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講演の内容

•高度実践を巡る世界の状況

•日本の精神医療の現状

•高度実践を巡る日本の状況

•高度実践看護師に求められる能力

•大学院教育を通じて実感したPASセルフケアセ

ラピィの効果

•高度実践看護師の有効活用のために必要なこと

•PASセルフケアセラピィの発展に向けての課題

＝高度実践看護の発展に向けての課題



高度実践看護を巡る世界の状況

•高度実践看護師の効果に関するシステマ

ティック・レビューでは、急性期の外科

分野では高度実践看護師は患者の入院期

間を低減し、合併症への罹患率を減少さ

せること、(Butler, et al,2011)が、慢性疾患の心

不全では、再入院と死亡率の低下、QOL

の向上が明らかになっており、費用対効

果が通常のケアよりも高い（Javier ,et al,2021)

ことが明らかになっている



高度実践看護を巡る世界の状況

•OECD Health Working Paper

•「多数の系統的レビューが、高度実践看護師が

医師と比較して少なくとも同等の質のケアを提

供する」こと、「適切に訓練されている場合は、

入院や再入院の減少、患者満足度の向上」につ

ながることも示唆している（Maier , et al 2017)

•「コストの結果はまちまちで、高度実践看護師

と医師の間の生産性や報酬の違いなどの要因に

よって異なる」（Maier,et al,2017)



高度実践看護を巡る世界の状況

•アメリカでは高度実践看護師がなくてはならない

人材として認知され（IMO,2010)、活用が促進されて

いる

•当初はCNS(Clinical Nurse Specialist)の教育か

ら始まったが、現在はNP(Nurse Practitioner)が

量的に拡大しており、麻酔看護や助産の高度実践

看護師も活躍している

•NPは州によっては処方権を持ち、医師に代わる人

材として、地域で開業していることが多い



高度実践看護を巡る世界の状況

•高度実践看護師の教育は博士課程で行われている

•研究能力とともに、実践能力の強化

•博士課程での実践時間は1,000時間

•国の政策を現場で実現する担い手として、また研

究を通して国の政策決定に寄与する人材として活

用されている



高度実践看護を巡る世界の状況

•OECD Health Working Paper

•「高度実践看護の障壁は国を超えてかなり類似」

•「利害関係者（特に医療従事者）からの反対」

•「規制上の障壁」

•「時代遅れで過度に制限された実務範囲法」

•「役割の認識がない場合の資金調達および償還

スキーム」

•「強力なリーダーシップと変更管理戦略の欠如に

よる組織レベルでの取り込みの遅れ」

• （Maier,et al,2017)
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図 1 .人口１０万人対精神病床数の

国際比較

日本の精神医療の現状



知る蔵ホームページより転載 http://www.siruzou.jp/seikatu/12074/

図2.精神病床の平均在院日数の年次推移の国際比較



図 3 .精神科平均在院日数の国際比較

医療観察法NETホームページ
http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/07_01_shiryou_seisin.html#6

日本を除く平均在院日数
18日(2005年)



図 4 . 2 0 1 7年 (厚生労働省統計 )日本の病床種類別

国内での平均在院日数の比較

17.3

66.1

153.5

289.8

322.2

 0.0  50.0  100.0  150.0  200.0  250.0  300.0  350.0

一般病床

結核病床

療養病床

精神病床

介護療養病床

50％以上が1年以上の入院
7万人以上の社会的入院患者
が存在
15％は死亡退院



図4 .入院形態別入院患者数年次推移
厚生労働省の6.30データをグラフ化

入院患者の40％は強制入院

厳密にいえば、精神保健福祉法違反
だが社会問題にもならない

任意入院の患者も閉鎖病棟で処遇
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図5.精神障害者の強制入院の国際比較
(主任研究員 中根 2011）（西田,2015,p.1を作図)
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薬物による化学的拘束

•日本は多剤・大量療法が長年行われてきた

•多剤・大量療法のエビデンスは全くない

•多剤・大量療法によるセルフケア・QOLの低

下、生命の危機の増加を示すエビデンスはあ

る

•現在、厚生労働省や学会が単剤化の推奨をし

ている

•しかし、未だ日本は欧米と比較すると単剤化

率が低く、多剤大量療法が多い
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長年の精神科特例による一般医療との格差

厚生労働省資料を基に作成http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9b4-
att/2r9852000002e9eq.pdf



日本の精神医療への国連拷問禁止

委員会の勧告

閉鎖的環境への長期にわたる監禁は拷問に当たる

法的整備がされていない

必要な統計的資料がない

入院の代替手段がない

強制治療の多さと入院期間の長さ

※2007年と2013年の2回、委員会による審査が行

われ、改善が求められている



日本の精神医療への国連拷問禁止

委員会の勧告

入院に代わる地域ケアを充実させることが課題

精神科病院への監視機能の強化が課題

処遇に対する見直しを求めることを当事者ができ

るような仕組みの強化が課題

※2007年と2013年の2回、委員会による審査が行

われ、改善が求められている



日本政府の国連拷問禁止委員会

への報告
•精神保健福祉法や心神喪失者等医療観察法

に基づき処遇改善や不服申し立てができる

(条約第19条1に基づく第1回政府報告)

•現行法において十分に人権に配慮した手続

が保障されている(条約第19条1に基づく

第2回政府報告)

拷問禁止委員会が指摘するよう
なことは何もなく、日本の精神
医療に問題はないという見解と

解釈できる



高度実践看護を巡る日本の状況

•日本においても高度実践看護師の介入評価研究

では次のことが明らかになっている(福川,宇佐美,吉

田,市原,片岡, 榑松,笹木, 他,2014;福川, 宇佐美, 野末, 福嶋, 寺岡, 

大井,2014)

•「入院期間の短縮化」

•「地域での生活時間の延長」

•「患者の精神状態の改善」

•「患者のセルフケア、QOL、満足度の向上」

•「チーム・パフォーマンスの向上」



高度実践看護を巡る日本の状況

•各都道府県の精神科在院日数と各都道府県の高

度実践看護師数、認定看護師数は負の相関があ

る(松枝, 池田, 増滿, 中本, 畑辺, 入江, 山下, 宮崎, 中島 ,2017)

•各都道府県の高度実践看護師教育課程数、高度

実践看護師数、認定看護師数は精神科平均在院

日数の予測変数(松枝, 池田, 増滿, 中本, 畑辺, 入江, 山下, 

宮崎, 中島 ,2017)



高度実践看護を巡る日本の状況

•全国の精神病床がある医療機関で、高度実践看

護師がいる施設といない施設では、平均在院日

数に有意な差(松枝,増滿,中本,池田,宮﨑,山本,2020)

•自動線形モデリングによる、精神科平均在院日

数を目標にした人材配置モデルでは、精神看護

専門看護師であれば0.2人、精神科認定看護師で

あれば0.8人配置したときに、200日まで低減す

る可能性が示唆されている(松枝,増滿,中本,宮﨑,本

郷,2020)



高度実践看護を巡る日本の状況

•日本では、独立したポジションを与えられて組

織横断的に活動している高度実践看護師の数は

30.1％(日本看護協会,2020)で、10年前とほとんど変

わっていない

•教育機関の偏在＝高度実践看護師の偏在に加え

て、高度実践看護師が適正に配置されず活動時

間が制限されている問題は、雇用している医療

機関等だけの問題ではなく、日本の医療全体に

とって、ひいては医療を受ける国民にとっての

損失



高度実践看護を巡る日本の状況

•高度実践看護師自身も役割を果たす上で困難を

感じていることが報告されている(馬場,齋藤,田中,丸

山,2013;山田,黒田,棚橋,津田,2010)

•アメリカの高度実践看護師の成長のプロセスの

第一段階は「適応」（Hamric , et al,2017）だ

が、日本のそれは「葛藤」(田中,2015)から始ま

るというのが、如実に違いを表している



高度実践看護を巡る日本の状況

•資格取得後最初の1～3年はスーパービ

ジョンを受けながら直接ケアを仕事全体

の70％程度にするよう調整することが必

要(南,野嶋,勝原編,Underwood2004)

•これができないと中途半端な成長しかで

きない(南,野嶋,勝原編,Underwood,2004)



高度実践看護を巡る日本の状況

•日本の場合は資格取得後最初の1年~3年の大事

な時期を病棟所属で夜勤もしながらゼネラリス

トと同じように使われたり、看護管理者と兼務

で使われたりする

•高度実践看護師の成長にとっては、とてもマイ

ナスな状況

•高度実践看護師としての活動の機会を与えられ

ない状況で、高度実践看護師としての能力を評

価されるのはアンフェア

•成長の出発点は、高度実践看護師として活用す

ること



高度実践看護を巡る日本の状況

•この現状の背景として、高度実践や高度実践看護

師の活用方法についての知識不足（松枝,江上,渡邉,村

田,2019； Minarik , Chan,2012/井上訳,編,2014 ）

•世界のスタンダードは、高度実践看護師は大学院レ

ベルの教育を受けていることが基本だが、臨床は言

うは及ばず、教育機関においてもこれが常識にはな

りえていない



高度実践看護を巡る日本の状況

•この現状の背景として、高度実践や高度実践看護

師の活用方法についての知識不足（松枝,江上,渡邉,村

田,2019； Minarik , Chan,2012/井上訳,編,2014 ）

•組織ニーズの分析とそれに見合う高度実践看護師の

活用方法

•適正な配置の方法

•適正な配置のために他部署と交渉する方法

•役割や権限の与え方、それに伴う中間看護管理者へ

の説明の方法

•看護管理者として高度実践看護師に必要な支援

⇒高度実践看護師自身が看護管理者に説明したり交

渉したりする能力の開発も不十分かもしれない



高度実践看護を巡る日本の状況

・様々な職種が高度実践を標榜して乱立し、

定義や役割が明確でない、もしくは定義や

役割が周知されていない

⇒ゼネラリストから見ても、国民から見て

もどの職種が何をする人なのかが明確で

ない



高度実践看護を巡る日本の状況
・元々、南裕子先生(現神戸市看護大学学長）が

専門看護師制度を作られた時には、専門看護師は

アメリカのCNSとNPの機能を統合した働きを想

定されていた

・名称もClinical Nurse Specialistではなく、

Certified Nurse Specialistとされた理由はそれ

・日本の医療の質を向上させ、国民の健康に寄与

するためには、高度実践看護の未来についての

立場や意見の違いを超えた議論が必要ではないか



高度実践看護を巡る日本の状況

・日本の臨床風土

・看護管理者は管理者としてよりも実践のリーダーで、

実践能力の高い人が看護管理者に抜擢される傾向

・専門性へのリスペクトが希薄で、専門性に見合

う報酬を与えるという当たり前のことができてい

ない⇒横並び文化で出る杭は打たれるという背景もあ

るのか？

・高度実践看護師に限らず、看護の専門性が

診療報酬に反映されない医療制度の問題



高度実践看護を巡る日本の状況

・高度実践看護師自身が明確な看護介入技法を持

ち得ていないことも、ゼネラリストとの違いを見

えにくくしているのではないか？

・特に精神科の臨床では、エキスパートのゼネ

ラリストが多く、スタッフや看護管理者から

実践能力を認められるのはなかなか困難

・大学院を出でました、資格を取りましたという

だけでは認められない世界



高度実践看護師に求められる能力

•スタッフや看護管理者に認められるためには

• 「あの人が来ると病棟の空気が変わるよね」

• 「あの人が来ると患者さんが良くなるよね」

• 「あの人が来るとなんか元気が出るよね」

• 「あの人が来ると、難しいけどやってみようと思え

る」 etc.

•頼りにされる高度実践看護師になることが必要

•そのためには、コンピテンシー・モデルで言われ

ているような直接ケア(実践)の能力が先ずは必要

で、他の機能はそれを基盤に発揮される



高度実践看護師に求められる能力

•そのようなことができるためには、効果のある

看護介入技法を何か一つは学び、使いこなせる

ようになることが必要

•本学会の名称にもなっている「PASセルフケア

セラピィ」(小谷,宇佐美,2018)もその一つ



高度実践看護師に求められる能力
•PASセルフケアセラピィの第一のユーザーは

高度実践看護師で、「患者だけではなく、チー

ムや組織への介入も同時に行う」（小谷,宇佐美,2018)

•ゼネラリストは患者に「セルフケアプログラ

ム」(小谷,宇佐美,2018)をしっかりと展開することで、

高度実践看護師と協働して患者の精神状態、セ

ルフケア、QOLを促進することができる

•勿論、PASセルフケアセラピィは高度実践看護

師の専売特許ではない⇒学び、修得し続けるモ

チベーションと行動力があれば身につけて患者

やチームに貢献できる



高度実践看護師に求められる能力

•「グラウンドメイトリックス」：「専門性の空

気」「専門家としての存在感と問題対応への準

備態勢」(小谷,宇佐美,2018,p14)

•「安全空間」(小谷,宇佐美,2018,p14)の創出:物理的な

安全空間に限界がある場合でも「心的安全空

間」 (小谷,宇佐美,2018,pp.14-15)を創出し、 対象に提

供できることが必要

•高度実践看護師は危機に働くことを求められる

人材なので、尚のことこの能力は重要(小谷,宇佐

美,2018,p.15)



高度実践看護師に求められる能力

•「相互作用メイトリックス」：対象と高度実践

看護師との間に起こる「心的エネルギーの相互

作用の総称」で情報の交換に加えて、情緒の交

換が行われることが重要(小谷,宇佐美,2018,pp.15-16)

•「メンタライジング」(小谷,宇佐美,2018,p16):患者自

身の自己理解と高度実践看護師の患者理解を共

有・確認しながら、患者の精神状態や精神の働

きを言葉にする(小谷,宇佐美,2018,p.15)

•これは、人間が生後、重要他者との相互作用の

中で獲得する共感能力が基盤となる



高度実践看護師に求められる能力

•「セラグノーシス」：「診断」＋「アセスメン

ト」と「セラピィ」を並行して同時に進行させ

ること(小谷,宇佐美,2018,pp.17)

•患者と高度実践看護師の1対1の場面だけでなく、

その場にいる他の専門家や家族などを含めて、

これができるようになるためには、集団精神療

法の知識と技術も必要(小谷,宇佐美,2018,pp.17)

•セラグノーシスのプロセスを展開するためには、

たゆまぬトレーニングが必要(小谷,宇佐美,2018,pp.17)



大学院の高度実践看護師教育に

PASセルフケアセラピィを導入し

た理由

•PASセルフケアセラピィに関する教科書(小谷,宇佐

美,2018;小谷,2018)が出版された段階で、宇佐美先生

の御協力を得て福岡県立大学大学院看護学研究

科の精神看護専門看護師コースの教育にこの技

法を導入



新しい書籍も近々刊行される予定。乞うご期待！



大学院の高度実践看護師教育にPAS

セルフケアセラピィを導入した理由

•宇佐美先生、小谷先生などのご尽力で、本学会

や四天王寺大学で系統的なトレーニングが受け

られる

•介入型事例研究を通じてエビデンスが蓄積され

続けている

•研究や教育に加えて、実践家としての宇佐美先

生や小谷先生への信頼感が大きい



大学院教育を通じて感じた

PASセルフケアセラピィの効果

•昨年度まで精神看護専門看護師コースの実習指

導を担当した経験から、この技法の効果を実感

•高い治療実績があり、チームパフォーマンスに

優れ、モチベーションの高いスタッフが多い医

療機関での実習



大学院教育を通じて感じた

PASセルフケアセラピィの効果

•主治医を含め、誰もが対応に困難を感じる患者を

学生が受け持ち、セルフケアプログラム、PASセ

ルフケアセラピィを展開

•1日30～40分、4週間の関わりで、患者は自分の

ニーズに気づき、精神状態、セルフケア共に改善

し、問題行動が減少し、目標を持てるようになっ

た



大学院教育を通じて感じた

PASセルフケアセラピィの効果

•患者の変化を目の当たりにした受け持ち看護師や

医療福祉チームも、学生が呼びかけたチームカン

ファレンスで、陰性感情のカタルシスを経て、

再びケアのモチベーションが高まった

•大学院生も指導する私も臨床でこの技法を用いる

のは初めてだったので看護介入技術には限界は

あったが、この技法の効果を実感した経験だった



高度実践看護師の有効活用の

ために看護管理として必要なこと

•組織上の位置づけを明確にする必要

•理想的には看護部長直属のスタッフポジション
（南,野嶋,勝原,2004)

•専任で活用する（南,野嶋,勝原編,Underwood,2004)

•組織横断的な活動ができる権限を与える（鶴

田,2006)

•配置と活用方法についての他部署や看護部内での

合意形成（鶴田,2006)



高度実践看護師の有効活用の

ために看護管理として必要なこと

•組織内で重要な人材であることを周知する（鶴

田,2006)

•主要な委員会の会議には高度実践看護師として参

加できるようにする（南,野嶋,勝原編,Underwood2004 ）

•スーパービジョンを受けるための時間と経済的な

保証をする（南,野嶋,勝原編,Underwood2004)

これらができれば、患者、スタッフ、チームに利益
があるだけでなく、「組織発展」(鶴田,2006)につながる



高度実践看護師の実践を実現するために

国の医療政策として必要なこと

•APN の実践を実現するには、国の事情に応じて、

次のような項目において適切な範囲やレベルを決

定していくことが重要

•①診断の権限を与えること

•②薬剤の処方権を与えること

•③患者を他の専門家に紹介する権限を与えること

•④患者の入院を決める権限を与えること

(日本学術会議健康・生活科学委員会(委員長 南裕子）,2011,11-12)



高度実践看護師の実践を実現するために

国の医療政策として必要なこと

•⑤臨床実践家、高度臨床実践家の称号授与のため

の立法措置

•⑥APN に特化した規制措置の仕組み

•⑦卓越した実践活動を行うものとして正式に認め

ること

(日本学術会議健康・生活科学委員会(委員長 南裕子）,2011,11-12)



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての課題
•優れた技法も臨床に普及して初めて医療の質全体の

向上につながる

•高度実践看護師が先頭に立ち、PASセルフケアセラ

ピィを患者をはじめとする複雑な臨床状況に適用し、

成果を上げる必要

•その姿をゼネラリストや看護管理者にロールモデル

として示していく必要



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての課題

•新しく開発された技法なので、先ずは学修し、

実践に応用できるレベルまで修得する必要

•技術はたゆまざるトレーニングにより磨かれる

ので、継続的なトレーニングが必要

•狙い通りの効果が示せたかを検証するには、

「介入型事例研究」を其々の高度実践看護師が

実践現場で蓄積し、本学会を通じて統合し、

エビデンスを更に強化していく必要



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての課題

•高度実践看護師の効果的な活用のために

は、国の医療政策の後ろ盾も必要

•政策に反映させていくためにも研究でそ

の効果を示していくことは非常に重要

•PASセルフケアセラピィと高度実践看護

の発展は日本の医療の質を底上げするた

めの重要な鍵



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての課題

•PASセルフケアセラピィは熊本震災の

支援者支援の中から生まれた技法なので、

現在のCOVID-19のパンデミック下におい

て、苦しんでいる患者や家族、医療従事

者、チーム、組織への看護介入技法とし

ても効果がある

•この看護介入技法が全国の医療機関に広

がることで、臨床現場は一新すると確信

している



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての期待

•高度実践看護師の適正な活用と活動の促進、更なる

育成のために、看護管理者をはじめとする利害関係

者のご理解とご協力をお願いしたい

•今年３月２８日に九州・沖縄地区で高度実践看護師

の活用と活動の促進、活用する側とされる側の相互

理解の促進を目的に、九州・沖縄高度実践看護師活

動促進協議会を、多くの方々のご協力で設立

•興味のある方は、ホームページをご覧ください



PASセルフケアセラピィの

発展に向けての期待
•最後に、本第4回大会にご参加くださった方々が

PASセルフケアセラピィに少しでも興味を持って

自組織にお持ち帰りいただき、日々の臨床実践や

教育実践の中でご活用いただくことを切に願って

いる

•近い将来、PASセルフケアセラピィを導入してい

る医療機関と、していない医療機関とで、精神医

療の質評価指標に有意差があるかどうかの研究も

私自身は行える日が来ることを楽しみにしている
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御清聴、
ありがとうございました

PASセルフケアセラピィ看護学会第4回大会
大会長講演


