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１．本年度の研究成果 
１）	 NPの役割機能と在宅患者のQOLに関する研究 
ナース・プラクティショナー（NP：診療看護師）とは、医師の包括指示による疾病管理を
担う高度専門職業人である。高度な医学知識の水準がなくしては、急性増悪の判断、合併症の

判断、救命の対応ができず、生命・病状に責任を持てないケアになる。在宅患者や外来・入院

患者に医療に精通したNP は、高度な医学知識を持って的確な病態判断と合併症の予測判断を
伴ったケアができれば、後遺症は少なく、最短の治癒過程をたどることができ、この医療能力

と併せて心理的にサポートができ、よいコーディネートが可能である。 
前年度研究、日本と海外のNurse Practitioner 教育に関する研究結果は、一般的な傷病に対
応する基本的能力に必要な知識・技術、治療（処置．薬物）・面接・管理（サマリー等）、がん

に特化して必要な知識・技術に関して、教育の到達目標のレベルは日本の研修医や、がん専門

医の基本的能力に近く、また、患者のための医療行為を行う場合に必要な知識・技術に対する

NPの必要性や役割・業務に関する期待は高かった。その能力をもったNP の機能を検証する
ものである。 
〔研究目的〕高度な医学知識・技術と心理学的技法を持ったNPのコーディネートを含む在宅
看護の役割機能について、医師・看護師の認識から、長期闘病患者・ターミナル患者別に在宅

患者のQOL向上との関連を検討する。 
〔研究方法〕承諾を得た機関や施設の対象者：日本の訪問看護ステーション看護師と地域

看護専門看護師と訪問看護認定看護師 41名、開業医と病院がん専門医師 137名で、回収
率は看護師 15.2％、医師 11.9％であった。調査は、現在の看護師(以下 Ns)と前述の能力
をもつ仮定のNP（以下NP）に、長期闘病患者・ターミナル患者別に、どのレベルの事例
を受け持てるか３または４段階で例示（白血球：＞3000,3000~2000,2000~1000,＜1000)、
ケア状況は予測される評価・結果を３段階で例示（大変よくなる、よくなる、変化なし）

して、通院や在宅生活時の病態判断・症状コントロール・ケア面、および生活ニーズの支

援、在院日数・医療内容を得た。得点は１～３点と設定し、NP と Ns のデータの差を用
いて分析した。調査は無記名で、返送をもって同意とし、IRBでの承認を得た。 
〔結果〕（１）病態判断・症状コントロール・ケア効果の平均は、医師はすべての症状・ケア

の難易度の高い（例・白血球では 1000以下、PO2 60Toor以下）項目について、NPはNsの
２倍以上の度数であった。患者別では、NPの役割機能は長期闘病患者に有意に高かった。 
（２）基本的生活行動・精神心理社会状況、介護力の向上は、医師の方が、NP の役割機能を
長期闘病患者に期待していた。特に精神的問題、スピリチュアルな苦痛に対しては高かった。

（３）医療福祉状況の改善、医師病院・施設から在宅への移行効果はあり、やや長期闘病患者

が高かった。ケア体制のなかでも、ケアの個別性・具体的な計画、モニタリング・評価、情報

共有と協力､チームケア体制づくりは、高かった。 
（４）入院期間の短縮は、現在の在院日数より医師は 9.05日短く、看護師は 18.51日の短縮で
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あった。  
〔結論〕在院日数の短縮や在宅患者の QOL 向上には、専門的知識と技能を持ったＮＰの役割
機能は期待できる。病態判断・症状コントロール・ケア効果については、医師の方が看護師よ

り役割と貢献の評価は高い。看護師は在宅ケアの移行効果を評価している。入院期間の短縮効

果はいずれにもみられるが、日数差は対象の特性から、医師は急性期病院、看護師は老健施設

等の在宅の視点からの相違と考えられる。再発・転移治療の長期闘病患者やターミナル患者を

含む在宅患者の QOL 向上には、専門的知識と技能を持ったＮＰの役割機能は高い。特に長期
闘病患者の病態判断・症状コントロールやケアにNPは重要な存在といえる。 
２）分担研究．がん専門医の視点からの医療職として協働するNP役割に関する研究 
	 診療実践におけるナースプラクティショナー（NP）の存在意義と役割を考えていく基礎資
料とすることを目的として、日本癌治療学会役員 266 名(癌専門医群)と日本プライマリ・ケア
連合学会役員 57名及び臨床研修病院大学病院プログラム責任者 771名(総合医群)を対象に、横
断研究（自記式のアンケート調査）を実施した。返送があったのは、癌専門医 69 名(回収率
25.9％)、総合医群 161名(同 19.4％)で、NPに習得が必要と考える項目の割合の一致度は高く、
両者の相関係数は 0.898と極めて高かった。両医師群の％の差をとって検討した結果、臨床症
状に関しては、概して癌専門医がより重要視しており、救急関係はほとんど同じ、一般的な疾

患や生活習慣病は総合医の％が高くなっていた。癌専門医は総合医よりも、個々の疾患の理解

より総論的な集学的治療、癌性疼痛などの緩和医療、抗癌剤をはじめとする癌治療に伴う副作

用の周知が重要と考えていることが明らかになった。 
３）分担研究．総合的がん専門医療職養成の視点からの共同可能教育に関する研究 
医師や薬剤師と協働するNPの養成の視点から教育プログラムを検討し、がんプロフェッシ
ョナル養成プランの共同教育の状況とその必要性および課題を把握することを目的とし、当プ

ログラムの教育担当者を対象に 6 科目群 44 科目についての共同教育開講の有無と共同教育の
必要性の認識についてのアンケート調査を行った。117名（回収率 23.7％）から回答が得られ
た。43科目において、共同での開講がなされていた。看護師と医師、薬剤師教育との共同開講
が必要と強く認識されていた科目は、三者に共通して必要とされる科目群である＜緩和医療・

倫理科目群＞と＜がん患者へのケア科目群＞＜チーム医療科目群＞の科目であった。医師や薬

剤師は、共同教育での意義を感じ、医学科目における共同教育の必要性を認識していた。しか

し看護師においては、医学科目における共同教育の必要性の認識は低く、必要であってもその

教育の到達度を明確にすることや科目の選定を吟味することであった。一方、実際に共同教育

を担当している看護教員は＜がん基礎医学科目群＞において、全員が必要とした科目をあげて

いた。また担当していない看護教員と比較して、殆どの科目において必要と考える比率が高か

った。以上のことから、チームの医療の中で、高度な看護実践者として活動するための共同教

育を検討することは意義があると考えられ、その教育プログラムの検討には、医学科目も視野

にいれ、その際には特に医学科目内容については、学習到達度を明確にしたうえで、よりチー

ム医療の観点から成果が得られるような共同教育の方法を吟味することが重要である。 
 
２．前年度までの研究成果 
１）分担研究．台湾におけるNPの現状認識と専門性に関する展望 
台湾におけるNP制度は、法整備が大学教育よりも先行して行われ、病院内教育が中心であ
る。医師による院内教育を受けてNPとして活躍している看護職の現状に対する認識と展望を
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検討した。NP 11名に面接調査を行った。NPの存在を 100％必要といい、看護独自の機能や
立場を主張しながらも、現在は不足している医師の業務の補助者として機能している。また、

緊急患者に医療行為などを担当し、さらなる教育の要請があった。 
２）分担研究．がん専門医の視点からの医療職として協働するNP役割に関する研究 
日本の小児がん治療医（小児血液・腫瘍医と小児外科医）のナースプラクティショナー(NP)
に関する意識調査を行い、小児がん診療におけるNPの存在意義と役割を検討した。対象は日
本小児がん学会会員で横断研究（自記式のアンケート調査）である。小児科医・外科医とも治

療終了後の小児がん経験者の長期フォローアップに関する役割を期待する人が 70％を超え、特
に連絡役、健康教育、検診スケジュール立案などに関するニーズが目立った。小児がん治療医

のNPに対する期待は高いことがわかった。 
３）分担研究．日本と海外のNurse Practitioner 教育に関する研究 

NP の役割・機能と教育を、がん治療認定医やがん専門薬剤師と協働できる能力、病態変化
にNP自身の判断で、的確に対応できる能力に関して、到達目標を検討した。①一般的な傷病
に対応する基本的能力に必要な知識・技術（頻度の高い症状判断、緊急を要する症状・病態判

断が求められる疾患・病態判断）②治療、面接・管理等の医療行為	 ③がんに特化して必要な

知識・技術、④役割・業務と⑤NPの必要性を、日本の医師 226名・看護師 246名と米国 166
名・台湾 115名のNP対象に調査した。一般的な傷病に対応する基本的能力に必要な知識・技
術、治療（処置．薬物）・面接・管理（サマリー等）、がんに特化して必要な知識・技術に関し

て、教育の到達目標のレベルは日本の研修医や、がん専門医の基本的能力に近く、また、患者

のために医療行為を行う場合に必要な知識・技術に対する責任感は強く、NPの必要性や役割・
業務と貢献についても看護専門職意識は高かった。研究結果の検証を目的に、NP 国際シンポ
ジウム開催した。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
１）優れた能力のNPの役割機能は、症状・ケアの難易度の高い長期闘病患者には重要であっ
た。また、在院日数の短縮、在宅患者の QOL 向上に専門的知識と技能を持ったＮＰの役割機
能は期待できる。医療の高度化、超高齢化社会に対応するには、的確な病態判断と Cure に責
任持つ Careができる医療に精通した NPが必要であり、患者の免疫力低下と関連するがん医
療の知識をもつ NPの能力はがん専門に限らず、在宅患者、外来・入院患者の QOLに寄与す
るものであるといえた。 
２）現在、NP 養成の教育方略について検討中である。日本の研修医制度研修プログラム、が
んプロフェッショナル養成プランのカリキュラム、ESMO/ASCO の臨床腫瘍専門医のコアカ
リキュラム、日本の専門看護師（がん・地域）カリキュラム、米国N P教育カリキュラム、台
湾NP教育と、第一段階の研究結果をすり合わせ、重点目標を抽出し、教育方略の作成を進め
ている。 
３）教育制度の提案 
大学院博士課程（３年）：１，２年目は講義（上記の教育到達目標以外に疫学研究と統計学

含む）・演習実習（医療技術含む）。３年目は実習（病棟、ICU/ER、外来）、博士論文作成。 
修士学位のコース（CNS、論文）の履修により、選択科目から必要な単位を取得する。学術
講演会、症例検討会、セミナー等の参加、学会発表を行う。免許更新や、継続単位も提言に盛

り込む。 
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４．倫理面への配慮 
調査施行前に、研究代表施設（日本赤十字秋田看護大学）の IRBで倫理審査を行い承認を得
る。アンケート調査に際しては、回答者自身が調査内容の説明書を読み、同意をした場合のみ

自記式で回答し、調査票を返信用封筒で送付する。本調査研究は「郵送による無記名自記式調

査」で、無記名でさらに郵送法であることから拒否権が十分に保証されており、調査協力の任

意性が担保されているため、返信をもって同意が得られたものとする。 
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