.58〜0.77 と収束性を
示し、5 つの因子間にはすべて正の相関（r＝0.40〜
0.69）が示されていることもからも、本尺度は、内的
整合性を持つことが確認された。さらに、J-HECS全
項目18 項目のCronbachʼs α は0.94 であり、各因子の
Cronbachʼs α も0.76〜0.93 であったことから、本尺
度は十分な信頼性を有すると考えられた。
2 ．本研究の限界と課題
本調査では、先行研究の結果との比較や海外での調
査結果と比較するため、オリジナル版の5因子を残
し、下位尺度内の項目を精選した。その結果、オリジ
ナル版に近似した日本語版のモデルを示すことができ
た。しかし同時に、因子構造を変えることによって、
さらにモデルの適合度が高く、信頼性・妥当性の高い
尺度を開発できる可能性は否定できない。また、今回
の対象施設は180〜500 床の中規模病院であり、大学
病院など特定機能病院を調査対象に含んでおらず、標
本 数 も 限 定 さ れ て い た。 そ の た め、 本 調 査 の み で
J-HECS を一般化することは難しく、すべての規模や
重症度の施設を対象として大規模な調査を行い、尺度
の精度を上げていく必要がある。
また、基準関連妥当性の検討で用いたJMDS-Rに
関しては、未回答項目が多く見られたことから、今回
の調査対象となった施設での使用に限界があったと考
える。さらに、当該尺度は開発されてから間もないこ
ともあり、標準化された尺度とは言いがたく、基準関
連妥当性を検討する尺度としての適切さに欠けるとも
考えられた。そのため、J-HECS の基準関連妥当性
は、一定の妥当性はあるものの、今後さらに、ほかの
既存尺度と共に再検討する必要があると考えられた。

Ⅴ．結論
本研究では、倫理的風土を測定する尺度「日本語版
倫理的風土測定尺度：J-HECS」を開発し、信頼性と
妥当性を検討した。その結果、以下のことが確認され
た。
1. J-HECS は「同僚」
「上司」
「病院」
「患者」
「医師」
の5 因子18 項目での構成となった。尺度全体の
Cronbachʼs α は0.94 と 高 い 値 を 示 し た。 ま た、
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図1
表3

M

SD

Min

184

61.4

11.5

24

83

同僚

15.6

2.5

6

20

上司

11.7

2.9

3

15

病院

12.7

3.1

4

20

患者

10.2

2.1

4

15

11.2

3.3

4

18

34.8

26.0

2

120

医師
JMDS-R

78

謝

各下位尺度得点

N
J-HECS

2.

J-HECS の確証型因子分析の結果（標準化係数）

147

Max

モ デ ル の 適 合 性 は、AGFI: 0.80、CFI: 0.92、
RMSEA: 0.09であり、やや低いもののモデルの
適合性が確認された。
J-HECS の質問項目は、看護師と関係者とが互い
に協働できる関係にあるかを示しており、倫理的
風土を測定する尺度としての内容妥当性が確認さ
れた。また J-HECSとJMDS-R との間には負の
相関が確認され、一定の基準関連妥当性が示され
た。以上により、J-HECSは一定の信頼性と妥当
性を有することが確認され、病院の倫理的風土を
測定するツールとしての使用可能性が示された。
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