検討会 3.30 日本看護系学会協議会

＜意見交換会＞大学院教育から考える高度実践看護師教育のあり方
主催：日本看護系学会協議会、日本学術会議看護学分科会
後援：日本看護系大学協議会
日時：2013 年 3 月 30 日土曜日 11:00-12:30
場所：新大阪丸ビル別館（大阪市東淀川区東中島 1-18-22
参加人数：42 名
【次第】
1１:00 趣旨説明 日本学術会議看護学分科会看護学分科会委員長 太田喜久子
1１:10 意見交換会 司会

小松浩子

〈話題提供〉
①我が国における APN を目指した教育実践実例
北海道医療大学護福祉学部 看護福祉学部研究科科長 野川道子先生
北海道医療大学護福祉学部 看護福祉学部研究科教授

塚本容子先生

②APN 大学院教育での病態、薬理、フィジカルアセスメント科目の導入における課題
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科先端侵襲緩和ケア看護学
看護卒後教育による mid-level provider 育成と医療提供イノベーション事業
主任研究者

井上智子先生（連携会員）

③APN 大学院教育のコアと実践を保証する教育とは
亀田保健医療大学 教授

クローズ幸子先生

④がん看護学領域の高度実践を保証する大学院教育とは
日本学術会議看護学分科会 内布敦子（連携会員）
12:30 閉会 日本看護系学会協議会理事長 野嶋佐由美
〈内容記録〉
<意見交換会＞
大学院教育から考える
高度実践看護師教育のあり方
看護学教育の高度化は急速に進み、裁量権を拡大してその専門性を発展させる時代が来ています。
安心安全の医療を国民に提供するために、高度実践看護師教育に求められるものは何でしょうか。
将来を見据えた意見交換会を行いたいと思います。

開催日時：
2013年3月30日(土)
１１：００－１２：３０
【次第】
１１：００
趣旨説明 太田喜久子
１１：１０－１２：３０ 話題提供と意見交換

開催場所：
新大阪丸ビル別館
５－２号室
（大阪市東淀川区東中島1-18-22）

（日本学術会議看護学分科会委員長）

【話題提供】
①「我が国におけるＡＰＮを目指した教育実践実例」
野川 道子 （北海道医療大学看護福祉学部 看護福祉学部研究科科長）
塚本 容子 （北海道医療大学看護福祉学部 看護福祉学部研究科教授）
②「ＡＰＮ大学院教育での病態、薬理、フィジカルアセスメント科目の導入における課題」

井上 智子

（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科先端侵襲緩和ケア看護学

看護卒後教育によるmid-level provider育成と医療提供イノベーション事業 主任研究者、連携会員）

③「ＡＰＮ大学院教育のコアと実践を保証する教育とは」
クローズ 幸子
（亀田保健医療大学 学長）
④「がん看護学領域の高度実践を保証する大学院教育とは」
内布 敦子
（日本学術会議看護学分科会、連携会員）

〈主催〉日本学術会議看護学分科会、日本看護系学会協議会
〈後援〉日本看護系大学協議会
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小松：今回お集まりいただきまして、ありがとうございました。司会の小松です。
本日は、日本学術会議看護学分科会、日本看護系学会協会主催、後援日本看護系大学協
議会ということで、大学院教育から考える高度実践看護師教育のあり方意見交換会を、執
り行いたいと思います。本日は、文部科学省より石橋さんがオブザーバーということで、
お越しいただいております。ありがとうございます。今日の進め方ですが、12 時半までを
予定しておりまして、太田分科会委員長から趣旨の説明の後に、４名の高度実践看護師の
教育を実践しておられる先生方からの話題提供があります。30 分ぐらいディスカッション
をしたいと思っておりますので、１つずつには質疑応答は取りません。よろしくお願いい
たします。
それでは、始めに趣旨説明ということで、日本学術会議看護学分科会、看護学分科会委
員長太田喜久子よりご挨拶をします。
太田：皆様、おはようございます。今日は、このようにお集まりいただいて、急なご連絡
があったのにもかかわらず、本当にありがとうございます。日本学術会議の看護学分科会
は、日本において高度実践看護師がどのようにあるべきか、検討を重ねてまいりました。
これまで南裕子委員長が中心になって、提言を２つ出させていただいております。その内
容については、学術会議のホームページでいつでも皆さんご覧いただけます。高齢社会で
はさまざまなリスクが予測され、資源も非常に限られた中で人々の健康や生活をいかに支
えていくか、専門職である看護職がどのようにあったらいいのかというのが、ますます問
われる時代になってきております。本日、実際の取り組みも含めてご紹介いただき、今後
のあり方、将来に向けてのあり方について、皆様と共に意見交換を行いたいと思っており
ます。主催は看護学分科会と看護系学会協議会で、看護系大学協議会の後援をいただきま
した。文科省から石橋様にもオブザーバーで入っていただきました。ぜひ最後まで積極的
なご参加をお願いしたいと思います。
小松：それでは、早速話題提供ですが、まず第一番目は、我が国におけるＡＰＮを目指し
た教育実践実例ということで、北海道医療大学の看護福祉学部の福祉学部研究科長でいら
っしゃる野川道子先生からお願いいたします。
今日のお話

大学院教育から考える高度実践看護師教育の
あり方についての意見交換会

１．プライマリケア分
NP教
野の
育の必要性

－北海道医療大学におけるNP教育－
２． プ ラ イ マ リ ケNPに
ア の求 め ら れ る 能 力
３．NP養 成 に 関 わ る 準 備
2013年 3月30日
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科
野川道子
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野川：おはようございます。今日はこのような機会を与えていただいて、ありがとうござ
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います。野川のほうからは、なぜＮＰ教育に移っていったかというようなこと、それから
塚本のほうからは、実際にどういうふうに教育しているかということをご紹介させていた
だきたいと思います。まずプライマリーケア分野のＮＰ教育の必要性ということ、それか
ら２番目に、プライマリーケアのＮＰに求められる能力を、どんなように考えてきたかと
いうこと。それから３番目、ＮＰ養成にかかわる準備をどう進めていったかということに
ついて、お話しさせていただきます。
超高齢化と少子化
１．医療崩壊；地域の医師不足、地域偏在、
過重労働
２．医療費の高騰
３．満足度と信頼度

プライマリケア

2

まず、日本は、超高齢化と少子化という流れの中で、医療崩壊が起きていると言われ、
特に北海道では、地域の医師がどんどん撤退していて、総合病院に受診するのに３時間、
４時間、車に乗って出掛けなければいけないというような状況になっています。地域の医
師不足、それから医療の地域偏在、それから医師の過重労働、それから医療費の高騰、そ
れから３番目に、患者さんの満足度と信頼度が本当に保たれているのかという、今の専門
医が主導の医療の中で、もっと地域に根ざした医療が必要でないかということで、プライ
マリーケアというところに、行き着くことができました。
医師の偏在（平成18年）
第２次医療圏（２１カ所）における医師数
宗谷
100.1人

後志
193.7人
北渡島檜山
130.7人
南檜山
137.0人

西胆振
223.3人

南渡島
216.2人

全国
１０万人対２１８人

上川北部 遠紋
留萌
140.0人 155.5人
138.9人
北空知
196.0人 上川中部
306.3人
中空知
194.9人
富良野
南空知 122.9人
札幌 162.2人
十勝
269.1人
160.0人
東胆振
154.0人

※１８圏域で全国を
下回っている
北網
151.7人
根室
89.3人
釧路
153.3人

日高
115.6人

10万人対医師数が全国平均を上回っている圏域
10万人対医師数が全国平均の70%以下の圏域

これは北海道の平成 18 年度の状態ですけれども、今、全国で 10 万人対 218 人の医師が
いるということで、水色の部分、旭川とか札幌ですね。そこはもう全国平均を上回ってお
ります。ところが、黄色の部分、端はしの部分は、全国の平均の 70％以下の医師数という
中でやっているというような現状です。で、地域が求めている医療者というのは、どうい
う人かということを考えてみました。
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プライマリケアのNP養成（平成21年度～）

地域が求めている医療者

Goal：地域で慢性疾患を様々なレベルで

 地域の中で、健康に関して気軽に相談に乗り
適切なケアを提供する人

予防できる人材を育成

慢性疾患の継続的医
療・ケアの提供

的確な判断により、必要時専門的な医療に
橋渡しをする人

医師と協働して疾患の
早期発見・治療の提供

継続して医療に積極的に携わる人
地域での生活ニーズを考慮した医療に積極的
に携わる人

疾病予防とヘルスプ
ロモーション

プライマリケア

まず地域の中で、健康に関して気軽に相談に乗る、適切なケアを提供する人、それから
的確な判断で必要時、専門的な医療に橋渡しをする人、それから継続して医療に積極的に
携わる人、それから地域での生活ニーズを考慮した医療に積極的に携わる人が必要であろ
うということで、そこでプライマリーケアのナースプラクティショナーということに思い
当たっていきました。プライマリーケアのＮＰ養成を、平成 21 年度から行いました。ゴー
ルとしては、地域で慢性疾患をさまざまなレベルで予防できる人材を育成しようというこ
とで、一次予防、二次予防、三次予防、ここを重点的にやっていくナースを育てたいと考
えました。
本学で認定されているCNS ６教育課程
• 老年看護学
• 慢性看護学
• 感染看護学

プライマリ
ケアのNP
5名

• 精神看護学
• 母性看護学
• がん看護学
6

本学で認定されているＣＮＳは、６教育課程あります。この中で、プライマリーケアの
ナースプラクティショナーに持っていける部門として、老年看護学、慢性看護学、感染看
護学を選びました。この分野の専門看護師にプラスＮＰの教育を強化して、プライマリー
ケアのナースプラクティショナーを育てたいということです。まだナースプラクティショ
ナーについては、制度化がなされていませんでしたし、まだその見通しも不確かでしたの
で、世の中に認められながら活躍していくということが、学生のニーズでもあり大学とし
ても必要な保証の部分だと思いましたので過酷なカリキュラムになりましたけれども、こ
のような方法を選ばせていただきました。

4
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NPに必要な８つの能力
１．チーム医療提供能力
２．倫理的意思決定能力
３．地域アセスメントと問題解決能力
４．プロジェクト企画力
５．高度な病態治療の知識
６．高度ヘルスアセスメント能力
７．疾病予防・健康の増進
８．実践研究能力
7

ナーズプラクティショナーに必要な８つの能力を考えてみました。チーム医療提供能力、
倫理的意志決定能力、地域アセスメントと問題解決能力、プロジェクト企画力、高度な病
態治療の知識、高度ヘルスアセスメント能力、疾病予防、健康の増進、実践研究能力、エ
ビデンスを示しながら、その効果を世の中に知っていただくということが、とても大切だ
と思いましたので、実践研究能力も大切にしたいと思いました。

準 備
1．８つの能力を考慮したカリキュラムの作成
２．NP教育に携わる専任教員の確保
３．教育に協力してくれる医師、施設の確保
４．制度上の制約を緩和してもらう方策
（構造改革特区と道州制特区に９つの提案）
５．NP養成に対する理解を得る
（看護界、医師会、自治体病院、マスコミなど）

６．NP協議会への参加
７．特定看護師養成試行調査事業への参加
8

その準備として１つは８つの能力を考慮したカリキュラムの作成、それから２番目にＮ
Ｐ教育に携わる専任教員の確保ということで２名、１人は塚本さんですけれども、アメリ
カでファミリーナースプラクティショナーとして活躍していて一番プライマリーケアに近
いという部分だと思うんですけれども、その方と、それから慢性看護の専門看護師の方、
この２人を確保しました。それから３番目に、教育に協力している医師、施設の確保、そ
れから４番目に制度上の制約を緩和してもらう方策として、政府の構造改革特区と道州制
特区に９つの提案をしました。それから５番目に、ＮＰ養成に対する理解を得るために、
看護界の方、また医師会の方、自治体病院の方、マスコミなどに機会を見ながら説明して、
始めは北海道医師会の会長さんもあまり真剣に聞いてくれないという状況でしたけれども、
徐々に今どういう状態になっているかということに、耳を傾けてくれるようになってきて
います。それから６番目にＮＰ協議会への参加、それから７番目に、特定看護師養成試行
調査事業と業務試行調査事業への参加です。
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構造改革特区９提案
提案内容（’10.3.20提出）

回答（’10.4.30）

１．緊急性が低く、突発的な症状を呈している患者に対し、医学的
診断・治療を行うことができる
２．症状の安定している慢性疾患患者に対し医学的診断・治療を
行い、継続的医療が提供できる
３．予防接種（インフルエンザワクチン、小児ウイルスワクチン、肺
炎球菌ワクチン等）実施の判断を行い、患者に副反応を説明し
同意を得ることができる
４．輸液療法実施に関しての判断を行い、その実施に必要なカ
テーテルの挿入を行うことができる
５．がん検診を実施し、そしてその結果を検診受診者に
説明できる
６．排尿障害を持つ患者に対して、医学的診断・内科的
治療を行うことができる
７．在宅等で療養中の胃瘻造設している患者のカテーテル
交換ができる
８．在宅で終末期ケアを行ってきた成人・高齢患者に対して死亡を
確認することができる
９．NP養成コースを履修している学生が、医学的診断・治療（薬物
療法を含む）・処置を実習として実施することを許容すること

現行規定により
対応可能
同上

同上

同上

同上
同上
同上

特区として
対応不可
現行規定により
対応可能

構造特区に提案したものが９つございます。これは、大分看護科学大学が４回にわたっ
て特区を提案して３回まで否定されてきて、４回目でやっとＯＫということだったのです
が、内容的には、かなり本学と似たような提案です。大分が提案して４回目に提案してい
るときと、
うちとほぼ同時に提案ということになって、両方が認められたということです。
その内容というのが、緊急性が低く突発的な症状を呈している患者さんに対して、医学的
治療、診断治療を行うことができる。この黄色の部分が現行規定により対応可能と言われ
た部分です。
それから２番目に症状の安定している慢性疾患患者さんに対して医学的診断、
治療を行い、継続的医療が提供できる。３番目に予防接種を判断して、患者に副反応を説
明し同意を得ることができる。４番目、輸液療法、５番目、がん検診の実施とその結果を
その方に説明できる。６番目に排尿障害を持つ患者に対しての医学的判断、内科的治療、
７番目に胃瘻を造設している患者さんのカテーテル交換、８番目に、これが認められなか
った部分ですけど、在宅で終末期ケアを行ってきた成人高齢患者に対して死亡を確認する
ことができる。この１点だけが特区としては対応不可と、戻ってきております。で、９番
目には、ＮＰ養成コースを履修している学生が医学的診断、治療、薬物療法を含む処置を
実習として実施することを許容すること。これら８つについては許容できるというような
ご回答でした。
ＮＰ養成コース指定科目
授業形態

講義・演習

実習

科 目 名

配当
年次

地域・在宅看護学特論
１
高度実践看護学特論
１
高度実践看護学演習
１～２
病態治療論（高度実践看護）
１・２
薬理学特論（高度実践看護）
１・２
疾病予防・管理論
１・２
フィジカルアセスメント特論
１・２
看護倫理特論
１・２
コンサルテーション論
１・２
研究方法論Ⅳ（公衆衛生調査法） １・２
臨地実習Ⅲ
１～２
臨地実習Ⅳ
１～２

単位数
必修

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
6

小計

22

10

32
※ 専門分野のCNS指定科目以外で履修する科目

10

カリキュラムの中で、この８つの能力を科目に落としていくという作業を行いました。
私たちとしては、専門看護師の３分野のコースがあるのですが、そのほかに不足している
6
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だろうとして、32 単位を考えました。地域在宅看護学特論、ここで地域の住民たちの地域
のニーズを含めたアセスメントもするというような内容です。それからあと高度実践看護
学特論、これはＮＰに必要な臨床判断をしていく上での考え方、それからＮＰの歴史を含
めた内容です。高度実践看護学演習は、実際的にＮＰが今の裁量の範囲を越えて医学的な
行為をしていくので、そのための臨床判断や技術の習得です。それから病態治療、薬理学、
疾病予防、管理のためのフィジカルアセスメント特論、それから看護管理とコンサルテー
ションというのは、特に必要だということで、ここに位置付けています。それから研究方
法論として、公衆衛生調査法を入れています。これはエビデンスを示しながらやっていく
ことが必要だということで、入れています。それから実習が、専門看護師が６単位でした
けれども、それプラス 10 単位ですね。ナースプラクティショナーに必要な実習として入れ
ています。
ＮＰ養成コース指定科目
授業形態

科 目 名

単位数
配当
年次 必修 小計

必修

成人看護学特論

2

１
１～
高度実践看護学演習
２
病態治療論（高度実践看護）１・２
薬理学特論（高度実践看
１・２
護）

2

成人看護学演習

4

保健福祉論Ⅰ（慢性病）

2

家族ケア論

2

地域生活ケア論Ⅲ（緩和ケア）

1

地域生活ケア論Ⅳ（薬理学特論）

1

疾病予防・管理論

１・２

2

看護教育特論

2

フィジカルアセスメント特論 １・２

2

看護理論特論

2

看護倫理特論

2

看護管理特論

2

2

研究方法論Ⅰ（研究計画法）

2

研究方法論Ⅱ（質的研究法）

2

研究方法論Ⅲ（量的研究法）

2

看護学課題研究

6

臨床看護課題研究

2

１

高度実践看護学特論

実習

単位数

科 目 名

授業形態

2

地域・在宅看護学特論

講義・演習

慢性看護CNSコース指定科目

１・２

コンサルテーション論
１・２
研究方法論Ⅳ（公衆衛生調
１・２
査法）
１～
臨地実習Ⅲ
２
１～
臨地実習Ⅳ
２

4
2
2

22

講義・演習

2
4
10
6

32
※ 専門分野のCNS指定科目以外で履修する
科目

実習

臨地実習Ⅰ
臨地実習Ⅱ

小計

2以上 18～22

2以上

いず
れか

2
4
計

6
２４～２８

合計
56～60単位
11

私は慢性看護のＣＮＳコースを担当しているのですが、先ほどお見せした NP のコースに、
慢性のＣＮＳコースの指定科目を入れると、合計 56 から 60 単位必要です。学生には過酷
で、２年では無理で、３年、４年、実際かかっているという現状です。プライマリーケア
のナース・プラクティショナーということにすれば、統合して 52～53 単位ぐらいで行ける
のかなとは思っていますが、今のところ、この状況で実施しています。
それからあと、協力していただいているドクターたちですが、まず家庭医とか総合診療
医ですね。プライマリーヘルスケア、プライマリーケアですので、この実習、これは最終
的な実習として置いています。その前に、北海道医療大学病院メタボ健診というふうにな
っていますけれども、特定健診ですね。そこで臨床判断力を付けるということ、それから
プライマリーヘルスケアですので、一次救急、二次救急、いろんな患者さんが飛び込んで
きたときに、それが本当にナースプラクティショナーで診ていっていいのか、それとも、
もっと専門医に回さなきゃいけないのかというような判断をしなければいけない。このプ
ライマリーケアの中で、一番重要なのがこの判断過程ですね。それで、この辺で学生がか
なりの苦労をしています。今まで本当にドクターの判断というものを、どうなのかなと思
っていたんでしょうけれども、実際にやってみると責任があり、大変な学習しなければい
7
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けないということで、ここを４週、６週やるうちに、少し力が付いてくるかなと。そうい
う力を持って、それから総合内科医のところで実習させていただいています。これはもち
ろん、マネジメントしているのは、ナースプラクティショナーの塚本さん、そしてＣＮＳ
の長谷さん、お２人にやっていただいております。ご清聴ありがとうございました。
（拍手）
小松：野川先生、ありがとうございました。引き続きまして、塚本容子先生、お願いしま
す。

大学院教育から考える
高度実践看護師教育のあり方についての
意見交換会
―北海道医療大学におけるNP教育―

2013年3月30日
北海道医療大学
塚本 容子

塚本：皆さん、おはようございます。北海道医療大学の塚本と申します。よろしくお願い
します。野川先生のほうからご紹介あったように、私自身は、アメリカでファミリーナースプラ
クティショナーとして 15 年目を迎え、北海道医療大学に来て 8 年目になります。年に 2 回は、アメ
リカに帰していただいて、実践を続けています。アメリカの現状と日本の現状は違うのですが、
日本で何とかナースプラクティショナーということを始めたくて、教育に携わっているの
ですが、全体の流れからお話しさせていただきます。お手元のほうに資料のコピーが行っ
ているとおもいます。

本日の内容

入学選
 5年以上の臨床経験のある看護師

 入学から終了までのカリキュラムの流れ
 ＮＰ養成コースの授業・実習の実際
 修了生の進路
 今後の課題

専門科目試験
NP科目試験
面

接

 入学後、各学生の基本的な医学的知識レベ
ルを把握するために、確認試験を実施

2

3

まず入学選 は、５年以上の臨床経験のある看護師です。ＣＮＳと同等の臨床経験とい
うことで、専門科目の試験とＮＰの科目試験と面接を課しています。ＮＰの科目試験は、
基本的な医学的知識であるとか、フィジカルアセスメントの知識ですとか、最近の看護の
国家試験も、だいぶ医学的な知識を求められているのが多くなってますが、私のところに
8
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来る学生というのは、皆さん臨床 20 年とかという学生さんで、やはりきちんとした病態生
理を習ってないだとか、薬理学を習ってないですとか、そういう方ですので、ＮＰの科目
試験で、基礎知識を確認しています。入学されたあと、基本的な医学的知識レベルを把握
するために、その確認試験を実施してから、教育課程を始めています。

入学後
大学院共通
科目

研究方
法論
選

必修科
目

実習I

修

論文

CNS科目

看護学特論

NP科目
高度看護学
特論

看護学演習

３P

その 定め
られた科目

疾病予防管
理論

実習II

実習III

OSCE

高度看護学
演習

実習IV

4

大学院の共通科目、先ほど野川先生のほうから単位数が多いと言われていましたけれど
も、本当に多いんですが、修 論文に向けての研究の科目、それからＣＮＳの科目、ＮＰ
の科目ということで、同時進行で進んでおります。ＮＰの科目としては、まず高度実践学
特論を設けて、それから３Ｐと言われています薬理学、病態生理学、フィジカルアセスメ
ントをやっています。
私長く地域、アメリカの僻地医療にかかわってましたけれども、プライマリーケアとい
うのは、一番大事なのはやはり予防です。まずスクリーニングももちろん大事ですけれど
も、患者さんをそれ以上、もしくは今あるヘルスコンディションのまま維持していくとい
う看護の視点が大事です。本学の一番の特徴は、この疾病予防管理論だと思っているんで
す。

実習Ⅲ（1年通年）
 フィジカルアセスメントの授業と連動して
 特定検診、人間ドックの患者を受け持つ
 ヘルススクリーニング、疾病予防を主として
実施
 ヘルスヒストリーの聴取、フィジカルアセスメ
ントの実施、検査結果の評価
⇒以上の結果から患者の今後の治療計画、
教育を実施

7

それから実習ですね。先ほどメタボ健診と言われていましたが、フィジカルアセスメン
トで学んだことを、実習の中でできるようにと、特定健診でまず正常範囲内なのか、それ
から範囲外なのかということを勉強しています。それから、ＯＳＣＥを実施して、それと
同時並行で看護学演習、あとでその内容のほうをお話ししたいと思いますが、あと実習４
9
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ということで、最後の統合的な実習、それが救急、二次救急ができるかどうか別として、
最低限一次救急はできるようにということで、救急外来で実習して、それからプライマリ
ーケアの実際の現場に行って実習しているところです。
高度実践看護学特論
• NPとして今後活 するために必要な
めの 業

発のた

• 海外における高度実践看護師の歴史とその活
（role and responsibility, outcome)
• 我が国の医療制度
• 診療
• 医療
とリスクマネジメント

5

ここはちょっと高度実践看護学特論ということで、特にナースプラクティショナーとし
て重要なこと、診療
療

制度というのがなかなか分かってないと駄目だということと、医

の問題とリスクマネジメントというところも含めて学習を行っています。

フィジカルアセスメント（1年前期）
 成長発達課題を考慮した正常範囲内・成長
範囲外を判断
 症状からアセスメントできるように目標とし
ている症状
例：
、
、
、
、
、 心・
、下 、
、
感、
発 、
低下、体重 少・増加、
、
、など

6

それからフィジカルアセスメントですね。フィジカルアセスメントも、ただ技術を学ぶ
のではなくて、こちらに挙げたような症状の事例からアセスメントできるように、カリキ
ュラムを組んでおります。
病態治療論（1年後期）
 担当：家庭医

 2本立て
 基本的な病態生理学の知識を修得
 プライマリ・ケアの現場でよく遭遇する主要
症状・症候からどのように医学的診断／
鑑別診断につなげていくのか学習

8

病態治療論に関しては、家庭医の方にケーススタディでやっていくということで、アメ
リカのナースプラクティショナーで一番大事なのが、やはり鑑別診断ができるというとこ
10
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ろなんです。治療の知識と言うよりは、まず鑑別診断がきちんとできるというのが、どこ
のカリキュラムも重要にしているところですので、フィジカルアセスメント、それから病
態治療論で、きちんと鑑別診断ができるというところを目標として挙げています。

薬理学（1年後期）
 担当：医師・薬剤師・教員

 薬理学概論を薬剤師（大学教員）、実際の薬剤
選択について医師が講義しているが……
→実習に行っても、なぜその薬剤が選択された
のかがわからないまま終了している状況
→別途、高度実践看護学演習の中で、治療に焦
点を当てたcase studyを実施
9

それから薬理学です。ここがやはり看護の しいところで、実習に行って、患者さんが
内服薬で何を飲んでいるか書くのですが「それ、何のために飲んでるの？」と言ったら答
えられないことが多くて、何度もこの薬理学で演習を加えたり別途ケーススタディを実施
したりしないと、なかなか獲得できないという問題があります。これが基礎教育の問題な
のかどうか分からないんですけれども、 しい部分があります。
疾病予防管理論（1年後期）
 担当：医師、薬

師、管理

養

、教員




養アセスメント
のリスクと
の指導（薬物療法を
含む）

疾患のスクリーニング・予防管理
 がんのスクリーニング
 感染症予防（ クチン、予防内服）
 高齢者に特化したQOL向上のための予防
10

それから疾病予防管理論ですけれども、 養のアセスメントではどんな状態における
養のアセスメントか、さまざまな状態が、糖尿病の患者さんの 養のアセスメントもあり
ますし、肝静 疾患、

疾患のある方の 養アセスメントなど、 養 の方を中心に

業をやっていただいてまして、あと、

ですね。

外来ができるように、今、チャ

ンピックスといういい薬がありますので、ニコチンパッチも含めて、薬物療法を含んだ
外来ができるような内容を組み立てています。

疾患のスクリーニング、それから

予防管理ですね。日本ではまだまだプライマリ・ケアの現状で、

疾患予防のための

バイアスピリンの投与というのが、なかなかされてない現状がありまして、実際に医師も
そうなんですけれども、世界的に言われている予防のガイドライン等を念 にしてやって
おります。
11
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あと、がんのスクリーニングですね。これは乳がん、前立腺がん、実際がんのスクリー
ニングを行うわけではないですけれども、特定健診に来られた方で、年齢別に必要ながん
のスクリーニング、大腸がんですとか、ある場合は、その方たちがきちんと受けられるよ
うに、それから感染症予防のための クチンの実施の判断、それから抗菌薬が必要でした
ら、その予防内服等もすることもありますが、その判断ですね。あとは高齢者に特化して、
ＱＯＬ向上のための予防ということで、これは薬理学にも特に関係してくるのですが、高
齢者の内服内容が転倒につながっているとか、転倒のリスクアセスメント、それから、特
に理学療法、作業療法などの基本についても学習して、この疾病予防管理論の中で学習し
ています。
ＯＳＣＥ
 1年次後期にＯＳＣＥを実施
 大学のある当別町の住民の方に模擬患者になって
いただき実施
 症状を持つ患者に対して、医療面接、フィジカルア
セスメントを実施し、今後のプランを患者に伝える
 評価者：医師2名、教員１名
 終了後、模擬患者の人との意見交換会を実施

11

それから、ＯＳＣＥが実施していまして、当別町、大学が当別町にありますが、そちら
の住民の方に模擬患者さんになっていただいて、約毎年 15 名から 20 名の模擬患者さん、
ご協力いただいて、３つのシナリオですね。

の患者さん、例えば

の患者さんとか、

意識のちょっと障害があった患者さんなど、シナリオを作って患者さんに演技をしていた
だいて、実際の医療面接、フィジカルアセスメントを行い、今後どういう検査が必要なの
か、鑑別診断としてどういうことが考えられるのかというところまで、ＯＳＣＥでやって
います。だんだん患者さんも演技が上手になってきて、今年に至っては、もう本当の患者
さんかと思うぐらいの演技力というのが見受けられました。患者さんもフィードバックを
してくれるんですけど、
「ちょっと言い方が冷たかった」とか、私が医療面接のあり方につ
いてもフィードバックするより、本当に患者さんにびしっと言っていただいたほうが、学
生がそのあと本当に自分はどうだったんだろうって振り返るいいきっかけになっていると
思います。

12
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高度実践看護学演習
• 必要な技術獲得
• 今までの科目で学習したことを統合
• 技術演習：プライマリ・ケアの現場で必要な技術
•
・一次 合・末 中心静 カテーテル
入・フットケア・ 乳 がんスクリーニングのた
めの 診、前立腺がんスクリーニングのための
診、 部レント ン
、検 検査など
• 実習で経験したケースをもとにディスカッション
12

それから演習のほうですね。特定行為の部分、昨日、チーム医療の会議がございました
が、その特定行為の内容としては、プライマリーケアの現場で必要な技術ということで、
実際、私がその地域の僻地医療をやっていて、必要だなと思った技術を盛り込んでいます
が、

、一次 合、末 の中心静 カテーテルの 入、フットケア、乳がんのスク

リーニングのための 診、前立腺がんスクリーニングのための 診、モデルを購入して学
習しています。あと、 部レント ンの

とか、検 検査ですね。できればグラム染色

というのもやりたいのですが、なかなかそこまでの時間がなくて、グラム染色は臨床の現
場でやっていただいたりしています。エコーは、再現性がどうしてもないもので、臨床の
現場でエコーの技術は学習していますが、それ以外でできる部分に関しての演習はこちら
で行っています。それから、ほかの演習の内容としては、実習で実際に経験したケースを
基にディスカッションを月１回設けて学習しています。

実習IV

実習IVの課題

• プライマリ・ケアを提供できるための臨床技術を
習得

• 医療施設のある地域のアセスメント（レ

• 1次・２次救急を行っている、救急外来にて実習
（ べ240時間）
• 今後の活 を見越した臨床現場にて実習（ べ240
時間）

• プロトコールの作成

ート）

• ケースレ ート5事例
• 行ったすべての医行為のカ ント

13

14

実習のこのⅣに関しては、野川先生のほうからお話あった通りなのであれですけど、救
急外来について、少し付け加えさせていただきますと、家庭医が僻地に行って何が るか
と言うと、やっぱり緊急の判断だということをおっしゃってて、私、実際働いてても、本
当にここで患者さんを帰して死なないだろうかというのが、やっぱり心配になりますので、
救急でたくさんの事例を経験していただくことは、とてもプライマリ・ケアでも重要にな
ってくるかと思います。地域の実習Ⅳで、少し医学的なことばかりやっているんじゃない
13
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かと思われるかどうか分からないんですけど、そんなことはなくて、地域看護学はＮＰで
は、ＮＰ養成コースの学生では必修にしていますが、やはり医療施設のある地域が、どう
いう特徴があるのか、

率が高いところなのか、がんのスクリーニング率がどれぐらい

なのかということを知りませんと、なかなかプライマリ・ケアの提供ができないというこ
とで、必ずその実習へ行った地域のアセスメントをしていただいています。あと、ケース
レ

ート、５事例書いていただいて、あとプロトコールの作成と行なった医行為のカ ン

トと自己

ということを課題として課しています。

実習場所の確保

実習の流れ

患者の選
定（患者
に説明）

医療面接

フィジカ
ルアセス
メント

ここまで
の内容を
指導医に
チェック
を受ける

今後の治
療方 の
決定

指導医が
患者に説
明

• 総合診療医を育成している医療施設に 頼し、本
学の教育目的などを説明し、協力を得る。
• ＮＰに対してご理解をいただける可能性のある施
設に出向き、主旨を説明しさん
• 中間・最終
のために教員が臨床実習場所に出
向く

16

15

実習の流れは研修医と同じと言っていいと思うのですが、診察室を１つ実習施設のほう
でご用意いただいて実習しています。実習場所の確保に関してですが、実習施設とのあい
だでナースプラクティショナーとは何ぞやとか、教育目標がこうで、こういうことを内容
やってもらいたいというディスカッションを長い時間かけてやります。夕方に行ったら気
が付いたら夜９時以降に病院を出ていたこともありましたけれども、ほとんどの方がご協
力いただいて、救急以外は、家庭医の方にご協力いただいています。
家庭医との目標の共

17

家庭医のテキストから訳されたものを取っているのですが、家庭医のテキストなのに、
すごく驚いたのですが、病（やまい）やイルネスというところを重要視していて、看護が
大事にしている部分とオーバーラップする部分が多分にあり、ご理解いただけるというこ
とです。家庭医、総合診療医ですが、専門医として、今後厚労省のほうで認められてくる
ようになるということですけど、そこで協力をいただいています。

14
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修 試験

修 生の進

• すべての科目、修 論文提出後実施
•
記試験 2部構成：1部 80問
2部
問
•
試問

• 2011年度
• 2012年度

• 総合成

80

3名
4名

• 在宅、外来、救急トリアージ、診療所、教員など
進 は様々

60点以上で合

• 2011年度については、すべての施設で厚労省の養
成試行調査の施設として認可

18

修

19

試験も課しています。
最後に時間になりましたので、
修 生の進 についてですが、

2011 年度は３名、2012 年度は４名、修 しております。それぞれ本当にバラバラですけれ
ども、在宅訪問診療ですとか、札幌ではなく地方の外来ですとか、病院の中での緊急のト
リアージですとか、関連施設があってリハビリの患者さんがどうなのかということで、緊
急期のトリアージされている方ですとか、町立の診療所、それから１名は教員ということ
で決まっております。2011 年度修 生に関しては、すべての施設で厚労省の業務試行調査
の施設として認可を受けております。
今後の課題としては、制度化というところが一番の問題ですが、教育の課題として、こ
の実習をやりながら、一番大きな課題は、基礎的な学力の部分で、現在入学されている方
が、ほとんど専門学校卒ですので、基礎学力というところがまだかなというところと、も
う１つは、やっぱり

変換がなかなかできなくて、特定健診に行っても、ナラティブに

患者さんがこう言った、ああ言ったという 告になります。
「じゃ、この患者さん、メタボ
リックシンドロームなの、どうなの」って聞くと「それ、私が決めていいのでしょうか」
というように、診断ができるように講義を組んでいるんですけれども、その

を遂行し

ていいかどうかというのが、常に不安が伴っているというところでず。実は２年以上かけ
て、実習の中で繰り返しやることで、自分がやっていいんだというところに持ってくるの
が、実は、一番の私の労力を使っているところです。ちょっと時間過ぎてしまいましたけ
れども、私のほうからは以上です。
（拍手）
小松：塚本先生、野川先生、ありがとうございました。具体的なところで、皆さん、イメ
ージが付いてきたと思います。続きまして、ＡＰＮの大学院教育での病態、薬理、フィジ
カルアセスメント科目の導入における課題ということで、東京医科歯科大学大学院保健衛
生学研究科先端侵襲緩和ケア看護学の井上先生、よろしくお願いいたします。

15
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日本学術振興会 最先端・次世代研究開発支援プログラム
看護卒後教育におけるmid-level provider育成と医療提供イノベーション

東京医科歯科大学
大学院保健衛生学研究科
井 上 智 子

井上：皆様、こんにちは。東京医科歯科大学の井上でございます。私の今日の発表は、日
本学術振興会から、最先端次世代研究で競争的資金をいただいている「日本における次世
代の高度実践看護師育成」
、専門看護師からのバージョンアップというところに焦点を当て
た事業の中で、３Ｐ科目の導入の実際と課題というところに焦点を当ててお話させていた
だきます。もうご存じのこととは思いますが、今現在 210 ある日本の看護系大学の中で、
専門看護師教育課程を する大学は 88、 べ数にすると 229 課程あります。医科大学が約
80 とかそのぐらいのところなので、これはかなりの数だと思います。

日本看護系大学協議会が認定した
大学院での専門看護師教育課程数
38単位 26単位
がん看護 …………….....
慢性看護 ……………….
母性看護 ……………....
小児看護 ……………….
老人看護 ………………
精神看護 ………………
家族看護 ………………
感染看護 ………………
地域看護 ………………
クリティカルケア看護…
在宅看護……………………
専門看護師教育課程を有する大学
延べ教育課程数

26課程
15
11
22
23
25
4
8
26
19
7

登録されている専門看護師数
がん看護（Cancer Nursing） …........................................ ４３２名
慢性疾患看護（Adult Nursing (chronic)）
…………. . ８４名
母性看護（Women’s Health Nursing） …………………… ４４名
小児看護（Child Health Nursing） ………………………… ９６名
老人看護（Gerontological Nursing） …………………….. ５５名
精神看護（Psychiatric Mental Health Nursing） ………. １４４名
感染症看護（Infection Control Nursing） ………………. ２２名
地域看護（Community Health Nursing） ……………… ２６名
急性・重症患者看護（Critical Care Nursing）
……… １１４名
家族支援看護(Family Health Nursing) ･････････････ ２１名
在宅看護(Home Care Nursing)
････････････・ ６名

8課程
5
2
5
6
5
1
4
0
2
1

計

８８大学
２２９課程 （2012.2 現在）

１０４４名 （前年比＋249名）
（2013．1．現在）

そこで誕生した専門看護師数は、やっと４桁（1044 名）になりました。1996 年の最初の個
人認定から 20 年近くかかりましたが、明るい材料としては、このうちの約 25％がこの１
年で認定されています。すなわち教育課程が増えてきたために、ここ数年は等比級数的に
伸びているのです。今日は高度実践看護師(Advanced Practice Nurse) をＡＰＮと略して
使わせていただきますが、そこへのバージョンアップを目指したい。
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専門看護師から高度実践看護師へ
専門看護師から高度実践看護師へ
高度実践看護師

専門看護師
専門看護師

実践

相談

調整

倫理調整

教育

研究

実践

相談

調整

倫理調整

教育

研究

＋
専門領域における
診断・治療に参画する能力の向上

もちろん、専門看護師すべてがＡＰＮに移行するわけではなく、またＡＰＮすべてが専門
看護師のみから養成されるわけではありませんが、20 年に近い歴史を持つこの人たちの力
を活用しない手はない。ただし、そこではやはりこれまでの教育の中でやってこなかった
専門領域における診断治療に参画する能力、これ以外にもたくさん能力は必要としていま
すが、すなわち３Ｐ科目が非常に不足していると思います。

高度実践看護師のコアコンピテンシー

APNがめざす方向
•
•

Specialization ：特定の分野を深める
Expansion
： 役割と自律性の拡大
（知識と技能の追加による）

( Extension

:

・大学院教育
・認定制度
・患者家族地域
ケアシステムを
対象とする実践

一方向への伸展 )

APN = Specialization + Expansion

それで、このあとクローズ先生のお話がありますが、この事業では、さまざまな先生方
にお力を借りていて、これは本当に勉強になったのは、ＡＰＮが目指す方向としては、専
門看護師からスペシャリゼーションとエクスパンションが必要ということでした。エクス
テンションというのは、エクステンションチューブのように一方向に伸びていくことです
が、それではない。例えば、医行為だけを獲得していくとかというのではなくて、広範囲
に広がっていく。それでいて、自分の専門分野を深めるというスペシャリゼーションとエ
クスパンションがあって初めて高度実践職としての

きが広がっていくということは、と

ても勉強になりました。また Hamric らが 告している高度実践看護師のコアコンピテンシ
ーでは、真ん中に位置する３つのもの(Primary Competency)として、まず大学院教育であ
ること、認定制度を必要としていること、それから患者、家族、地域、ケアシステムすべ
17
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てを対象とすることが述べられています。またＡＰＮが する６つの機能については、そ
の次の Central Competency に機能の 1 つである実践が配置され、そして、更に残りの５つ
の機能をその外側に配置し、それらが同心円状に広がっていくコアコンピテンシーとして
おり、ＡＰＮにおける実践能力の重要性が改めて確認されました。

高度実践看護師育成に向けた教育の強化

共通科目B審査基準

新基準 旧基準
（単位） （単位）

科目

教育内容

共通科目A

教育・研究・管理・倫理・
政策・コンサルテーション

8

8

共通科目B

フィジカルアセスメント
病態生理学、臨床薬理学

6

0

専攻分野共
通科目

健康問題に関する診断・
治療に関わる教育内容

専攻分野専
門科目

専門性の強化

14

12

実習

診断・治療に関わる実習
事例数の増加 500時間以上

10

6

合計 単位数

38

26

科目名

フィジカル
アセスメント

病態生理学

臨床薬理学

審 査 規 準

複雑な健康問題をもった対象の身体状況を診査し、臨床判断を行
うために必要な知識と技術について教授する科目が設けられてい
ること

エビデンスに基づき、対象の病態生理学的変化を解釈、判断する
ために必要な知識と技術について教授する科目が設けられている
こと
緊急応急処置、症状調整、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、
薬剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力
の促進、患者の服薬管理能力の向上を図るための知識と技術を
教授するための科目が設けられていること

この度の専門看護師教育課程の変更では、総単位数が 26 単位から 38 単位へと増加しま
したが、この中でいわゆる共通科目Ｂ、３Ｐ科目と言われている部分がゼロから６単位に
なりました。これらは、日本看護系大学協議会の専門看護師教育課程認定委員会が定めた
審査基準で、皆様ご存じのことだと思います。これをクリアしつつ、さて、ＡＰＮをどの
ように教育していったらいいのかということを、私どもは考えました。

本事業における共通科目Ｂの教育方法

本事業におけるオンライン教育の概要

ヘルス
アセスメント

専門看護師
看護系大学教員
看護系大学院生

臨床薬理学

臨床病態学

● 高度実践看護師の育成を重視した内容
● e-learningシステムを利用してオンラインで学習

臨床薬理学

ヘルス
アセスメント

臨床病態学

が進められる

● オンライン学習と米国ナースプラクティショナー

米国人講師（NP）による
講義・演習

による講義・演習を組み合わせて行う

なお、ここからは、フィジカルアセスメントではなくて、ヘルスアセスメントという言
葉を使わせていただきます。３Ｐではなくなりますが、現在ではヘルスアセスメントのほ
うが一般的になっております。
本事業における共通科目Ｂの教育方法を考えた際には、この１つずつの科目を、別個の
ものとしてではなく関連づけて考えました。その理由は２つあります。ひとつはＡＰＮの
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検討会 3.30 日本看護系学会協議会

育成を考えるにあたり、今日では e-ラーニング（オンライン教育）のシステムを利用する
必要があるのではないか、また二つ目としては、共通科目ではありますが、やはりこれは
診断治療に結び付けるためには演習、すなわちプラクティスが重要ではなかろうかという
ことを考えたわけです。

本事業におけるオンライン教育の概要

本事業におけるオンライン教育の概要

専門看護師
看護系大学教員
看護系大学院生

専門看護師
看護系大学教員
看護系大学院生

臨床薬理学

●学部教育での
不足を補強
●病態の鑑別
⇒薬剤調整
モニタリング

ヘルス
アセスメント

Train-the-Trainers
approach

臨床薬理学

臨床病態学

米国人講師（NP）による
講義・演習

●学部教育での
不足を補強
●病態の鑑別
⇒薬剤調整
モニタリング

ヘルス
アセスメント

米国人講師（NP）による
講義・演習

Train-the-Trainers
approach

臨床病態学

臨床判断を
看護に統合する

上の図がその考え方の基本になっているもので、これは本事業にさまざまな知的バック
アップをいただいているアメリカのオークランドのサミュエルメリット大学の近藤 恵先
生を始めとする、ＮＰコースの先生方、さらにＣＮＳコースの先生方にいろいろ意見をい
ただいて作成したものです。この３つの科目は別個に存在しているのではなく、最終的に
は統合する必要があるだろうと。
またオンライン教育であっても、１人ひとり教育していたのでは、非常に効率が いと
いうことで、日本でも企業等で導入が進んでいる「トレイン・ザ・トレイナーズ・アプロ
ーチ」
、すなわち、次のリーダーになる人をまず優先的に育て、その人が職場や学校に帰っ
て次の人を育てる方法を 用しました。そのような道筋を付けないと、30 人ずつ教育した
のでは何年教育したっても終わらないということになります。
この事業では、専門看護師からの移行を視野に入れてはいますが、我が国の看護教育の
１つの弱点として、薬理学にしても、ヘルスアセスメントにしても、病態学にしても、学
部教育が、ちょっと貧弱なんです。今回３Ｐ科目のシラバスを考えるにあたっては、アメ
リカの大学のシラバスをかなりな数を取り寄せて見たのですが、それを直輸入してやった
のでは、かなりのギャップができてしまいます。実際的なところでは、学部教育の不足を
補いながらのシラバスを作らなければいけない。さらには先ほどの塚本先生がおっしゃい
ました病態の鑑別というところが非常に弱いのです。ですから、薬理学を勉強します、病
態学を勉強しますなど、バラバラでは駄目なのです。この人の症状はただの風邪ではない
というところが見分けられないと診断能力は獲得できない。それにはやっぱりこれらの講
義、そして演習、実地、プラクティスが必要なのではないかと思います。そのためにこの
図を基本としました。それからもう１つ、いくら診断治療を目指すとしても、最後は看護
19
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ケアに統合する、この考え方がないと、やはりそれは高度実践看護師ではない、というこ
とで、この図に、この３点を加えました。

３P科目講師陣
● ヘルスアセスメント

山内豊明先生、他
（名古屋大学大学院医学系研究科教授、医学博士、
看護学博士、米国・日本看護師、保健師、米国NP）
● 臨床病態学

窪田哲朗先生、他
（東京医科歯科大学教授、内科医、医学博士、看護学
教育にも長年携わる）
● 臨床薬理学

荒井有美先生、他
（北里大学病院医療安全管理室・医療安全管理者、保
健師・看護師・薬剤師）

そして、これらの科目を教

する講師陣を選びました。殆ど無

に近いにもかかわら

ず趣旨に賛同してくださった我が国の第一人者の方々にお願いしました。山内先生は、言
うまでもなくＮＰ資 、看護師、医師の資 をお持ちのこの分野の

の方です。臨床病

態学は東京医科歯科大の教員（内科医）にお願いしました。もう 20 年以上看護教育と臨床
検査技師の教育に携わっている方です。それから臨床薬理学は皆さまご存じかと思うので
すが、看護師と薬 師の資

を持つ荒井 美先生（北里大学病院）にお願いしました。看

護師としての薬理学の知識の不足、そして薬 師としての立場から、何が足りないかのか
何を学ぶべきかというところを見ていただきました。

臨床薬理学

ヘルスアセスメント
回
１

内容
ヘルスアセスメントの総論

回

内容

１

薬の基礎

２―４

呼吸のアセスメント

２

医薬品情報概論

５―７

循環のアセスメント

３

警告・禁忌

８

呼吸循環の総合アセスメント

４

医薬品の名称と効能・効果

９

腹部のアセスメント

５

用法・用量

１０

中枢神経系のアセスメント

６

組成性状と規制区分

１１

症状論① 意識障害

１２

症状論② 頭痛

１３

症状論③ 胸痛

１４

症状論④ 腹痛

１５

症状論⑤ 呼吸困難

７―９
１０
１１―１５

使用上の注意
薬物動態
臨床応用①―⑤
乳児・新生児・妊婦、高齢者
神経系疾患、循環器系疾患、
呼吸器系疾患、代謝系疾患

これがそれぞれのシラバスです。概要のみですが、ヘルスアセスメントは

、循環等

から入り、症状論へと進みます。臨床薬理学は、アメリカなどとは違うかもしれませんが、
最初の４、５回は、日本の看護師はとにかく薬 情

、 忌事項とかそういう知識が足り

ない、それに注意すら払わないということで、まず医薬品情 の概論、それから注意書き
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の読み方等をしっかりやることになっています。また 11 回から 15 回までが、臨床応用と
して乳児、新生児、妊婦、高齢者、それから疾患ごとに、どういう薬理で薬

が必要なの

かというところを包含しています。

臨床病態学

オンライン教材の配信

回

内容

１

発熱・不明熱

● 配信教材は、各科目15回ずつ、全45回
● 1回の配信の視聴時間は20～40分程度
● 本事業で作成した教材を外部サーバーを
通じて配信
● 受講生の有するパソコンや携帯電話など、
インターネットに接続できる環境があれば
どこでも受講可能
● 事前の書類審査（志望動機1200字）で選定
された受講生に対し、ログインＩＤを配布
● 受講生は、学習の進捗状況を常に確認可能

２―３

感染症

４―５

呼吸器疾患

６―７

循環器疾患

８

消化器疾患

９

内分泌・代謝疾患

１０

腎・泌尿器疾患

１１

血液疾患

１２

膠原病

１３

小児救急疾患

１４

神経内科的疾患

１５

精神疾患

臨床病態学は、一般的なコモンディジーズを中心にやっております。全 15 回ですので、
小児救急などは１回しか取れないので、不足部分は専攻分野専門科目で強化していく必要
があるかと思います。先ほどの先生方に加え、多いところでは 10 人から 15 人の執 陣に
チームを組んでいただいて、シラバスやオンライン教材を作成していただきました。配信
教材の１回あたりの視聴時間は 20 分から 40 分ですが、自由に止められて、そこで書き留
めたり戻ったりができます。そしてサーバーは、安全性を考慮して学外に新たに設置しま
した。更には、パソコン環境が一番お薦めなのですが、機種によってはスマートホンや携
帯電話でも学習できます。
そして、このオンライン教育を受けたい人はホームページ上で公募し、経歴や志望 機
で選定しました。費用の関係から同時接続は現在 100 回線までなので、現在 160 人くらい
にログインＩＤを渡しています。皆さん看護師ですので、特定の時間に殺到するというこ
とはないと思い、応募者多数のため回線数以上にログインＩＤを配布しました。なお学習
の進捗状況は、事務局で管理しています。
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配信画像例

これが本事業のホームページです。ちょっと見にくいですが、上の黒い帯にある共通科
目Ｂオンラインコースというところから入っていって、これが配信画像の一部です。ログ
インすると、画面が き出します。

初年度のオンラインコースの実施状況

学習の進捗状況の確認画面例

5月24日～6月6日 受講生募集
6月13日 書類選考により受講生決定
6月20日 ログインＩＤ配布、配信開始
8月1日 追加配信
9月10日 追加配信
10月9日 追加配信
11月8日 共通科目Ｂの演習予告
11月20日 追加配信
3月12日～14日 米国人講師による演習

それから、これが進捗状況の確認画面です。

本年度の受講生の背景
9%

7% 3%

合計169人
45%

36%

専門看護師
看護系大学院生
その他

大学教員
一般看護師

今年の受講生は 100 回線に 169 人のＩＤをお渡しして、45％が専門看護師、次に多いの
22
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が大学院教員、それから大学院生、それ以外は駄目ということではなく、意

の高い方、

一般看護師の方でも、あるいは将来ＣＮＳ、あるいはＡＰＮになりたいという方には、
機の書類審査によって、受講していただいています。
オンライン学習後の講義・演習

演習受講者

●対象者（30名程度）
・ オンライン学習を全て修了した者
・ 将来的に共通科目Ｂの内容を教授する予定の者
●講義および演習の形態
・ 米国人講師2名、通訳、ティーチングアシスタント
による少人数制のグループ演習
・ シミュレーターを用いた参加実践型の演習
・ 講義と演習を組み合わせて行い、最後に必ず
デブリーフィング（振り返り）を行う
・ 3日間（9時～17時）の集中講義・演習
※2013年3月12日～14日に開講

• オンライン教育（３P科目）すべて履修
• 全日程（3日間）参加可能
• 演習修了後、下記のいずれかに携わる
①大学院CNS教育の教員・・・９名
②臨床での後進（CNS）への教育・指導・・・18名
③将来①②に携わる予定者・・・1名

受講の動機等の書類審査を経て28名を選抜

そして、次はいよいよ演習です。３科目すべての履修を終えた人を対象として、３月 12
日から 14 日までの３日間、米国人講師による演習を行いました。
定員は 30 名でした。30 名というのは、予算の関係上、招く講師がファミリー・ナース・
プラクティショナー２名、それにティーチングアシスタントを付けて、実技演習を指導す
るなら 30 名が限度だろうということで、ここにありますようなやり方で選考いたしました。
最終的にはほぼ定員内に収まりましたが、徹底的な少人数制のグループ演習を行いました。
シミュレーターも使用しました。ＭＥＴＩとか、レールダル等、高性能のものです。
それから演習はやりっ放しではなく、これはもう講師からも何回も言われたことですが、
必ずデブリーフィング、振り返りを行い、そして、お互いに

し合う、そういうことが

ない限りは身に付かない、何度もやることが重要だということで実践いたしました。

演習スケジュール
1日目

2日目

3日目

ガイダンス

ガイダンス

ガイダンス

9:30～10:30

講義（健康歴の聴取）
SOAP記載
フィジカル・エグザミ
ネーション

講義（呼吸器系）
SOAP記載
フィジカル・エグザミ
ネーション

講義（消化器系）
SOAP記載
フィジカル・エグザミ
ネーション

10:30～12:00

実技演習

実技演習

実技演習

13:00～14:00

講義（頭頸部・神経系） 講義（循環器系）

講義（筋骨格系）

14:00～15:30

実技演習

実技演習

実技演習

15:30～16:00

プレゼンと評価

プレゼンと評価

プレゼンと評価

16:00～17:00

デブリーフィング

デブリーフィング

デブリーフィング
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演習スケジュールは非常にハードで、毎日９時半から 17 時まで、みっちりでやりました。
以後、写真の風景をお見せしますが、写真に撮るということは、一応ご本人の許可を得て
いますが、このようなクローズドの会でのみ、あるいはアカデミックなところで使うとい
うことで、ご 解をいただいています。写真にありますように英語の文献を使って講義を
受けた後、１時間ずつの演習を行いました。真ん中に立っている男性がＦＮＰの方です。
３Ｐ科目の導入に向けてということを、駆け足でお話ししました。今回、初年度でした
ので受講者の習得状況、学習成果の
オンライン教育とシステムの

を、本当は実習、臨床で

していきたい。また

も必要です。来年度が事業の４年目の最終年度になりま

すが、この事業は平成 25 年度で終 するので、何らかの形での継続を現在考えています。
実効性の高いものをもっと継続していきたいというところですが、同じ悩みを抱える専
門看護師教育課程を持つ大学はたくさんあるのではないかと思います。そういうところと
力を合わせて、事業終 後も何とか継続させていきたいなと願っているところです。
ご清聴ありがとうございました。
（拍手）
小松：井上先生、ありがとうございました。みんなで何とか実施できるように最後まで提
供できればと思います。続きまして、ＡＰＮ大学院教育のコアと実践を保証する教育とは
ということで、亀田保健医療大学のクローズ先生、よろしくお願いいたします。
24
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公開シンポジウム
大学院教育から考える
高度実践看護師教育の在り方

ＡＰＮ大学院教育のコアと実践を
保障する教育とは
Sachiko Claus Ph.D., R.N., FNP-BC
President & Professor
Kameda College of Health Sciences

クローズ：皆さん、こんにちは。私はコアということに結構注目しておりまして、実践も
Clinical Scholarship が必要です。
これが大学院教育であるということで We have to come
home・・大学院教育の原点ということにこだわってお話します。

大学院におけるＡＰＮ教育の
カリキュラムにおける
共通科目の検討：
•
•
•
•

ＡＰＮ(専門看護師）の教育理念
ＡＰＮのコンピテンシー(案ー日本語版）＊
ＡＰＮ コア
ＡＰＮ（専門看護師共通科目）Ａ

＊高度実践看護師制度推進委員会

JANPU から出されている 26 単位と 38 単位といった基準がありますが、それを見て私が
受けてきた教育のカリキュラムとどういうふうに違うかなと、少しミッシングエリアがあ
るかなと思って、そこを補充するような、ちょっと部分的なプレゼンテーションになりま
すが。皆さん、結構臨床的な部分を強化するという気持ちになっていらっしゃると思いま
すが、We have to bring you home・・・ですね（笑）。 共通科目を見たときに、専門看護
師の教育の理念はどうなっているのか、カリキュラムにおいて最初に注目される部分がコ
ンピテンシー、いわば、修

課程を修 する時点で、どういう能力を持って修 するか。

その中で共通な、ベースとなる能力はどのようなものかを示しています。

25

検討会 3.30 日本看護系学会協議会

専門看護師の教育理念

専門看護師の教育理念（続）

• 専門看護師は、対象のクオリティ・オブ・ライフ
の向上を目的として、個人、家族、および集
団に対して、キュアとケアの融合による高度
な看護学の知識・技術を駆使して、対象の治
療・療養、生活家庭の全般を統合・管理し、卓
越した看護ケアを提供する者である。

• その役割は、専門性を基盤とした高度な実践、
看護職を含むｹｱ提供者に対する教育や相談、
研究、保健医療福祉チーム内の調整、倫理的諸
問題の調整である。
• また統合的な判断能力や組織的な問題解決能
力を持って専門領域における新しい課題に挑戦
し、
• 現場のみならず、教育や政策への課題にも反映
できる開発的役割が取れる変革推進者として機
能する。
• 以上のような人材を育成する。

スライド２と３の理念のところで、赤字で示している部分は、それがコアとかＣＮＳ、Ｎ
Ｐの教育の中に統合されていないといけないということで注目した部分です。高度な看護
学の知識、技術、それから卓越した看護ケアですね。こういうのを に入れながら、赤い
字で掲載されている、
「高度な看護学の知識、技術」それから「卓越した看護ケア」、
「倫理」
などの概念は、修 課程の科目の中に含まれております。
組織的な問題解決能力は、共通科目の一つである、看護管理学という限定された枠の中
に含まれているように思われますが、こうした能力は、より広い観点を持った科目、たと
えば、システム的思考も踏まえた、ヘルスケアシステムが必要ではないかと思いました。
それから政策、 リシーですね。そういうことにも注目するしと、それから、現場だけじ
ゃなくって、教育、政策への課題にも反映できる 発的

が取れる変革推進者、そうい

う言葉も教育理念の中に入っております。しかし、科目としては、看護管理のほうからリ
ーダーシップとかトランスフォーメーション、エンパ ーメント、そういう概念が反映し
てなかったんです。

専門看護師の共通目的＊

ＡＰＮ コンピテンシー（案）＊

専門看護分野において：
1．実践：個人、家族、集団に対してケアとキュアを融合した高度な看
護を実践する。
２．教育：看護職者に対してケアを向上するため
教育的機能を果たす。
３．相談：看護職者を含むケア提供者に対して、
コンサルテーションを行う。
４．調整：必要なケアが円滑に提供されるために、保健医療福祉に
携わる人々の間のコーデイネーションを行う。
５．研究：専門知識・技術の向上や開発を図るために
実践の場における研究活動を行う。
６．倫理：倫理的な問題・葛藤について関係者間での
倫理的調整を行う。

分野1：患者の健康・病気の状
態の管理

分野５：医療提供システムの
管理と交渉

• 健康増進・健康保護と疾病
予防；患者の病気の管理

• 管理；交渉；

分野２：ＡＰＮ－患者関係
分野３：教育指導機能
• タイミング；引き出す；
援助；提供；協議

分野４：専門職としての役割
• 役割の開発と実践；ケアの
方向付け；リーダーシップ

分野６：実践するヘルスケア
の質の確保とモニタリング：
• 質の確保；質のモニタリン
グ

分野７：文化的コンピテンシー
• 文化的コンピテンシー（一
般（仮称）
• スピリチュアル・コンピテン
シー

＊高度実践看護推進委員会 南裕子他（２００８）

＊日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準（２０１３）

この共通目的は、ほとんど共通科目の中に入っておりました。それで、日本で大学院、
高度実践看護推進委員会でコンピテンシーを検討されましたよね。それアメリカのエッセ
ンシャルコンピテンシーを見ながら、日本ではどういうふうなものが大切かというので、
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これが 2008 年に南先生ほかで出されまして、７つの分野、これはケアプロバイダですね。
ＣＮＳとかＡＰＮ、そういうのを に入れてどういうコンピテンシーが必要かということ
を、 に入れて説明してありました。分野１、分野２が患者様との関係、３つ目は指導能
力、４つ目が

、専門職としての

。その中に、ケアの方向付けとかリーダーシップ

が入っております。分野５がシステムですね。医療提供システムの管理と交渉。それから
分野６が実践するヘルスケア、質の確保とモニタリング。これは看護管理の中に入れるか
なと思いますけれども、最後の文化的コンピテンシーとかスピリチュアルコンピテンシー、
これはカリキュラムの中には、表には出ていないようです。それをどこにどういうふうに
して入れて教育したらいいのかというのが課題かと思います。
コンピテン
シー分野

ＡＰＮ コンピテンシーから引き出した、
ＡＰＮ
ＣＮＳ
コア内容
ＡＰＮカリキュラムのコアと関連共通科目

コンピテンシー

共通目的

分野１

患者の健康・病気
の状態の管理

キュアとｹｱを
融合した高度
な看護実践

分野２

ＡＰＮー患者関係

分野３

教育指導機能

分野４

専門職者としての
役割

教育

共通科目

看護専門分野
の本質と焦点
キュアとｹｱの
融合
高度な看護実
践

看護哲学
看護科学
高度実践看護
学概論

看護の視点か
ら見た患者と
の関係

看護理論

教育理念と
手法

調整、コーデイ リーダーシップ
ネーション

看護教育論
リーダーシップ
と高度実践看
護師の役割

コンピテン
シー分野

ＡＰＮ コンピテン
シー

ＣＮＳ 共通目
的

コア内容

共通科目

分野５

医療提供システム
の管理と交渉

保健医療福祉
職員間の調整

システムとして
の医療機関
管理・調整
他職種との協
働
組織の変革

ヘルスケアシス
テム（看護管理
学）

分野６

ヘルスケアの質の 実践における
確保とモニタリング 看護研究活動

臨地におけるＥ
ＢＮの普及、
臨地における
看護研究結果
の応用、
アウトカム評価

看護研究
ＥＢＮ
Ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐ
ｆｏ Ｐｒａｃｔｉｃｅ

分野７

文化的コンピテン
シー

文化的コンピテ 高度実践看護
学
ンシー・スピリ
チュアルコンピ
テンシー

高度な看護実
践

それで、私はその先ほどのコンピテンシーとそれからＡＰＮコンピテンシー、ＣＮＳの
共通科目について れますと、現存の共通科目は既に８単位とされておりますが、この中
にどの程度修 課程のコアの内容が含まれているか、何かかけているかが課題となり、追
加する必要のある概念を赤字で入れてみました。そこに入ってないなと思ったのを赤で入
れました。分野１はやっぱり高度実践看護をするということです。患者様の健康、病気、
病態の管理、そうすると、そこにどういうふうな方向性を持つべきか、典型的な看護、修
課程だと、最初ナーシングサイエンスとかナーシングセオリーが ありました。そういう
のが結構、実践家を教育するということに注目されて、少し無視されているんじゃないか
と思います。看護哲学、看護科学、そういう内容をベースにして、これが大学院教育なん
だということを学生に教える必要があります。ナーシングサイエンス、ナーシングセオリ
ー、ヘルスケアシステム、ロール（高度実践看護師の

）とリーダーシップ、これら４

つを米国の大学では必須の共通科目にしていました。
私が勤務しておりました大学院（看護学修 課程、高度実践看護学専攻、ＮＰ プログ
ラム）においては、コア（共通科目）の部分は、１５単位から成り立っており、先ほど掲
げた４つの科目の に，看護･研究とＥＢＮの科目が加わります。この大学院では、学生が
コア（共通科目）の期間にどの程度成長するかを査定するために、共通科目（入学直後）
の前（プリテスト）とコアを終えた直後（ ストテスト）に以下のようなリ
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を要求します。プリテストには、
「貴方の今までの看護経験歴の中で、貴方の看護師として
の判断が患者様のア トカムにインパクトを与えた」事例をナラテイヴで 告するように
要求します。 ストテストは、コア（１５単位の共通科目）を終えた後に「今、貴方が元
の事例を振り返ると、そのときの判断をどう

するか」また、
「それに対する理論的根拠

を説明する」ことを要求します。教 は、Preliminary Exam の替わりに、この２つのアセ
スメントを比較して、学生の成長を査定する効果的な手段とみなして、学生のその後の研
究と実践活 を許可する仕組みになっておりました。

提案：
１．大学院における高度実践看護学は学士課程における看
護学をベースとし、更に高度な看護学を追求するものであ
る。
２．コアが含まれている科目を選択性にすることの妥当性？
３．大学院レベルで看護学の専門性を追求する共通科目が
必要

米国の看護学大学院のカリキュラ
ム、日本語版ＡＰＮコンピテンシーと
既存の専門看護師教育課程基準を
比較して判明したこと：

• 看護哲学（Philosophical Basis of Nursing Inquiry) Kuhn の
「科学革命の構造」（Structure of scientific revolution),
• Nursing Science(Carper’s Ways of Knowing, Chinn &
Kramer’s Knowledge development
• Cody(Philosophical and Theoretical Knowledge Perspectives
for Advanced Nursing Practice)

コア・共通科目修正への提案

共通科目：高度看護実践看護学概論
に関する提案

提案

• AACN’s Master’s Essentials の検討
• 高度な看護実践であるためのScholarship と
は何かを考察する。
• Competency IV: Translating and Integrating
Scholarship into Practice:
• Boyer’s Model of Clinical Scholarship
Discovery, Teaching, Application, Integration

3.高度実践看護学概論、Advanced Nursing
PracticeとAPN /CNSの役割を追求する科目が必
要、この科目の中にAPN Competencies, Cultural
Competencies を入れる。
４．リーダーシップやトランスフォーメーションの概
念や変革推進者の方法論等が科目として必要
（3．と４．を組み合わせても良い）
５．看護管理という科目名は範囲が狭く感じられる。
医療システム全体を視野に入れた医療機関の
理解が必要

看護理論は科目としてありますね。それから教育論。看護理論なんですけれど、患者様
をケアしていく、それにやっぱり哲学的な方向性とか、私はこの医療の場、看護の場をど
ういうふうに見るか、それが看護理論なので、やっぱり１人ひとりそういう自分の方向付
け、ケアリングだったりアダプテーションであったり、そういうふうな方向性があると思
うんです。それからリーダーシップと高度実践看護師の

というのは、必ずしも共通科

目の一つとして取り上げられてはいないようです。高度実践看護師を育成するカリキュラ
ムの共通科目の中に高度実践看護とは何か、どのような

なのか、などを探求する、た

とえば、ハムリックのテキストにあるような内容の科目が必要ではないかと思います。Ｅ
ＢＮがどのような意味を持っているか、実際現場で応用できるかどうかについてさらにス
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タッフに説明し、リーダーシップをとる。
それから、看護管理ではなくて、もっと広いヘルスケアシステム、そこに法律的なこと、
それからリ・インバースメント（診療

）、経済的なことも入っていくし、その大本とな

るのは、システム的な思考、自分が大きなシステムの中にいるんだということを学生に知
らせます。それから看護研究も看護の研究をするときのメソドロジーがありますけれども、
ＥＢＮをどういうふうに病棟に持ってきて、トランスレートＥＢＮと言いますね。それを
実際応用できるか。そこのリーダーシップを取る。
それがスカラシップ、プラクティスのスカラシップの一部になると思うんです。それか
ら、Spiritual Competency とか Cultural Competency、そういうのは専門のところに入れ
てもいいと思うんですけど、一応概念として高度実践看護学、Leadership and Role Course
（ 高度実践看護師のリーダーシップと

の科目）にこの２つの概念を入れる可能性も

あるかと思います。それで、大学の体系の日本語版、コンピテンシーと基礎の看護師教育
課程基準を下地として、今まで、先ほど申し上げたような提案をいたしました。
大学院における高度実践看護学は、学 課程における看護学をベースとしてさらに高度な
看護学を追究することが要求されます。一方で、多くの大学院カリキュラムは、もう看護
は学 課程で学んだから、大学院では、こうしたトピックは選 でいいという理解もある
と思いますが、やはり大学院でもう１度、看護の本質を考える、看護とは何か、哲学的、
科学的哲学、Philosophy of Science とか、The Structure of Scientific Revolutions、
それから Carper's Ways of Knowing、それから Chinn、Kramer の Knowledge Development
とか、そういう基礎的なサイエンティフィックな学問をやっぱりしてもらいたいと思いま
す。そこが大学院なんだと思います。それで、看護学、高度実践看護学概論のようなもの
が必要かなと思いました。そしてはじめてＡＰＮ Competency とか Core Competency 等も
入れることができるようになる。リーダーシップというタイトルを科目の名前として、表
に出し、この科目に含まれるリーダーシップ、トランスフォーメーション、変革推進者の
方法論、
などといった概念は、
修 課程の修 者に欠かせられない能力であると思います。
今、ご存じのように修 のエッセンシャルが提示されています。修 課程では高度実践
看護師はＤＮＰに移しましたけども、でも、修 のマスターズエッセンシャルを展望しま
すと、それは、こちらの修

に当てはまって、まだやっぱりいろいろ臨床に対する興味と

いうか、注目もしておりますので、それは私たちの参考になるかなと思いました。高度な
実践であるため、クリニカル・スカラーシップがＡＰＮエッセンシャルコンピテンシーの
重要な一項目として、掲げられています。それは、臨床、実践をするということが本当に
学問である、実践だけど、理論とかエビデンスに基づいたもので、それからそれを記述す
るナラティブのような、記述してケースバイケースでそれを先生方に審査してもらって、
それで、 ートフォリオにしていく。そうすることによって、これが修 時のデータの一
つとなります。こうして、実践の過程を、 の学習記録と同じようにしっかりと記録し、
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され、プログラム修 時のア トカムプロダクトとして残すことが出来ます。
ＣＮＳ

や

ＡＰＮのコンピテンシーの一つとして、Translating and Integrating

Scholarship into Practice が含まれていますが、このコンピテンシーは、理論や学問的
な現象やエビデンスを現場のスタッフに説明したり、導入するに当たって、リーダーシッ
プの

を果たすことを意味しています。

最後に、スカラーシップを定義から検討してみたいと思います。Ｂｏｙｅｒは、スカラ
ーシップの定義をひろく捕らえ、単に典型的な研究方法で何かを発見するという狭い意味
のものではなく、知識を 者に伝える、教育活 、知識を実践に応用する、実践活 、そ
して、知識を全体的に統合していくこともスカラーシップの定義の中に含まれている、と
説明しております。スカラーシップの定義をひろく捕らえることによって、高度実践看護
師のスカラーシップは社会から認められ、

の向上に繋がっていくことを認識していき

たいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
（拍手）
小松：クローズ先生、ありがとうございました。コアということが、みんなの の中で整
理を付けられました。引き続きまして、日本学術会議看護学分科会より、内布先生に看護
学領域における高度実践を保証する大学院教育とはということで、お願いします。
がん看護高度実践看護コース他領域共通部分

がん看護高度実践看護師教育
医療行為関連実習の組み方

試行錯誤develop中です
兵庫県立大学看護学研究科
がん看護学担当 内布敦子

内布：私はがん看護の領域で、具体的に考えるつもりで、領域をがん看護に狭めて今やっ
ていることを見ていただこうと思います。クローズ先生がおっしゃったことは大学院教育
で本当に大事だと思いながら聞いていました。兵庫県立大学では下から 2 行目ピンクの行
に高度教養科目を置いてあり、アドバンスの哲学だとか人類学だとか、それから経済学だ
とか統計学だとか科学論のような科目が入っていて、大学院としての成り立ちというのを
大事にしようとしています。それから、実践看護論という科目が看護理論の科目としてお
かれ、研究法の科目は３科目あります。これがＣＮＳのコア科目で、がん看護が赤い部分
で、この部分は後ほど詳しく提示します。ブルーのところですが、看護ヘルスアセスメン
ト、これは 1997 年から 講していまして、わざわざ看護と付けて、わざわざヘルスと付け
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ています。ヘルスアセスメントを看護としてモディファイする試みを 1997 年からやってい
ました。これは 2004 年から変更したカリキュラムです。例えば「ベッドサイドの臨床薬理」
では、講師である医師にお願いをして、最後のレ ートは自分の領域で、例えば、老人で
あれば老人の領域で、例えば眠 なら、１つ薬 を取り上げて、その反応をモニタリング
しながら、患者の生活にどのように出てくるか、実際の事例でもって書くというのを、最
後のレ ートにして、看護にぐっと統合させる努力をしています。でも、 しいです。病
態診断学は担当の医師が、ＤxＲという診断システムのシミュレーションを使ってやってい
ますが、教育内容としては挑戦中です。どうやって看護にしていくかというのが、非常に
しいです。講師の先生たちと協議しながら作っています。
がん看護高度実践看護コース専門領域

がん看護ですが、38 単位のコース申請して、認めていただいたところです。ＡＰＮに移
行するときに、赤で示した部分（治療介入演習や治療看護実習）の科目を入れました。特
に今日は、その賛否は先ほどいろいろお話がありましたので、実習について話をしようと
思っています。

兵庫県立大学における
APN教育の考え方

がん看護学領域における
APN役割と教育の考え方

• 療養管理上必要なことは、能力を保証されれば、
医師がやるか看護師がやるか、合理的に決める
ことができる
• 医学的知識、技術は看護が引き受ける限り看護
となる
• 看護ケアが医学的知識、技術を引きうけて、看
護としてモディファイすることで、はじめて看護の
拡大となる
• その歴史が積み上げられるまでは実績のある医
師から学ぶ（医師にAPN教育の目指すところを理
解してもらい教育に参加してもらう）

• 診断治療の初期は医師専門的医療対応が必要である

• 長期に療養、治療を継続する場合、患者のセルフケア能力
だけで身体管理、生活調整を行うのはリスクが大きいので看
護の専門的支援を行う
• APNは医療裁量権をもって療養管理、生活調整を行う。主治
医との共通理解のもと連携
• 高度先進医療の場でがん治療期にある患者の療養管理（意
思決定支援、心のケア含む）を行う
• サバイバー支援は地域でもプライマリヘルスケアとして提供
する可能性がある

今日は実習を運営してくれている川崎先生が来ていますので、説明してもらいます。
ここに「兵庫県立大学における」と書いてあるのですが、兵庫県立大学の人も本日何人か
参加していると思いますが
「そんなこと同意した覚えはない」
と言うかもしれません
（笑）
。
多分、みんなこういうふうに考えてやっているんだろうという認識でいます。いつも教員
間で話をしていて合意しているのは、要するに、
「療養管理上必要なことというのは、能力
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保証さえすれば、それは医師がやるか看護師がやるか、それはどっちでもいい」というこ
とです。それから「医学的知識、技術は看護が引き受ける限り、それは看護なんだ」とい
うことです。それから「看護が医学的知識や技術を引き受けて看護でモディファイするこ
とで初めて看護の拡大になるんだ」
ということです。
医学をそのまま持ってきてたんでは、
それは看護ではないので、そこをどうするのかということを、日本の中で日本版のＮＰを
作っていくときは、それをやらないとやっぱり納得できない。高度実践看護師を大学院で
育てるって、そういうことなんだと思います。それから、教育の歴史が積み上げられるま
では、医師に協力はおねがいする。アメリカも最初はそうしてきたわけです。今やもうＮ
ＰがＮＰ教育をしていますが、最初は医師にお願いした歴史がありました。

実際の教育内容（緩和ケア療養管理）

実際の教育内容（放射線療法療養管理）

• 緩和医療、療養管理（緩和ケアチームの事例で実習、）

• 放射線治療とその療養管理

– 特殊な病態でのオピオイドの選択（腎機能障害、透析、
肝機能障害など）、
– 非オピオイド製剤、非ステロイド製剤使用上の留意点、
– 神経ブロック、

– 放射線治療の生物学的基礎
– 物理学的基礎
– 各種分割照射方法と有害事象との関連
– 放射線治療方法の選択
– 高精度放射線治療
– 有害事象の判断など
– 患者の反応、セルフケア能力アセス（CNS担当）

– 特定の病態による痛みに対する治療（神経障害性疼痛、
骨転移痛、膵臓がんの上腹部痛、胸部痛、会陰部痛、悪
性腸腰筋症候群、消化管閉塞による痛みなど）など
– 患者の身体情報、コミュニケーション、看護方法の患者と
の共有、チームでの共有（CNS担当）
実習期間2週間
放射線治療専門医と放射線サブスペシャリティのCNSが指導
事前に臨床講義、事後にまとめの講義を実施

実習期間2週間
緩和治療専門医と緩和ケアサブスペシャリティのCNSが指導
事前に臨床講義、事後にまとめの講義を実施

がん療養管理全般における相談技術
• がん患者教育・相談演習
– ・事例を用いたがん療養に関する相談、意思決定支援
– ・がん治療に対するストレスリダクション（看護によるカウ
ンセリング）実技演習

• 各種治療の事前教育と患者のセルフケア能力開発
– 患者用教材開発
– 教育的セッションの演習）

• 事例を用いたがんに関する遺伝カウンセリング演習
– 演習内容に応じて、シミュレーターや模擬患者等を用いて
演習を行う。
治療看護実習期間中、および高度実践看護実習中全体（１０週間）にわたり
行う。 大学教員、CNSがスーパーバイズを行う

実際の教育内容、例えば緩和ケアのところでは、チームに入って、医師から病状の判断や
処方について学びます。放射線治療では、療養管理というのは、最初にメニューが決まっ
たら、そのあとずっとほとんど看護師ができると思うんですね。日本は医師が毎回診察し
ていますが、維持管理のところを医師のもとでやらせてもらっています。それからあと、
相談技術ですね。こういうことを、今、実習でやっていますので、川崎先生に実習の様子
を少し話していただきます。
川崎：失礼いたします。私どものがん看護の領域では、もともとＣＮＳ実習としてあった
直接ケアの実習を３カ月間経験したあとに、治療看護実習１、治療看護実習２を４単位分
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の実習として１年生と２年生の間に組み込んでおります。既存の実習でなかったものを、
どう組むかということで、まずは修 生であるＣＮＳが就職した先であり、かつ治療的な
介入をより多くやっているＣＮＳの方がいる医療機関へ実習を 頼し、今現在は緩和ケア
領域と放射線領域で実習を展 しています。まず一番最初に学生がすることは、患者さん
のカルテを見て、
自分で２週間の間に８名から 10 名ぐらいの患者さんをピックアップして、
情

を取ります。
その後、
自分なりにアセスメントした結果を持って患者さんに面談をし、

その後主治医の方の診察に同行させていただきます。その時点では、自分なりのアセスメ
ントがあるわけなので、そのアセスメントと医師がしていたアセスメントの違いであった
りだとか、どこが足らなかっただとか、そういったところを夕方にセッションを持ってい
ただいて、そこで擦り合わせ作業を行います。そこまでで実習を終えてしまうと、医学的
な部分だけになってしまうので、タイムリーにちょっと毎回はできないんですけれども、
ＣＮＳの方が同じ患者さんを見ていますので、ＣＮＳの方にもう１度面談をして頂いて、
ＣＮＳとしてどういう介入をしているかだとか、学生が看護としてこういうところが気に
なったんだけれどもＣＮＳから見たらどうなのかというようなところについて、ＣＮＳと
擦り合わせ作業をします。そういったことをやりながら、介入はしないんですけれども、
患者さんと診察後の面談を通じて、診察を受けた患者さんが 害事象が結果的にどうなっ
たとか、そういったところも見るようなプロセスを経ています。
学生の反応といたしましては、例えば、どんなことができたかと言いますと、緩和ケア
の領域ですと、学生はもともと医学的な知識を持ちながらいろいろな みアセスメントを
していたんですが、麻酔科医の場合はＣＴの画像だとか 瘍そのものが神経をどう障害し
ているのかということを細かくアセスメントしますので、そういったものを今まで以上に
深く知ることによって、自分の看護がどう変わるという体験をします。学生が申しました
のは、今までも同じように患者さんの体験を聞いたり、アセスメントしながら、生活を考
えてきたんだけれども、この実習では、この先患者さんの生活があと１週間なのか、１カ
月後なのか、どの段階で障害が起こり得るのかということを、病態的にイメージできるの
で、患者さんと目標設定をする仕方が、今までと比べ変わってきたようだというようなこ
とが出てきておりました。あとは、放射線治療での実習では、がんの場合、放射線治療以
外の治療の選 肢もありますので、患者さんが放射線治療を選 する時点からかかわる上
で、 害事象がその人のセルフケア能力に応じてどれぐらい対処できるものなのか、今後
の生活に放射線治療による

害事象がどう患者さんに影響を与えているかということを、

患者さんが治療を始める前から共 することによって、患者さんが本当に放射線治療を選
んでいいのかどうかというところの支援ができるというようなことが、具体的なところと
して挙がっておりました。
あと課題としまして、１点感じておりますことは、学生が臨床に出て（ＮＰとしての）
ロールモデルとなる人がいないわけなので、学生が柔軟に、こんなこともできそうだとい
うようなスタンスに立っていかないと、どんどん実習が進んでいきません。自分にできる
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範囲のことで立ち止まられてしまうと、なかなか実習のできる量の幅が、学生に応じてで
きてしまうというところが、現時点での課題だというふうに思っております。
内布：はい、ありがとうございます。それで、学生の実習は今年で 3 回目になりますが、
非常に象徴的なことを学生が言っておりました。最終試験のとき学生が、実習の経験を話
し、さっき川崎先生が述べた麻酔科医の みの診断のプロセスを説明してくれました。私
たちは患者さんの症状というのを主観的に聞き取ります。患者さんのお話をじっくり聞き、
症状体験を理解するところから始めますが、それはもちろん医師も行っているのですが、
加えて画像、ＣＴ、ＭＲを見ながら、判断していくプロセスがあります。患者さんはまだ
症状として自分は自覚できない段階なのですが、医師は画像上何かあるはずだと言うんで
すね。それで、背中のこの辺に、多分、違和感があるはずだと言う。でも、患者さんはそ
れに気付いてなくて、まだ言えてないんです。それで診察に学生と医師が２人で行きまし
て、 みのことを聞くわけですけれども、画像上のことはもちろん、患者さんは言わない
わけですね。症状を聴いた後に医師が背中のこの辺が張った感じはしないかとか、こうい
う違和感はないかとか、患者に聞くのですが、すると患者さんはそれは確かにあると。し
かし言い表せなかったんだと。で、考えたのですが症状マネジメントの世界では患者の体
験を客観的データで説明できないことが多々あり「客観を超える主観」の世界を理解しよ
うと努力します。しかしこの学生が体験した現象は「主観を超える客観」ではないかと、
そういうことを私は思いました。診断や治療の実習をやらせていると、そういう面白い発
見もあって、なかなか学問としての看護の広がりというものが見えてくる。クローズ先生
がおっしゃったクリニカルスカラシップに結び付くようなことではないかと思いました。
カリキュラム作っていく苦労はあるのですが、スカラシップが根底に走る教育になればそ
ういう広がりが出てくるということで、非常に面白いなと感じています。
（拍手）
この後 15 分程度の意見交換が行われ、高度実践看護師のコンピテンシーを明確にして、
それを目指してカリキュラム 発を行うことが重要であることやＮＰとＣＮＳのカリキュ
ラムの違いを見極めていくことなどが意見として出された。また薬理学をはじめとして学
部教育や現場での積み重ねが弱い部分があり、基礎教育の見直しや入学時点での知識、経
験の 差を考慮した柔軟なカリキュラム 発についても言及があり、ＮＰの場合、特に必
要単位数は多くなることが予測される。
さらに資 認定試験のありかたについても検討が必要であるという意見がだされ、看護
系だけでなく医学系の学会の協力を得て認定制度を創設していくなど、日本の現状を踏ま
えたやり方を模索する必要があるものと思われる。
法律の制約がある中でどのように高度実践看護師を育て、活 を展 していくかも課題
であるが、法律の解釈を的確に行うこと、また厚生労働省の通知などで対応可能な部分も
多いことなどが意見としてだされた。
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最後に文部科学省看護専門官の石橋氏から、大学院教育について考えていく時期に入っ
てきているとの認識が示され、特に、高度実践看護師の教育は大学院教育のベースでおこ
なうこと、大学院教育に本当に必要なものを確認をさせていただいたというコメントがあ
った。野嶋佐由美看護系学会協議会代表理事からの閉会のあいさつをもって閉会した。
我が国の高度実践看護師教育は、日本看護系大学協議会が教育の仕組みを作り、これま
でＣＮＳを中心に養成してきた。臨床状況の変化、教育の高度化によって、さらに医療に
踏み込んだ

が期待されＣＮＳの教育も変化し始めている。日本でどのように高度実践

看護師をデザインするか、日本看護系学会協議会、日本看護系大学協議会、日本学術会議
など、立場を超えて検討が始まっている。
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