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教師ス トレス (バーンアウト)からの回復と予防

佐 野 秀 樹*

(2013年11月25日受理)

SANO,H.;Teacher'sStressandItsRecoveryandPrevention. ISSN1349-9580

InordertoanalyzeJapaneseteacher'sstresssituationsandtohelpthemtorecoverkomseriousstresssyndromes,

Fruendenberger'songlnalconceptofbtmt-outwasexaminedbyreadinghisonglnalwdting.Then,Bemier'sstudyon

therecoveryfromseverebum outwaspresented.Attheend,Skovholt'sresilienceresearchwaslookedatinordertofind

strategiesfわrovercomingJapaneseteacher'ss廿ess.
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1.教師のス トレスとメンタルヘルス

教師のス トレスの問題は,世界各国で課題になって

おり,多くの研究がこれまでなされてきた｡例えば,那

市部と農村部の比較 (Abel&Sewell,1999)1),セルフエ

フイカシー (Brouweres&Tomic,2000)2),フリースクー

ル (Romano&Wdhlstrom,2000)9),学校の雰囲気 (Grayson

&Alv∬ez,2008)10)などについての研究がある｡

日本でも教員のス トレスやメンタルヘルスの問題は,

増加する傾向が続V､ている｡ 教員の職務が多様になり,

教室での教授活動以外の仕事が増加 しているために極

めて多忙であること｡ 特別ニーズのある子の指導の必

要性が増加 したり,地域や子 どもの父母が教貞を批判

する傾向が強 くなってきたこと (モンスターペアレジ

ト,ヘリコプターペアレント)とレナったことのほか,

学級での難 しい生徒指導や,授業が進まない場合がス

トレスとなりうる｡

1.1 ス トレスとバーンアウ ト

バーンアウトは燃え尽 き症候群と日本語で訳されて
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いる｡職業上の持続的なス トレスによる疲労,､意欲喪

失などについて使われているが,燃え尽 き症候群とい

う翻訳語は,言語の意味を全てとらえていない可能性

があり,そのため日本ではバーンアウトという現象が

適切に理解されていない可能性がある｡

本論文では,バー ンアウ トの現象 を適切 にとら

えるために,バー ンアウ トの最初の論文 とされる

Fruendenberger(1974)4)のものである｡

1.2 援助者 (Staff)のバーンアウ トとは

Fmendenberger4)によると,バーンアウトとは仕事に

極端に努力を傾け,エネルギーを費やそうとし,その

ことで,エネルギーを使い果たして,疲労困億 してい

る人びとを指す｡その結果,実際には,うまく仕事が

できなかったり,それで周 りにも悪い影響を与える場

合もある｡

また,身体症状 としでは,疲労感があり常に体調に

問題を抱えている (頭痛,胃腸の不良長引 く風邪,不

眠症,呼吸困難などである)｡行動的特徴は,怒 りや

すい,イライラしている,清疑心や被害妄想が強 く,
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物事にネガティブで友人も少ない｡その反面,自分は

何でもできるという万能感が強く,物事に柔軟な態度

が取れか ､｡職場に必要以上に残ったり,必要以上の

時間を費やす｡

もちろん,教員のすべてのメンタルヘルスの問題が

バーンアウトではないが,本論文では,バーンアウト

の定義を適切に理解するとともに,可能な限りバーン

アウトのメカニズムを理解することを試みる｡

1.3 どのような人がバーンアウトを起こすのか?

Fruendenberger4)はアメリカでのFreeClinicでの経験

をもとにバーンアウト現象を提唱した｡FreeClinicは

アメリカの社会福祉団体によるメンタルヘルスの無料

クリニックである｡ ここに来る給料を得ている人びと

あるいはボランティアの人々の中に,バーンアウトが

みられると述べたのである｡FreeClinicは貧しい人び

とへ手を差 し伸べる団体であり,そこで働 く人々は,

金銭を求める人々ではない｡むしろ,純粋に援助した

いという希望がある人々であろう｡ しかし,そうした

善意の人々のなかに,バーンアウトがおこりゃすいと

いうのである｡

援助職になる人々は,助けが必要な人へかかわろう

とする人々である｡Fruendenbergqr4)によると社会福祉,

教育関係の人々は,問題のあることに目を背けるので

はなく,それにかかわろうとする人々である｡ 彼らは

困っている人のために少ない報酬で,自分の時間,能

力,労力を相手のために与えるといって良い｡

1.4 援助者がかかるワナ

Fruendenberger4)は,そうした努力を傾けることの中

に秘められているワナがあると言う｡ 援助をする人々

の一部は,相手を救うために,一生懸命になり,自ら

の寝食を忘れ,自分の限界も越えて働く｡

またこうした人々へのプレッシャーは,3つの方向か

らくるという｡ 自分の中から,人を助けたいと気持ち,＼

また相手から援助を求められるプレッシャー,そして

仕事の上司からの圧力である｡そして,もっと援助し

なければという罪の意識が,さらに仕事に向かわせて-,

疲労困億 (バーンアウト)に至るというのである｡

さらにこうした人はその職場の理想が高く,その職

場の リーダーは人格的,能力的にも高いものを期待さ

れる傾向がある｡ バーンアウトになりつつある者は,

そうした期待がリーダーから得られないと強 くリ⊥

ダーを非難するようになると′指摘されている｡

バーンアウトの予防についてFruendenberger4)はいく

つかを挙げている｡ まずバーンアウトになるべくなら

ないためには,休息をまずしっかりとることであると

言う｡ 働 く時間と休む時間をしっかりと･区切りことで

あると言われる｡先に述べたように,/Fmendenberger4)は

善意で一生懸命働 く教育や社会福祉関係の人が様々な

プレッシャーや罪野の意識から疲労国債に陥るという

ワナを指摘している｡また,自分の職業について研修

を積む機会を持つことが役立つという｡ ワークショッ

プなど旅行をしながら出かけるのも効果があるとい

う ｡

最後に,援助職に向かない人々が早 くそれに気がつ

き,仕事を変えるように援助することも大事だと述べ

ている｡

2.Bemier2)のバーンアウトと深刻なス トレスから

の回復過程

カナダ,ケベック州で,Bemier2)は,深刻なス トレ

ス (離職したり,症状が数年続き,心理の専門家の援

助を得た経験)を体験した社会福祉職の20人への面接

を行い,その結果をグランデッド理論で分析した｡

Bemier2)が便座した理論は,日常的なストレス (Daily

Hussels)ではなく,長期的で深刻なス トレス (愛する

者の喪失,難病, トラウマなど)への対処モデルであ

り,キューブラーロスの ｢死の瞬間｣モデルなどを参

考とした｡

面接された人々のス トレスの原因は,1)組織の問

題 (官僚主義,組織の事務仕事の多さ) 2)上司や仲

間との価値観の対立 3)同僚からのサポートの欠如

であり,症状は,アパシー,絶望感,徒労感であった,

Bemier2)の見出した回復のステージを彼女の記述に

廃って述べる｡

1)問題を認める

①問題を認める

回復の第一歩は,なにか異常がおこっていること,

それについて何かをしなければならないと思うことで

ある｡異常は,疲労,肉体的な不調,不眠症,過覚醒,

否畠的な感じ∴仕事が進まないなどである｡多 くの面

接された人がこれを感じていた｡

問題が良くならないままであると,周りの友人や家

族が解決のためのアドバイスをするが,本人はなかな

かアドバイスに従おうとしないで,長い期間が過ぎて

しまった｡本人は,､単に疲れているのではなく,心理

的な要素があるということを認めることが難しいと述

べていた｡

②仕事からの距離をとる
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面接された人々は,仕事から距離を置くことの性質

や様相,距離をおくことへの障害について語ったが,

重要なのは仕事から心理的に離れることであった｡職

場が,休暇をとることに対して理解をもっていたこと

が非常に重要であった｡仕事の世界についての興味や

関係を一時的に持たず,心理的に無関係となった｡努

力したり,時間に追われたり,組織の一員としての行

動することなどは,もうしなくて良くなった｡具体的

には,辞職,無休の休職,病欠などをする事であった｡

多 くの場合は,病欠であった｡5から50週の間で,

平均は.3.5か月であった｡バーンアウトは,医学的な

診断ではないため,病欠の根拠は,不安反応,うつ反

応,短期反応性障害,うつ状態,うつ病,無力症およ

び過労,心身症などであった｡

③健康の回復

緊張を緩める事と喜びの能力をとりもどすこと｡

a.緊張を緩める

仕事から距離をとることで,できる余裕のなかで緊

張を緩めようとした｡緊張は,感情的,身体的,そし

て知的なものであった｡

仕事を離れる前は,多くの人は泣 く事で緊張を緩め

ていた｡仕事から離れてからは,緊張を緩める手段は,

長い間寝る事であっち｡うたたねもよくあった｡精神

的なリラックスは,人と議論したり,心の葛藤から自

由になる事であった｡

b.喜び

仕事を離れて休息し,静かで他人ともあまり交わら

ない時間は,自分自身や自分の欲求やニーズを呼び起

こすこと･となった｡このことは,その個人の文化的,

社会的な活動へ発展し,個人としてのさまざまな成長

となることもあった｡努力 をしないことがこのステー

ジにおいて大事であった｡

④自分の価値観を検討する

自分の考え方を変更させたことの性質,方法,内容

について述べた｡

自分自身を吟味し,再考する時間であった｡自分自

身の幼い反応や非現実的な期待を変えようと多くの努

力を費やした｡自分を分析することによって,それか

らの具体的な行動を決めることにもつながった｡この

時期は,多くの最も困難な経験となり,その人の実存

的な意味において,暖昧さや疑惑が生じる｡ また,こ

の時期の長さは人によって異なり,時間的な長さは一

定ではない｡

a.古い価値観

自分の持っている古い価値観から離れてみる｡例え

ば,安定 (した仕事を持つ)という価値観について,

長い間の福祉の仕事をやめ,個人で仕事を始めたある

人は,長期の決められた仕事をもつことによってそれ

に縛られていたと感じた｡むしろ短期間の仕事で,自

分自身がこれまでより,仕事を楽しむ事ができ,それ

が自分の安定に関する新しい価値観と述べた｡

b.新しい価値観

多 くの人は過剰な (働き)部分を取 り除くことは,､

自分の能力を捨てる事にはならないとした｡主な新し

い価値は,自分の個人的な生活をより重要なものとし

て考え名ようになった｡仕事に使う時間を制限し,仕

事と個人毎生活を明確に分けることにした｡特に健康

を取り戻してからは,そうした傾向が強まった｡

⑤仕事に関する新しい可能性を探る

それまでの仕事に代わるものを探す方法や中身につ

いて述べた｡価値観を変えるのが内面的なことである

のに対して,この段階では外的な現実が中心となった｡

外の世界と接触し,新しい変化した価値観に合う仕事

を探した｡この段階は長く,6か月から2,3年かかっ

た｡新しい仕事を探し,それができるかを考え,新し

い仕事を探した｡この時に,子どもを養ってい′るかど

うか経済的に余裕があるかどうかが大きな要因となっ

た｡多くの人は,経済的な困難を経験した｡

⑥新しい仕事や変化を起こす

多くの人が様々なやり方で,仕事から離れていった｡

同じ仕事に戻ったのは,20人中1人であった｡すぐに

は,これは終わらず,続けて仕事が変わったり (続け

てパートを変えたり,職場を変えたりなど)しながら,

自分にとってス トレスのある仕事から離れていった｡

こうした新しい仕事や仕事の変化が,必ずすべての段

階の最後にあった｡

⑦Bemier2) モデルと日本の教員

Bemier2)は,･彼女の段階が他の職業や文化でも妥当

性があるか検証する必要があると述べている｡(彼女

の研究フィールドは,カナダのケベック州のフランス

語圏であった｡)おなじ妄うな研究を日本でも研究す

る必要があり,そのままを日本の状況に当てはめる事

は出来ないかもしれない｡日本の教員の長期の定年ま

での雇用制度,日本人の人間関係,性格などを考慮し

た日本モデルを作ることも必要かもしれない｡下記に

そのほかの検討について述べる｡

⑧全体として,Bemier2)の段階モデルは日本でも適用

できるように思える｡ストレスモデルとして,キューブ

ラー ロスの長期モデルなどを参考にした点は,日本の

長期の休職者の回復過程を明らかにするのに役立つ｡

仕事から距離を取る段階で,カナダのケベック州で

も論文発表当時,医学的な診断なしには,休暇が容易
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にとれなかったとのことである｡ これは現在の日本で

も同じ状況である｡ 日本では適応障害という診断名が

最近使われることがあるが,いずれにしろ医学的な診

断や学校の外部の専門家の判断が重要である｡

また,Be血er2)の回復モデルの最後の段階 (変化を

起こす)の仕事の変化を起こす部分が,仕事を変える

ことが難しい日本では難しいかもしれない｡休職から

の復帰の際,現職復帰以外に教師とは違う職種への配

置転換などより多様な方策を考える必要があるだろう｡

現在は,違う学校への異動も回復のチャンスのひとつ

と考えられる｡

さらにBemier2)は,彼女のス トレスモデルの研究で

得られたこととしていくつか述べている｡その一つは

彼女の研究協力者の多くが心理療法などの援助を得た

と述べている｡ バ｢ンアウトからは,休息をしながら,

健康を取 り戻す,価値観を見直す,新しいチャレンジ

をするなどの段階を進んでいけるように,援助者の役

割も重要と思われるが,日本では心理的な援助に関す

る専門家が足 りないと思われるため,バーンアウトは

より長期で深刻なものになっていくことも多いのでは

ないか｡例えば,深刻な抑うつ,過労死,自殺などに

つながる可能性もあるのではないか｡

二つ目は,Bemierによると,バーンアウトは,多く

の人にとって職業人としてのアイデンティティの問題

であり,学校の生徒や同僚,上司,さらには家族との

相互作用を含んだ社会的な問題でもあるとしている｡

教員としてのアイデンティティを持ち,社会人として

成熟した存在であることがバーンアウトを予防するこ

とにつながるのではないだろうか｡

3.Skovho帖 のバーンアウト予防策

-skovholt(2013)3)は,教員を含めた対人援助職 (看

護婦,ソーシャルワーカー,カウンセラーなど)の

バーンアウ トに関して,長年研究の結果 (skovholt,

20125);skovholt&D'Rozari0,20007); skovholt &

Jemings,20058))を示した｡彼は対人援助職は,バー

ンアウトを少なからず経験するものと述べ,.それをど

のように克服するかが援助職の能力にもなるというこ

とを述べていえ ｡ 彼はこれから援助職になろうとする

初心者のキめに,(Skovholt,2013)3)援助職における

援助態度の熟練についての11の課題を挙げた｡この本

はカウンセラーなど援助者の教育のために書かれてい

るが,日本の教員のス トレス教育や研究に役立つと思

われるので,以下に要約した｡

*skovholtのバーンアウトの予防策 (10項目)

- 54-

1)セルフケア-の必要性の自覚

対人援助者は,クライエントの話を聞くことで疲

労し庄倒されることが多い｡多くの研究結果が援

助職は疲労や感情的な剥奪 (depletion)を経験す

るとしている｡ 自分のケア-を積極的に実行する

ことができることが援助者として求められる｡

対人援助は,･マラソンと同じで,最初は疲労を感

じないかもしれないが,次第に疲労は蓄積されて

くる｡

2)ポジティブエネルギ丁の保持

ポジティブエネルギーとは,人の中から生まれて

くる肯定的な感情であり,喜び,満足,幸福感な

どである｡ 個人によってポジティブエネルギーは

生まれてくる場所ほ異なる｡ 例えば,休暇をとっ

ての旅行は多くの人にポジティブエネルギーを与

えるし,多くの趣味もそうである｡ ポジティブエ

ネルギーをもっていることが,.援助者のもっとも

大事な要素である｡

3)仕事の喜びの体験と意味の認知

援助者は,クライエントとの触れ合いの中で様々

な人間ドラマを体験できる｡ クライエントの援助

によって,クライエントに意味のある変化をもた

らすことができる可能性をもつ仕事であることを

知っていること｡.

4)バランスのとれた共感の持ち方

クライエントへの共感は,援助者にとってもっと

も大事な要素であノる｡ しかし,初心者は,共感を

しすぎて,自らが傷ついたり,共感が不十分でク

ライエントとの関係を持てなかったりする｡ 援助

者はバランスのとれた共感を持つ必要がある｡ 援

助者は,援助の場においては,十分な共感必要と

するが,仕事の場を離れると自らの感情や思考を

援助の場面から切 り離し,職場のス トレスから離

れることができること｡ 援助職は,共感をうまく

.使いながら,戟略的に援助をおこなうことができ

るようにならなければいけない｡

5)仕事の成功基準と満足感の持ち方

援助の仕事においては,思うような成果が上がら

ないことが多い｡わずかな小さい成功を大事にす

ることがレジリエントな援助者の秘訣である｡ 援

助者が自分を支えられるような成功の基準を見つ

けることである｡

6)職場環境 (人間関係)を良好にする努力をすること

植物が外部環境から守られて育つ温室を例にとり,

職場の環境や人間関係は援助者のための温室のよ

うにつくることが良いとしている｡ 職場での様々
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な環境づ くりによって自らを守 り育てること｡

7)スピリチュアルなものとつながること｡

個人の命の限界を超えるスピリチュアルな

ものとのつなが りを持つこと｡

8)援助関係を多 く維持する困難を意識すること｡

人間の関係は相互的なものであ り,一方的な関係

を碓持することは容易ではないことを意識する必

要がある｡

9)身体 (の健康)をポジティブエネルギーの源泉の

一つとすること｡

身体的な健康から生み出されるポジティブなエネ

ルギーが必要である｡

10)長期的に援助者の自己を育てること｡

長い時間をかけながら,援助者が成長 していくこ

とが必要であること｡

ll)喜びと楽しみを持つ生活を送ること｡

日々の生活の中に,喜びや楽しみ,休息を求めること｡

4.Skovholtの予防策と日本

skovholtの11の課題 は,彼 によって心理尺度にも

なってお り,援助者のバーンアウトを測定することも

できるようになっていて,日本の学校や教員について

の調査研究も可能と思われる｡

今後,彼の課題が具体的に教員の教育や学校の運営

などに生かされる方策を検討 してい くことが望まれ

る｡
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