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１．問題と目的

一般的な専門学生や大学生と比較し、看護学生が経験するストレスフルなイベントは多岐にわたる

ことが知られている。例えば、学業ストレスにおいて、看護学生は、一般的な学生が遭遇するストレ

スフルなイベントに加え、臨床実習に関連したさまざまなイベント、国家試験に関するイベントなど、

看護学生に固有のストレスフルなイベントに遭遇する。このような看護学生が遭遇する固有のイベン

トは学業ストレスに関するものだけでなく、対人ストレスに関するものがある。すなわち、看護学生

が遭遇するストレスフルな対人関係には、対友人関係だけでなく、対教員関係、対実習先の看護職者

との関係、対患者関係などが実証されている（一戸・工藤・山内・平・石崎・上野・鎌田・斎藤・柳

沢, 1990; 本田・加藤・平山・猪俣, 1994; 落合・太田原・有村・田畑, 1997; 篠原・江幡・伊勢山・鎌

田・福島, 2000; Sheu, Lin, & Hwang, 2002; 竹内, 1996など）。対友人関係に関しても、看護学生が遭
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本研究の目的は、対人ストレスに対する認知的評価およびコーピングが看護学生の

ストレス反応に及ぼす影響を検証することである。日本の看護学生172名を対象に、
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グの結果、性、認知的評価を統制した後も、対人ストレスコーピングが心理的ストレ

ス反応に影響を及ぼしていることが明らかになった。具体的な結果としては、ストレ

スフルであると認知するほど、ネガティブ関係コーピングを用いるほど、心理的スト

レス反応が増大すること、対処効力感が高いほど、解決先送りコーピングを用いるほ
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遇するストレスフルな関係は複雑である。例えば、一般的に、看護学生は臨床実習に先立ち多くのグ

ループワークが課せられ、実際の臨床実習においてもグループで実習先に臨み、クループ内で生じる

ストレスフルな状況は一般的な友人関係におけるストレスフルな状況とは異なると考えられる。この

ようなストレスフルな対人関係に対して、どのように対処（coping behavior）するのか、すなわち、

対人ストレスコーピング（interpersonal stress coping）は看護学生の精神的健康にとって重要なテ

ーマである。例えば、上野・山本・林・田中（2000）の調査研究では、看護師が心理学者に最も期待

していることの第一が人間関係（全体の約19.41％）、第六がストレスとその対処（全体の約9.82％）

であると報告している。上野ら（2000）の研究対象は看護学生ではないが、将来看護師をめざす看護

学生にとっても、人間関係、ストレスとその対処は重要なテーマとなりえるであろう。しかし、わが

国において看護学生を対象としたコーピングの研究報告は限られているばかりでなく（一戸ら, 1990;

本田ら, 1994; 中村・熊井, 1996; 竹内, 1996; 土屋, 1993など）、対人ストレスコーピングに関する研究、

およびコーピングと精神的健康との関連性をテーマとした実証研究はみられない。これらのことから、

本研究では看護学生を対象に、対人ストレスコーピングとストレス反応との関連性を検証する。

一方、現在、ストレスに関する理論的研究で中心的な役割を担っているのがLazarusら（Lazarus,

1993, 1999; Lazarus, Averill, & Opton, 1970; Lazarus & Folkman, 1984, 1987; Lazarus & Launier,

1978）のトランスアクショナル理論である（加藤・今田, 2001）。Lazarusらの心理的ストレス理論で

は、ストレスフルな状況に遭遇した個人は、その状況が個人の健康に関与しているかどうか、その状

況がストレスフルなものであるなら、どのようなコーピングが選択可能であるのかという認知的評価

（cognitive appraisal）がなされ、この認知的評価に基づきコーピングを実行する。その結果、ストレ

スフルな状況が個人のストレス反応に及ぼす影響が表出される。認知的評価は一次的評価と二次的評

価に大別することができる（Folkman, Schaefer, & Lazarus, 1979；Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986；Lazarus & Folkman, 1984）。一次的評価は遭遇したイベントに

対して、利害関係があるかどうか、ストレスフルであるかどうかに関する評価であり、二次的評価と

はストレスフルな状況との遭遇に際して、何ができるのかに関する判断で、どのようなコーピングが

選択・使用可能であるのか、選択したコーピングを効果的に使用できるかどうか、などの判断を含ん

だ評価である（Lazarus & Folkman, 1984）。これまでの研究から、認知的評価がコーピングの選択

に影響を及ぼすこと、および、ストレス反応に影響を及ぼすことが多くの研究によって実証されてい

る（Lazarus, 1999；Lazarus & Folkman, 1984）。一方、コーピングは、Lazarusらの心理的ストレ

ス理論では中心的な役割を果たす変数とみなされ、多くの研究によって、コーピングがストレス反応

に影響を及ぼすことが実証されている（Lazarus, 1993, 1999）。対人ストレスコーピングに関しても

また、対人ストレスコーピングがストレス反応に影響を及ぼすことが実証されている（例えば、加

藤, 2001a, 2001b, 2001c, 2002a, 2002b, 2003b, 2006a, 2006b; 加藤・今田, 2000; 友野・橋本, 2004a,

2004b）。例えば、加藤（2005）は、看護学生を対象に、オペラント技法によって解決先送りコーピ

ングの使用頻度を増加させ、その結果、ストレス反応が減少することを実証している。以上のことか
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ら、Lazarusらの心理的ストレス理論に基づき、個人のストレス反応発生過程として、認知的評価→

対人ストレスコーピング→ストレス反応という因果関係を仮定することができる（Figure 1）。本研

究の目的は、看護学生が経験した対人関係で生じるストレスフルなイベントに焦点をあて、Figure 1

のストレス過程に基づき、認知的評価、および対人ストレスコーピングがストレス反応に及ぼす影響

を検証することである。

２．方　法

手続きと被調査者

2000年、４つの看護専門学校の１年生を対象に、質問紙による調査を実施した。性別・年齢不明

者などを除く、有効回答者172名（女性162名、男性10名、平均年齢21.59歳、範囲18－45歳、標準

偏差5.35）を分析対象とした。認知的評価、および対人ストレスコーピングに関しては、看護学校に

入学してから経験した友人関係に関する質問であった。

質問紙

①　認知的評価：認知的評価は一次的評価（ストレスフルな程度）、二次的評価（対処効力感）を測

定した。ストレスフルな程度は、友人関係がどの程度ストレスフルであったかを、５件法（とても不

快だった、不快だった、少し不快だった、どちらかと言うと不快だった、まったく不快ではなかった）

で評定させ、4－0点とし、得点が高いほどストレスフルな程度が高いとした。対処効力感とは選択

したコーピングを効果的に使用できるかどうかに関するものであり、加藤（2001c）の認知的評価尺

度の下位尺度である対処効力感尺度４項目を用いた（項目例、その原因をうまく解決できる、自分の

望み通りの結果が得られるように、その経験に対してうまく対応できる）。友人関係に関するストレ

スフルなイベントに対して、どのように考えたのか、４件法（とてもあてはまる、あてはまる、少し

あてはまる、あてはまらない）で評定させ、3－0点とし、得点が高いほど対処効力感が高いとした。

②　対人ストレスコーピング：加藤（2000, 2003a）の対人ストレスコーピング尺度34項目を用いた。

対人ストレスコーピング尺度は、対人関係に起因したストレスフルなイベントに対するコーピングの

個人差を測定するために作成されたものであり、ポジティブ関係コーピング、ネガティブ関係コーピ

ング、解決先送りコーピングの３つの下位尺度を有することが実証されている。ポジティブ関係コー

ピングはストレスフルな対人関係を積極的に改善・維持しようとするコーピング方略群、ネガティブ
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Figure 1.  Causal framework for analysis and interpretation of data.
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関係コーピングはそのような関係を放棄・崩壊しようとするコーピング方略群、解決先送りコーピン

グはそのような関係を問題視することなく、時間が解決するのを待つようなコーピング方略群である

（Table 1参照）。本尺度の信頼性と妥当性に関しては、多くの研究によって確認されている（加藤,

2004参照）。友人関係に関するストレスフルなイベントに遭遇した時、どのようなコーピング方略を

選択したか、４件法（とてもあてはまる、あてはまる、少しあてはまる、あてはまらない）で評定さ

せ、3－0点とし、得点が高いほど使用頻度が高いとした。

③　心理的ストレス反応：尾関（1993）のストレス反応尺度35項目を用いた。この尺度は情動的反

応15項目（抑うつ、不安、怒り）、認知・行動的反応10項目（情動的混乱、引きこもり）、身体的反

応10項目（自律神経系の活動亢進、身体的疲労感）から構成されている。一般的に、ストレス状態

にある人は、情動的、認知・行動的、身体的変化を表出すると考えられていることから、同尺度は多

面的な心理的ストレス反応を測定することができる尺度といえる。最近1週間の自覚的な身体状態に

ついて、４件法（とてもあてはまる、あてはまる、少しあてはまる、あてはまらない）で評定させ、

得点が高いほどストレス反応が高いとした。

分析方法

因果モデルの分析には構造方程式モデリングを用いた。モデルの適合度の検証には、χ2検定、GFI

（Goodness of Fit Index）、AGFI（Adjust GFI）、CFI（Comparative Fit Index）、RMSEA（Root

Mean Square Error of Approximation）の各指標を用いた。χ2検定は帰無仮説を「構成されたモデ

ルが適合的である」とし、帰無仮説が受容されることによって、モデルが受容される。GFIは構成し

たモデルが標本共分散行列、あるいは標本相関行列を説明する割合を示した指標であり、AGFIは自

由度によってGFIを修正した指標である。CFIは構成されたモデルが独立モデルと飽和モデルとを結

ぶ直線上のどこに位置するか、モデルのχ2値と自由度から算出した値である。GFI、AGFI、CFIとも

に、1.00を超えることはなく、1.00に近似するほどモデルの適合度が高い。一般的に、0.90以上の値

をとれば、そのモデルの適合度がよいとされている。RMSEAはモデルの分布と真の分布との乖離を1

自由度あたりの量として表現した指標である。一般的に、RMSEAの値が0.05、あるいは0.08以下であ

る場合、モデルのあてはまりがよく、逆に0.10以上であれば、モデルのあてはまりが悪いとされてい

る。

３．結　果

構造分析

対人ストレスコーピング尺度34項目に対して、理論的、経験的に妥当である３因子構造を仮定し、

因子分析（主因子法、promax回転）を行った結果がTable 1である。対人ストレスコーピング尺度の

累積寄与率は38.54％であり、内的整合性はα＝0.84－0.86であった。
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Note: PRC= Positive Relationship-Oriented Coping, NRC= Negative Relationship-Oriented Cop-
ing, PSC= Postponed-Solution Coping.

Table 1  Factor loadings for the Interpersonal Stress-Coping Inventory
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因果モデルの検討

認知的評価、および対人ストレスコーピングがストレス反応に及ぼす影響を検証するために、まず、

ストレスフルな程度、対処効力感、対人ストレスコーピングとストレス反応との積率相関を算出した

（Table 2）。次に、Figure 1の因果モデルに従い、構造方程式モデリングを行った結果がFigure 2で

ある。因果モデルの適合度は、χ2（12）＝18.58（p＜.099）、GFI＝0.98、AGFI＝0.95、CFI＝0.98、

RMSEA＝0.047であった。なお、母数の推定値は最尤法によって算出した。χ2検定によるモデル検証

では、「構成されたモデルが適合的である」とする帰無仮説が受容され、モデルが適切であることが

実証された。GFI、AGFI、CFIのそれぞれの値ともに目安とされる0.90を超え1.00に近似し、RMSEA

の値は目安とされる0.05以下であり、構成したモデルのあてはまりがよいことが実証された。

認知的評価、対人ストレスコーピング、ストレス反応との関連性に関して、主に、以下のようなこ

とが明らかになった。ストレスフルな程度（因果係数＝.22, p＜.01）、およびネガティブ関係コーピン

グ（因果係数＝.46, p＜.001）からストレス反応へ有意な正の因果係数がみられ、対処効力感（因果係

数＝－.27, p＜.001）、および解決先送りコーピング（因果係数＝－.22, p＜.01）から有意な負の因果係

数がみられた。すなわち、イベントをストレスフルであると認知するほど、また、ネガティブ関係コ

ーピングを使用するほど、ストレス反応が増加すること、イベントに対する対処効力感が高いほど、

解決先送りコーピングを使用するほどストレス反応が低減することが明らかになった。また、ストレ

スフルな程度からポジティブ関係コーピング（因果係数＝.18, p＜.01）、およびネガティブ関係コーピ

ング（因果係数＝.14, p＜.05）へ有意な正の因果係数がみられ、対処効力感からポジティブ関係コー
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Note: PRC= Positive Relationship-Oriented Coping, NRC= Negative Relationship-
Oriented Coping, PSC= Postponed-Solution Coping.  ***p< .001, two-tailed.

Table 2  Means, standard deviations, and zeroth-order correlations between
cognitive behavior, coping behavior, and psychological distress.
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ピング（因果係数＝.38, p＜.001）、および解決先送りコーピング（因果係数＝.25, p＜.001）へ有意な

正の因果係数がみられた。すなわち、ストレスフルであると認知するほど、ポジティブ関係コーピン

グやネガティブ関係コーピングの使用頻度が増加すること、対処効力感が高いほどポジティブ関係コ

ーピングや解決先送りコーピングの使用頻度が高いことなどが明らかになった。

４．考　察

本研究の目的は、看護学生が経験するストレスフルな友人関係に焦点をあて、認知的評価（ストレ

スフルな程度、対処効力感）、および対人ストレスコーピングが看護学生のストレス反応に及ぼす影

響を検証することであった。そのため、認知的評価→対人ストレスコーピング→ストレス反応という

因果モデルを仮定し（Figure 1参照）、この因果モデルに従い、構造方程式モデリングに行った。そ

の結果、構成された因果モデルは適合的であるという帰無仮説は受容され、GFI、AGFI、CFI、

RMSEAのそれぞれの適合度指標も、構成されたモデルが適合的であることを示していた。これらの

ことから、本研究で仮定した因果モデルは妥当であることが実証された。すなわち、看護学生のスト

レス反応は、友人関係で生じるストレスフルなイベントに対する認知的評価（ストレスフルな程度、

対処効力感）、対人ストレスコーピングの影響を受けることが明らかにされた。

それぞれの認知的評価、対人ストレスコーピングとストレス反応との関連性に関しては以下のこと

が明らかになった。第一に、友人関係で生じたイベントをストレスフルであると認知するほど、スト

レス反応が増加することである。成人を対象としたMattlin, Wethington, & Kessler（1990）の研究、

女性の管理職者を対象にしたPortello & Long（2001）でも同様の結果が報告されており、本研究結
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Figure 2.  Final structural equation model of cognitive appraisal and coping behavior in interpersonal stress.

Note: ST1= emotional distress, ST2= cognitive/behavioral distress, ST3= physical distress. The final model has corre-
lated errors between item 2 and 3, 4 and 5, 4 and 6, and 5 and 6. ***p< .001, **p< .01, *p< .05
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果は妥当であると考えられる。

第二に、友人関係で生じたストレスフルなイベントに対する対処効力感が高いほど、ストレス反応

が低減することが明らかになった。最近、多くの研究者によって対処効力感のストレス低減効果の重

要性が指摘されており（加藤, 2001c）、本研究結果も、それらの研究結果と一致するものであった。

すなわち、ストレスフルな友人関係を経験しても、何とか対応することができると認知することがス

トレス反応の低減に効果的である、ということが示唆された。

第三に、ストレスフルな友人関係に対して、ネガティブ関係コーピングを使用するほど、ストレス

反応が増加することが明らかになった。この結果は、大学生を対象にした加藤（2000, 2001b, 2001c,

2002b, 2003b, 2006b）、加藤・今田（2000b）、友野・橋本（2004a, 2004b）、看護婦を対象にした加藤

（2006a）の結果と一致しており、妥当であると考えられる。また、ストレスフルな友人関係に対して、

解決先送りコーピングを使用するほどストレス反応が低減することが明らかになった。この結果は加

藤（2001b, 2001c, 2002b, 2003b, 2006b）、加藤・今田（2000）と一致しており、妥当であると考えら

れる。それでは、なぜ、ネガティブ関係コーピングを用いるとストレス反応が増加し、解決先送りコ

ーピングを用いるとストレス反応が低減されるのであろうか。大学生を対象にした加藤（2002b,

2003d）の研究によって、ネガティブ関係コーピングを使用したものは他者から否定的に評価され、

その結果、他者から情動的なサポートが得られなくなったり、他者から否定的な行動をされたりする

ことが実証されている。一方、ポジティブ関係コーピングを使用したものは他者から肯定的に評価さ

れ、他者から情動的なサポートが得られたり、肯定的な態度で接せられることが実証されている。こ

れらの結果、ネガティブ関係コーピングを用いるほど、ストレス反応が助長され、解決先送りコーピ

ングを用いるほど、ストレス反応が低減すると考えられる。また、加藤（2000, 2001c）は、解決先送

りコーピングの特徴として、ポジティブ関係コーピング、ネガティブ関係コーピングと比較し、他者

に直接働きかけることを避けることができ、その結果、他者を傷つけることも、自分が傷つくことも

ない方略であると指摘している。さらに、加藤（2000, 2001c）は、お互いに傷つくことを避けようと

する希薄な人間関係を好む現代青年にとって、解決先送りコーピングは精神的健康を保つ適切な方略

であると結論づけている。加藤（2000, 2001c）の考察は、本研究対象である看護学生にもあてはまる

ものであると考えられる。

以上のことから、看護学生の友人関係で生じるストレス反応に対して、個人の対処効力感を高める

こと、ネガティブ関係コーピングの使用を避け、解決先送りコーピングを選択することを促進するこ

とが重要であるということができる。

最近わが国では、看護学生のメンタルヘルス向上のためにさまざまな試みがされているが、本研究

は、看護学生のストレス反応低減のための基礎的データとなるであろう。

付　記

本研究は、筆者が日本応用心理学会第70回大会で発表した「看護学生における対人ストレスコー
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ピングと精神的健康の関連性」に加筆・修正したものである。
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Effect of coping behavior with interpersonal stress on 
distress among student nurses in Japan

KATO Tsukasa＊

This purpose of present study was to investigate the effects of cognitive appraisal and coping

behavior with interpersonal stress on psychological distress among student nurses.  Partici-

pants were 162 female and 10 male and nursing students in Japan and completed the measures

of cognitive appraisal, coping behavior with interpersonal stress, and stress response.  The

main results of structural equation modeling suggested that negative relationship-oriented cop-

ing (e.g., you disregard the person in question) had positively influence on distress and post-

poned-solution coping (e.g., you let a matter take its own course) had negatively influence on

distress even after the effects of cognitive appraisal.  Moreover coping self-efficacy in inter-

personal stress had positively influence on distress even after the effects of coping behavior.

Key words : Stress, Coping Behavior, Interpersonal Stress, Human Assessment,

Student Nurse
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