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１．本年度の研究成果	 

１）	 日本と海外の Nurse	 Practitioner	 教育に関する研究（その２）	 

〔研究目的〕	 

がん患者の QOL に繋がる在宅医療推進に向けた、総合的がん専門医療職のがん治療認定

医、がん専門薬剤師と協働する Nurse	 Practitioner	 （NP：診療看護師）に関する研究の一

環である。急性増悪の判断、合併症の判断、救命の対応等には医学知識が必要である。在

宅患者や外来・入院患者に、医学知識に精通した NP が、的確な病態判断を元にしてケアが

できれば、後遺症は少なく、最短の治癒経過となることが期待される。併せて看護の視点

が加わることで心理的なサポートやよいコーディネートも可能になり得る。	 

本研究は日本と米国・台湾の NP 教育内容に関する認識から、NP の必要性と役割・機能お

よび教育到達目標を比較分析し、NP の現場ニーズと看護の責務、教育方略の資料とする。	 

〔研究方法〕	 

対象は、研究に同意した日本の CNS・がん化学療法認定看護師（246 名）、台湾 NP（115

名）、米国 NP（166 名）および日本のプライマリ・ケア連合学会・日本癌治療学会等医師(226

名)である。本調査は、CNS の看護教育内容を教育方略策定時の参考とし、CNS 教育内容と

重複する部分は調査項目から除外したものである。調査内容は、医師・薬剤師と協働する

医療の視点から NP	 教育に関する項目を設定した。回収率は日本看護師 30.9％,	 台湾 NP	 

100％、米国 NP	 33.2％、医師 20.6％である。	 

〔結果〕	 

１．一般的な傷病に対応する基本的能力に必要な知識・技術の中で診断（診察、検査）関

係：①頻度の高い症状判断に必要な項目数の平均は、日本看護師 67.9％、台湾 NP	 85.1％、

米国 NP	 96.0％、医師 77.9％で、米国 NP が高かった。②緊急を要する症状・病態判断に必

要な項目数の平均は、日本看護師 60.0％、台湾 NP	 85.2％、米国 NP	 89.2％、医師 74.0％

で、米国 NP が高かった。③判断が求められる疾患・病態判断に必要な項目数の平均は、日

本看護師 55.2％、台湾 NP	 70.0％、米国 NP	 87.3％、医師 57.3％で米国 NP が高かった。	 

２．治療、面接・管理等の医療行為：NP	 が独自に行う場合の項目数平均は、日本看護師 48.6％,	 

台湾 NP	 39.0％、米国 NP	 76.8％、医師 49.1％で、米国 NP が高かった。医師の指示が必要

な場合の項目数平均は、日本看護師 34.4％、台湾 NP	 53.9％、米国 NP	 14.2％、医師 32.4％

で、台湾 NP が高かった。	 

NP	 が独自に行う場合、医師の指示が必要な場合を含めた項目数平均は、日本看護師83.0%、

台湾NP	 92.9&、米国NP	 91.0％、医師81.5％であった。国により項目数に差はあるが、いず

れも業務拡大指向が強い。日本の医師・看護師は「看護業務実態調査～看護師が行う医行

為の範囲に関する研究」（2010，有賀）の速報値と傾向は類似していた。	 

３．	 がんに特化して必要な知識・技術：項目数平均は、日本看護師 81.3％、台湾 NP	 50.9％、



米国 NP	 78.0％、医師 57.4％であった。台湾 NP にがん専門はなく、また米国のがん NP(5.4%)

は少数で、医師のがん関係者は 80.1％、日本のがん関係看護師は 85.4％と対象者にバラツ

キがあり、データは日本の看護師が高かった。ちなみに、日本のがん CNS	 87.2％、がん化

学療法認定看護師 80.6％であった。	 

４．役割・業務に関するもの：項目数平均は、日本看護師72.9％、台湾NP	 73.0％、米国NP	 

92.1％、医師79.4％で、米国NPが高かった。	 

５．NPの必要性について（未回答％）：日本看護師61.0	 (18.3)％、台湾NP	 96.5	 (2.6	 )％、

米国NP	 95.8(4.2	 )％、医師90.7(1.8)％が必要と回答し、台湾NPと米国NPとが高かった。	 	 	 

〔結論〕	 

現在、NPとして活躍している米国NPは、すべての教育到達目標が高く、がん専門医の基

本的能力はNPの分野を問わずNPの基礎知識として必須と考えている。また、NPの必要性に

対する認識も高い。次に高いのは、台湾NP、日本の医師である。NPのいない日本の看護師

も60％程度に高い。しかし、がん専門医の基本的能力については、がんNPがいない台湾NP、

日本の医師のデータは低い。逆に、85％程度がん関係者を含む日本の看護師はがん専門医

の基本的能力は必要と考えている。	 

以上、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に関する役割と業務、およびがん

に特化した内容や貢献についても看護専門職意識は高い。	 

	 

２）NP国際シンポジウム開催	 

目的：上記の研究結果の検証、および教育方略（カリキュラム＝講義・実習）、NP 看護協

会・免許と更新関係、大学院の評価機構、業務関連（実際業務、関連法規、MD との関係）

の国際比較を目的として、11 月 19 日に国際シンポジウムを開催した。	 

内容は、①本研究班の調査結果のプレゼンテーション	 ②シンポジウム：米国におけるNP

の教育および業務、台湾におけるNPの教育および業務、日本におけるNPの教育目標と教育

方略	 ③特別講演：	 医師と高度専門看護師の望ましい医療連携であった。	 

参加者：97名（医師6名、看護職1名）評価：とても良い・良い94％	 

関心度：米国における NP 教育および業務 82％、台湾における NP 教育および業務 29％、日

本における NP 教育目標と教育方略 61％、医師と高度専門看護師の望ましい医療連携 35％	 

	 

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、

大学院教育は少数である。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検討した。対象は台湾で活躍中の NP 女性	 11 名で、面接調査を行

った。結果は 100％の人が NP の存在を必要といい、看護独自の機能や立場を主張しながら

も、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調査すること

を目的とした。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．研究成果の意義及び今後の発展性	 

１）日本と海外の Nurse	 Practitioner	 教育に関する研究（その２）は、調査項目作成に当

たり、医学教育の視点からの NP	 教育に関する研究（分担研究）と合体させて進めた。特に、

治療（処置．薬物）、面接・管理（サマリー等）では、医学教育に関わる研究協力者にプレ

テストを行い、項目の精選をした。また、がんに特化して必要な知識・技術、即ちがん診療

に関する到達目標としての悪性疾患の診断，病期の評価、基礎疾患および合併症の治療等に

関する項目は総合的がん専門医療職養成の視点からの協働可能教育に関する研究（分担研

究）と協働し、さらに医師の長期フォローアップに関する NP 研究（分担研究）は NP 役割項

目に導入し、全ての分担研究を統合させて展開したものである。今後は、多変量解析を用い

て、各局面について重点目標を抽出し、教育方略を作成する。研究データに基づかない内容、

免許・更新関係等その他は、NP 国際シンポジウムや文献研究より提言する。	 

２）総合的がん専門医療職のがん治療認定医、がん専門薬剤師と協働するために必要ながん

プロのカリキュラム、がん CNS カリキュラム等を含めた調査研究は進行中である。	 

３）NP の必要性と機能、教育内容と方略に関する検証研究(実効性予測調査研究)は、第１

段階の研究をベースに、第２段階研究として、NP 機能・役割と在院日数・QOL との関連等

を構成した NP の存在が QOL にどのような影響を及ぼすかという予測調査が進行中である。	 

	 	 以上、医療の高度化、10 年以降の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 が必要である。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。能力の高い NP 養成のための教育方略の検討は重要である。	 

	 

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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