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はじめに

　今期の原中会長からの看護職員検討委員会への諮問は、「看護職員を

めぐる諸課題への対応一チーム医療における看護職員の業務のあり

方について一」であるが、非常に大きな課題であった。

　二年をかけて検討したが、行き着くところは「特定看護師（仮称）」、

現在は「看護師特定能力認証制度」、についてであった。

　第皿章で記述するが、一般の看護師全体のレベルアップをしていく

ことは必要だが、看護師という国家資格のうえに、さらに国による認

証制度を設けることについては弊害の方が大きく、反対であることで

一致した。

　本報告書においては、看護職員養成にあたっての課題、及び准看護

師生涯教育研修についても、とりまとめを行った。
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第1章　看護職員養成にあたっての課題

1．平成23年医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査につ

　　いて

（1）入学状況について

　　平成23年度は、准看護師課程及び看護師3年課程において、昨

年度同様、応募者の増加があり、過去6年間で最高の倍率となった。

具体的には、准看護師課程において、応募者が昨年度の2万7千人

から今年度は2万9千人に増加し、倍率も昨年度の2．8倍から今年

度は3．0倍へと上昇した。看護師3年課程は、応募者が1万1千人

　から1万3500人に増加し、倍率も3．8倍から4．4倍へと大幅

　に伸びた。（表1・図1）

【表1】平成23年度医師会立助産師・看護師・准看護師課程の入学状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

定員 応募者 倍率 受験者 合格者 入学者

　准看講師課程一　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　昌　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一

@　（うち男子）

　9，798一　　一　　一　　－　　，　　甲　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　， 29，058＿　　一　　＿　　一　　一　　一　　－　　層　　一　　一　　昌　　一　　一

i6，845）

　3．0倍一　　一　　一　　一　　甲　　昌　　昌　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　昌

　27，901＿　　＿　　＿　　－　　一　　一　　層　　一　　－　　－　　昌　　一　　－　　一

@（6，546）

10，550一　　，　　甲　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　甲

i1，965）

　9，816甲　　昌　　昌　　－　　－　　－　　一　　一　　一　　響　　響　　甲

i1，816）

看護師2年課程一　　一　　，　　甲　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　，　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　甲　　－　　－　　一　　昌　　一

@　（うち男子）

　3，845一　　甲　　昌　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　雫　　－　　－ 　5，211－　　一　　一　　－　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　響

i1，253）

　1．4倍甲　　一　　－　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　一　　一　　一
　5，046一　　一　　一　　一　　一　　－　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　，　　一

@（1，207） @（840） @（783）

看護師3年課程＿　　＿　　＿　　一　　一　　一　　，　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　昌　　一　　一　　一　　，　　－　　昌

@　（うち男子）

　3，017＿　　－　　一　　一　　一　　，　　昌　　一　　昌　　A　　一　　一　　一 13，468＿　　＿　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　昌　　昌　　一

i2，776）

　4．4倍一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　雫

@（2，642）

3，814一　　一　　甲　　昌　　昌　　一　　‘　　－　　一　　一　　，　　甲

@（545） @（463）

助産師課程 135 475 3．2倍 456 139 135
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【図1】倍率の年次推移

（倍）
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5．2

5．0

4．0

3．0

2．0

4．β

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲
　　　　　　　　　　　　　　　　3．9　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1　　　4．4

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　3．2　　　　　　　　　　　　　　　　ヨコ　　　　　　　　　　　　　　　ノ参、　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　30
3．2　、、▲一一　一▲一一一r〆
　　　　2．8　　　　　　　　　2．8　　　　　　　　　2．7

　　　　　　　　　　　　　2．0
　　軸、■中軸一一・■・一一・■
1．6

　　　　1．4　　　　　　　　　1．4　　　　　　　　↑．4

＋准看護師課程

・－・看護師2年課程

一▲一看護師3年課程

＋助産師課程

1．0

1．9

0．0

1．8

0

0．0

18年度　　　19年度　　　20年度　　　21年度　　　22年度　　　23年度

　図2は、入学者の最終学歴の割合を示したものである。准看護師

課程においては、高校新卒の割合は28．7％と、昨年に比べ若干増

えているが（昨年度26．2％）、高校既卒の割合が約5割と最も多

い。短大・大卒も約2割を占め、年々増加の傾向にある。

　一方、看護師3年課程は、高校新卒が約6割を占め、昨年度に比

べ若干増えている（昨年度56．7％）。短大・大卒は看護師3年課

程においても17．6％となっているが、昨年度に比べると若干その

割合は減っている（昨年度19％）。

　以上のことから、准看護師課程は、社会人が新たに看護職を志す

道として、重要な役割を果たしていると考える。
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【図2】平成23年度入学者の最終学歴の割合

※各校の平均比率

准看護師課程

看護師2年課程

看護師3年課程0

．3一
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　　　　　　　　9．2　　9．6
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0％　　　　10％　　　　20％　　　30％　　　　40％　　　　50％　　　　60％　　　　70％　　　80％　　　　90％　　　100％

（2）卒業状況について

　図3は、卒業生の進路の割合を示したものである。

　准看護師課程の県内（医師会管内＋医師会管外）就業率は47．

1％であり、進学（進学＋医療機関に就業しながら進学）も41．

7％と高い。しかし、進学者の半数以上が医療機関に就業し（全体

の23．5％）、地域医療を支えていることがわかる。

　看護師2年課程卒業生の県内就業率は83％、また看護師3年課

程は83．9％であり、医師会立養成所卒業生の県内就業率は高い

　（全国の養成所の県内就業率：2年課程67％、3年課程77．6％）。

参考までに、看護大学卒業生のうち、「看護師として就業」した者の

　「県内就業」率は59．3％であり、養成所に比べて大学卒業者の県

内就業率は低くなっている。
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　助産師課程については、他の課程に比べて、県外就業率が20％

と高い。助産師課程は学校養成所が少ないため、医師会立の学校養

成所が、県外からの学生も含めて、貴重な養成の場となっているこ

とが窺える。

【図3】平成23年3月卒業生の進路

　　　　　※各校の平均比率
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（3）運営状況について

　今年度は、入学金や授業料等の学生納付金や、補助金、また医師

会会計からの繰入金について調査が行われた。初年度に学生が納付

する額（入学金、授業料等）は、表2の通りである。
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【表2】平成22年度　学生納付金　初年度納付総額　　（学校数）

准看護師課程　看護師2年課程 看護師3年課程 助産師課程

40万円未満 24 （12．7％）　2 （2．7％） 3 （5．9％） 0 （0．0％）

40’》60万円未満 （16．0％） 1 （2．0％） 0 （0．0％）

60～80万円未満 ．顯　罐描
恟n・墜1

　　　　　12

@　　．ぎ 5 （9．8％） 0 （0．0％）

80～100万円未満 16 （8．5％） 幽≧

T
欝
『
翼
騨
．
讐

垂｝　　簸

@　　　㍊・・
@賜漢■．μ．難

0 （0．0％）

100～120万円未満 4 （2．1％） 7 （9．3％） 糟灘 0 （0．0％）

120万円以上 3 （1．6％） 4 （5．3％） 4 （7．8％）

、・｝　　L・　距　窄　・舜

合計 189 （100．0％） 75 （100．0％） 51 （100．0％） 5 （100．0％）

※平成23年度募集停止校及び公設民営等の養成所は除外して集計した。

　准看護師課程では「60～80万円未満」が約40％と最も多く、

次いで「40～60万円未満」が約35％となっている。看護師2

年課程、看護師3年課程、助産師課程の順に、費用は高くなってい

く。

　ただし、一生涯の資格を取得するための費用としては非常に安く、

他の資格（医療関係職以外）の取得費用と比べても安いのではない

かと思われる。これまで、各養成所では学生納付金の額を引き上げ

てきたと思われるが、この不況の中、学生に負担させることにも限

界があり、また公立校の学費が安いため、周辺に公立校がある場合

はなかなか値上げも出来ない状況がある。

　結局、国及び都道府県医師会から交付される看護師等運営費補助

金と学生納付金だけでは賄うことができず、医師会会計からの繰り

入れが行われている。今回の調査でも、いずれの課程においても、

半数以上の学校で医師会からの繰り入れが行われていた（表3）。
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【表3】平成22年度医師会会計からの繰り入れ　　（学校数）

准看護師課程 看護師2年課程 看護師3年課程 助産師課程

なし 68 （34．9％） 28 （34．1％） 17 （33．3％） 1 （20．0％）

100万円未満 25 （12．8％） 8 （9．8％） 5 （9．8％） 漣灘一’

T惣難

　　｛櫛縫難船ぐゑ．鐸蝋識

100～300万円未満 瓢醜．　二享 10 （12．2％）
で醤 @う一 　　　醗鰍　，・角軽　笠華

0 （0．0％）

300’》500万円未満 20 （10．3％）
畷詔

Q．…

　『 @’1輩・縫　　．，、藤2班難

4 （7．8％） 1 （20．0％）

500～700万円未満 15 （7．7％） 4 （4．9％） 4 （7．8％） 0 （0．0％）

700～1000万円未満 8 （4．1％） 5 （6．1％） 3 （5．9％） 0 （0．0％）

1000’》2000万円未満 11 （5．6％） 8 （9．8％）

．　『り　　　　し

0 （0．0％）

2000万円以上 2 （1．0％） 6 （7．3％） 3 （5．9％） 0 （0．0％）

回答無し 6 （3．1％） 1 （1．2％） 3 （5．9％） 0 （0．0％）

合計 195 （100．0％） 82 （100．0％） 51 （100．0％） 5 （100．0％）

※公設民営等の養成所は除外して集計した。

　また、「その他の団体からの補助金」を受けている学校も多く、そ

の多くは都道府県医師会や、周辺の郡市区医師会からの補助金であ

った。設立母体の医師会だけでなく、都道府県医師会や周辺の郡市

区医師会を含めた多くの医師会が、地域医療を担う看護職員の養成

に協力していることがわかった。金銭面以外にも、医師会の会員が

講師として、ほぼボランティアのような形で、協力している。

　現在、全国の医師会立養成所は、開校後数十年を経ており、校舎

の老朽化に伴う建替えの問題が出てきている。もし補助金が交付さ

れなければ、建替えることができず、やむなく閉校に至ってしまう

ことも大いに考えられる。そうなれば、現在でも看護職員不足にあ

えぐ現場は、ますます大変なことになる点を踏まえて、国において

は十分な予算の確保をするべきである。
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（4）まとめ

　地域医療を支える看護職員を確保するため、地域の医師会及び会

員が、さまざまな協力をして養成している。しかしこうした事実は、

医師会以外の関係者やマスコミ、国民には十分に知られていないの

ではないか。地域の医師会が、最前線の現場の看護職員不足に真剣

に向き合い、様々な困難を抱えながらも看護職員を養成しているこ

とを、もっと広く知ってもらうことが必要である。それは、ひいて

は、看護問題に対する医師会の対応に関する偏見も取り除いていく

ことにもつながるのではないか。

　医師会が看護問題について反対すると、必ず「医師会のエゴ」の

ように捉えられる。現在問題となっている看護師特定能力認証制度

についても、マスコミなどは、「医師会は、医師の既得権を侵される

から反対している」と考えている。日本医師会は、医師の領域を守

るためではなく、患者の医療安全や医療現場の状況を第一に考えて

対応しているわけであるが、地域の現場からすれば、高度な医行為

を看護師にさせるための認証よりも、慢性的な看護職員不足を解消

してほしいというのが本当に切実な願いである。養成に携わってい

る医師会だからこそ、その思いをより強くするのである。医師不足

は数年前に顕在したが、看護職員不足は、昭和49年に第一次需給

計画が策定されているように、もう40年近く一向に解決しない問

題である。

　厚生労働省には、看護師特定能力認証制度に時間や財源を浪費す

るのではなく、まず看護職員不足にあえぐ医療現場と、養成所の苦

労を知ってほしい。そして、少なくとも、現実的でない規制につい
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ては見直すとともに、補助金を増額し、今後とも地域医療を支える

看護職員の養成が継続できるようにするべきである。
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2．看護職員養成に関する問題について

　看護職員養成に関しては以下のような問題が生じており早急なる改

善を求めたい。

（1）看護師等養成所運営費補助金の増額及び早期交付について

　看護職員の養成は、多額の費用を要すとともに、官民格差が顕著で

ある。民間の看護師等養成所においては、養成費用を全て若い学生に

負担させることは困難であり、補助金に頼らざるを得ないのが実情で

ある。ここ数年の補助金基準額は現状維持が続いているが、各都道府

県では地方財政厳しき折から、満額補助しないケースもあり、各養成

所は苦しい運営を迫られている。国による補助金の増額が必要である。

　准看護師学校の数が、今日では減少しているのは事実である。現在

の国内の経済状況を考えると、社会人として働きながら看護師を目指

す人にとって通うことができる学校は、ニーズが高く堅持すべきと考

える。

　学校が閉校に追い込まれる最大の原因は運営資金の問題である。就

労学生の個人負担を増やすことには限界があり、健全な経営のために

は現在の補助金の2倍が必要と考えられる。現在の補助金交付基準を、

人頭割などを加味せずに施設割にすべきである。また、交付時期につ

いても、過去には年度を過ぎて交付されたケースもあり、備品の購入

が遅れたり、借入金の返済等にも影響を及ぼし、学校運営に支障を来

たしている。できるだけ早期の交付が必要である。

（2）入学時の定員の緩和について

　卒業時に卒業生徒数は定員の80～85％に落ち込むので、養成数の十

分な確保を目指すならば100～120％の入学時生徒数確保を認める必要
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がある。

　ちなみに、文部科学省管轄の看護学校においては、入学時生徒数を

130％まで容認されており、年次報告書によると卒業生徒数は定員の

107～110％となっている。

　養成所に入学後、家庭や経済的な事情、適性の問題などで退学する

ものは少なからず存在し、学生数の減少は、将来の看護職員の確保及

び学校運営に大きな影響を与える。養成力を最大限に活かし、安定的

な学校運営を行うためにも、入学時の定員超過について、厚生局にお

いて厳しく規制しないことが求められる。

（3）実習施設の確保について

　近年の看護大学の著しい増加の影響により、医師会立看護師等養成

所の実習施設の確保が困難となっている。看護大学卒業生の県内就業

率は約5割であるが、医師会立看護師等養成所卒業生の県内就業率は

8割を超え、地域の看護職員の確保に重要な役割を果たしている。し

かしながら、実習施設の確保が困難であることから、養成所の運営が

危ぶまれている。

　実習を引き受けるためには、実習指導者の配置が必要となるが、医

療機関側も、ただでさえ看護職員が不足している中で、新たに看護職

員を実習指導者講習会に派遣することにより、診療報酬上の看護基準

を満たせなくなる状況が生じる。

　現在、診療報酬においては、病棟において実際に入院患者の看護に

当たっている看護職員を算定することとされ、研修等に参加している

場合はカウントできないが、地域医療を支える看護職員の養成の重要

性に鑑み、実習指導者講習会派遣中の看護職員については、看護基準

の看護職員としての算定を認めることが必要である。
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（4）母性・小児看護学実習の柔軟な対応について

　少子化により、母性・小児看護の対象となる妊産婦・小児が減少し、

また医師不足等により産科を閉鎖する医療機関が増えている中で、実

習施設の確保が困難を窮めている。特に、男子学生の母性実習は、患

者さんや家族の理解も得られず、特に受入れが困難である。

　実習の場をもたない看護大学校の開設認可により、従来から実習を

依頼している学校がしめだされて実習場所確保が困難になってきてい

る。実習先確保については都道府県が責任を持って行うべきである。

　母性実習において、医学生における母性実習がすでにバーチャル教

育に変わっているのに、看護学校だけは依然として現場実習が行われ

ている。医学部の産婦人科教育で、実際の婦人科診察を行うことは殆

どなく、状況と患者さんの同意が得られれば診察に参加することもあ

り得るが、大学により異なるがシミュレーションでの講義が大半を占

めているのが現状である。

　そこで、母性・小児看護学実習については、ビデオやI　T等の教材

を活用した学習で可とすることを強く求めたい。特に男子学生は、助

産師になることはできず、また看護職員となった後に、母性看護に関

わる現場に配属されることもないと思われ、ビデオ等による学習でも

充分であると考える。

　　（参考）

　　　》　平成22年12月の「第七次看護職員需給見通しに関する検

　　　　討会報告書」では、r中長期的には、少子化の一層の進行も予

　　　　想されることから、例えば、現在13％程度である看護師等

　　　　学校養成所の入学者の男性比率についてその向上を図ること

　　　　等も含めた対応を検討していくことが必要」と書かれている。

　　　　また、平成21年3月に出された「看護の質の向上と確保に
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　関する検討会」の中間とりまとめでも、「（略）男性看護職員

　の増員を図るなど、新たな看護職員確保策も含め総合的に推

　進ずることは喫緊の課題であり、これまで以上に積極的に取

　　り組むべきである」と書かれている。これらに対応するため

　には、母性・小児看護学実習の緩和は不可欠であり、この問

　題を養成所任せにすべきではない。厚労省の早急な対応を求

　める。

》　平成22年3月の「看護教育の内容と方法に関する検討会」

　報告書では、「現在、助産師・看護師基礎教育において、侵襲

　を伴う行為を体験することが難しくなっている。その一方で、

　現場では医療の高度化により、助産師や看護師に侵襲を伴う

　行為が求められている。こうした侵襲を伴う行為を習得する

　ためには、シミュレーターの活用や状況を設定した演習を充

　実させることが求められる。」とある。男性看護師が産科の現

　場に配属されることはなく、現場で求められているわけでは

　ない、妊産婦や配偶者の理解も得られない男子の母性実習に

　ついては、ビデオやシミュレーター等の活用で十分であると

　考える。

（5）看護教員養成講習会のe一ラーニングについて

　平成24年度厚生労働省予算において、看護教員養成講習会のe一

ラーニング導入に向けての予算が確保された。現在検討会において、

その内容等について検討されているところであるが、集合教育はなる

べく短期間とし、受講者本人及び養成所への負担が少ない、現実的な

制度となるよう求めたい。

　また、現在医療機関等に勤務している看護師が、将来教員を目指す
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ことが可能となるよう、勤務を継続しながら講習会を受講する道を開

く必要がある。

（6）看護師等養成所施設整備事業の充実について

　医師会立看護師・准看護師養成所は、前述のとおり、建物の新築や

増改築に対応できない場合やむをえず養成を断念せざるを得ない状況

となり、地域の医療提供体制に重大な影響を及ぼす。新築や増改築が

必要な養成所に対して、十分な補助金が確保されるよう求めたい。

（7）看護師等養成所校舎の耐震改修費補助について

　医療施設については、新耐震基準を満たしていない施設の耐震改修

にかかる補助金制度がある。看護師等養成所は、建築物の耐震改修の

促進に関する法律の対象ではないが、安全性の確保の観点から、耐震

にかかる費用も補助対象とすることが必要である。

（8）准看護師養成所の新規開設（再開）について

　平成14年施行の保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に

より、准看護師養成所のカリキュラム時間数の増加や専任教員の増員

がなされ、対応が困難な多くの准看護師養成所が閉校に至った。しか

しながら、准看護師の養成を停止した地域では、看護職員不足に拍車

がかかっており、准看護師養成所を再開したいという地域の医師会の

声もある。

　厚生労働省においても、地域の看護職員不足に鑑み、各都道府県行

政に対して、新たに准看護師養成所開設の申請があった場合には不利

益な取り扱いをしないよう通知するとともに、各種補助金の交付につ

いて既存の養成所と同様の取り扱いとするよう求めたい。
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　例えば千葉県においては、平成17年、千葉県立保健医療大学整備

検討委員会が設置された。

　千葉県医療整備課に「看護大学卒業生就業状況（平成16年3月卒業）」

を調査してもらった結果、県内就業者の割合は、

　○千葉大学　　　　　　　22．5％

　○茨城県立医療大学　　　66．7％

　○埼玉県立大学　　　　　33．3％

　○東京都立保健科学大学　8L5％

　○山梨県立大学　　　　　35．7％

　○長野県看護大学　　　　42．6％

であった。

　地域差はあるが、高学歴であればあるほど、地元定着率は低くなる。

その結果、看護師の偏在もなお一層増強されるに違いない。その点で

は、准看護師の定着率は極めて高い。しかし千葉県においては現在で

は、残念ながら准看護師学校養成所は医師会立の養成所5校があるの

みである。

　市原看護専門学校の准看護師課程の応募者は、昨年度5倍弱であっ

た。今年度も推薦入試の傾向から推理すると、やはり相当の応募者が

想定される。しかし2年課程は昨年は1．5倍、今年度も同程度と推

定される。

　厚生労働省は准看護師学校養成所の新設、定員増を認めるべきと痛

感している。

（9）社会人入学について

ほとんどの医師会立看護学校の看護師2年課程は、准看護師課程の

　　　　　　　　　　　　　　15



存続のもとにあることを忘れてはならない。准看護師課程は、少子化

とともに応募者が減少していた現役高校生以外に、ある程度の数の社

会人も以前から一般入試の中で受験していた。

　佐賀市医師会立看護専門学校では、4年前から社会人に門戸を広げ

る意味で、一般教養、作文、面接のみという社会人入試制度を開始し

た（社会人として5年以上の経験・主婦業も含む、という条件はある）。

年々社会人の応募者が増加し、今年は86名の応募で30名の入学が

決まった。社会人入学者の背景は多彩で、以前からの希望という他に、

離婚、リストラなど社会的な要因が多い。この制度を開始して、従来

の学校と比べると明らかに学生の勉学態度、意識の改善が認められて

いる。明らかな目的意識をもった社会人入試合格者（成績は殆ど上位）

が現役生達を引っ張って彼らの意識を変えている。殆どの社会人入試

合格者は、看護師2年課程に進学している。

　一度社会に出た人が転職を考え、それも国家資格が必要な職業に就

く。入試のハードルを低くし、入学後、十分な教育をすることでそれ

を可能としている。回り道の人生かもしれないが、色々な経験を持っ

た多面性のある看護職員を養成することの意味は大きい。

　高度な専門性を追求するといったことではなく、適性があればどん

な人も人生の再チャレンジができるというのは、この時代に一番大切

なことで、切り捨てない、再生産というのが医療界の仕事と考える。

学校の運営の面で社会人入試は定員の維持、学生の質の向上に貢献し

ている。

（10）准看護師養成の堅持について

　卒後の県内就職率は、准看護師が看護師に比べて高く、地域医療を

守るためには准看護師の存在は非常に重要であるため、准看護師学校
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養成所は今後も必要であり維持すべきと考える。

　18歳人口が減少して行くことを考慮すると、社会人入学者の入学

率をもっと上げるべきであり、かつ男子学生のパーセンテージは現在

20％前後であるが、これをさらに上げていくべきである。
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第n章　准看護師生涯教育研修について

　保健師助産師看護師法の一部改正により、平成22年4月から、病

院等の開設者に看護職員新人研修が努力義務とされた。

　しかし、有床診療所や中小病院に勤務する准看護師は受講の機会に

恵まれていないという現状がある。

　准看護師が医療現場で担っている役割や昨今の医療の進歩等を踏ま

え、准看護師の教育研修体制の充実を図ることが、医療安全の確保の

観点から、極めて重要な課題である。

　准看護師の卒後研修会は郡市医師会、看護師学校養成所での実施も

含めて、現在、栃木県、千葉県、東京都、富山県、長野県、静岡県、

愛知県、島根県、福岡県、佐賀県、長崎県の11都県で行われている

が、今後は全国に拡大していく必要がある。その際には厚労省等から

の財政的な支援が必須であると考える。

　また、補助金の申請手続きの簡素化および提出期限を余裕あるもの

とし、カリキュラムの簡素化、大病院における受け入れ態勢および環

境整備などへの支援が望まれる。
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第皿章　看護師特定能力認証制度

1．チーム医療について

　もともと、医療関係者は、一人では仕事ができないことを認識しな

ければならない。医師がたった一人で、患者と向かい合っていくこと

は不可能である。どんなに小さな医療機関であっても、患者と一対一

ですべてを完結することはできない。

　医療関係者は、患者をコアにして、その患者の治療、看護、健康管

理をするために、常に連携・協働をしていく必要がある。あくまで患

者が中心である。それぞれの教育を受け、資格を与えられている立場

であるが、患者にとって一番望まれる方法、手段を選ぶべきであり、

それぞれの資格においての利権を主張してはならない。

　「チーム医療の推進に関する検討会」報告（厚生労働省平成22年3

月）によると、チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタ

ッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分

担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医

療を提供すること」が一般的な理解であるとされている。また、その

上で、チーム医療がもたらす具体的な効果を次のように挙げている。

それは、

1．疾病の早期発見・回復促進・重症化予防など医療・生活の質の向上

2．医療の効率性の向上による医療従事者の負担の軽減

3．医療の標準化・組織化を通じた医療安全の向上

などである。

　今後、看護職は医師と協働し、一般の看護職も、専門看護師、認定
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看護師においても、看護の専門性を発揮することで、こうした考え方

を臨床場面において推進する役割が期待される。その結果、医師が医

師本来の専門的業務を遂行することを可能とするのではないかと思わ

れる。現在議論となっている看護師特定能力認証制度は、決してチー

ム医療の推進に役立っものではない。

（1）看護師の業務について

　看護師とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく

婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」を

いう（保健師助産師看護師法第5条）。また、同法によると、「主治の

医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、

医薬品を授与し、医薬品について指示をし、その他医師又は歯科医師

が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはな

らない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、

浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、

この限りでない」（第37条：医療行為の禁止）とされている。

（2）看護職の療養生活支援の専門家としての役割発揮について

　看護師が行う2っの業務とは、「療養上の世話」と「診療の補助」で

あり、療養上の世話に関する業務は、医師の指示を必要とせず、看護

師独自の判断で行う範囲であるとする法的解釈もある。

　平成15年の「新たな看護のあり方に関する検討会報告書（厚生労働

省）」によると、当時の看護職が療養上の世話について主体的に判断し、

適切な看護技術を提供しているとは言い難い実態の指摘と、その理由
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として、看護師個人の能力の差により、すぐに医師に指示を求める人

がいることなどが指摘された。そして同報告書では、患者ケアの向上

という点から、「医療の現場において、療養上の世話を行う際に医師の

意見を求めるべきかどうかについて適切に判断できる看護師等の能

力、専門性を養っていくことが重要である」とし、看護職の自律が求

められた。

　前述の指摘については、看護の専門職としての使命であり、かつ専

門職である者の普遍的責務である。

（3）良質な医療提供と快適な職場環境、効率的な業務運営について

　平成19年12月の医政局長通知「医師及び医療関係職員等との間で

の役割分担の推進について」をもって厚生労働省は、「医師、看護師等

の直接医療に携わる職種が医療に専念することにより、効率的な業務

運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や、医師、看護師等、

事務職員の間での適切な役割分担がなされるべきである」とした。さ

らに、「実際に各医療機関において適切な役割分担の検討を進めるに当

たっては、まずは当該医療機関における実情を十分に把握することが

重要であり（一部省略）、関係職種間での役割分担を進めることにより、

良質な医療の提供はもとより、快適な職場環境の形成や効率的な業務

運営の実施に努められたい」とした。

　つまり、適切な役割分担の検討においては、医師、看護師等の役割

分担の現状や業務量等を考慮しつつ、医療機関毎に検討すべきとある

とした考え方である。しかしながら、本通知以後、医療現場において

はどれだけチーム医療における医師と看護職の役割分担・連携につい
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て検討が進んだと言えるのであろうか。検討の実態把握と効果検証が

今後の課題となっている。

（4）看護実践と療養上の世話について

　かつて「新たな看護のあり方に関する検討会報告書（厚生労働省平

成15年3月）」において、相対的医行為を指す診療の補助と看護行為

について、相対的医行為のなかには医行為だけでなく、看護行為が重

なっていることが指摘された。つまり、看護師はそこに必要とされる

看護行為について判断し実践していかなければならないとされ、その

範囲は医師も看護師も各々の専門性を駆使し、患者にとって最良のケ

アが提供されるよう協力関係をもつべき範囲と説明された。

　そして、看護職としての知識・技能を高め、医師等との適切な連携

のもとに、その専門性、自律性を発揮し、患者の生活の質の向上に資

する的確な看護判断を行い、適切な看護技術を提供していくことが求

められるとした。例えば、食事（一般病人食）の形態、安静度、清潔

の保持の方法などは、患者の治療方針を踏まえながら、患者の状態に

応じて、看護師が判断し、行うべきとの考え方が示された。

　看護職は療養生活支援の専門家として看護の専門的判断をもって、

看護行為の観点から患者の生活の質の向上に資することが本来の役割

となる。

（5）看護実践と診療の補助について

　前述の報告書に示された相対的医行為の医行為と看護行為の重なり

部分の解釈の指摘から、診療の補助と看護実践について幾つかの具体
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例が示された。

　苦痛緩和が看護の重要な機能のひとつであるとする観点から、疼痛、

呼吸困難、発熱、不眠、便秘等の諸症状の緩和のために、まず、様々

な看護技術を駆使して、患者の安全や安楽の確保が重要であるとし、

その一方で、医薬品等による症状緩和が必要な場合において、医師に

より処方された医薬品等の使用では、患者の症状に応じた医薬品等の

量の増減を可能とする医師の指示の範囲内において、患者の症状を観

察した看護師が症状に応じて適切な服薬を支援することが望ましいと

も示された。さらには、医師による麻薬製剤の種類や量、レスキュー

ドーズなどについて具体的な指示の下に、その範囲内で看護師が疼痛

の状況に応じて適切な服薬等の支援を行うことや、医師への報告を適

切に行う必要があることが示された。その他として救急医療における

診療の優先順位の決定や、患者・家族への説明等が挙げられた。

　つまり国の検討会による報告書において、現行法に基づく高い専門

的知識と看護実践能力を有する看護師らによる具体的な診療の補助行

為の範囲が示されていたこととなる。この点を踏まえた看護実践と診

療の補助について議論が必要である。

（6）看護教育・看護領域の高度・専門化について

　「新たな看護のあり方に関する検討会（厚生労働省）」以後、看護界

では、看護師は療養生活にある患者のQO　L向上のために、的確な判

断を行い、適切な看護技術を提供し、自律的に看護業務を遂行すべき

とし、看護基礎教育の高等教育化による看護の高度・専門化と、生涯

教育・研修の充実・強化に力を注いだ。また日本看護協会は、1996年
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には専門看護師を、また1997年に認定看護師を誕生させ、現在までに

10領域の専門看護師795人と19領域の認定看護師9，048人を育成した。

専門看護師の全就業者に占める割合は0．05％程度であり、また認定看

護師においては0．6％程度である。こうした観点からすると、臨床現場

の大半はジェネラリストの看護職の実践力が重要であることが分か

る。スペシャリスト育成の推進同様に、ジェネラリスト育成と活用の

強化も推進すべきである。

※認定看護師とは、日本看護協会による認定看護師認定審査に合格し

　た者で、r高度化・専門分化が進む医療現場における看護ケアの広が

　りと看護の質向上を目的に、ある特定の看護分野において、熟練し

　た看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践のできる者」をい

　う。

※専門看護師とは、日本看護協会による専門看護師認定審査に合格し

　た者で、「複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対

　して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看

　護分野の知識及び技術を深め、保健医療福祉の発展に貢献し併せて

　看護学の向上をはかる者」で、特定の専門看護分野の知識及び技術

　に関して大学院教育を受けた者である。
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2．特定看護師（仮称）議論の経過における問題点

　N　P特区構想に始まり、特定看護師（仮称）論議・試行事業を経て

平成23年11月7日開催の第17回チーム医療推進のための看護業務検

討WGにおいて、厚労省が「看護師特定能力認定制度」の骨子案（以

下にその内容を掲載）を提示した。現在民主、自民の各委員会におい

ても議論されており、厚労省は通常国会に保健師助産師看護師法改正

案を提出する予定で、この制度の導入を図ろうとしている。同骨子（案）

では、当初のN　P特区構想や当初の特定看護師（案）論議に比べると、

その内容は大幅に後退し、名称独占なし（特定看護師という名前は消

えて、看護師の特定能力認証ということになっている）、業務独占なし

（具体的指示であれば一般看護師にもその特定医行為の実施が可能と

していること）となっている。

　問題は、専門看護師や認定看護師と違って、看護協会認定ではなく、

厚生労働大臣の認証としょうとしていることである。この点に関して

は、日本看護系大学協議会が従来の専門看護師や認定看護師制度との

整合性を問題にしているが、我々も同様に、なぜ今この制度の導入を

急がねばならないのか、専門看護師や認定看護師の拡充で十分ではな

いかという疑問が残る。日医はこうした看護師内の慎重派と連携を強

める必要があると考える。

　特定看護師（仮称）の創設については、当初より、医療費抑制をし

た経済財政諮問会議の提言を受けてのものであった。平成21年8月か

らの「チーム医療推進に関する検討会」で、推進について、十分な合

意が得られなかったにもかかわらず、平成22年5月からは「チーム医

療推進会議」が発足し、「特定看護師（仮称）」創設ありきの議論がな
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され、現在は「看護師特定能力認証制度」についての検討が行われて

いる。

　以上のような目的の下にすべてが既成事実化し、今日の方向に定め

られようとしている。

　特定看護師（仮称）推進の各分野の主張は下記のとおりである。

○外科系診療科

　医師不足の影響を多く受けているという背景の下、その一助として

術中・術後の管理に特化した業務を行う看護師の必要性を主張してい

る。

○看護系大学

　看護系大学の一部は大学差別化と学生募集の有利さにおいて、生き

残り戦略を目的としたいわゆるNPコースの設立をしている。

○米国等におけるN　P資格取得者

　N　P資格保持者は取得した資格を日本においても、発揮することを

望むと同時に指導的立場に立つことを目的としている。

○日本看護協会

　日本看護協会は協会独自の創設である専門看護師、認定看護師制度

とのドッキングを意図するとともに、看護師の地位向上の手段と考え

ている。

　各分野における主張はそれぞれ理解できる部分もあるが、やや自己

中心的であり、医療制度全体を網羅するものではない。国民全体のニ

ーズに真に応えているかは甚だ疑問といえる。
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3．「看護師特定能力認証制度」議論の問題点

（1）看護師業務の拡大議論

　現在、看護師の業務は、診療の補助と療養上の世話と定められてい

るのは前述の通りである。今回の問題点の中心的議論は看護師の業務

拡大である。その意味合いは現在医師の行っている医行為の一部を“特

定の医行為”とし、特定の看護師にも総合的な診療を可能とすること

である。

　即ち、症状・徴候の把握、検査指示、検査の評価、そして処置、投

薬指示を行うことにある。どの分野、どの範囲、どの程度かは業務拡

大として議論の最中である。すでに昨年、調査が行われたが、一部の

特殊な条件下で看護師により行われている行為を全体に広げるのはか

なり危険を伴う。のみならず、これを受け入れる患者側の議論もなさ

れていない。

　そもそも医行為は一連のものであり、その中である一部を取り出し、

特定の医行為として峻別することは作為的に過ぎる。

（2）包括的指示の曖昧性

　能力を認証された看護師が“特定の医行為”をするに当たって、医

師の包括的指示によるとされている。包括的指示は、「患者の状態を予

測し起こりうる事態に対し適切に看護師等が対応することが可能とな

る指示」としている。

　包括的指示の意味するものが不明確、かつ曖昧である。このような

指示では、プロトコルがあっても、実際の施行は困難である。また、

患者の病態は不定形かつ不確定であり、医療自体も手順通り行かない。
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適時の適切な指示が必要である。

（3）責任の所在

　特定の医行為が、認証を受けた看護師によって行われ、その結果、

患者の安全が損なわれた時、その責任の所在はどうなるのか。

　a）指示が適切でなかった場合

　b）実施した特定の医行為自体に単純に誤りがあった場合

　c）指示と行為の間に乖離、または意思の疎通を欠いた場合

　d）結果として事故が生じた場合

　これらが最低限考えられる。このうちb）のみが、認証を受けた看護

師の責任に帰着すると思われるが、他の場合は多分医師側の責任とな

ろう。医師は自覚の無いうちに医療事故の原因になったと責任を追及

され得る。チーム医療推進会議においても責任の所在は議論されてい

るが、触れている程度で、むしろ避けて通っているように思われる。
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4．「看護師特定能力認証制度」を創設した場合の影響

（1）看護師制度の複雑化

　現在、すでに保健師、助産師、看護師、准看護師と看護業務を担っ

ている。それに加え、看護師養成も准看護師学校養成所から看護師学

校養成所、大学看護系学部と複数存在している。さらに、日本看護協

会は専門看護師、認定看護師と看護師を細分化している。現状態にお

ける認証を受けた看護師の創設は看護師制度を複雑化し、看護師自身

も身分の不安定さを生じることにより、本来の看護業務がなおざりと

なり、医療全体の質の低下を招きかねない。同時に、患者側にも相当

の混乱を来たすこととなり、医療に対する不信感を生じさせる。

　また、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」

で、特定看護師（仮称）を、資格ではなく「看護師特定能力認証制度」

として、実態そして保障の無い認証制度で認証された看護師に、認め

られた医行為を行うことを法律で規定するという、更に混乱させる案

を厚労省は提示している。資格制度の中で運用されて、看護師制度が

法の規定で認証された立場として扱われようとしている。

（2）診療報酬問題（認証された看護師の行う診療の評価）

　医行為には、当然、診療報酬が関係してくる。現状の認証された看

護師が行うと想定される業務をもとに反映される診療報酬は、i）施設

基準に対する部分、ii）認証された看護師による特定の医行為そのも

のに対するもの、の2つが少なくとも考えられる。

i）施設基準における診療報酬

「第7次看護職員需給見通し」のための実態調査で、専門看護師数を
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記入する調査項目が初めて加わった。認定資格（看護協会独自のもの

ではあるが）を有する看護師数を求めている。意図は不明であるが、

注目すべきである。

　認証資格を持つ看護師を配置するとなれば、自然の流れとして施設

基準の要件に加えられ、診療報酬にも反映されることとなるであろう。

より高い診療報酬を得るために、7：1看護取得のための看護師争奪が

あったように、認証を受けた看護師の争奪戦が再現される可能性があ

る。7：1看護発足時にそうであったように、認証を受けた看護師は、

おそらく大都市、大病院に集中し、医師不足を補うための本来の目的

である、地域間、病院問格差の解消よりも診療報酬の増額目的により、

格差がますます広がる危険性の方が高くなると考えられる。

ii）認証を受けた看護師の医行為そのものに対する診療報酬

　認証を受けた看護師が診療行為を行ったことに対し、診療報酬が発

生する。現在の診療報酬を基準に考えると、医学管理、検査料、判断

料、処方料等が対象となる。医師の行う診療行為と認証を受けた看護

師の行う診療行為とに対して診療報酬を同等にするのか、差をつける

のか。基本的には、財務省方針の医療費抑制の為には医師のそれより

も低く抑える筈である。患者にとっては同等である筈の診療が、行う

資格によって価格が異なると、日本の医療保険制度の基本である同行

為、同一報酬の概念が崩される。

　認証を受けた看護師については、すでに述べてきた問題が心配され

る。現場の混乱は想像に難くない。そればかりか、医療制度全体への

影響も必至である。一時の便宜的解決方法として採用するには危険が

多すぎると言わざるをえない。
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　新医師臨床研修制度による都市部の大病院への医師（研修医）の集

中（偏在）による、地域の医師不足問題のような、看護師特定能力認

証制度によるチーム医療の崩壊を各地でおこせば、日本は医療の質に

おけるNo．1の地位を失うこととなる。チーム医療の崩壊のさらなる要

因にならないように、注意しなければならない。

　文部科学省の「ゆとり教育」の失敗、変更を医療でしてはならない。

次の世代へせめて1つだけでもNo．1を残す義務を医師会は果たすべき

である。

（3）看護師特定能力認証制度について

　国家資格としての認証を受けた看護師は不要であり、日本看護協会

が行ってきた分野毎の専門看護師・認定看護師の制度を活用し、社会

に認識された名称とすることで、日本の現状において解決することが

可能である。

　現在の専門看護師・認定看護師のレベルを上げる必要があれば、看

護協会と医師会・医学会で共同の教育プログラムを作ってレベルアッ

プすることは可能と思える。

　ハワイの病院の看護部長が、アメリカのナースは「physical

assessment」には優れているが、笑顔と優しさに欠けている。アメリ

カの病院では、患者の話を聞き、身の回りの世話を一番行うのはし　P

N（准看護師）だと言っている。

　医師不足は医師の世界で解決することであり、認証を受けた看護師

を創設して医師不足の解消を行うのは誤った選択である。早急な結論

を求めない時間をかけた議論が必要である。
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　本来、「医学」と「看護学」は、そもそも教育の内容が異なっている

ことは明白である。医師不足は、認証を受けた看護師で補うべきでは

ない。認証を受けた看護師であっても医師の代わりにはなり得ない。

侵襲性の高い医行為、及び難しい判断を伴う医行為は、医療安全の視

点から医師が行うべきである。どんなに忙しくとも、医師が行うべき

ものは医師が行う。それが医師としての医師法の下における責務であ

る。

　今後さらなる高齢化の進展により医療ニーズの増加が予測されるな

か、医療職の適正人員確保が課題となっている。今後、もし看護師特

定能力認証制度が制度化されたとしても、果たして、認証を受けた看

護師が、増え続ける医療ニーズに対応する適正な対策と言えるのであ

ろうか。また、認証を受けた看護師だけがチーム医療の要となり得る

のであろうか。今ここで看護師特定能力認証制度が唯一の対策である

ことを結論づけ、試行事業の検証結果に基づく議論が十分になされる

ことなく早急に制度化を進めるならば、可能性ある他の対策を排除し、

またチーム医療における看護職の具体的な役割発揮の議論を阻止して

いるとも言える結果となっているのではないだろうか。

　歴史的にみて看護職による医行為の実施範囲は、医学や医療技術の

発展と共に、看護教育の高度・専門化と看護臨床実践能力に裏付けら

れて変化してきた。これからも看護職が実施する医行為範囲の決定に

おいては、教育と臨床研究のみならず、看護職としての使命と倫理観

に基づき確定すべきである。看護学界と医学界に共通する専門領域の

学術的議論の場で構築されたエビデンスが優先されるべきである。そ

のことが結果として安全で質の高い医療提供の保証を確保することと
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なろう。その上で労働対価を保障する制度も含め、既存の制度を複雑

にすることなく、基盤の制度を盤石なものとしつつ、かつ進化・発展

させながら、関係者と国民が納得できる必要な制度化を進めることが

望ましい。

　加えて議論すべきことは、医療職がそれぞれに持つ本来の役割を発

揮する医療体制の具体的なあり方である。医療の専門職はチームとし

て有機的な連携を核とする集合体を形成しながら、集合体の外にある

目的、すなわち医療の受け手の目的を十分理解し、各々の専門性の視

点から情報を共有した上で専門性を最大限に発揮していると言える。

　現行の法律の解釈において、効率的な医療提供体制と真のチーム医

療のあり方を専門職種間で十分に共通認識するに至っているのであろ

うか。平成19年12月の医政局長通知「医師及び医療関係職員等との

間での役割分担の推進について」で示された看護実践を確実に実践す

ることがまず議論されるべきではないだろうか。加えて、包括的指示

のもとに認証を受けた看護師が、特定の医行為を可能とする制度とあ

るが、包括的指示の解釈が関係者間で明確となっているのであろうか。

主治医の指示とは、特定施設に所属する医師と（一般）看護職との間

に成立すると考える。包括的指示の具体的実践方法について検討を先

に進めるべきではないだろうか。

　厚生労働省が進める認証を受けた看護師の考え方は、果たして看護

の哲学が基盤となっているのであろうか。むしろ米国のPhysician

Assistantに類似しているようにも思える。

　以上のことから、看護師特定能力認証制度の制度化を急がずに、看

護の専門分野からの提案をもって医学界の学術的判断を加え協議し、
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医学界・看護界の中で納得した結論を出すことで、国民にとって安全・

安心・納得のいく医療提供体制が確保できるのではないかと考える。

加えて、医療ニーズの増加に対応する効率性かつ実効性のある医療提

供体制を支える具体的な医師と看護師の役割分担・連携体制を実現す

る医師の指示のあり方について関係者で議論を進めるべきと考える。

　なお、日本医師会の藤川常任理事は、「チーム医療推進会議」等にお

いて以下のような考えを述べているが、委員会として全面的に賛意を

示すものである。

1．看護師の役割拡大についてはどう考えているか、患者や一緒に働

　　くスタッフにとって、どのような影響があると考えるのか。

　○看護師が専門的に勉強し、資質の向上を図っていくことは医療職

　　　として当然であり、決して否定するものではない。業務範囲の拡

　　　大だけがクローズアップされているが、看護師が今行っている

　　　「療養上の世話」や「診療の補助」を、レベルアップし、能力を

　　　発揮することで、チーム医療の質の向上に大きな役割を果たすこ

　　　とができると考える。

　○診療の補助については、現在、看護師がやっていることが多い業

　　　務でも、ある病院では「できないのではないか」と思ってやって

　　　いなかったりするものもある。そういうものを、看護師ができる

　　　ものとして周知して、看護師に担ってもらうということは当然あ

　　　る。しかし、看護師特定能力認証制度は、必要性をまったく感じ

　　　ない。
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2．現在出されている制度案になぜ反対しているのか。患者にとって

　　何が問題だと考えるのか。

　○今議論されているのは、看護師の業務のうち「診療の補助」のみ

　　の議論であり、しかも侵襲の高い医行為や難しい判断を伴う医行

　　為を看護師にさせようというものである。当然のことながら、医

　　療安全の視点が、無視できない重要なことである。

　○看護業務検討ワーキンググループで示された案では「特定行為」

　　の具体例として、「非感染創の縫合」や「腹腔穿刺（一時的なカ

　　テーテル挿入を含む）」まで想定されている。これらの行為は、

　　　日医の調査では多くの医師や看護師が「医師がすべき」と答えて

　　　いる行為である（「非感染創の縫合：皮下組織から筋層まで」に

　　　ついては医師85．9％・看護師90．8％、「腹腔穿刺」は医師93．1％・

　　看護師94．7％が、医師がすべきと回答）。こういつたものを、看

　　　護師に業務拡大することが、患者のための医療の質の向上に必要

　　　なのか。全く理解できない。

　O介護職によるたんの吸引は、患者・家族からの強い要望によるも

　　　のであるが、特定看護師（仮称）は国民から求められて出てきた

　　　ものではない。リスクを伴う医行為は、医師にしてもらいたいと

　　　思うのが当然ではないか。患者や家族は納得するわけがない。

　0　2年間あるいは8か月の間、医療（臨床）現場を離れ、経済的負

　　　担も覚悟して教育を受けるのは決して容易なことではない。ま

　　　た、業務経験5年以上の看護師が認証を取得するために修学する

　　　ことは、地域医療の現場に新たな看護師不足を引き起こすおそれ

　　　がある。医師でなければできない行為ではなく、看護師が一定程
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　度の研修を受けて実施可能な行為は、現場のO　J　T（現任教育）

　等によりスキルアップして実施していくことが充分可能と考え

　る。

○　「特定行為」の内容にもよるが、法律や政省令で「特定行為」を

　具体的に位置付けることで、事実上「一般の看護師が行う業務で

　はない」との認識になりかねない。看護師自身は、認証がないた

　めに実施を躊躇するおそれがある。また、国民は、「認証のない

　看護師にはやってほしくない」と思うだろう。たとえ現場で充分

　な経験を積んできた看護師がいても、認証がないというだけで、

　事実上実施できない事態が生じ得る。特定看護師（仮称）の創設

　　は、結果として看護師の業務の拡大ではなく、業務の縮小になり

　　かねない。

○認証制度や業務拡大については、看護界も意見が分かれている。

　　「現行制度の医師の包括的指示によってチーム医療の推進を図

　　ることは十分できる」とする看護系学会の意見や、「看護師がす

　　べきことはもっと他にある」、「そんな看護師を養成するよりも看

　　護師の数を増やしてほしい」、「訪問看護の現場では、具体的指示

　　でなければできなくなると困る」という現場の多くの看護師達の

　　悲痛な声もあることを忘れてはならない。

○医師も不足しているが、看護職員も不足している。現場が求めて

　　いるのは、「認証のある看護師」ではなく「一般の看護職員の増

　　員」である。また、看護師自身も現在想定されているような業務

　　の拡大については、責任や過重労働の増大に不安を抱いている。

　　（平成21年度「チーム医療の推進に関する検討会」（第8回）でのヒアリン
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グによれば、看護師の業務拡大に対する意識調査において、看護師自身も

「皮膚縫合、麻酔維持管理、中心静脈ライン確保といった業務に対して、

圧倒的に反対が多く、業務拡大により責任の所在が不明確になること、過

重労働の増大がその理由であった。」との調査結果が示されている。）

3．対案として、どういう制度がいいと考えているのか。

○そもそも論として、医師の指示や診療の補助行為について、法律

　　まで改正して大きく変更する必要があるとは考えていない。なぜ

　　なら、現在、医師の指示は、患者の容体や看護師の能力を勘案し

　　て、医師が個別に判断して出し、それに基づき診療の補助行為が

　　行われており、不都合があるという声は上がってきていないから

　　である。今回の議論のように、「具体的指示」や「包括的指示」

　　で区別したり、「診療の補助行為」と「特定行為」とに分ける必

　　要はない（分けるべきではない）。

　○現場が求めているのは、特定看護師（仮称）ではなく、一般の看

　　護師が診療の補助として実施できる範囲を明らかにすることで

　　ある。本来、まずその整理を行ってから、認証が必要かどうかも

　　含めて慎重に議論すべきであるにもかかわらず、認証制度創設あ

　　　りきで進んでいることが重大な問題である。看護師が安全に実施

　　　できると考えられるものを必要に応じて通知等で示すことだけ

　　　でも、相当程度、業務の拡大が進むはずである。

　○平成14年に「静脈注射」が診療の補助であると明確にされたが、

　　　現在でも大病院では看護師が実施せず、医師が実施しているとの

　　　事実がある。まずはこれらの業務について、看護師の実施を進め
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　ていくことが勤務医の負担軽減につながることは間違いない。同

　時に、現在看護師が行っている業務について、看護師でなくても

　できるものについては、他の職種との連携・協働を進めていくこ

　とが可能である。

○現在、専門看護師や認定看護師がおり、現場で活躍している。医

　学教育が必要であれば、各医学会が協力してカリキュラムを考え

　ていくという方向もあるだろう。各学会で認証すればよいことで

　ある。

4．今後について

　公的認証制度の創設を望むならば、まず看護師にしてもらいたい

行為を具体的に示すべきである。そして、それを1つ1つ、看護師

が実施可能かどうか、どのくらいの教育が必要か検討していくしか

ないと考える。また、現在医師がしていることを、国民は本当に看

護師にしてもらいたいのか、看護師が行っている診療の補助行為が

「グレーではなくはっきり白」としてほしいのか、それぞれの思い

が違うように思われる。

　なぜ認証を受けた看護師が必要なのか、医師を含めて国民に納得

できるように説明すべきであろう。少なくとも、国民の側から「今

看護師がやらなければ困る、看護師にやってほしい」という声はあ

まり聞かない。そこが、介護職によるたんの吸引とは違うところで

もある。
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第IV章　その他の看護職員をめぐる問題について

1．需給見通しについて

　5年ごとに国の看護職員需給見通しが行われているが、今まで需給

見通しが計画通りになったことは過去40年間一度もなかった。特に

平成18年の第6次需給見通し策定直後に7対1看護、夜勤72時間

ルール導入により需給バランスは極端に崩れ、需要が完全に供給を上

回ったのが実態である。そのため、全国的に看護師不足をきたし、病

棟閉鎖、病院規模縮小、診療所化など、医師不足・偏在と合わせて地

域医療が崩壊した直接の原因となっている。現場では看護師は10％

～15％の供給不足となっている。

　第7次需給見通しが策定されたが、目本看護協会は、雇用の質の向

上の取組みと謳い、平成23年6月の厚生労働省5局長通知に沿って

「看護職務編成基準（案）」を取りまとめようとしている。この中に5

対1看護、夜勤64時間ルールを忍ばせており、さらなる看護職員需

要が逼迫することがうかがわれ、第6次需給見通しと同じようにさら

なる全国的看護職員不足問題が発生することが予測される。結果的に

地域医療が更に崩壊することになるのは必然的である。需給見通しに

ついては、社会的変化、大きな制度改革や法改正を考慮して十分な計

画を立てるべきである。

　看護師は免許登録制にしていないために現状把握ができない。いわ

ゆる公費を使って養成している医師等については登録制になっている

ために全国の就労実態が十分把握できており、計画を立てやすい。看

護職のみ推計でものを言っているのはおかしい。早急に中央ナースセ

ンターなどを活用し、免許登録制にするべきである。
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　第6次需給見通し、第7次需給見通しとも不足数が5％前後になっ

ているが、実態はさらにもっと多いものと考えられる。5年間という

期間は長すぎるため、3年毎に追加再検証する必要がある。

2．日本看護協会の「勤務編成基準（案）」について

　前述のとおり、平成23年12月、目本看護協会が「看護職の夜勤・

交代制勤務に関するガイドライン」を作成する中で「看護職勤務編成

の基準（案）」があり、その内容においては“根拠の無い時間設定や勤

務日数の制限”など、一般労働者に適用されている労働基準を超えて

大幅に逸脱する内容である。

　日本看護協会の意向だけに沿った拙速な内容であり、病院経営に携

わる立場では到底看過できない大きな問題点を含むものである。

　委員会では十分な検討をすることができなかったが、日本医師会の

立場からも、早急な対応が必要と思われる。

3．マスコミ報道のあり方について

　平成23年10月23日付けの日経新聞一面に、特定看護師（仮称）

について報道がなされまた。あたかも特定看護師（仮称）の創設がす

でに決定したような内容であり、国民や医師会の会員でさえ誤解して

しまうものである。

　この問題は特定看護師（仮称）に限ったことではないが、マスコミ

報道の誤った意図的な行為に対し日医の力は及ばないものだろうか。

マスコミ対策の方もしっかりと対応すべきである。
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おわりに

　原中会長より諮問のあった「看護職員をめぐる諸課題への対応一チ

ーム医療における看護職員の業務のあり方について一」についての検

討にあたり、大きな課題は、厚労省が創設しようとしている「看護師

特定能力認証制度」と「看護職員養成」であった。

　r看護師特定能力認証制度」は、チーム医療推進の名の下に提案さ

れたものであるが、第皿章で詳述したとおり、国家免許を有する看護

師をさらに5年の業務経験と、8か月ないし2年の教育を経て国が認

証し、実施できる医行為を拡大することがチーム医療の推進になると

は到底思われない。一般の看護師が今行っている「療養上の世話」や

「診療の補助」をレベルアップし、能力を発揮することこそが、チー

ム医療の質の向上に大きな役割を果たし、ひいては患者のためになる

ものと確信している。

　現在、患者の容体や看護師の能力を勘案し、医師が個別に判断して

指示を出し、診療の補助行為が行われている。法改正をして、法律に

基づいて実施することが患者の安全になるというのは幻想である。

　看護職員をめぐる諸課題で最重要課題は看護職員不足であり、特に

地域における有床診療所、中小病院の看護職員不足は深刻である。地

域の医師会が、多大な尽力の下に看護職員の養成を行い、地域医療を

支えてきている。

　看護職員養成にあたっての、第1章で示した課題に対して、厚労省

がその支援策を講ずるよう日本医師会は強く働きかけを行っていただ

きたい。
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