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要旨
本研究の目的は，質的メタ統合によりBreast Care Nurse（BCN）
のコンピテンシーを明らかにし，
BCNの看護実践の発展に向けての示唆を得ることである．研究方法は，Petersonらの方法論を参
考にした．対象文献は，検索語を「Breast Care Nurse」
，「Breast Cancer Nurse」とし，データベー
スは，CHINAL，MEDLINEを用い，近年の乳がんの医療情勢に応じた探索を行うために，過去
年間に発表された原著を検索し，質的研究である，BCNのケアの実際を知る人が研究の対象者で
あるなどを基準に選定した．その結果，

文献を対象文献として選定した．分析は，

文献の研究

結果にあるBCNのコンピテンシーに関するカテゴリー・サブカテゴリー・コードを比較検討し，
意味内容の共通性からサブカテゴリーとして分類し，さらに抽象化してカテゴリーとして分析を行
った．結果，【乳がんのあらゆる局面に応じるシームレスな支援】【専門的スキルと経験を融合させ
た的確な情報提供と教育】【女性性をふまえた開かれた態度での情緒面へのケア】【そばにいて生き
方やニーズを擁護する存在】【パワーレスネスから自信を取り戻す自律への援助】【多職種チーム医
療でのケアの調整とチーム機能向上への貢献】の
この

つのコンピテンシーが抽出された．BCNは，

つのコンピテンシーを中心とした看護実践により，専門性が高まり，実践知が積み上げられ

て熟達化する．このプロセスの集積が実績となり，さらにBCNの看護実践が発展していくことが
示唆された．
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では，

はじめに

年に日本看護協会がBCNに値する乳がん看

護認定看護師の資格認定のための教育課程を開設し，以
Breast Care Nurse（BCN）
は，世界中の女性を襲う悪
性疾患の中でも最も罹患数が多い乳がん

）に罹患した人

たちが，乳がんと診断された後にもQOLを維持・向上

降，順を追ってこの有資格者を輩出，
では

教育や公的な資格認定が行われ，輩出されてきている．
イギリス

））では，世界で最も早く，

月の時点

護の現場において活躍している現状がある．

しながらその人らしく生きていけるために高度な看護を
提供することを主な目的として，各国において専門的な

名

年

）がこの資格を取得して，乳がんの医療・看

乳がんの医療の進歩や罹患者数の増加，さらにその罹
患者の背景としては
いる

〜

歳の若年層の割合が増加して

）などの現状に伴い，わが国においてもBCNの役割

年代にBCNが

は多様性が増し，国民からのその活動への期待や要望は

臨床に導入されている．その後は，スウェーデン，ニュー

さらに大きくなっていると予想できる．BCNは，例と

ジーランド，アメリカ，オーストラリア等の先進国にお

して，新規抗悪性腫瘍薬の登場，遺伝性乳がん卵巣がん

），乳がんの医療に不可欠な存在と

（Hereditary Breast and Ovarian Cancer：HBOC）症

臨床と国民に認められることにより，その活動は対象者

候群に関連するサポートなど，変わりゆく医療にタイム

の多様な看護のニーズに応えるべく重要度が増し，かつ

リーに応じ，個々の対象者にとって満足度が高い看護を

広範になっていった経緯がある．日本においても乳がん

行っていく必要がある．Bennerは，今日の「ナースは，

患者は増加の傾向を辿り ），イギリスなど，海外でのBCN

熟練した臨床家すなわち見識ある仕事人で，その役割の

を必要とする医療情勢に近づいてきた．そのため，日本

複雑性と責任からして，長期にわたる継続的な成長が必

いてBCNは育成され

＊

連絡先：〒

−

香川県高松市牟礼町原

−

香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 森田公美子

月

日＞

Email : moritak@chs.pref.kagawa.jp
＜受付日

年

月

日＞

＜受理日

年

−

−

要とされている ）」と述べていることから，BCNも例外

．対象文献の選定

ではなく，課題が尽きない乳がん看護の領域での専門的

検索語は，BCNの実践に特化した文献の選定を目的

な看護師としての継続的な成長が必要である．そのため

として，
「Breas Care Nurse」
「Breast Cancer Nurse」と
，

にBCNは，自身の成長を意識して成長の方策を探り，

し，データベースは，CHINAL，MEDLINEを用い，近

実行し，さらにはその役割を開発していく必要がある．

年の乳がんの医療情勢に応じたBCNのコンピテンシー

職務遂行能力を表す概念であるコンピテンシーは，あ

を探索するという目的で，過去 年，

る職務や状況において，高い成果・業績を生み出すため
の特徴的な行動特性 ）と説明されている．BCNも乳がん

年から

月までに海外で発表された原著を検索し，

年

文献が

認められた．

看護の専門的な能力をもつ看護師として成長していくこ

次に，選定基準と除外基準から対象文献を検討する．

とが臨まれるなか，乳がん医療の進展に適応してのさら

選定基準は，質的研究である，BCNからのケア介入の

なる高度な看護の実践には，これまでに培われてきた

体験が実際にある，あるいはBCNのケアの実際を知る

BCNのコンピテンシーを明確にして，それらをさらに

人が研究の対象者である，結果にBCNのコンピテンシー

充実させていくことがBCNの成長に寄与する一つの方

に関するカテゴリー，サブカテゴリー，コードがある，

策となると考えられる．そこでまずはBCNの歴史が日

研究の目的・方法・結果・考察に一貫性があるものとし，

本と比較して長く，その経験が蓄積された，海外のBCN

除外基準は，量的研究とした．この過程により，対象文

のコンピテンシーを知り，応用することが，わが国の

献として

文献

， −

）
（表

）を選定した．

BCNの発展に繋がると考えられる．
本研究の目的は，質的メタ統合によりBCNのコンピ

表

テンシーを明らかにし，日本におけるBCNの看護実践

№

のさらなる発展への示唆を得ることとした．
＊

用語の定義

いて，あらゆる場での乳がん看護を必要とする対象に，

乳がんで
手術をうけた
女性 名

）．本研究で

果を統合して，ある目的について新たな，かつ拡大され
た理解をもたらす一連の方法論的アプローチ ）」と説明
しており，Petersonらのメタスタディと呼ばれる質的統
BCNの実践の蓄積が多いとみられる「海外でのBCNの

＊

質的帰納的
分析
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role of breast care nurse
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Adamiら
（
）
イスラエル
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Baeverら
（
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Journal of Advanced Nursing
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Jonesら
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合方法論を紹介している．本研究の問いは，日本より

解釈現象
学的
アプローチ
半構造化
面接

＊

などを指す．

メタ統合とは，宮崎は，
「複数の質的な一次研究の結

出典

質的帰納的分
析
Oncology Nursing Forum
半構造化
（ ）
： 面接

Perceptions of
Israeli
women with breast cancer 治療を終え 年
regarding the role of the 以 内 の 期 間 に Corbin &
Breast
Care
Nurse 再発がない多国 Strauss の
throughout all srages of 籍の乳がんの女 質的分析
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（
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の高業績とは，ケア対象者の高い満足度，経済的利益

研究方法

データ収集
分析方法

The role of the breast care
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Journal of Clinical Nursing
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Laurettaら
（
）
BCN 名
オーストラリア

．コンピテンシー：職務上の高業績と結びつく知識，技

いると考えた．よって本研究は，Petersonらの方法論

Timing and Mode of
Breast Care Nurse Consultation From the Patientʼs Perspective )
Brownら(
)オーストラリア

対象者

＊

水準の高い看護実践ができる看護師 ）．

るにはこのメタ統合の方法論を参考にすることが適して

タイトル
著者（発行年）国名
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and
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Matthewsら(
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．Breast Care Nurse：熟練した看護技術及び知識を用

）
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分析対象文献の概要

European Journal of Oncology Nursing ： -

質的帰納的
European Journal of Oncol分析
半構造化面接 ogy Nursing ： -

乳がんの治療を 質的帰納的
終えた
Journal of Clinical Nursing
分析
患者 名と
半構造化面接
BCN 名

:

注）＊は，混合研究法であり，質的研究のみを分析の対象としている。

）

．分析方法

を参考とする研究方法を採用した．

BCNのコンピテンシーを集約するために，

文献の

研究結果にあるBCNのコンピテンシーに関するカテゴ
リー，サブカテゴリー，コードを対象文献の研究成果と
して抽出した．そして，この研究成果を共通性や相違性
などの視点で比較検討し，意味内容が共通しているもの
を集めてサブカテゴリーとし，さらに抽象化してカテゴ
−

−
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リーとしてBCNのコンピテンシーを分析した．そして，

といった診断期や治療期のみならず，乳がんサバイバー

これらのカテゴリーからメタ理論・統合を構成した．ま

の生きるプロセスにおいて＜時期や場所を問わない直接

た，倫理的配慮として，対象文献の研究結果を著者らの

的な支援＞によって途切れなく看護を提供していく能力

解釈や意図を逸脱しないように分析した．

やその技術を示すBCNのコンピテンシーであった．

結

果

【専門的スキルと経験を融合させた的確な情報提供と教育】
．
これは，乳がん医療の複雑な説明への対象者の理解の

BCNのコンピテンシーは，
【乳がんのあらゆる局面に

困難さに対して，対象者のもつ知識の量や理解力などの

応じるシームレスな支援】
【専門的スキルと経験を融合

背景を踏まえた上で効率のよい≪簡単に理解できる方法

させた的確な情報提供と教育】
【女性性をふまえた開か

での情報提供≫を行う，また，対象者の抱える問題に対

れた態度での情緒面へのケア】
【そばにいて生き方やニー

して，≪問題の大小にかかわらず手順と詳細に関する豊

ズを擁護する存在】
【パワーレスネスから自信を取り戻

富な知識により問題の解決策をみつける≫といった問題

す自律への援助】
【多職種チーム医療でのケアの調整と

に対しての分け隔てのない姿勢や問題を解決する技術の

チーム機能向上への貢献】の

のサブ

豊富さ，そして＜専門スキルと経験を融合させた患者・

）．文中

家族・住民への乳がんに関する教育＞といった専門的な

＞，対

技術と実践経験から裏付けされた能力を示すBCNのコ

のカテゴリーと

カテゴリー， の研究成果が抽出された（表
は，カテゴリーを【

】，サブカテゴリーを＜

象文献の研究成果を≪
表

ンピテンシーであった．

≫で示した．

Breast Care Nurseのコンピテンシー
カテゴリー

サブカテゴリー

乳がんとともに生き
るすべての局 面に
乳がんのあらゆる局 おいての継続 的な
面に応じるシームレ サポート
スな支援
時期や場所を問わ
ない直接的な支援

豊富な知識に裏付
けられた的 確な情
専門的スキルと経 報提供
験を融 合させた的
確な情報提供と教
育
専門スキルと経 験
を融合させた患者・
家 族・住 民 への 乳
がんに関する教育
女 性 性をふまえた
寄り添い方で不 安
を軽減する
女 性 性をふまえた
開かれた態度での
情緒面へのケア
開かれた態度で感
情的な負担を分か
ち合う

そばにいて生き方
やニーズを擁 護す
る存在

乳がん女性の生き
方やニーズを擁 護
する
ともにいること，
適切
な医 療・看 護 の 提
供を保証する
自分の選択や生き
方への自信を育む

パワーレスネスから
自 信を取り戻す自 困惑した時に自 分
の力の回復を助け
律への援助
る
サポート感を与えな
がら信頼関係を築く
広範囲に渡る乳が
ん医療の特 性から
多職種チーム医療 各専門職で提供す
でのケアの調 整と るケアを調整する
チーム機能向上へ
チーム医療の推進
の貢献
にむけての教 育 的
な役割を果たす

対象文献の研究成果

【女性性をふまえた開かれた態度での情緒面へのケア】
．
文献
№

これは，≪女性の特性を理解してケアリングや共感な

自宅での生活を推奨する
継続的なサポートを提供し，
サバイバーとしての生活を繁栄させる
急性期から緩和ケアまでをサポートしケアを調整する
治療のあらゆる段階で助けてくれる
常に身近な人が利用できる
ケアに継続性がある
診断時・治療期・治療後の異なる時期での直接的な患者ケア
面接や電話，
入院・外来・在宅での直接的な患者ケア
簡単に理解できる方法での情報提供
乳房補整用品に関するサポートや利用できる資源の紹介
平穏な生活に戻すために役立つグループへの紹介
複合的な役割をもつ臨床のエキスパート
疾患と治療に直面した時の対処を提供する
問題の大小にかかわらず手順と詳細に関する豊富
な知識により問題の解決策をみつける
専門的な経験と臨床スキルを融合した患者・家族・
地域住民への教育
乳がんの啓発
サポートグループへの参加
女性の特性を理解してケアリングや共感など行う
母や姉，
泣くときの肩，
天使などを例として表現される
安らぎ・安心感を与え，
不安と懸念を軽減する
笑顔で愛を込め，
無限の忍耐で女性に近づく
よりリラックスした気持ちになる
家族への一貫した心理的サポート
不安のレベルを減らす
感情的な負担を分かち合う用意がある
目の高さを合わせて明確な言葉ですべての人に平等に応える
医師と患者の心理的・社会的ニーズの相違を最小限にする
公的資源を得るために患者の権利を擁護する
時に強く断固とした支配的な形で女性を救い助ける
医療制度や医療者とのギャップをうめる
乳がん女性のニーズの正当化に貢献する
患者に適切に医療の計画・管理がされることを保証する
患者に何が起こっているかを常に把握する
その役割は非常にポジティブな特徴をもつ
女性が医療で迷子にならないことを保証する
自分の治療方針に対する自信がもてる意思決定支援
感情に共感し回復への自信を生み出す
自分の感情への理解を助け自信と前向きな気持ちを与える
安らぎを与え，
自信と安心感を育み希望を植え付ける
乳がんに対処するための正常な反応を促進する
困難で不明瞭な道を照らし自分で道をみつけるのを助ける
必要に応じて思考を整理して問題を考慮するように質問する
岐路に立つ女性の生活に入る
サポート感を与えながら信頼関係を築く
知識があり，
信頼できて親しみやすい
信頼関係が時間とともに発展する
医療システム内のすべての要因を調整する
多職種と相談しながらの身体的（創傷含む）
・心理
社会的・教育的な直接的な患者ケア
公的資源の患者ケアに関する調整
多職種との連絡や擁護，
仲間のBCNにピアサポートを提供する
ほかのBCNを指導し，
多職種チームミーティングの参加
他の専門職のための教育

ど行う≫≪母や姉，泣くときの肩，天使などを例として
表現される≫といった女性を労る態度や，≪目の高さを
合わせて明確な言葉ですべての人に平等に応える≫とい
ったどの対象者とも真摯に向き合い，ひとり一人の女性
を尊重するといった態度で情緒面をケアする技術や能力
を示すBCNのコンピテンシーであった．
【そばにいて生き方やニーズを擁護する存在】
．
これは，対象者の意思と医療者の価値が対立した場合
などに≪医療制度や医療者とのギャップをうめる≫とい
った対象者の意思を擁護する能力や，≪公的資源を得る
ために患者の権利を擁護する≫といった対象者が乳がん
とともによりよく生きて行く権利を尊重して必要な行動
を起こす能力，さらに対象者が治療や療養の場，生き方
の選択で迷い，理解者がおらずに孤独感を感じたりする
ことがないよう≪女性が医療で迷子にならないことを保
証する≫といった対象者に関心を向け，支援し続ける態
度やその能力を示すBCNのコンピテンシーであった．
【パワーレスネスから自信を取り戻す自律への援助】
．
これは，対象者の医療の選択の意思決定において，こ
れでよかったのだろうかといった心の揺れが生じるとき
の≪自分の治療方針に対する自信がもてる意思決定支援
≫を行う技術や，乳がんの罹患による治療の継続や症状
のコントロール，役割遂行などの変化により，対象者が
パワーレスネスになっているところで，≪困難で不明瞭
な道を照らし自分で道をみつけるのを助ける≫といった

【乳がんのあらゆる局面に応じるシームレスな支援】
．

エンパワメント＊），さらにはエンパワメントに必要な要

これは，≪急性期から緩和ケアまでをサポートしケア

因としての＜サポート感を与えながら信頼関係を築く＞

を調整する≫≪サバイバーとしての生活を繁栄させる≫
−

といった能力を示すBCNのコンピテンシーであった．
−

【多職種チーム医療でのケアの調整とチーム機能向上
．

ばにいて生き方やニーズを擁護する存在】
【パワーレス
ネスから自信を取り戻す自律への援助】
【多職種チーム

への貢献】
これは，乳がんの治療としての外科・薬物・放射線療
法に伴うサポートや，乳房再建，リンパ浮腫の予防とケ

医療でのケアの調整とチーム機能向上への貢献】が備わ
っていると考えられた．

ア，夫やこどもなどへの家族支援，病態の進行からくる

【専門的スキルと経験を融合させた的確な情報提供と

症状マネジメントなどから＜広範囲に渡る乳がん医療の

教育】は，患者・家族のQOLに直結する重要なBCNの

特性から各専門職で提供するケアを調整する＞といった

能力であると考える．情報提供と教育の適切性や患者の

ケアコーディネーターの役割，また，多職種との日頃か

それへの満足度がBCNのコンピテンシーの評価に繋が

らの顔を合わせたコミュニケーションをとることや情報

るといっても過言ではない．知識や情報，対処の方策・

を共有することを目的とした意図的な≪多職種チーム

提案の正確さや多様性，柔軟性，応用性といった点でも，

ミーティングの参加≫，チーム医療の機能向上や推進の

BCNの技術や能力は患者から評価されると考えられる．

ための≪他の専門職のための教育≫，BCN同士の仲間

そのため，BCNが，個々の患者に応じて的確な情報提

として成長していくための≪ほかのBCNを指導し，仲

供と教育を行うには，新しい医療に適応していくこと，

間のBCNにピアサポート＊＊）を提供する≫

乳がんへの知識とそれに応じる看護技術を更新し，常に

といった

能力と意図的に人間関係を構築する特性を示すBCNの

専門性を高めていくことが必要と考えられる．
また，BCNは，その水準の高い看護の経験によって，

コンピテンシーであった．
注釈＊）エンパワメント：患者自身のパワーを十分に発揮できるようにすること
（安
酸，
2010）
（日
注釈＊＊）ピアサポート：仲間や同輩が相互に支え合い課題解決する活動
本ピア・サポート学会より）

BCNのコンピテンシーは上積みされていき，その上積
みされたコンピテンシーには，成功体験から得られる看
護のコツが含まれると考える．Bennerは，なぜその技
能ができるかについて，公式の説明なしで，あるいはそ

考

察

の技能が実行可能となる原理を見つける公的な法則なし
で，習得される多くの技能

）を

実践知

と呼んでいる．

つのBCNのコンピテンシー

専門的スキルと経験の融合による実践知の積み重ねが，

から，これらへの見識を深めながら，コンピテンシーの

BCNのコンピテンシーを向上させ，熟達化するひとつ

向上に関連する要因を考察し，メタ理論・統合を構成，

の要因になると考える．

ここでは，抽出された

次に，【女性性をふまえた開かれた態度での情緒面へ

日本におけるBCNの看護実践への発展に向けての示唆

のケア】を考察する．Phillilpsは，
「女性は内的関係性，

を得ることとした．

ジェンダーによる特異的な生物学的・心理社会的なニー
．BCNのコンピテンシーの様相

ズがあり，それは治療の本質，方法，治療期間をも左右

乳がん患者のもつ背景は，例として，外科・薬物・放

する

）」と述べていることから，乳がんの医療において

射線療法といった集学的治療に伴う生活の変化やボディ

も，女性性の特異的なニーズをふまえて，これらを満た

イメージの変容，結婚・出産・育児などの女性のライフ

す支援が，患者にとっての意向に沿った治療に繋げるこ

イベントへの影響などがあり，乳がん患者は，乳がんと

とができると考えられる．乳がん看護では，ケアの対象

ともに生きる過程におけるさまざまな問題に対していか

者がほぼ女性であることから，女性性をふまえることの

に乗り越えていくかといった課題を抱えることが理解で

重要性は周知の事項ではあるが，実際に患者のニーズに

きる．ひとつの癌腫においてあらゆる局面での看護の専

合った≪母や姉，泣くときの肩，天使などを例として表

門性が高く問われるのは乳がん看護の特徴であるといえ

現される≫といった，情緒面に対しての，泣きたいとき

る．乳がんは，悪性の固形腫瘍の中でも薬剤感受性が高

には肩を差し出し，患者を温かく，さりげなく，包み込

く，新規薬剤の登場により乳がんの治療戦績は著しく向

むようなような雰囲気，空気感を自然と醸し出せる技術

上してきており ），他の癌腫と比較すると，罹患率は多

が，BCNのコンピテンシーであると考える．さらには，

いものの，

年・

年相対生存率は高い

）ため，一般的

開かれた態度とは，開かれた＝openの意味である，率
），といった態度であり，

には経過が長いがんと考えられる．長い経過においての

直な，寛大な，受け入れやすい

継続した看護は，乳がんとともに生きる過程で起こる患

この態度が患者に安心感や信頼感を与えると考える．こ

者の問題に対して，それが解決に向かうよう支援してい

のように心の安寧を図る能力がBCNの女性性をふまえ

くといった【乳がんのあらゆる局面に応じるシームレス

ることとの併せ持ってのコンピテンシーであると考える．

な支援】がBCNの代表的かつ基盤となるコンピテンシー

そして，
【そばにいて生き方やニーズを擁護する存在】

になると考える．そして，この基盤となるコンピテンシー

は，黒江が，
「人々が自分たちのニーズ，希望，価値観

に，あらゆる局面に応じるためのコンピテンシー【専門

および選択といったものを表明できないとしたら，それ

的スキルと経験を融合させた的確な情報提供と教育】
【女

は危機的な状況におかれているといえるであろうし，他

性性をふまえた開かれた態度での情緒面へのケア】
【そ

者による擁護が必要となる

−

−

）」と述べていることから，
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− ，

BCNは，乳がん患者は他者による擁護が必要な危機的

を繋いでいくことが，BCNのケアを調整する能力のひ

な状況が起こり得ることを常に念頭において，患者の

とつであると考える．そして，チームの機能を円滑に，

ニーズを察知，理解できるようそばにいる技術を持ち得

有効に発揮できるよう各職種に意図的にコミュニケーシ

ていると考えられる．また，
【パワーレスネスから自信

ョンを取ることが，チーム医療の中にいるBCNのコン

を取り戻す自律への援助】は，患者は自分で治療を選択

ピテンシーであると考える．岡田が，
「医療サービスの

することの自信のなさ，非力さ，孤独感などが生じて，

提供の質を考える場合は①技術の卓越，②良好な対人関

しばしばパワーレスネスに陥る状況があり，この状況に

係を要因に考えなければいけない

おいてBCNは患者をエンパワメントして，自信を取り

この①②を備えて多職種で医療サービスの提供の質向上

戻し，自律への意識を高める支援を行うといった能力を

に貢献するのがBCNの特性であると考える．

）」と述べるように，

示すコンピテンシーであると考える．国府は，
「患者が
自分の生活スタイルや価値観を考慮したうえで治療の決

．メタ理論・統合とBCNの看護実践への示唆

定を行うことは，病気や治療の現実に向き合っていく患

BCNのコンピテンシーは，
【乳がんのあらゆる局面に

者自身の信念を強化し，病気を抱えて生きる人生への積

応じるシームレスな支援】が基盤となり，
【専門的スキ

）」と述べていることか

ルと経験を融合させた的確な情報提供と教育】
【女性性

極的で前向きな関与をもたらす

ら，パワーレスネスになった不安定な心理面においても，

をふまえた開かれた態度での情緒面へのケア】
【そばに

患者が自律している自分を実感できる援助は，患者の

いて生き方やニーズを擁護する存在】
【パワーレスネス

QOLの維持には不可欠であり，重要なBCNのコンピテ

から自信を取り戻す自律への援助】
【多職種チーム医療

ンシーであるといえる．

でのケアの調整とチーム機能向上への貢献】がこの基盤
に包括されるような形で存在することが考えられた．ま

【多職種チーム医療でのケアの調整とチームの機能向
上にむけての貢献】は，患者はチーム医療の一員である

た，

ため，多職種での乳がんチーム医療の機能を十分に発揮

それぞれが重なり合い，関連していると考えられる．そ

つのコンピテンシーは，それぞれの単独ではなく，

するには，まずはBCNの，患者の【そばにいて生き方

して，これらのコンピテンシーは，乳がん看護の専門性

やニーズを擁護する存在】の能力により，患者の生き方

と実践知の積み重ねにより，熟達化を辿り，さらに発展

やニーズを正確に把握し，それに応じて各職種が提供す

していくことが考えられた（図

るケアを調整するといったBCNのコンピテンシーを指

実践知・熟達化のいずれの軸も，順調に直線で伸びるわ

すと考える．多職種メンバーでチームが構成されていて

けではなく，BCNの実践において時に停滞したり，伸

も，患者が誰に何を期待してその職種を活用したいのか

びていく時間が長くかかったりと一定はしていない．そ

が明確になっていない場合もあり，そういった場合に患

れだけBCNのコンピテンシーは，BCN自身の努力，周

者が利用したい職種を繋ぐこと，時にはピアサポーター

囲の医療従事者との関係性や看護実践の環境などが影響

を紹介するなども含め患者のニーズに応じてケアの提供

し，その向上には少なからず困難を伴っていると考える．

）．しかし，専門性・


コンピテンシーの高さ
専門性


②〜⑥は，それぞれの




⑤自立への援助



④生き方擁護



③情緒面へのケア 



②情報提供・教育





⑥チーム医療・ケア調



円柱の上面と下面が
①の上面と下面に共有
して密着している

②〜⑥は，①に含まれ，
かつ，それぞれとも
関連し合う


①
コンピテンシーの奥行
熟達化


乳がんのあらゆる局面に
応じるシームレスな支援


①大きい円柱の容積



コンピテンシーの幅 実践知



図

注）図中のカテゴリー名は簡略化している。正式なカテゴリー名は，表2を参照。
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つの軸の伸びによりコンピテンシーを示す立体形は，
歪みが生じるはするものの，その体積はそれぞれの軸の
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Abstract
The purpose of this study is to analyze the competencies of Breast Care Nurses (BCN) by
qualitative meta synthesis and obtain suggestions for the development of nursing practice in BCN.
The research method was based on the methodology of a pervious study by Peterson et al. The
target documents were selected using ”Breas Care Nurse” and ”Breast Cancer Nurse” as search
terms, and the database such as CHINAL and MEDLINE was used to search original articles
published in the past

years in order to explore the recent medical situation of breast cancer.

These articles were selected based on qualitative research studies targeting those who know the
actual condition of BCN care. As a result,

papers were selected as target documents. We

analyzed the categories, subcategories, and codes related to BCN competencies in the research
results of

literatures, classified them as subcategories based on the common meaning, and

further analyzed them as categories. As a result, the following

competencies were extracted ;

[Seamless support that responds to all aspects of breast cancer], [Exact information provision and
education that combines professional skills and experience] [Care for emotional aspects with an
open attitude based on femininity] [Presence that defends the way of life and needs] [Assistance for
autonomy to regain confidence from powerlessness] [Coordination of medical care in multi
disciplinary teams and contribution to improvement of team function]. Through nursing practice
focusing on these six competencies, BCN can increase their expertise and gain practical wisdom.
Thus, it is suggested that the accumulation of these processes will lead to accomplishment and
further development of nursing practice among BCN.
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