
－ 41 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　13 (1) 　41 － 49　2013

ドイツの看護教育

松森　直美　　笠置　恵子

県立広島大学保健福祉学部看護学科

2012 年 9 月 5 日受付

2012 年 12 月 12 日受理

抄　録

　2010 年 9 月 22 日に本学とドイツのノルトライン = ヴェストファーレン州（NRW）カトリック大学が相互の学

術交流協定を締結したのを機に，ドイツの看護教育制度について理解を深めるため，わが国および本学科の教育

課程を比較した。また，アーヘン大学病院，ケルン小児病院，ブラウンシュバイク総合病院を視察した際の情報

や NRW カトリック大学ケルン校マイケル・イスフォルト教授の協力を得て，ドイツの教育制度，医療福祉制度，

看護教育の現状，看護の変遷と課題についてまとめた。本報告より，国際交流の方向性や看護教育課程に関する

示唆を得ることができたため，今後の学術交流をさらに発展させたい。
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図１　アーヘン大学病院（正面にヘリポートを設置） 図２　アーヘン大学病院内の看護学校演習室
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１．緒言

　ドイツは，人口約 8200 万人の欧州連合加盟国の 1
つである。合計特殊出生率 1.38（2008），高齢者人口

割合 20.5％（2010）であり，少子高齢化という我が国

と共通の課題に対して，世界で初めて社会保険方式に

よる医療保険制度を確立し，日本をはじめ各国の医療

保障制度に影響を与えたとされている 1)。ドイツに学

ぶことは，保健福祉分野の専門職を育成する本学部の

教育における何らかの示唆が得られる可能性を有して

いる。

　2010 年 9 月 22 日，本学とドイツのノルトライン =
ヴェストファーレン州（NRW）カトリック大学は , 相

互の学術交流の推進を目的とした協定を締結した。こ

れを機に，ドイツの看護教育制度について理解を深め，

今後の学術交流をさらに発展させたいと考える。そこ

で，アーヘン大学病院を視察した際の情報や NRW カ

トリック大学ケルン校マイケル・イスフォルト教授の

協力を得て，ドイツの看護教育の現状についてまとめ，

我が国および本学科の教育課程との比較から，今後の

国際交流の方向性や看護教育課程への示唆を得たいと

考える。

　

２．ドイツの教育制度

　ドイツの教育制度は，ドイツ連邦政府によって調整

や統一が行われているが，16 の州ごとの教育政策に

よって各州の独自性が尊重されている。また，個人の

能力を最大限に伸ばすために各人の関心と能力に合っ

た質の高い教育が受けられるよう配慮されている。6
歳まで任意で幼稚園に通い，6 ～ 9 歳が基礎教育，10
～ 12 歳のオリエンテーション段階を経て基幹学校（5
年制），実科学校（6 年制），ギムナジウム（9 年制）

の 3 つのコースのいずれかを選択するが，進路は児童

の能力に応じて主として学校の教師が決定する 2）。6

～ 18 歳までが義務教育であるため基幹学校修了後は

職人や販売員を目指すための職業学校に通う。15 ～

16 歳で職業を選び，デュアルシステムとして職業学

校に通いながら企業などの職業訓練を受ける。実科学

校を卒業後は全日制の職業学校である専門上級学校や

専門大学などに進学し専門職を目指す。ギムナジウム

へ進んだ後は卒業試験に合格すると大学入学資格であ

る「アビトゥーワ」を取得し，この点数により希望の

学部に入学する 3）。

　

３．ドイツの看護教育制度

　ドイツにおける看護職は，法律により「看護師」「小

児看護師」「老人看護師」の 3 職種に分かれており，

いずれも国家資格である。「助産師」も国家資格であ

るが独自の教育課程で養成されている。国家試験はな

く，学内で学年ごとに看護職としての適性を試験や実

習内容で評価し，3 年間の教育課程を終え，州独自の

資格試験を受け合格した後に看護師資格が取得でき

る 4）。「保健師」という国家資格はなく，主に社会福

祉士が地域住民の健康支援を行っている。看護職は，

初等・中等教育後，17 歳以上で 3 年制の看護専門学

校に入学し，講義 2100 時間，実習 2500 時間を修了す

る（各州により教育時間は異なる）。入学して 2 年間

は看護に必要な共通の教育を受け，3 年次に各職種に

応じた教育課程を受ける。養成費用は，医療機関に支

払われる医療費に含まれており，学生から授業料を徴

収することはない。実習で学生はスタッフの一員と

して労働力を評価され，学年が上がるごとに経験に

見合った賃金（月額：1 年生 8 万円，2 年生 9 万円，3
年生 10 万円）が支給される。

　看護師の育成を担う教育機関は，医療機関に属し，

大病院は独自に，中小病院は共同で看護専門学校を運

営している。訪問したアーヘン大学病院はヨーロッパ

随一を誇る 1356 床を有している大病院である。病院
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図３ ドイツの看護学士課程の概要
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の建物内の一角に看護専門学校があり，学生数は 180
名（男子学生 38 名）である。「小児看護師」と「一般

看護師」のコースがあり，「小児看護師」のコースで

学習するための演習室が設置されている。基本的に「小

児看護師」のコースを修了した場合は，小児病棟など

子どもに関わる臨床現場に就職し，それ以外のコース

の看護師が小児病棟に配属されることはないとのこと

である。

　これに比べ，日本の場合は，指定規則で講義と実習

を合わせて 3000 時間以上（講義 74 単位，実習 23 単

位）となっており，4600 時間としているドイツの教

育課程よりも少ない。本学科の場合は学士課程で講義

約 2565 時間，実習 1020 時間で，ドイツよりも講義時

間は多いが実習時間数は圧倒的に少ない。また，臨床

で働きながら実習を行うドイツに比べて，臨床と教育

のギャップが問題となっている。

　永嶋ら (2003) のドイツ・アーヘンの 2 校の看護学

生 107 名への調査によると，看護教育への改善点とし

て約 1 割が「理論と実践の違い」を指摘しており，約

2 割が「実践教育を増やす」ことを希望している 4）。

学内で適性を評価され実習時間数が多い現在のドイツ

のカリキュラムにおいても日本と同様の課題が考え

られ，さらに情報交換を深め，臨床と教育とのギャッ

プについての課題と対策をともに考えていく必要があ

る。

　

４．ドイツの看護教育の大学化

　1987 年に発足した欧州共同体（EC）時代のエラス

ムス・プログラムという域内の大学生の国境を越えた

流動化を図る計画から，1989 年の欧州単位互換制度

によって大学化が加速した。1998 年ソルボンヌ大学

創立 800 年式典に出席した仏独伊英の 4 か国の教育相

による「ヨーロッパ高等教育システムの構造の調和

に関する共同宣言」から 1999 年に 29 か国の教育相に

よって，全専門領域において「ヨーロッパの高等教育

に収斂をもたらそう，互換性をもたそう」という宣言

が採択され，以後 2 年ごとに各国の改革状況を報告し

て次の措置を取るための会合が開催されているボロー

ニャ・プロセスと呼ばれる政策により大学化は欧州全

体で要請されている。

　看護に関連した制度としては，2000 年に WHO が

主催したヨーロッパにおける看護と助産に関する第 2
回大臣会議で，全欧 600 万の看護師・助産師の保健領

域での貢献を認め，大学・大学院での医学教育との交

流に加え，看護・助産教育の高度化を求めるミュンヘ

ン宣言が採択された。次に，2004 年の看護法の改定

において確認されるべき看護職の役割を視野に入れ，

1999 年と 2000 年の看護学部長会議や 2006 年ドイツ

看護学会の声明により大学における学士号と同時に看

護師資格を取得できる制度の導入が要請されるように

なった 5)。

　1995 年には最初の学士看護師が誕生し，1998 年に

は 20 の看護管理の学士課程が社会福祉やビジネス分

野の実践的な教育を行う応用科学大学に設置され，看

護教員の 10 の教育課程と看護科学の 5 つの課程も大

学と応用科学大学に設置された。これらは，看護師資

格を有した後に，主に看護学校の教員になるための

コースである。看護の博士課程は 1997 年に NRW 州

のヴィッテン・ヘァデッケ（Witten/Herdecke）大学や

ベルリンで始まったが，この時点での課題は，看護の

教授と講師の不足であった 6）。「看護学」という学科

や専攻の名称としているのは約半数で他は公衆衛生と

いった名称となっている 5)。2011 年現在，ドイツ全土

で 25 の看護系の学部を有する大学があり，NRW 州に

はそのうちの 5 校がある。1 年目に看護全般の共通科

目を学びながら病院での実習を行い，2 年次以降は，

小児看護，老人看護，一般看護のコースに分かれて

学習する。3 年課程が修了した時点で看護の資格を取

得し，大学への進学は約 10％，1 クラス 80 名で，大

学では主に法律や研究について学ぶとのことである。

1952 年に日本で初めての看護系大学（高知女子大学）

が設立されて以降，今では 200 校を超す看護系大学が

存在する日本の状況と比べると，ドイツでの看護教育

における大学化は進展の途上である。

　卒後教育として，1，2 時間から 3 日間の短期講習
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には，疼痛管理や老人看護，管理能力の向上，安全対

策，緩和ケア，心肺蘇生法，インターネットによる情

報検索，表計算ソフトなどがある。また，1 ～ 3 年の

長期研修制度による州政府認定の専門看護師課程があ

り，「集中治療・麻酔」「がん」「手術」「精神」「地域」「感

染症」の分野があるが基礎教育段階でコースが分かれ

ている小児看護分野の卒後教育はない。専門看護師資

格取得は日本と違って修士課程ではないが，教育内容

としては高度な知識と実践教育が行われている 5）。

　

５．ドイツの看護教育の変遷

　ドイツの近代看護に影響を与えたのは，フリート

ナー牧師によるディアコニス養成所である。彼は，諸

外国の見聞をもとに女性のための福祉教育施設として

カイザールベルト学園を創立し，1836 年より本格的

な看護師教育を行った。看護師たちはディアコニスと

呼ばれ，修道女のように神に仕え，病院や地域，個人

の家庭での看護に派遣された。「看護師は医師に従う

ものであり，責任の所在はすべて医師にある」との方

針による 3 年間の教育課程で，宗教，倫理学，薬理

学，臨床看護学，訪問看護の講義と養成所附属病院で

の実習が行われていた。このカイザールベルト方式の

看護教育は英国や米国などカトリック教会の力の弱い

国々へ広がっていったとされている。キリスト教色の

強いドイツ社会では「母の家（カイザールベルト学

園）」なしには看護は不可能であるというスローガン

のもとに，赤十字看護会も「母の家」の方針を受け継

がなければならなかった。しかし，急速な医学の発展

の中，宗教的なディアコニスの務めと看護の職務が結

び合った看護教育は看護の専門性を後退させていくこ

とになった 6）。

　 ア グ ネ ス・ カ ー ル（Agnes Karll，1868-1927） は

1903 年に看護師同盟を設立し，1915 ～ 1922 年には

ICN（国際看護師協会）の会長を務めている 7）。しかし，

アドルフ・ヒトラー（Adolf Hitler, 1889-1945）が 1933
年に国家元首となり新しいナチス政府は民族の同一化

や戦争への準備として医療システムに焦点を当て，新

しい看護の組織を支配下に置いた。エリッヒ・ヒルゲ

ンフィールド（Erich Hilgenfeldt, 1897-1945）が代表を

務めるナチス福祉協会はナチスドイツ労働党のため

に働くナチス看護師会を設立し，1938 年にドイツ看

護協会は解散しなければならなかった。1939 年当時

のナチス看護師は約 10900 名，ドイツ帝国看護師は約

21500 名，ドイツ赤十字看護師は約 1460 名，プロテ

スタント・ディアコニス看護師は約 46500 名，カトリッ

ク看護師は 50000 名であった。1941 年にはナチス看

護師は 12000 名で，そのうち 5000 名近くが 88 の医療

施設に，3000 名以上が地域看護に，4000 名の看護学

生が 190 の病院で教育されていた。1941 年にナチス

看護師とドイツ看護師の合併が命じられ 42000 名を数

えたが，宗教的な看護師に比べるとまだ数は少なかっ

た。ナチス看護師は地域看護における優先権をもち，

看護業務だけでなくナチ労働党の地域レベルでの重要

な地位を担っていた。これまで地域看護を行っていた

プロテスタントとカトリックの看護師たちに取って代

わられ，人種差別的なケアを行った。第二次世界大戦

以前，標準的な看護の法律（1938）により看護師の卒

後研修のために追加された病院を支配すること，征服

した他の国で働くことなどナチス看護師の配置の不足

は地域看護の広がりを阻止した。戦時中に看護師の需

要と供給のギャップは拡大し，看護師不足が宗教的看

護師の存続を求めたため，ヒルゲンフィールドによる

完全な地域看護の支配は達成できなかった。3000 名

近くのナチス看護師と 2500 名の他の組織の看護師が

ナチス福祉協会の地域看護の場で協働していた。地域

看護におけるナチス看護師は教会を基盤にした看護師

ができない看護の情報を提供し，母子のケアと入浴や

食事などの助言をして信頼を得ていったが，遺伝病や

障害者をナチス福祉協会に報告し，助産師はすべての

出産を報告していた。家庭医，ナチス看護師，社会福

祉士，公衆衛生の役人とどう協働していたかはわかっ

ていない。ナチスの医師に選ばれた信頼できるナチス

看護師がベルリンから派遣され，子どもの特別病棟（子

どもの殺害を隠すために使用された）に配属されてい

た。ナチス看護師は，障害者の選択的殺害と実験的手

術に参加していたとのブレイディング (1998) の証言

録がある。ヴィッテンベン（2001）は，ドイツ帝国看

護師が先のアグネス・カールが設立した看護師同盟や

ドイツ看護協会にどれくらいの人数が所属したかはわ

かっていないが，ナチス看護師の後の経歴について調

査してこなかったことを批判している 8)。

　ハックマン (2000) はドイツの看護研究や看護教育

の発展が遅れている理由として次のことを指摘してい

る。社会的政治的な影響を受けた異なるイデオロギー

を背景とした多様な看護組織と英国看護協会のような

中心的な看護の団体の欠如が看護研究や看護教育の発

展を遅滞させた。さらに，13 の地域と 3 つの独立市

で構成されているドイツ連邦における医療政策は主に

各自治体で行われている。中央政府と自治体の分割統

治の方針は高いレベルでの民主主義を示しているが，

時には進展がとても遅い場合がある。1995 年以降，

地方の省庁における看護の幹部職員の高い地位におけ

る役職が少なく，いくつかの顧問団体には看護組織に

所属している看護師が存在しているが，中央政府にお

ける看護の役職はないとされている。

　さらに大きな問題は，特に年長の看護師の英語力の

不足である。過去 10 年間で改善され，英語の知識が

看護基礎教育に導入され，公的な法律をもとにした老

人看護師の教育課程には外国語の科目として英語が提
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供されたが，看護教員にも英語力の不足があり，国際

的な雑誌が看護基礎教育で使用できていない。近年の

看護の学問的課題は，実践を基盤とした研究の重要性

と看護教員が大学や応用科学大学で教育されるべきか

どうかという看護の教授の資格についてである。また，

実践看護師の課題は，雇用者による学会や教育課程へ

の参加の支援が欠如し，理論と実践のギャップが増え

ていることである。

　1989 年には看護の報酬と待遇改善を求めたデモと

ストライキが起こり，看護の危機と言われている。こ

の結果，待遇改善と同時に看護教育も議論の対象と

なった。さらに介護保険制度の導入で経済的な制限を

伴った議論がなされたが，特に在宅看護の資格など，

看護と介護は公的な興味や関心の対象となった 9）。

　

６．ドイツの医療福祉制度

1）児童手当と両親手当

　子どものいる家庭といない家庭との間の負担を調整

するために，子どものいる家庭は児童手当を受けるこ

とができる。児童手当は，原則として所得にかかわ

らず，18 歳未満の全ての子どもを対象に支払われる。

子どもが就学中は 25 歳未満，失業中は 21 歳未満の子

どもも対象となる。支給月額は，第 1 子および第 2 子

は 184 ユーロ，第 3 子は 190 ユーロ，第 4 子以降は一

人につき 215 ユーロである。

　3 歳未満の子どもを持つ両親は，それぞれ最長 3 年

間の休暇を取得することができる。これは両親が同時

に取得することも可能である。事業主との合意の上，

12 か月を限度として，子どもが 3 歳から 8 歳の間に

休暇を持ち越すこともできる。両親の休暇期間中，週

30 時間を限度とした短時間労働や，従業員 15 人以上

の事業所では，週 15 ～ 30 時間の範囲内で労働時間

の短縮を請求することもできる。両親手当の月額は，

1800 ユーロを上限として，従前の手取り賃金の 67%
に相当する額を 12 カ月間（一人親の場合は 14 ヶ月間）

支給される。また 3 歳未満（3 人以上子どもがいる場

合は 6 歳未満）の子どもを養育している場合は，さら

に 10% の加算を受けることができ，毎月の受給額を

半額にすれば受給期間を 2 倍にすることも可能とされ

ている。

　育児期間中は，年金保険料を支払うことなしに公的

年金制度の強制加入者としてその間の平均報酬に相当

する保険料を支払ったものとして評価され，公的医療

保険や介護保険の保険料も徴収されない 10)。

2）病院における親の付き添いの保障

　ドイツの医療保険制度では，医療給付，予防給付，

医学リハビリテーション給付，在宅看護給付などがあ

り，現物給付が原則となっている。医療給付には，診療，

医薬品，各種療法（マッサージ等），補助具，家事援助，

出産援助，入院療養費などがある。外来診療や入院療

養の支給期間の制限はなく，一部負担は，外来につい

ては 1 四半期につき 10 ユーロ，入院については 1 日

につき 10 ユーロ（ただし，年間 28 日分が限度），薬

剤費については製品価格の 10%（下限 5 ユーロ，上

限 10 ユーロ）とされている。一部負担金の免除措置は，

18 歳未満の者，公的扶助の必要者，就学援助受給者，

世帯収入がある一定以下の者などに施されている。適

用診療や治療に直接かかわるもののほか，付き添いを

する家族の食事など関連する広範囲なものが対象とさ

れ，充実した給付内容となっている。特徴的なものと

して，被保険者および扶養者が治療・療養などのため

家事が出来ない場合に，代替労働力を提供する家事援

助があり，これらは原則として現物支給される。また，

疾病により労働不能となった被保険者に対し通常労働

報酬の 80% が支給される傷病手当金や母性保護給付

（出産手当金，出産一時金），埋葬料，交通費等があり，

現金給付で行われている。

　保険料の財源は，公法人として認可された団体であ

る疾病金庫が自主管理の原則から独立採算で運営して

おり，原則として公費は投入されていない。個々の保

険料は連帯性の原理にもとづき，応能負担による保険

料の設定と，労使折半による負担が行われている 1)。

したがって，付き添い者にかかわる費用を含めた医療

給付により，経済的な負担も考慮されており，疾病を

もつ子どもに付き添うための親への心理的負担を多様

な面から軽減しようとする支援が行われていると言う

ことができる 11）。

3）ドイツの小児医療施設

　ドイツ国内には約 2200 か所の病院が存在し，小児

専門の医療施設は 546 か所，そのうち 21 施設が PICU
（小児集中治療室）を有しているとのことであった。

　先に述べたアーヘン大学病院の小児病棟は，16 床

で主に悪性疾患の子どもが入院している。看護師は

パートも含めて 19 名おり，午前（2 ～ 10 時）3 名，

午後（11 ～ 21 時）2 名，夜間（21 ～ 2 時）3 名で勤

務する。親は予後不良の子どものそばにいたいという

理由で付き添うことが多く，看護師は家族も含めたケ

アを行う。15 歳以下の感染症のないきょうだいたち

も入室が可能であるとのことであった。

　ケルンの児童クリニック（Kliniken der Stadt Köln 
gGmbh）は 1804 年に設立されたドイツで 4 番目に古

い病院で，現在は小児病棟 152 床，小児外科 80 床，

児童精神科病棟 60 床を有し，看護師 259 名が勤務す

るドイツで 2 番目に大きい小児専門病院である。看護

師の構成は，小児看護師 85%，手術専門看護師や一

般看護師 15% で，看護師数の約 5% の割合で保育士

がいる。家族が宿泊するためのマクドナルド・ハウス

が敷地内に併設されており，1 泊 20 ユーロとのこと

であった。ドクターヘリを整備し，地域の救急患者が
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空路で搬送される。平均在院日数（2010）は，小児診

療科 5.69 日，小児外科 4.25 日，児童精神科 24.15 日

とのことであった。糖尿病や肥満の児童が入院する慢

性疾患病棟（19 床）の主な日課は以下の通りである。

家庭生活が送れるように教育入院し家族も含めて指導

を行う。また同じ疾患の子どもの親同士のピアサポー

トも行っている 11）。

　　　 8：30-10：00 院内学校

　　　11：30-12：00 運動

　　　12：30-13：00 昼食（入院中の子ども達が集ま

り食堂で食事）

　　　13：00-14：30 家族（親）と一緒に教育

　NRW 州より北部に位置するニーダーザクセン州に

あるブラウンシュバイク総合病院は 1425 床 30 診療科

を有している。ブラウンシュバイク市内には 25 万人

の子どもたちがおり，そのうち年間 6000 人が利用し

ている。部門別に市内の 5 つの場所に分かれて組織さ

れている。そのうち小児医療施設は 100 床あり（小児

科 80 床，NICU20 床），周産期センター，小児集中治

療室，一般小児科・思春期医療など 3 か所に分かれて

いる。小児科医と研修医 27 名，看護師や研修生 140 名，

2 年の教育を終えたがん看護専門看護師 4 名，保育士

4 名もおり院内学級もある。平均在院日数 2.5 日とい

うことであった。小児がんの専門家であるウォルフガ

ング・エベール医師によると，毎年 30 名くらいの小

児がん患者が治療を受けているが，常にがんの子ども

には告知し，与えた情報の中から子どもが情報を選択

するということであった。日本では，小児がん専門医

が子どもにはっきりと「がん」という診断名を「いつ

も」伝えている告知の割合は，医師の 9.5% と報告さ

れている 12)。ドイツでは，先の小児がん専門医のよう

に予後不良とされる疾患であっても，告知はほぼ全て

の子どもに行われていると言われ，透明性のある説明

がなされている。そのため，予後不良である疾患や治

療が困難とされる重症なケースでも，付き添う親は子

どもに対して説明をどうしようかと迷う事はなく，全

てのことが明らかとなった状況で子どもと関わること

ができる。

　

７．日独の地域看護

1）日本の保健師活動の概要

　日本では地域で生活する人々を対象に，個別的支

援（個人の健康問題への解決のために，継続家庭訪問

や個別保健指導等を実施），集団への支援（地域集団

の持つ健康課題解決のため，地域診断を実施し，その

地域の問題点を明確にし，解決のための健康教育や行

政サイドへの働きかけを実施）という 2 つのアプロー

チ方法により個人と集団への双方に働きかけて地域に

おける健康問題を解決していく保健師（Public Health 
Nurse）という看護専門職があり，その教育背景と実

践活動の場および保健師養成教育の今後の展望につい

て NRW カトリック大学において講演 13) したが，ド

イツにはそれと同様の業務をおこなう看護専門職はな

い。それらの業務の一部（精神や高齢者対策）はドイ
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ツでは Medical Social Worker や老人看護師が担ってい

るようである。しかし保健師の重要な視点である地域

社会の健康課題に総合的に取り組む活動の実践がドイ

ツではどのようになされているかはまだ十分つかめて

おらず今後のドイツとの交流の課題でもある。

　日本の保健師活動の原点を辿ると，明治政府が課題

としていた近代公衆衛生行政の樹立のためにアメリカ

で初めて教育と訓練を受けた看護師リンダ・リチャー

ズが 1886 年京都看病婦学校設立と同志社病院の看護

に関わる責任者として来日したことに遡る。リチャー

ズが学んだニューイングランド女性・小児病院の看護

婦養成所はドイツのカイザールヴェルト学園の影響を

受けており，同志社病院の院外活動でキリスト教精神

による家庭看護や健康教育，京都看病婦学校の卒業生

による貧しい人々への巡回看護が行われていた 14)。

　「保健婦」の名称が公的に用いられたのは，「小児保

健所の設置に関する件」（1926）で，世界的に高率を

示す乳児死亡率を下げるための方策として「小児保健

所計画」の中に乳幼児の訪問活動をする専門職名とし

て初めて保健婦の名称が用いられた。1937 年には保

健所法が制定され，保健婦が公的な身分で働く職種と

して位置づけられた。1963 年には老人福祉法が制定

され，65 歳以上の老人健診の開始にともない未受診

者の家庭訪問が行われた。その後，1982 年に制定さ

れた老人保健法の改正により，1992 年に老人訪問看

護制度が開始となり，看護師または保健師が直接管理

者となり，訪問看護ステーションを開業できる道が開

かれた。さらに 1994 年の地域保健法の制定と，高齢

者への介護問題を福祉で取り組む北欧型ではなく，保

険で取り組むドイツ型を見習い，2000 年には介護保

険制度が制定され，地域医療と訪問看護の推進が図ら

れることとなった 15）。

　キリスト教精神から派生した地域看護が起源となっ

ている点では日独ともに共通であるが，その後の国家

政策が及ぼした看護制度への影響の違いが保健師の存

在の有無を左右したのではないかと推測され，この件

に関しては今後さらに検討していく所存である。

2）ドイツの地域看護

　ドイツには「保健師」の資格制度はないが，訪問看

護ステーションは 11000 施設あり，老人看護師が主に

従事しているとのことであった。この老人看護師は，

「アルテンフレーガー（Altenpfl ege）」と言われ，2003
年の「老人介護の職業に関する法律」に基づき，従来

養成されてきた老人介護士が国家資格として制度化さ

れた。老人介護士養成学校への入学試験はなく，実科

学校を卒業時の試験が基準に達していることと，今ま

でに施設・病院等で実習をしたことがあるか，実習受

け入れ機関で仮実習（2 ～ 3 週間から半年）をしてみ

て，受け入れ機関から受け入れの了解が得られていれ

ば入学が可能になる。養成期間は 3 年間（講義 2100

時間，実習 2500 時間の計 4600 時間）で，各州が実施

する「修了試験」に合格する必要がある。2006 年に

は国家試験が実施されているが採点基準を統一し，そ

れに合わせた養成プランを作成する予定とされてい

る。この養成システムは，1 年間は看護師と同じ教室

で学び，2 年次以降に身体介護の基礎や高齢者の疾患，

老人看護，自立支援，居宅・住環境づくりの支援など

を学ぶ。介護を必要としている高齢者への対応には医

学的専門知識が不可欠となってきており，医療的ケア

に関する学習が拡大し，医師の指示のもとに注射や投

薬も可能となっている 2)。華表（1998）によれば，ド

イツ看護協会の会員になる資格があることや，同協会

では看護職種と同じカテゴリーのものとしており，英

語では「Nurse for the care of elderly」と表現すること，

業務内容を勘案しても日本で「老人介護士」として紹

介されている資格は「老人看護師」とした方がより適

切であると述べている 16）。

　2006 ～ 2007 年には，スウェーデンの “district nurse”
や米国の “nurse practitioner”，英国 “community nurse”
を参考に，一般医の業務を救済して地域の患者に医療

を提供する Community Medicine Nurse の資格が高度実

践看護師の選択師の 1 つとして検討されている。ドイ

ツでは，看護概論や看護方法論，地域ケアの連携，家

族看護，カウンセリング，コミュニケーション，病理

学，薬理学，救急処置，情報処理，遠隔医療などを含

む 274 時間の講義（2 週間ごとに 2 日間）と 12 週間

の実習による教育課程が 2006 年 10 月から 2007 年 5
月に試行された。少子高齢化の中で移民の若い世代の

独身世帯が高い割合になり，70 歳以上の高齢者が全

世帯の半数以上を占める地域や山間部の多いドイツ国

内の地域医療の課題を克服するためのこうした取り組

みが行われている 17)。

　

８．今後の展望

　これまで述べたドイツの医療と看護の現状は，日本

の抱える課題と対策への参考としてみることができ

る。協定しているNRWカトリック大学看護学部やアー

ヘン大学病院との交流を深めていく中で，さらに歴史

的文化的背景を含めてドイツの看護について理解を深

め，他国の状況を自国の看護実践や本学の教育課程の

検討に活かしていきたいと考えている。
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Abstract

On September 22, 2010, our university and Catholic University of Applied Sciences of North Rhine-Westphalia made 
an academic agreement. This article aimed to understand more clearly the system of nursing education in Germany. And we 
wish to develop the academic agreement more by suggesting directions for international interaction and nursing education 
comparing between Germany and Japan. This article shows information on German hospitals, Aachen University Hospital, 
Cologne Children's Hospital and Brunswick General Hospital that we have visited. Additionally it shows about the education 
system of Germany, the medical-welfare system, the current state of nursing education, and the history of nursing in 
Germany, with the co-operation of professor Michael Isfort.
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