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論文要旨 2003年 8 月 ~9月にかけて米国のナース・プラクティショナー (Nurse Practitioner以下

NP)とクリニカル・ナース・スペシャリスト (ClinicaJNurse Specialist以下 CNS)が中心となって

コンサルタントする脳卒中のケア実践の構造，プロセス，アウトカムについて知見を深めた。

脳卒中は救命された後も，高次脳機能障害が併発することから，退院後を見越したケアの提供が

必要となる。米国では，いかに早期受診をさせるかという [brainattack]の概念が早くから導入され，

血栓溶解療法等が先駆的に行われ，比較的迅速な対応がなされている。

今回，脳卒中専門看護師の専門性，機能，役割，教育システムを明確にすることを研究目的として，

米国テキサス大学ヒューストン校メデ、イカルセンターとメリーランド大学メデイカルセンターの脳

卒中ケア・ユニット (StrokeCare Unit以下 SCU)での体制化での脳卒中のケアを行う NPとCNS

に聞き取り調査を行い脳卒中専門看護師の育成にかかる要件を分析した。その結果，脳卒中急性期

におけるケアのさまざまなシステムの中で医師や他の職種と共に協働し，中心となってコンサル

テーションしていく NP'CNSの機能と役割について抽出されたことは，脳卒中という緊急を要す

る疾患の初療から退院までの一連の過程において， I迅速JI的確JI積極性」というキーワードが

抽出された。

わが国では，治療における診断技術や検査のオーダーなどの診療部門は医師に限定されている，

そうした法的な問題もあるが，脳卒中患者に直接関わることは米国も日本も変わりがない。 NP・

CNSの資格を持った脳卒中専門看護師を日本にも配置することで，脳卒中ケアに関する専門の看護

師の機能と役割として，脳卒中患者とその家族の QOLを向上させることに効果をもたらせていけ

るのではないかと考える。

キーワード 脳卒中，専門看護師，脳卒中ケア・ユニット (SCU)，ナース・プラクティショナー (NP).

クリニカル・ナース・スペシャリスト (CNS)

置はじめに

米国では，脳卒中は brainattackと呼ばれ，梗

塞性の場合は発症後3時間~6時間の聞に血栓溶

解療法(以後t-PAと略す)等の適切な治療を実
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施すれば，予後が改善されることが報告されてい

るにまた，脳卒中の転帰は，その8割以上が発

症後の数時間以内に決定されるが，この早期診断

と治療が多くの医療機関で実施できていない実態

があることから，死亡率や機能障害といった患者



アウトカムに悪影響を与えている。

Brain attackの概念が早くから導入され，血栓

溶解療法等が先駆的に行われている米国では，比

較的迅速な対応がなされている。さらに.脳卒中

ケアユニッ ト (StrokeCare Unit 以下 SCU)に

ナースプラクティショナー (NursePractitioner 

以下 NP) とクリニカル ・ナース・スペシャリ

スト 以下 CNS)が配置されている ζ とで，急

性期の診療がより迅速に行えるようになっている。

厚生労働省の調査によると，欧米諸国では脳卒

中患者を発症早期より脳卒中専門病棟による診療

を行うことによって一般病棟に比較して，早期死

亡率を28%，脳卒中後 l年以内の死亡率を22%，

機能予後としての死亡/施設退院者の割合を38%

減少させ，入院期聞を30%短縮させる効果がある

と報告されているヘ

日本では， 3時間以内の受診率は36.8%で欧米

の50%に比べると低く，先駆的な病院を除いては

脳卒中を専門に看護する看護師の配置もなく ，脳

卒中専門病棟を有している施設はわずか3%程度

しかない3)。

血栓溶解淘lの組織プラスミメーゲン・アクチ

ベ ー タ (t-PA) 投与治療は NINDS(National 

Institute of Nurological Diseases and Stroke)に

よると1995年に報告された NINDSrt-PA Stroke 

Studyによって遺伝子組み換え組織プラスミノー

ゲン・アクチベータによる経静脈性血栓溶解療法

の有効性が初めて証明されたヘ そして，1996年

にFD A (米国食品管理局)が t-PAを認可しそ

の後カナダ，ヨーロ ッパ等に認可され，いずれ日

本にも認可されるのではないかと予測される。し

かし， t-PAは適応基準を守らないと症候性の脳

出血が起こってくるという欠点もあり，このよう

な治療をするには脳卒中患者を集中的にみること

のできる SCUが長も適切であることから， SCU 

で脳卒中患者をケアする専門の看護師が配置され

ることによって，脳卒中治療患者のアウトカムの

向上に寄与できると考える。(注:rt-PAは遺伝

子組み換え組織プラスミノーゲン・アクチベータ

の略)

本研究では，先行する米国のテキサス大学

ヒューストン校メディカルセンターの CNSとメ

リーランド大学メデイカルセンターのACUのNP

から聞き取り調査を行い，日本で脳卒中専門看護

師を育成するにあたっての基礎資料とすることを

目的とする。

脳卒中専門看護師の機能と役割

- 調査目的

脳卒中専門看護師の専門性，機能，役割，教育

システムを明確にすることを研究目的として，米

国テキサス大学ヒューストン校メデイカルセン

ターとメリーランド大学メデイカルセンターの

SCUでの体制化で脳卒中のケアを行う NPとCNS

にインタビューによる聞き取り調査を行う。特に，

わが国においても現在治験中で，近来認可される

と推測される血栓溶解剤の t-PA投与治療に関す

る看護師の役割と機能についても SCUでの脳卒

中患者の看護実践方法をふまえて脳卒中専門看護

師の育成にかかる要件を考察していく 。

-方法

1.調査対象:University of Texas-Houston Medical 

Center Stroke Teamの CNS(アン・W ・ワジ

ナー)と U四四回ityof Maryland Medical Center 

のSCUに勤務する NP1名ずつ。

2 調査期間:2003年 8 月 25 日 ~9 月 3 日(調査

日合計7日)

3 調査方法:調査対象者にインタヒ、ュー (2施

設2日ずつそれぞれ 1時間前後)を行い，そ

の内容はボイスレコーダーに録音し，逐語録

として抽出した。

4. 倫理的配慮:事前に Universityof Texas 

Houston Medical Centerの倫理委員会，

University of Maryland Medical Centerの

IRBに，調査方法や研究デザインを記入した

研究計画書を送付し承認を得た。

5.分析方法:インタビューの内容を質的にまと

めた。また，米国の脳卒中専門看護師の調査

結果及び文献等から機能や役割，専門性につ

いて考察した。

圃結果

今回，米国て、の脳卒中専門看護師の調査を行っ

た結果，以下のことが注目された。 lつは，脳卒

中を発症した超急性期から病院に搬送されるまで

の聞に医療的な処置が施されているということ。

2つ目には病院に搬送された後，脳卒中集中治療

が専門的な知識や技術を持った脳卒中専門チーム

と称される他職種協働により診断，検査，治療，

看護が迅速に的確に行われていることがわかっ
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た。乙れらのことは発症後3時間以内を目標とし

た脳梗塞の治療における t-PAの投与が認可され，

発症後に短時間で対応すべき疾患として関与して

いることが判明した。それらを裏付けるためのも

のとして，米国心臓協会(必iA)は脳卒中が疑わ

れて，病院に搬送され t-PAが投与されるまでの

プロセスを 7つの Dで表し一般市民に広報し啓

発活動を行っている。 Detection(発見)→

Dispatch (救急出動)→ Delivery(搬送)→

Door (患者到着)→ Data(情報)→ Decision(治

療方針決定)→ Drugs(薬剤投与)という涜れが

確立している。このように米国では脳卒中患者

が発症して，超急性期の治療が行われる診療体制

が病院を中心としたものでなく ，地域住民や救急

搬送する EMS(救急医療サービス Emergency 

Medical Services)などにも広く行き渡るような

教育がなされていると考える。

メリーランド大学の脳卒中専門看謹師の機能と

役割については，メリーランド大学に設置される

脳卒中ケアユニットの機能や患者搬送システムに

影響されているため，まず，システムについて解

説した後，メリーランド大学メデイカルセンター

に所属する NPの専門性等について記述する。次

に，テキサス大学ヒューストン校メデ、イカルセン

ターでの急性期ケア (Acutecare専門看護師〕の

技能の内容と役割について記述する。

1 .メリーランド大学メディカlレセンターの脳卒

中ケアユニットと脳卒中搬送システム

1 )脳卒中ケアユニットでの診療体$IJ')

米国ボルチモア州にあるメリーランド大学メ

デイカルセンターでは，遠隔医療支援システム

(telemedicine)“Tele-BAT"とよばれるモパイル・

テレメテ、ィシン脳卒中チームが機能しており，急

性期脳梗塞の患者の診断評価に時間の節約が可能

であるとし効率的であり，よい方法であると明ら

かにされた。

地方の場合は t-PA適応の脳梗塞患者であるか

どうかを診断できる脳卒中ケア専門家がいるかど

うか，さ らに脳卒中重症度評価 (NIHSS)で判断

できる脳卒中ケア専門家がいない地域では，遠隔

医療支援システムによって救急部医師と脳卒中治

療センターの専門家を ISDN電話回線Cintegrated

services digital networkデジタル通信の国際標準

規格)によりリンクし，脳卒中患者を画像に映し
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LaMonte氏と調査研究者

メリーランド大学

出し，脳卒中かどうかにより診断し， t-PAの必

要か否かを判断する。必要であればヘリコプター

や救急車によって搬送される。

結果では， 1999年-2001年にかけてセント ・メ

リーズ病院からの搬送要請のあった50件のうちの

お件は遠隔医療支援システムを使ったもので，(う

ち2件は技術的に困難を極めたため除外されてい

る)残る27件は従来の電話による会話であった。

従来の電話による会話では 1171J (3. 8%)のみが

t→ PAが適用され， 一方，遠隔医療支援システム

を使った21件中5件 (23.8%)は，その場で t-PA

静脈投与されており，合併症はどの患者にも起

とっていないことから，遠隔医療支援システムが

迅速な診断と治療に有効なシステムであることが

証明されている。

2)脳卒中患者の具体的な搬送経路

メリーランド周辺での救急搬送は広大な州のた

めメデイカルセンターまでの距離も離れており

t-PAを使用する際は(1)3時間以内であること。



急性期脳卒中患者のベッドサイド

(2) 18歳以上であること。 (3)明らかな脳卒中

の症状が表れていること。 ζの3点が適応基準と

なっている。その適応基準を満たせば，脳卒中の

搬送経路及び搬送中の処置は，以下のようになっ

ている。

①脳卒中発症=今②救急隊要請中③救急

隊到着くヘリコプターまたは，救急車> =今④

メリーランド周辺で送受信装置を設置した病院

二今 ⑤メリーランド大学メデイカルセンター受信

コ⑥NIHSSによる脳卒中評価手⑦CT
画像診断(脳卒中発作発症地域の病院) =今 ③

診断後脳梗塞であれば救急搬送しメデイカルセン

ターでt-PA投与となる キ⑨近辺で発症し直

接メデイカルセンターに搬送された場合⑥から始

まる斗⑮入院となる

看護師の業務としては，救急隊からメテ、イカル

センターに織送要詰が決まってから，メデイカル

センターに受信された函像や電話での会話をもと

に，患者を SCUか一般病棟かにトリアージして

いく準備が開始されるロさらに，遠隔医療システ

ムで画像転送が可能な場合はNlHSSによる脳卒

中重症度により搬送されてくる患者の事前アセス

メントが可能であり， t-PAを使用すると思われ

る脳梗塞患者の場合は t-PAの準備や収容ベッド

の確保を行う。

2.脳卒中ケアユニットでの NPの専門性・機能

役割

上記の迅速な搬送・診断システム及び患者アウ

トカムの改善にメリーランド大学メデイカルセン

ターのNPはさまざまな機能と儲Ijを果たしている。

1 )コンサルテーシヨン インタビューした NP
は 「救急部に脳卒中患者が運ばれてきたとき，ま
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た，他の病院から医師が電話してきたとき，我々

はポケベルを持っていて呼び出しをされる。また，

患者がメリーランド周辺のどこからでも離れた病

院 (160Km以上=100マイル)からも連絡が入る。

そして，要請があれば診察(コンサルテーション)

し，外部の病院の医師と患者がヘリコプターまた

は，救急車を使ってメリーランド大学メディカル

センターに来るべきかどうかを決定するロ次に，

医師と共に脳卒中患者が救急室に着いたら駆けつ

けて，神経学的アセスメントを行い， CTなどの

函像診断や必要な血液検査などのオーダーを指示

し，診断がでたら治療計画までをオーダーし診察

もする。そして，医師が看護師に診断のアドバイ

スを求めてきたら脳卒中に関する診察も行う優れ

た診断能力がある。」

2)直接的なケア 臨床で NPは直接的なケアを

患者に提供する。「診察を行い，医師による患者

の診断を助ける。患者がζの病院の救急部に到着

すると，我々は，ベッドサイドに直接行く。そし

て，脳神経の検査である神経脱落症状をアセスメ

ントし高次脳機能障害者E診断する。そして，脳卒

中診断のための検査を処方する。CTスキャンや

血液検査など我々が必要なことをオーダーする。

そして，その結果を診断していき患者に t.PAな

どの急性期脳卒中治療が適応できるかどうかも決

定する。」

3)チームリーダーとしてのアドバイス 「救急

部の医師が脳外科医を要請するように，スタッフ

ナースは我々，脳卒中専門看護師である NPを要

請する。そして， NPは脳卒中患者の診断を下し

t-PAを投与されるべきか，また，ほかの検査の

ために入院すべきか，また，患者が脳卒中でない

のか，という 乙とを明らかにし治療計画を提供し

ている。NPが脳卒中患者を診察しながら SCUの

スタッフに的確なアドバイスを行っている。」

脳卒中専門看護師としての NPの役割をまとめ

ると，彼女らは患者を取り巻くシステムをよく

知っていて，患者の全体像を見る ζ と，そして.

患者を取り巻くシステムの全体像から患者のアウ

トカムを向上させるために，病院のシステムと脳

卒中患者をどのように調整すればよいかを考えて

いる。彼女たちは「この調整する役割は脳卒中ケ

アのスペシャリストとして必要であるJと述べ，

そして，そのシステムの中で医師と遣う点につい

ては，次のように言及している。脳卒中患者をケ

アする上で， NPでないといけない理由について
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は. I病棟で医師が，オーダーだけ出してあとは

看護師が行うというシステムではなく NPは診断

と診療をくっつけた仕事であるということ及び，

それを遂行すること。そういうノウハウを NPは

もっている」さらに INPはプラスアルファとし

て何が必要かというと，救急、室や他の部署の人た

ちとのコミュニケーションをきちんととってコン

サルテーションしていきフラストレーションを避

けていくことなどが自分たちの役割で，コミュニ

ケーションの専門家であるというととがいえると

思う。多職種とコーディネートしていく上ではコ

ミュニケーション技術は欠かせない」と述べてい

る。

次に，テキサス大学ヒューストンメディカルセ

ンターでの急性期ケア Acutecare専門看護師

(CNS)の技能の内容については. 3つの構造から

分析することができる。専門の領域を問わず看護

の専門的知識と専門看護実践家，つまりプロ

フエツシヨナルの基礎となる① GeneralCore 

Contentと，同じく領域を越えて共通する上級看

テキサス大学ヒューストン校

アン ワジナー氏と調査研究者

護実践 advancednursing practiceに必要なコア

スキルである② AdvancedPractice core.そして，

領域特有の専門性にかかる SpecialtyCore 

Contentsとに分類されるロわれわれが観察し，

インタビューした内容を項目として分類すると，

それぞれの能力は，図lに示すことができた。今

回の渡米によって脳卒中専門看護師の育成に関す

る構造を概念化したものが図 lである。図 lには.

脳卒中専門看護師がめざすアウトカム目擦を最上

部におき，それらのアウトカム目標を達成するた

めの要件について脳卒中ケアに必要と考える専門

的な知識，技術，行動について分析した。

図2では，従来の CNSの役割は 4つの分野に

分かれ専門家としての実践 ・教育・臨床相談 ・研

究とされてきた(図 2参照)。ζの4分野の役割

をうまく統合できるかが優れた CNSとして機能

できるかどうかを左右しているといわれている。

しかし，最近では.CNSの主たる役割は，臨床

研究と臨床実践にあると定義され直しており，臨

床コンサルタントや教育者としての役割は補助的

なものに位置づけられている(図 3参照〕。図3

では CNSは教育的な助言を行うことで，変化の

起こし方を知っており，その変化を恐れないパー

ソナリティーが必要であるとアン・ w.ワジナ一

氏はインタヒ、ューで図 3を再概念枠組みとしたと

規定している。“1did do this" (私がとれをした)

といわずに，変化を起こすには，自分を前に出さ

ずに，陰でリーダーシップをとる。周りの人が「自

分たちでやった」と思わせるようにさせることが

重要であるといっている。そのようにみんなを巻

き込んで調整を図る方法をとっていくよう』こする

ことを提案した。これが，変化の起乙し方を熟知

している乙とであると述べている。

メデイカルセン骨ー内の高層ビル群
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脳卒中専門看護蹄の機能と役割

床の大規模研究に関わるチームの一員としてケア

を変えていくことを実践している。同時に CNS

は，教育では (-PA使用・非使用のクリテイカル

パスを作ることにも関わり在院日数の調整も図ら

れている。

アン・ W ・ワジナ一氏は，研究に関して「研究は，

知識の創出.研究結果の浸透，実践における結果

の利用という三段階で構成され，研究の創出とは，

特定の科学的発見によって知識を増幅していくプ

3. CNSとNPの違いについて

メリーランド大学メデイカルセンターにおい

て， CNSとNPの違いについては， NPは臨床で

の実践が主体であること。それに対して CNSは

研究が主体になっている違いがある。 NPは脳卒

中患者が搬送されてきたら病気の経過とフィジカ

ルアセスメントを実践し，検査，処方，治療の紹

介を行うことが主務と考えている。 CNSは，実

践研究については脳卒中の死亡率の低下など，臨

門性CQ構造

脳寝中患者の死亡事の減少

2 脳卒中患者の機能的 ADLの改善

3 脳卒中患者家族の QOLの向上

4 脳卒中患者の二次合併症である再梗塞，再出血や運動機能，神経障害など患者の安全の向上

5 脳卒中の一次予防と早期受診のための住民教育

護師としての
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脳卒中専門看護師の機能と役割

専門的ケア実践者

臨床コンサルタン

ト [相談)

Consultant 
クリニカノレ・ナース・スベシャリスト

Clinical Nurse Specialist 

研 究 者

Researcher 
リーダーンップ

菅理

蕗庇教育者

Educator 

図2 従来のCNSの役割
アンWワジナー:日本語版監修井部俊子翻訳早野真佐子:アウトカム・マネジメント，
科学的ヘルスケア改善システムの臨床実践への応用 日本看護協会出版会.P34.2001. 

ロセスである。浸透とは，潜在的利用者や同僚研

究者による，研究結果に対する広範囲な精査や批

判である。結果の利用とは，研究によって得られ

た新たな知識を反映する形で実践に変更を加える

プロセスである。ヘルスケア提供者たちは，研究

の結果得られたベスト・プラクティスを臨床に生

かすために，この3つのステップを利用すべきで

ある」と述べている。インタビューの中ではrCNS

は臨床をすることが中心となって作られたが実際

は教育(プロジェクトポリシーをつくり退院計画，

新人教育)をすることのほうが多く臨床に戻れな

くなっていた。 CNSは研究する時間がなくなっ

ていった。看護研究者になるには PhDが必要で

ある。 (MDと同等に研究していくため)CNSの

役割jとして病院では，①重症度が高い患者が多く

なった。②患者からのクレームが多くなった。③

看護師がバーンアウトしてきた。これらにより

CNSの必要性が理解され CNSプログラムが復活

臨床専門家

されて CNSの活躍する場が広がってきた。その

CNSの活躍する場では Speci叫tyAriaとして

Cardiovascular (心臓血管または，循環器

系)Neuroscience (神経医学)Cardiopulmonary(心

肺)Trauma(外傷)S町oke(脳卒中)などにエキス

パートとして配置されている。脳卒中専門の CNS

は米国にはまだ領域が小さいので一部しかない。

脳神経医学の分野に含まれる場合が多い。なぜ，

脳卒中の CNSProgramができないことの理由と

して，脳神経生理学は複雑で看護学校でもうまく

教えられていないので学生の興味が湧かない。脳

卒中について治療法がこれまでなかった。現在で

はt-PA.動脈カテーテル撮影など少しずつ興味

をひきつけている。教育しても見返りが少ないの

でプログラムを立てる必要が少ない。これは多く

の脳卒中患者の回復過程が良くなっていないから

である」と述べている。

臨床研究者

変化の起こし方を熟知した臨床リーダーシップ

臨床専門家 臨床専門家

図3 再構成古れた上級看護師の役割

アンWワジナー:日本語版監修井部俊子翻訳早野真佐子:アウトカム・
マネジメント，科学的ヘルスケア改善システムの臨床実践への応用 日本看
護協会出版会 P34.2001. 

-46-



- 脳卒中専門看護蹄の専門性の構造に関する検討

l 米国での NP'CNSの調査の結果から，日本

で脳卒中に関わる専門看護師に必要と考えられる

機能・役割・環境について，図 1の構造図から考察

した。我々は，米国でのNP・CNSの調査結果から，

図 lの脳卒中専門看護飾の構造について導き出し

考察することができた。とくに.SCUとしての

組織的な役割としては，アウトカム測定の結果を

得るために行ったケアの測定・分析・公表が一般

的になってきている。そこで，脳卒中専門看護師

がめざすアウトカム目標として次の 1)~ 5)の

目擦を抽出した。

J)脳卒中患者の死亡率を減少させることがで

きる

2)脳卒中患者の機能的ADLを改善すること

ができる

3)脳卒中患者/家族の QOLを向上させるこ

とができる

4)脳卒中患者の二次合併症である再梗塞，再

出血や運動機能，神経障害など患者の安全

の向上させることができる

5)脳卒中の一次予防(基礎疾患のコントロー

ルと生活習慣の改善)と早期受診のための

住民教育を行うことができる

この 1)~ 5)の目標は脳卒中専門看護師の目

標として，図 lの構造図では最上部においた。そ

の目標を達成するために機能することが脳卒中専

門看護師の専門性につながる。インタビューの中

で脳卒中患者に対するケアのアウトカム目標を達

成するための要件として強調されたのは，脳卒中

患者に対して，迅速で正確な診断・治療を可能に

するためのパラメディックとの連携であり，救急

室の中の調整であり，患者への直接ケアで表出さ

れる診断能力と，医師や看護師へのコンサルテー

シヨンであり SCUとの連携や調整であった。さ

らに，専門性について，まず，クリテイカルケア

(Critical care)の専門看護師に共通する「救命J

と「生命に関わることから分を争う迅速で正確な

診断」に関わる①迅速性 (Speedy)②的確性

(Accuracy)そして. I次に行われる処置や治療

を判断する積極的な行動能力」に関わる③積極性

(Assertive)が存在する。迅速性，的確性，積極

性は臨床家の看護実践に不可欠な要素なので，図

lでは脳卒中の看護実践を行う臨床家を支える要

素に位置づけた。そして，これらを可能にするた

47 
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めには，脳卒中に共通する，脳神経疾患・循環器

疾患さらに合併症の診断と治療に関する知識を有

することが必要であると考える。

2.脳卒中患者をケアする臨床の脳卒中専門看護

師に基本的に必要とされる知識として次の 1)~ 

5)を抽出した。

1 )人体の解剖学・生理学，特に心臓血管系と

脳神経系

2)薬理学に対しての知識がある

3)脳卒中患者に関する心理学の認識がある

4)脳卒中の診断に関わる知識がある

5) ICUまたは，救急での脳卒中患者のケアの

知識がある

脳卒中専門家の臨床での看護技術の根底に必要

な基本的知識として図1では技術の根底に位置づ

けた。

3.上級実践看護職 (APN= Advanced Practice 

Nurse)の役割Iとして必要と考えられる能力

脳卒中専門看護師としての上級実践看護織とし

ての綴となるものの役割能力として考察すると，

教育として考えられるのは，脳卒中としての専門

分野を看護学修士以上で学び，その専門分野にお

いて，専門家としてのケアの提供や患者担当ナー

スにアドバイスする乙とが求められる九その

APNに必要な能力として次のJ)~9) の項目

が抽出された。図4にもあるような多職種との協

働において，調整能力があることが重要であると

考える。

1 )問題解決能力

2)組織の変革を図っていく能力

3)研究能力・統計能力

4)役割を開発していく能力

5)リーターシップ能力

医師看護師

薬剤

検査

放射線

リハビリ

事務

などのコメディカノレ

図4 専門看護師の調整機能
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脳卒中専門看護師の機能と役割

6)教育能力

7)コミュニケーション能力

的相談・調整能力

9)システム分析能力，問題解決能力

APNに必要な1)-9)の能力も技術の根底

に必要とされるので図 lのように位置づけた。

4.優れた脳卒中専門看護師として望まれる臨床

家としての中身としては臨床で患者に直接ケアを

行う優れた脳卒中専門看護師としての役割を考え

ると上記の1)-9)とは異なり，臨床のケアの

専門家さらに，患者ケアの専門家として脳卒中患

者のケアの提供に主眼がおかれている。その脳卒

中患者ケアには，健康回復のための教育，健康維

持，疾病予防が中心となると考える。そζで，臨

床家としての脳卒中専門看護師としての能力と役

割について次の1)-7)のことを考察した。

1)脳卒中の分類を判断しトリアージできるア

セスメント能力(症状や発症した時間さら

には脳梗塞か脳出血かを見分けられるアセ

スメント能力)

2)患者にとって最善の治療を状況から判断し

決定する能力(脳卒中専門看護師としてど

のように仕事をしていけばよいかがわかる

意思決定能力)

3)治療や診断に際して関係職種を調整する能

カ(迅速で確実な判断能力として，脳梗塞

か脳出血かによって，検査データの項目や

症状から判断する救急処置の準備など的確

な判断ができて，放射線科や薬剤部，検査

部，事務部門等の連絡調整が速やかに行え

る〕

4)三次合併症の予防とリスクコントロール能

力(高次脳機能障害に対して，起こりうる

合併症として麻樺，言語，理解，記憶，行

為，感情などがある，それらの症状からく

るリスクの回避が行えるよう』こする)

5)ケースマネジメント能力(退院計画と社会

資源の活用，家族への教育をプライマリー

ナースが持つ責任と自主裁量権という基盤

にあらたに患者ケアにおける経済的側面を

加えたもので個々の患者ケアの実践に焦点

をおくもので，脳卒中の再入院・管理，退

院調整，社会資源の活用，家族への教育な

ど個別的なケアの調整や費用の抑制・調整

などに関わる)
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6) EBNに基づき患者の問題や治療・看護計

函を再評価する能力(問題を再評価するア

セスメント能力として，個々の患者に立て

られた看護計画・アセスメントの再評価を

行う)

7)プロトコールガイドライン作成能力がある

こと(脳卒中の実践において，厳格なコン

トロールの必要な t-PAの治療薬は適切な

手順で進められていくことが必要である。

そのために，パスのような最小限の標準化

されたものでは機能しないからである)

以上 1)-7)までが，臨床家としての脳卒中

専門看護師独特の能力であるので，図1では中核

に位置づけた。

5.脳卒中専門看護師のf賠 lJと機能を理論構築し

ていく際には一般的な看護実践 (GeneralCore 

Contents)の根底となる倫理，患者の権利擁護，

多職種協働について考えていく必要がある。それ

には，次の 1)-3)について看護師が携えてい

る必要があると考える。

1)看護および他の領域からの概念枠組みや理

論の実践への活用

2)臨床，管理，政策判断を行うための基礎と

なる倫理や政策の理解

3)患者の権利擁護，相談，協働についての理

解

このことは， GeneraJ Core skillsであるので，

最底辺に位置づけた。

以上の乙とから，脳卒中専門看護師に必要とさ

れる 1-5のカテゴリーから抽出された行動とし

て，次の乙とがまとめられた。一般的な看護師と

して基礎となる理論，倫理，患者の権利擁護，多

職種協働を理解しているとともに，臨床で脳卒中

患者を看護する専門的な知識と技術，さらに，上

級実践看護師に共通する能力としての専門性や技

能が引き出された。これらのことから脳卒中を扱

う優れた臨床家としての専門看護師の構造化を図

ることができ，脳卒中ケアの目標である，1.脳

卒中患者の死亡率の減少 2.脳卒中患者の機能的

ADLの改善 3脳卒中患者/家族の QOLの向上

4.脳卒中患者の二次合併症である再梗塞，再出

血や運動機能，神経障害など患者の安全の向上 5.

脳卒中の一次予防(基礎疾患のコントロールと生

活習慣の改善)と早期受診のための住民教育とい

う1-5の目標を達成することが可能であると示
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唆された。

我々が構築した，脳卒中専門看護師の専門性と

しての構造を図lに図示したことで，最上部に位

置づけた脳卒中ケアの目標を達成するために必要

とされる能力を導き出せた。考察では，脳卒中専

門看護師の専門性を明らかにしたことで脳卒中専

門看護師を育成するための教育方法も具体的な方

策を考えることができた。

- おわリに

脳卒中を専門に看護する NP'CNSの役割は，

脳卒中急性期におけるケアのさまざまなシステム

の中で医師や他の職種と共に協働し，中心となっ

てコンサルテーションしていく役割にあることが

理解された。脳卒中という，緊急を要する疾患の

初療から退院までの一連の過程において， NP' 

CNSをもった脳卒中専門看護師が関わっていく

ことで個々の病院における脳卒中の平均在院日

数，医療費，多職種との連携，脳卒中重症度評価

(NIHSS)の使用状況，リハビリ状況と ADL機能

脳卒中専門看護師の機能と役割

評価，後方支援病院へのサポート体制，地域ハの

広報政策，など脳卒中全般にかかる施設の状況を

把握し分析することで，現在の日本での脳卒中ケ

アの状況と米国の脳卒中ケアの比較が行えると考

える。

我が国では，治療における診断技術や検査の

オーダーなどの診療部門は医師に限定されてい

る。そのような法的な問題もあるが，脳卒中患者

に直接関わることは米国も日本も変わりがない。

その直接的なケアについては，米国では NP'

CNSをもった脳卒中専門看護師が診断，診療行

為を行うことで早期に脳卒中ケアが実践でき，脳

卒中患者とその家族の QOLを向上させることに

効果をもたらせていると考える。この専門的な実

践により，米国の脳卒中死亡率の減少や麻簿など

の高次脳機能障害の発症を軽減させていくことに

もつながっているのではないかと考える。わが国

でも脳卒中を専門にケアできる看護師を教育して

いくことがこれからは求められると実感した。な

お，本研究の限界として米国の2つの施設でしか

調査を行っていないことである。
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