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（資料）総務省
（注）2014/4月以降は、消費税率引上げの直接的な影響を日本銀行で試算した値を除いたベース。

大分市 全　国 大分市 全　国
CPI 1.8 1.9 2.1 2.1

コアCPI 1.8 1.7 2.1 2.0

4月
（経過措置の影響を含むベース）

5月以降
（フル転嫁を仮定した場合の影響）

（％ポイント）

全　国 大分市※
住居 家賃、火災保険料 1,993 1,878

保健医療 診療代、出産入院料 207 174

交通・通信 自動車免許手数料、自動車保険料（自賠責、
任意） 212 178

教育 各種学校授業料・保育料、教科書、PTA会費 243 196

諸雑費 傷害保険料、保育所保育料、介護料、印鑑証
明手数料、戸籍抄本手数料、パスポート取得料 202 228

教養娯楽 外国パック旅行 54 55
2,911 2,707

コアCPIに対するウエイト
（万分比）

（資料）総務省
※大分市の品目ごとのウエイトは公表されていないため、全国と大分市の大分類のウエイトの比率を参考に、当店にて推計。

合　計

品　目10大費目上の区分

（資料）総務省
※1　図表2と同様に、大分市のウエイトは当店にて推計。
※2　一部の通信事業者を除いて経過措置の対象となるとされている携帯電話通信料については、
　　　4月は全体の半分に旧税率の5％（半分は8％）が適用されるとして試算。

全　国 大分市※1
電気代 330 319

都市ガス代 100
プロパンガス 84

水道料 104
下水道料 65

し尿処理手数料 4 4
固定電話通信料 97 110

携帯電話通信料※2 224 255
上記計 1,007 1,038

コアCPIに対するウエイト
(万分比)
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統計の散歩道統計の散歩道統計の散歩道

　今月は、消費者物価指数（以下、CPI）について取り上げま
す 。
　CPIは、私たち消費者が毎日生活する上で必要な財・サービ
スの価格（物価）を指数化したもので、毎月26日を含む週の
金曜日に総務省から公表されています。本統計が対象とする
品目として、基準年（現在は2010年）における家計の消費支
出の中で、重要度が高い588品目が選定されています。なお、
本統計は、生鮮食品のように天候等で価格が左右されやすい
品目も含まれるため、物価の趨勢的な動きをみる上では、「生
鮮食品を除く総合」（以下、コアCPI）指数を利用することが一
般的とされています。
　CPIを構成する品目の価格は、総務省によって毎月行われ
る「小売物価統計調査」で得られた小売価格を基にしており、
各品目のウエイトは、同じく総務省によって実施されている

「家計調査」によって得られた全世帯１か月当たりの品目別
消費支出金額が使用されています。具体的にみると、例えば、
当地のCPIは、大分市における「小売価格」を基に品目別価格
指数を算出し、「家計調査」を基に算出された、大分市の支出
ウエイトにより加重平均して総合指数を算出しています（大
分県全体ではなく、「大分市」の指数である点に留意が必要で
す）。一方、全国では、大分市を含む調査市町村（167市町村）
の品目別価格指数を基に、全国平均のウエイトを用いて総合
指数を算出しています。大分市と全国の違いについてみる
と、大分市では「生鮮食品を除く食料」「家具・家事用品」「被服
及び履物」「交通・通信」「教養娯楽」「諸雑費」のウエイトが全
国対比で高くなっている一方、「住居」「光熱・水道」「保健医
療」「教育」のウエイトが低くなっているのが特徴となってい

ます。
　最近のコアCPIの動きをみると、大分市についても全国に
ついても14/4月以降の前年比は、消費税率が5％から8％へ
引き上げられた影響から、大幅に上昇しています。こうした
消費税率引上げの直接的な影響は、税率の引上げ分が現行の
課税品目すべてにフル転嫁されたと仮定して、機械的に計算
すると、全国についてはコアCPIの前年比を＋2.0％ポイン
ト程度押し上げていると考えられます（図表１）。この影響が
消費税率の引上げ幅の3％より小さいのは、家賃、授業料、診
療代などの一般サービスや公共料金を中心に税率引上げの
直接的な影響を受けない（非課税）品目のウエイトが全体の
約3割に上るためです（図表2）。また、制度要因などから、実
際に消費税率の引上げがCPIに反映されるまでには、ある程
度の時間を要する品目があるため（図表3）、4月の影響は、課
税品目すべてにフル転嫁した場合の＋2.0％ポイント程度よ
りも小さい＋1.7％ポイントとなると試算できます。同様の
方法で、大分市のコアCPIの消費税率引上げによる直接的な
影響を試算すると、4月が＋1.8％ポイント、5月以降が＋
2.1％ポイントとなります。大分市の試算値が全国よりも高
いのは、大分市の非課税品目のウエイトが全国よりも低いた
めです。
　こうした点を踏まえて、大分市と全国のコアCPI（消費税率
の引上げの直接的な影響を除いたベース）を比較すると、大
分市では「生鮮食品を除く食料」や「交通・通信」の上昇幅が全
国よりも高いこと等を背景に、2013年後半以降、前年比プラ
ス幅が全国よりもやや大きくなっています（図表4）。
 ※ 「消費者物価指数」については、13/9月号でも取り上げています。同号では、同指数を
　　利用する際の留意事項（計測誤差や品質調整手法）等を解説していますので、併せて
　　ご参照ください。

日本銀行　大分支店　総務課　中野 光将 氏
な か の みつまさ

「消費者物価指数」について

図表1 消費税率引上げによる影響 

図表3 経過措置等の対象となる主な品目

図表2 消費税率引上げの直接的な影響を受けないと思われる品目

図表4 コアCPIの推移

～大分県立看護科学大学　NPプロジェクト～

高度な実践力や臨床判断力を身に付け
自律した看護師を養成することを通して、
県内の看護水準の向上を目指す

大分県立看護科学大学NPプロジェクトの取組
が、「保健師助産師看護師法改正（特定行為に係
る看護師の研修制度の創設）」の契機に
　NP（Nurse Practitioner）とは、米国を始め世界各国で普
及している制度で、医師と連携し、一部の検査や処方、医療処
置を行うことができる看護職種です。1965年に米国コロラ
ド大学で教育が開始され、現在、米国では16万人を超える
NPが活動しています。
　本学では、日本におけるNPの必要性を実感し、平成17年
からNPプロジェクトを立ち上げ、この制度の日本国内での
確立や看護の専門性を高め、患者さんに、より身近な場所で
タイムリーに必要な医療行為を提供することを目指し、教育
と研究を連動させながら活動を続けてきました。本学の教員
が米国、韓国での研修を行い、平成20年度に日本で初めて大
学院でNPコースの教育を開始しました。
　本学でNP教育を開始するとともに、新たな看護職の制度
化に向けた活動も始めました。平成22年度に厚生労働省が、

「チーム医療推進会議」を設置して行ったモデル事業に、本学
やNPコース修了生も積極的に参加し、その成果を学会や論
文などで発表してきました。
　これらの努力が実
を結び、本年6月18
日に保健師助産師看
護師法の一部が改正
され、「特定行為に係
る 看 護 師 の 研 修 制
度」が平成27年10月
1日から施行される
こととなりました。

段階的な研究実践と成果
　研究として、3つの段階でご紹介します。
【NPコース創設準備期の研究】
　最初に、地域におけるNPの必要性を調べるため、無医地区

や過疎地域の住民に意識調査を行いました。その結果、緊急
時の事故や病気の対処、医療機関へのアクセスの不便さのた
め、NPを活用したいという意見が多く得られました。
【NPコース開始直後の研究】
　平成20年に、修士課程でNPコースを開設した時には、日
本におけるNPの必要性や役割、及び開始したNP教育につい
て、学会や雑誌で公表し、普及に努めました。また、老人保健
施設の医師と看護師に、看護師が積極的に担うべき医療行為
について調査を行いました。その結果、補液の判断、インフル
エンザの予防接種、褥瘡の処置など多くの結果が示されまし
た。
【NPコース修了生の活動成果の研究】
　平成26年3月の修了生を含めて、既に20名を輩出しまし
た。修了生は訪問看護ステーション、老人保健施設、病棟や外
来、診療所などで活躍しています。例えば、老人保健施設では
入院率が半減したり、救急車での搬送が激減しました。一方
で、修了生の指導医や看護スタッフ、患者さんに行ったイン
タビュー調査からは、丁寧な説明や早期の対応をしてくれ
る、看護師のモチベーションがアップし、医師の業務負担が
軽減した等、患者、看護師、医師にとって各々プラスの影響が
あることが判りまし
た。これらの成果は英
文にもまとめ、大分県
が全国に先駆けて開
始したNPコースのこ
とを広く世界に発信
しています。

　今後も修了生の活動のアウトカムを可視化していくこと
が重要な研究テーマであると考えています。
Hiromi Fukuda.et al(2014).The first nurse practitioner 
graduate programme in Japan.　International 
Nursing Review. 
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院保健学研究科（看護学博士）修了。大分県立病院に就職し、大分県立厚生
学院専任教員を経て、平成10年から大分県立看護科学大学に勤務し現在
に至る
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