
グローバルナーシングリサーチセンター講演会 2021 講演録

グローバルナーシングリサーチセンターの過去・現在・未来

　本日は本講演会にご参加いただき誠にありがとうございます。2017 年の設立より、グローバ
ルナーシングリサーチセンターのセンター長を務める真田弘美です。グローバルナーシングリ
サーチセンターの過去、現在、そして未来について皆様と共有させていただけますことを大変
光栄に思います。

　まず、何よりも大切なこととして、コロナ禍で大切な方を亡くされた皆様を初め、ご家族の方々
に心よりお悔やみ申し上げます。また、第一線で働いてくださっている看護師の皆様を初め、
医療従事者の皆様お一人お一人に、深い感謝の意を表したいと思います。皆さんのたゆみない
努力と多大な犠牲によって、多くの患者と家族の皆様が助けられ、守られています。衷心より
感謝申し上げます。

　まず、過去については、なぜグローバルナーシングが必要だったのかについてお話します。
その理由の一つは、現在の日本社会の変化です。 高齢
化が進み、若い人々の数は減りつつあり、日本は支え
る医療、つまりケア社会へのパラダイムシフトに直面
しています。2015 年には、高齢者 1 人を 3 人で支えて
いたのに対して、2060 年には、2 人の高齢者に対して
3 人と、2 倍の労力が必要になります。
　この少子化と超高齢化社会では、看護師の絶対数も減少する可能性があり、総合的なケアに
向けての看護システムの再構築が求められています。その解決方法として、技術大国である本
邦においては、ICT や AI 技術を看護の分野に導入するためのイノベーティブな異分野融合型の
看護研究が必要となります。
　もう一つの理由は若手研究者への支援です。日本
の看護教育においては、看護の学部教育、大学院教
育を提供する大学の数が急増しています。2019 年時
点で、学部教育は272、修士課程は180、博士課程は

99 あります。この急激な増加により、若い教員がより多くの時間を学部生の臨床実習に費やさ
なければならず、大学院修了後、研究に従事する機会がなかなか取れません。そのため、博士
号を持つ若手研究者が研究に携われるように機会を増やすことが急務と考えられました。

　私は、日本の看護ケアの質は世界でもトップクラスにあると信じていますので、私達がこれ
までに築き上げて素晴らしい日本の看護を世界に発信していく必要があると思います。
　そのためには日本の大学の質の高さを世界に公表する機会をつくることです。たとえば QS
ランキング（世界の大学評価基準）で認識されることです。グローバルな視点から現状を見てみ
ましょう。これは、2017年の看護大学の世界ラン
キングを示しています。看護部門でのトップは米国
のペンシルベニア大学でした。残念ながら、日本の大
学数が多いにもかかわらず、東大看護は 51 から100
の間にランクされたのみでした。
　ランキングの指標には、全体的なスコア、論文あた
りの引用数、h-index ( 研究分野への貢献度）、大学関係者からの評価、および職員からの評価が
含まれます。まだまだ改善すべき余地は大いにあります。本学でもまた他大学においても特に
論文の質を高めることが特に必要です。今後は日本の大学が 50 位以内に何校か入ることが目標
になるでしょう。
　私たちは皆、研究成果を世界に発信することの重要性を知っています。では、それについて、
日本の看護研究者の現状を見てみましょう
　これは、元東北大学教授の亀岡教授が、日本で博士課程を修了した国立大学の看護教員が執
筆した英語論文の数について書かれた論文で、Nurse Education Today に掲載されまれ、42 の
国立大学から出された論文数を示しています。　
　この結果から大学間で格差があることがわかり
ます。日本における質の高いケアとシステムに関
する知を世界に広めるために、英語で積極的に論
文を発表できる若手研究者を育成することが私た
ちの優先事項です。若い研究者が持つ、高い可能
性を伸ばすには、全体として、看護科学研究をさらに活発化し、創出していくための場が重要
です。その意味でも博士課程を修了した若手研究者の教育制度、つまり博士研究員の教育の場
が本邦に必要といえます。　

グローバルナーシングリサーチセンターの過去

グローバルナーシングリサーチセンター　センター長
真 田  弘 美

( 以下は、英語で行われた講演内容の和訳です )

GNRC の必要性

日本の看護を世界に向けて発信する
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　次に、現在については、どのようにして若い看護研究者を養成してきたかについてお話しいた
します。
　現在直面している課題に対処すべく、2017 年に

「異分野融合型イノベーションを通じて看護科学研
究を推進する」というビジョンを持って、グローバル
ナーシングリサーチセンターを設立しました。そ
の戦略として、ポスドク研究者のためのプログラム
の構築、他大学からの若手研究者の研修参加、研
究施設の充実、活躍する外国人研究者の招待が挙げられます。

　現在、ケアイノベーション創生部門と看護システム開発部門の 2 つの部門があります。ケアイ
ノベーション創生部門には、ロボティクスナーシング分野、バイオロジカルナーシング分野、ビジュ
アライズドナーシング分野、クリニカルナーシングテクノロジーの 4 つの分野があります。看護
システム開発部門には、ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ分野とケアクオリティ・マネジ
メント分野があります。

　ポスドクだけでなく、大学院生を対象とした訓練プログラムも提供しており、他大学の学生や
助教などの若手教員も受け入れ、学際的な研究方法論、英語の論文執筆、産学官連携を学ぶため
のセミナーを提供しています。ポスドクのための個別の研究トレーニングも行っています。
　このトレーニングは、本学の看護教員、他の科学分野の研究者、また看護組織、政府、産業の
関係者によって提供されます。この教育訓練プログラムを確立することにより、看護研究を行う
グローバルリーダーを養成してきました。

グローバルナーシングリサーチセンターの現在

グローバルリサーチセンターの設立

看護システム開発部門
基幹事業
ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ
ケアクオリティ・マネジメント

ケアイノベーション創生部門
基幹事業
ロボティクスナーシング
バイオロジカルナーシング
ビジュアライズドナーシング
クリニカルナーシングテクノロジー
リバーストランスレーショナルリサーチ

グローバルナーシング
リサーチセンター

疾患生命工学センター医学教育国際研究センター
2000年4月1日 設立 2003年4月1日 設立

2017年4月1日 設立

東京大学
大学院医学系研究科

 若手研究者向け 研究コンサルテーション

 ポスドクプログラム
　GNRCでは、ポスドクが自身の課題研究に注力できる環境と、その成果を英語論文や国際学会等において
世界に発信する能力を身に着けられるように支援する様々なプログラムを提供しています。 以下のGNRC
セミナーを初めとするポスドクプログラムは、ポスドク・若手研究者が習得しておくべき研究方法論を学び、
今後グローバルリーダーとなって明日の看護学研究を牽引するにふさわしいリーダーシップや国際力を身に
着けるための内容となっています。

Leadership in nursing research
看護学研究のリーダーになること、受講者自身のキャリアゴールを示すこと、
そしてゴールに到達するための計画を立てることを目的とする講座

質的研究法のセミナー
質的研究の方法について、グラウンデッド・セオリーを中心にして学ぶ 講座

ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチセミナー
患者や家族の治療・ケア、人生の満足度向上のためには、患者や家族が考える健康の質（クオリティー）や
アウトカムを評価・改善することが必要不可欠であり、ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチに欠かす
ことのできないアウトカム・インジケーターとその作成・評価手法を学ぶ講座

看護理工学入門セミナー
看護理工学研究において、病態生理を明らかするための分子生物学的解析および工学的測定技術、問題の
本質にアプローチする新たな看護・機器開発に必要とされる基礎知識について学ぶことを目的する講座 

How to write a research paper in English

<GNRCセミナーの例> 外部からの参加も可

研究の英文執筆およびオーラルプレゼンテーションでの有効なʻreporter/presenterʼになることを
目的とする講座

博士研究員（ポスドク）

基本的研究遂行能力を有するが、
異分野融合型研究・グローバルな
発信の経験がない

学内看護学系大学院生・
臨床看護師
グローバルな異分野融合型研究
を遂行しているが体系的には学
んでいない

学内他専攻大学院生

異分野研究を遂行しているが、
看護学特有のケア思考を持た
ない

学外看護学系若手研究者・
大学院生
実験室などの環境がない、専門領
域のスーパーバイザーがいない

Global Nursing Research Center

学内及び学外の研究機関から若手研究者を受け入れ、センターにおいて
研究指導 ● ポスドクプログラム

●研究コンサルテーション

資源
看護学専攻との密な連携
学内他部局との連携
産官学連携

世界の看護学研究を牽引する国際的リーダー

事業内容

研究に関するコンサルテーション 実験室の使用 技 術 提 供

GNRCでは、異分野融合型イノベーティブ看護学研究を遂行するために、若手研究者に以下の支援を
行っています。
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　これまで 3 人の素晴らしい研究者を東京大学特任教授としてお迎えしてきました。香港理工大
学の Claudia Lai 教授と Edward Ko Ling Chan 教授、そして現在は、イリノイ大学シカゴ校の
Ardith Doorenbos 教授が、ポスドクや大学院生、教員に研究コンサルテーションを行ってくださっ
ています。
　また、米国国立衛生研究所の国立看護研究所の名
誉所長であるパトリシア・グレイディ博士からは、
若い看護研究者を育成する方法についてアドバイス
をいただきました。他にもレジェンドと言える素晴
らしい研究者から大いに刺激を受けてきました。
　英語論文の執筆をさらに促進するために、2019年
と 2020 年には、2 人の傑出した教授をお招きしまし
た。モナーシュ大学のウェラー教授には、システマ
ティックレビューおよびスコーピングレビューセミ
ナーを行っていただき、ノースカロライナ大学チャ
ペルヒル校の余教授には、看護科学者のための論理
的執筆セミナーを行っていただきました。
　2020 年は、コロナ禍により、講義をすべてオンラ
インに変更する必要がありましたが、多くの修士・
博士課程の学生とポスドクにとって非常に有益なセ
ミナーとなり、12 本の論文を投稿し、そのうちの 4
本がすでに掲載されています。
　さらに GNRCの設立以来、看護その他の研究に積
極的に取り組む 20名以上の傑出した外国人研究者を世界中からお招きしてきました。

　ポスドクについては、2017 年から 9 名のポスドク
が GNRC に所属し、彼らは様々な GNRC セミナー
を受講し、重要な研究活動に従事してきました。
そのうち 6 人は看護職員として就職し、3 名が現在
GNRC で働いています。11 本の論文が掲載され、
さらに多くを投稿中です。
　これまでに、ポスドク養成プログラムの一環とし
て 29のセミナーが提供され、その多くは一般に公開
されてきました。他分野や他大学の学部生や大学院
生、ポスドクも受け入れてきました。過去 4 年間で
合計 3300人以上の参加者がセミナーに参加しまし
た。 さらに、短期研修のために、他大学から 44 名の
教職員や大学院生を受け入れ、技術を広めてきました。

海外招聘教授

海外視察ポスドクと若手研究者の教育

　GNRC の教員による一般公開のセミナーから 2 つ
紹介します。そのうちの一つは、看護理工学入門セ
ミナーです 2020 年 5 月のゴールデンウィークには、
初めてオンラインでセミナーを開催し、780 名が登
録し、のべ 1763 名の参加がありました。
　別のGNRCセミナーとしては、ヘルスクオリティ・
アウトカムリサーチセミナーや質的研究法があり、
本学ならびに他組織の学生や研究者に広く提供して
きました。
　サマースクールは私たちが大切にしている活動の
ひとつです。2018 年には、13 の国と地域から 50 人
以上の参加を得て、Skin Integrity のサマースクール
が開かれました。若い研究者たちが、ワークショッ
プやプレゼンテーション、ディスカッションに積極
的に参加しました。
　2019 年には、サマースクールへの受け入れを学部
生にも広げました。東大看護を体験し、異分野融合
的アプローチを学ぶことによって、看護研究に携わ
りたいと思うような機会を与えるためです。マヒド
ン大学、香港大学、ペンシルベニア大学、香港中文
大学、ブリティッシュコロンビア大学で学ぶ 20 人
の学生が 5 か国から参加しました。各分野でそのう
ちの 2、3 人の学生を受け入れ、全員が GNRC での
研究活動を満喫しました。中には、日本で大学院生
として看護学を学びたいという者もいました。

　海外から研究者を招聘することは重要ですが、海
外に出て共同研究の新たな機会を創出することも大
変重要です。GNRC の設立に先立ち、私たちは米国、
英国、オーストラリアの 13 の機関を訪問し、独自
の研究センターの設立方法と若手研究者の育成方法
を学びました。また、国際協力の機会を模索しまし
た。
　2018 年には、アジアの 4 つの大学を訪問し、2019
年には、オーストラリアの他の 5 つの大学を訪問し
ました。2020 年に英国とスウェーデンを訪問する予
定でしたが、コロナ禍のためキャンセルしなければ
なりませんでした。海外視察により、多くの機関と
緊密な関係と強力な協力体制を築くことができました。

104 105



グローバルナーシングリサーチセンターの未来

GNRC の未来

　GNRC では、異分野融合研究を行うための強力な研究環境が確立されています 看護理工学、ク
リニカルナーシング、インフォメーションテクノロジー、バイオロジカルナーシング、イメージ
ングナーシングのラボがあります。これらのラボは
同じフロアにあるため、協働も容易にでき、これに
よって将来、新たな看護分野が生まれると考えてい
ます。
　これらの取り組みにより、ケアイノベーション創生
と看護システム開発の 2 部門を創設しました。ケア
イノベーション創生部門は、情報エンジニア、分子生物学者、AI エンジニアなど、さまざまな科
学専門分野の研究者とともに、イノベーティブな看護技術を幅広く開発してきました。
　イノベーションにより開発された技術やプロダクトには、米国主導の PIVC 挿入、スキンブロッ
ティング、ウンドブロッティング、AI を用いた超音波エコーによる観察、アバターロボットによ
る遠隔看護などがあります。これらについては、ラボツアーで詳しく説明しましょう。
　看護システム開発部門では、有意義な変化を起こすために多種多様な方法論を用いて研究を行っ
ています。介入プログラムの開発と評価は、主要な方法論の1つです。地域参加型研究の方法論は、
イノベーティブな戦略に関して、実現可能性が高く、また受け入れられやすい方法を研究者に示
すことができました。
　看護実践を取り巻く現象を理解または観察するために、幾つかの研究グループは理論と尺度を
開発しています。さらに自動データ収集システムによるビッグデータ分析は、看護システム開発
部門の現在進行中のプロジェクトです。

　次に、私たちがどこに向かっているのかについてお話しします。
　次の課題は、「スマートヘルスケアホーム」プロジ
ェクトを確立することです。それは、GNRC のケア
イノベーション創生部門と看護システム開発部門の
融合によって実現します。このプロジェクトを達成
するために、われわれは「WAGAYA」のコンセプトを
打ち立てました。WAGAYA は日本語では我が家を
意味しています。それぞれの文字は Wellbeing（ウェル・ビーング）、Autonomy（自律）、Gathering（集
い）、Active（活動的）、Yourself（自分自身）、Advanced（進化）の略です。
　この「スマートヘルスケアホーム」では、イノベーティブな支援技術を活用しながら、自宅で
個別化されたケアを実装します。看護教育機関、スマート訪問看護ステーション、訪問看護師、
および看護ケアに関するビッグデータ、これらに基づくケアシステム研究、ポスドク、スタッフを

　次に、GNRC 設立以来 4 年間の取り組みで達成したことをお伝えしたいと思います。
このグラフは、14 の主要業績評価指標に関する成果を示しています。赤い線は目標を示し、青い
線は実際の成果を示しています。これまで 212 の英
語原著論文が掲載され、そのうち 11本がポスドクに
よるものでした。ほとんどの KPI がすでに達成され
ていることがわかります。 特に重要な KPI は下線を
引いた５つです。産学官共同研究は 15 件、 国際研究
は 15 件、それに伴い助成金の獲得も 121 件となって
おります。 
　これらの結果からわかるように、GNRC は確実に目標を達成したといえます。異分野融合と国
際的な共同研究の実施により、若手研究者の研究のスキル向上に大きく貢献したといえます。私
達はこの結果に満足するとともに、今後の若手研究者の活躍に大きな期待を抱いています。

実験室 グローバライゼーション

2021 年度からは恒久的なセンターへ

重要評価指標（Key Performance Indicator）

　このような努力を通じて、グローバルネットワー
クと国際協力を拡大してきました 現在、15 か国以
上の教育および研究機関と部局間協定を結んだり、
共同研究を行ったりしています。これらの連携を強
化し、国際的な共同研究活動を継続していきたいと
考えています。
　うれしいことに、上別府教授と私は、2019 年にア
メリカ看護アカデミーのフェローに任命されました 
日本の看護研究者の中では、3 番目と 4 番目にあた
ります。最も大切なのは、看護研究や看護ケアを通
して、地域や社会、国にどれだけ影響を与えられた
かということ、それを外の国から評価されることだ
とだと信じます。

　GNRC の組織上の方針が変更されたことを、ご報
告させていただきます。2021 年 3 月末まで、GNRC
は時限付きのプロジェクトでしたが、2021 年 4 月の
初めからは、東京大学における恒久的な機関として
認められました。これによって、さらなる若手研究
者の養成とグローバライゼーションが進むことを大
変うれしく思います。
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総動員して、このスマートヘルスケアホームを実現し
ていきます。
　このプロジェクトには産学官連携が欠かせません。
私達は、地方自治体、業界、学術団体を含むすべての
ステークホルダーと共に、学際的でイノベーティブな
革新的な看護研究コンソーシアムを作ろうとしていま
す。さらに、海外の大学に支部を置き、活動の可視性
とグローバル化を強化します。
　WAGAYAのコンセプトを実現するために、「Beyond AI」プロジェクトが走ります。このプロジェ
クトは、ソフトバンクグループと東京大学の共同パートナーシップです。
　AI スマート看護システムは、看護用センサーを備えた看護データプラットフォームから開発さ
れます。これは、AI にベストケアの推奨を与える新しい人工知能予測モデルの基盤となります。
このシステムは、スマート訪問看護サービスを通じて実装できます。スマート AI 看護技術を活用
して、持続可能な開発目標を達成し、社会に貢献していきたいと考えています。これに関する進
展に是非ご期待ください。

　ここで少し、Beyond AI プロジェクトについて説明を加えます。
　これは、ソフトバンクグループからの 10 年に
わたる合計 200億円の寄付を受け、東京大学学長
の五神総長とソフトバンクグループの CEO であ
る孫氏の間で締結されました。
　「Beyond AI」と呼ばれるこのプロジェクトは
すでに始まっています。私たちが提案した看護
システムと WAGAYA プロジェクト計画は、Beyond AI プロジェクトの一つとして選ばれました。
この機会に大変感謝しております。また、五神総長の看護に対するご支援に心より感謝申し上げ
ます。
　このプロジェクトは絵に描いた餅ではありませ
ん。2023 年、東京大学は目白台キャンパスの一部
を三菱地所に貸し出し、そこに介護施設や高齢者
住居が建てられる予定です。そして、そこには
GNRCラボも組み込まれ、前述のAIスマートナー
シングが実施される予定です。

Beyond AI プロジェクト

　最後に、今後の日本の看護研究に焦点をあてて
お話しします。
　このスライドは、看護の論文の総数において世
界で上位10位の国々の推移を示しています。増加
しているのが分かります。日本は現在 7 位に位置
しています。

今後の看護研究

　日本の看護研究者を筆頭著者とする英語の原著論
文の総数は徐々に増加しています。さらに日本の看
護研究者による学際的研究や国際共同研究も近年進
んでいます。

　こちらが 2020 年の看護における QS 世界大学ラ
ンキングです。看護では、やはり東大１校が 51 位
から100位の間にとどまっており、100位以内に入る
のは日本で唯一の大学でした。サブスコアを見ると、
論文あたりの引用数と h-index がわずかに改善され
ましたが、世界的に見て、目標としている50 位以内
にはまた道半ばです。

　このGNRCの活動を通して、私の夢を語らせてください。GNRCを、異分野融合型研究を促進し、
若い看護学研究科学者を育成するためのモデルとして使っていただきたいことです。このような
センターが一つでは、次世代の看護研究者は育ちま
せん。少なくても各地区にあり、そこでポスドクを
育てることが出来たら、全国で看護研究が促進され、
それにより患者とクライアントのウェル・ビーイン
グを高めることができるでしょう。また、国際共同
研究や国際活動もさらに促進していくことと思います。
　このような取り組みが実現すれば、10 年後、いえ、
20 年後の日本の看護界の将来は明るいといえましょう。

　今回の講演会に向けて、ご支援を賜りました皆様に心より感謝申し上げます。バーチャルのラ
ボ見学を初め、講演会をお楽しみいただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。
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