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皆さんの講演会でお話を
させていただくためにご
招待いただき、また、沖
縄と日本のナースプラク
ティショナーの仕事につ
いて再び機会を与えてい
ただき、感謝いたしてお
ります。



オーストラリア―大きな国土に少ない人口

2500万人



私の住居と働く場

• 私はクイーンズランド州アウトバ
ックのマウントアイザ（ Mount 
Isa ）で暮らし働いています

• 炭鉱の町

• 非常に大きなキャトルステーショ
ン（牧場）に囲まれています

• タウンズビルから900キロメートル

• アリススプリングスから1200キロ
メートル

• ダーウィンから1500キロメートル



広大な距離－舗装道路と未舗装道路



広大な空間 –乾燥した土地から熱帯まで



マウントアイザはロデオで有名



JCU－タウンズビルに拠点を持つ
熱帯研究の地域大学

クイーンズランドの特徴：

• 高度に分散した多様な人口

• 最も地域化された州

• 北（PNG）東（太平洋）および
北西（アジア）の教育、健康お
よび産業の強力な結び付き

• 多様なインフ（下層構造）

• 地方（田舎）の州



オーストラリアのナースプラクティショナー：始まり

オーストラリアにおけるナースプ
ラクティショナーの役割は、誇り
高い我々の看護の伝統においては
比較的最近のものです。最初のパ
イロットプロジェクトが1994年に
実施され、女性の健康（ウィメン
ズヘルス）、助産、ホームレスの
男性やプライマリケアなどの社会
的弱者を対象としたケアなど、へ
き地や遠隔地域におけるナースプ
ラクティショナーの仕事のモデル
が評価されました。



ナースプラクティショナーを導
入した理由は、へき地と遠隔地
域の健康および社会的弱者の人
々の健康を改善することでした
。1999年にオーストラリアの首
都特別地域で最初のトライアル
が行われました。ここは、首都
キャンベラを擁するオーストラ
リア最小の州です。
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2000年には、2人のナースプラクティシ
ョナーが初めて、NPとしての活動を看
護委員会（Nursing Board）から許可さ
れました。その2人とは、かつての遠隔
地域担当の緊急看護師であるスー・デニ
ソン（Sue Denison）とジェーン・オコ
ネル（Jane O’Connell）でした。別の遠
隔地域の看護師であるオーリー・ジョン
ストン（Ollie Johnston）は、その後、
ニューサウスウェールズ西部に従事する
遠隔地域NPとして認可されました。そ
して、オーリーは全国規模で、将来の
NPの道を開きました。

先駆者



これらのNPはすべて、管轄の保健サ
ービスに雇用されていました。彼ら
は自分たちの労働に対して金銭を要
求しませんでした。すべての州およ
び準州に、オーストラリア全域でNP
が機能するための法的枠組みが導入
されるまでに、さらに9年の歳月を
要しました。この取り組みの重要な
要素の1つは、教育と認可の国家認
定を通知するNP規格の開発を委託す
るオーストラリア看護協議会（
Australian Nursing Council）の働き
でした。
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法と教育

豪州遠隔看護学会（CRANA）はこの
プロセスに積極的に関与し、看護師
の登録、NPなどの専門分野の認可
、教育プログラムの認定に関する国
内法の設置を推進する役割を果たし
ました。CRANAは、1983年に看護
協会としてスタートして以来、こう
した役割を標榜してきました。
CRANAのビジョンとは、最上のケア
を提供するために、遠隔地域の看護
師を最高レベルに達するよう教育す
ることでした。



CRANAは、1999年に教育プログラムを開発するための資金調
達に成功しました。全国協議、そして専門家、機関およびサ
ービス分野との共同の取り組みが続く2年間で基盤を構築し
、カリキュラム開発事業にはさらに2年を要しました。マス
ターズ教育プログラムは、2004年に遠隔地域およびへき地の
プライマリケア実践を目的にNPを教育するものとして認定さ
れました。
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都市への移動

2020年現在、オーストラリアの大都市圏へのプログラムの縮
小化が見受けられ、オーストラリア北部の遠隔地域やへき地
にはプログラムはありません。私は、過去5年間においてオー
ストラリアの大学が直面してきた資金調達の厳しい状況が、
小規模市場向けのプログラムの維持にリスクを及ぼしている
と考えています。



各NPの候補者が、規定を上回る環境下で、300
時間もの研修を義務付けられるのが新しい要件
です。現在、候補者（NP研修生）は給与を受け
取っていません。遠隔地域NPおよびへき地NPの
場合、認定された遠隔地域診療所で、給与なし
で約8週間にわたって従事しなくてはなりません
。候補者（NP研修生）を訓練するための認定遠
隔地域診療所は多くないため、研修場所は限ら
れています。
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遠隔地という背景
プライマリヘルスケア環境下で働く遠隔地域
やへき地の看護師は、単独で、または小さな
チームで、町や地域社会の人々のためにケア
を提供します。ケアは、町または地域社会の
家族、文化、地理的位置に左右されます。こ
うしたケアは、包括的なプライマリヘルスケ
アのフレームワークの範囲内で、生誕から死
に至るまでの急性および救急医療、慢性疾患
、公衆衛生にわたります。すなわち、遠隔地
域のへき地の看護師が時間外のケアを提供す
ることに他ならず、つまり、「呼び出しに対
応すべく待機する」ことであり、多くの場合
、チームのスタッフ不足が生じています。



外部で勉強することは、仕事生活におけるス
トレスを増大させます。多くの看護師は、で
きる限り最高のケアを提供しようという意欲
に駆られて勉強に取り組みます。また、しば
しば、どういった課程を、どのくらいの期間
、どの程度の費用で、経済的に、そして、実
際に支払うことができるのかという現実的な
選択を迫られます。加えて、授業料や教育セ
ンター間の交通費という金銭的負担が伴いま
す。こうした厳格な大学院教育を受けること
のできる看護師の数に影響を及ぼします。現
在、私たちが目の当たりにしているのは、へ
き地および遠隔地域のプライマリケアNP、
ならびに腎臓や心臓の緊急事態などのサブ専
門家NPの実際の成長です。
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オーストラリア・ナースプラクティショナー・
プロジェクト

NPのランドマーク調査「オーストラリア・ナースプラクティショナ
ー・プロジェクト（Australian Nurse Practitioner Project）– AUSPRAC
」は2007年に実施されました。政府、医療サービスマネージャーおよ
び臨床医に対し、オーストラリアのナースプラクティショナーサービ
スの現状を知らせるために考案されました（Middleton et al）。

これは次の3段階で実施されました：
フェーズ1は2つの全国調査から構成されま
したが、人口統計、対象範囲、NPサービス
に対する障壁を調査する国勢調査です
チームのNPの役割と作業パターンの共通点
をより良く理解するためのフェーズ2の作
業サンプリングと事例研究
フェーズ3では、NPサービスの患者の転帰
を調査しました。



調査時の2007年には、国勢調査には202人のNPが参加しており、2009
年のフォローアップ調査では285人のNPが参加しました。この国勢調
査では、圧倒的に高いニーズにもかかわらず、ジェネラリスト分野ま
たは遠隔地域にいたのはそうしたNPの4.8％に過ぎませんでした。優
勢な領域は救急部門で、NPの26.9％がこの領域に従事していると記録
されており、全体でNPの82％が主要都市地域で勤務していました（
Gardner et al）。

現在、オーストラリ
アの医療専門家登録
局（AHPRA）には
1,883人のNPが登録
されています。

オーストラリアにおけるナースプラクティショナー



この研究は、オーストラリアにおけるNPの役割がま
だ発展途上にあり、特定のNPプログラムへの登録が
医療実践への明確な道筋になっていることを結論付け
ました。採用されたモデルが優勢であり、遠隔地域や
へき地を含め、最も必要とされる場所に展開されてい
るNPをサポートするには、医療給付制度（MBS）と医
薬品給付制度（PBS）に対する国内支出の変更が不可
欠であるのは明らかです。

現在私が勤務しているクイーンズランド州内の地域で
は、ノースウエスト病院（North West Hospital）と保
健サービス内でNPが増えています。この医療サービ
スには13人のNPが従事しています。現在11人のNP
が自身の実践の範囲内で実務にあたっています。2人
はマネジメントに携わっています。



ジェネラリストのPHC NPとして、遠隔地域に5人のNPがいます。ジェネ
ラリストPHC NPとしてのこれら5人のNPのうち3人は、遠隔地域でジェ
ネラリストPHC NPになるためにそのサブスペシャリティ分野から再訓練
を受ける必要がありました。

前回（2009年）から10年が過ぎた今、国勢調査を再実施し、へき地およ
び遠隔地域におけるNPモデルの有効性を検証するのは有益でしょう。
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未来に目を向ける
ナースプラクティショナーは、WHOのユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジおよび持続可能な健康目標を達成するための中心的存在です。

リーダーシップー専門性、臨床性、擁護、革新は依然としてナースプラ
クティショナーの重要な属性です。ヘルスケアの成果のギャップを埋め
るべく取り組みを拡張する場合、ナースプラクティショナーを含めた医
療人員配置計画に対する社会正義のアプローチが必要です。

統括するための障壁を取り除く必要があります。プライマリヘルスケア
とへき地および遠隔地域におけるコミュニケーションに従事するという
文脈に対応するために教育プログラムが依然として

必要です。



実用的な教育の実践
重要なことは、へき地保健大学局（
University Departments of Rural Health）
の実施が、オーストラリアの地方および遠
隔地域における医療従事者の全体的な分布
にプラスの影響を与えていることです。現
在、大学院の看護師は、オーストラリアの
へき地および遠隔地域の看護学者による支
援を受けています。



地方および遠隔医療センター

私はこの大学局のディレク
ターを務めています。大学
局がカバーする地理的地域
は日本よりも広いのです。
テレヘルスとテレエデュケ
ーションを利用し、学生、
スタッフ、同僚、専門領域
のNP候補者およびジェネラ
リストのPHC NPをサポート
しています。
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へき地保健大学局の全国ネットワーク

オーストラリア全土に
15のUDRH。

• 1999年に6つの学部
で開始

• 2003年までに11学部
に成長

• 2017年にさらに4学
部

• 連邦資金

• 健康労働力戦略



UDRHは遠隔地および地方に展開しています

農村地域での学術的存在感を確立

遠隔地や農村部に住む学者を雇用する

公衆衛生能力を構築する

教育を可能にする

研究能力の構築

インフラストラクチャの構築

NP候補者を含む学生の支援

ジェームズクック大学へき地遠隔医療センター（Centre 
for Rural and Remote Health, James Cook University）で
は、遠隔地域におけるジェネラリストPHC NPの有効性を
調査する研究プロジェクトを計画しています。これは、
「国際的な看護師と助産師の年（International Year of 
the Nurse and Midwife）」2020年のためのものです。

再びご招待いただき、次回の講演会で新たな研究結果を
ご報告させていただければ幸いです。



地域内および地域の医療従事者の育成
私たちにとっては、それはアウトバック
クイーンズランドです

遠隔教育ビデオ会議を使用して、講義、
チュートリアルを提供し、臨床相談をシ
ミュレートし、事例研究について話し合
います

遠隔医療は、小さな田舎町や遠隔地で生
活し働く看護師をサポートします－隔離
状態の縮減

個人的なサポートを提供－電話カウンセ
リング・デブリーフィングサービスによ
るCRANAブッシュサポートサービス



遠隔医療

臨床相談

ケースレビュー

ケーススタディ

小さなへき地地域に
暮らす患者に自宅近
くで専門的ケアを提
供します



へき地および遠隔地医療看護教育センター

• クイーンズランド州アウトバックのマウントアイザで全
国的に認定された看護プログラムを提供します

• 学位プログラム全体で25〜30人の学生から成る小グルー
プ

• 学生はタウンズビルまたはケアンズからビデオ会議で講
義を受けます

• 学生はマウントアイザで個別指導を受けています

• 看護家庭教師は地元の公共医療サービスから派遣

• 学生は農村部で最高の実践経験を持つ看護師の指導を受
けます

• へき地の背景を学ぶ地域のイベントに参加します



地域社会への貢献 –

スポーツカーニバルでの健康診断



NPへき地および遠隔地域マスタークラス

• 農村および遠隔地域での上級およびNP実践の詳細に関す
る3日間のマスタークラス

• RANモデルのコンサルテーション

• プライマリヘルスケア

• 治療方法や治療薬

• 実践おけるテクノロジー

• 看護師のいる場所から始まるケーススタディと足場づく
り的な学習形式を使用します。 – 小グループ



へき地および遠隔地域NP候補

大学課程をまだ修了指定ない者

• 300時間の教師付き演習を完了すること

• マスタークラスを受講して、へき地や遠隔地でのジ
ェネラリストとしての実践を強化すること



へき地のNPには重要な未来があります－私たち
は継続して取り組まなければなりません。

ありがとうございました


