
「平成 30年度大阪府予算の編成に関する要望」に対する回答 

要望内容 回答 

1.地域包括ケアシステム構築のための支援 
1）地域包括ケアシステム構築のための人材確保に対する支援 
（1）特定行為研修の実施機関に対する支援と研修修了者の確保へ
の支援 
 
国では特定行為・研修部会において今秋から、看護師の特定行為

研修制度の評価が実施される。同時に、第 7 次医療計画見直し検討
会にて、研修修了者確保に向け、都道府県における取組を推進する
こととなった。大阪府におかれては、これらの動向を把握し、特定
行為研修の実施に向けた体制の確保と指導・助言及び必要な財政的
支援をお願いしたい。 
患者が在宅等において療養する中で加齢や疾患の進行に伴い、例え
ば嚥下等の身体機能や認知機能等が低下する、使用する医療機器の
調整が必要になる等の課題が生じてくる。特に難病患者や成長・発
達段階に応じた対応が必要となる小児等では、変化する患者の身体
機能や病状に合わせて専門的知識に基づく予測性を持った対応が必
要である。このような患者への特定行為を行う看護師は在宅を含む
医療現場において熟練した看護技術と知識を用い、水準の高い看護
を提供する役割を担う。在宅療養の現場で特定看護師が安全に配慮
し、高度な臨床実践能力を発揮するには養成機関数だけでなく、在
宅医療を支える訪問看護師・介護保険施設に勤務する看護師など在
宅領域からの受講を促進する必要がある。このことから大阪府看護
協会(以下、当協会と表現する)では、50,000人を超える看護職を会
員とする組織力を使い、意図的・組織的にその特定看護師の育成及
び活用を考えている。ついては、財政的支援とともに養成機関の体
制構築への助言や医師を含む特定行為研修指導者並びに実習協力施
設の確保に大阪府として格段の協力を願いたい。 

 

 

 

 

○ 大阪府のホームページに、特定行為研修
施設の一覧を掲載するとともに、大阪府
看護協会等が主催する研修事業（必要性・
研修施設・研修コース・期間・費用等）の
説明会において、近畿厚生局の協力も得
ながら、各医療機関を通じて、看護職員に
周知を行うなど受講の促進を図っていま
す。 

○ 訪問看護ステーションに勤務する看護職
員を特定行為研修に参加させる際、代替
のための看護職員を雇用する経費を補助
している。 

 

（2）在宅療養への移行支援及び体制の確保 
 
専門性の高い看護職の育成及びその確保、各市町村における地域

包括ケアシステムへの参画、介護保険施設の看護職及び病院退院支
援看護師と訪問看護ステーション等の看看連携、ネットワークづく
りを一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会と協働し、当協
会では組織力を使い、意図的・組織的に看護職の質及び体制の確保
と活用を行っていく。これらの活動への助言及び指導と財政的支援
を図られたい。 
地域では高齢多死社会の進展に伴い、高齢独居や老々世帯の増加、
また医療的ケアの必要ながん患者、小児や難病の患者、ＮＩＣＵや
ＧＣＵからの患児など、様々な医療的背景を持った患者の退院に際
して、在宅で療養するために必要な準備や家族が在宅療養を受け入
れ、自宅での生活をイメージした指導や退院後に在宅療養を担当す
る訪問看護ステーションと密接な連携が必要であり、円滑に療養を
開始するための手厚い支援が求められている。以上のことから、幅
広い観点からの看護の質の向上やその体制の確保を図る必要があ
る。専門性の高い看護職の育成及びその確保、各市町村における地
域包括ケアシステムへの参画、介護保険施設の看護職及び病院退院
支援看護師と訪問看護ステーション等の看看連携、ネットワークづ
くりを一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会と協働し、当
協会では組織力を使い、意図的・組織的に看護職の質及び体制の確
保、運用・活用を行っていく。これらの活動への助言及び指導と財
政的支援を図られたい。 
特に体制確保について、訪問看護事業所は在宅療養支える需要な役
割を持っている。平成 27（2015）年度の大阪府訪問看護ステーショ
ン実態調査報告（880事業所：回答 619）から、常勤換算区分 5人未
満の事業所が 62.4％占め、機能強化型訪問看護ステーションは 3％
に留まっている。24時間対応加算の届け出についても、夜間や休日
祝日等計画的な指定訪問看護を行うまでには至っていないのが実態
である。大阪府におかれては職員の質を上げる支援と併せて、小規
模事業所においても安定した経営と社会的な役割が果たせるよう必
要な支援を早急に打たれたい。 

 

 

○ 地域医療介護総合確保基金については、
毎年度、府として計画を策定し国に対し
要望を行い、国の内示を踏まえながら運
用している。 

○ 具体的な事業のあり方は、各圏域や関係
機関から意見を聴取等、事業の効果検証
を行いながら、改善を図っている。なお、
基金の活用については、貴協会が既に自
主的に実施している事業への適用は困難
です。 

○ 今後とも、在宅医療を担う看護師の確保・
資質向上及び事業所の規模拡大・サービ
ス提供機能の強化等に取組んでいく。 

 

 

 

 



併せて、人材が多く配置されている病院は 24 時間体制、看護職員
数、重度者への対応等、機能強化型訪問看護ステーションと同等の
体制をとって地域を支えていくことが期待されている。平成 30年度
の診療報酬改定に向けて、現行の機能強化型訪問看護ステーション
と同等の体制をとった場合への評価を拡充することを国へ強く提言
していただきたい。 

（3）在宅医療等の医療需要に対応した研修事業への支援 
 
在宅医療提供体制の充実に向けた看護職、多職種との専門的なサ

ポート体制の構築を支援する研修等の実施に際し、地域医療介護総
合確保基金の効果的な活用を含め、安定した財源を確保していただ
きたい。併せて、各市町村における地域包括ケアシステム構築の実
態について示し、効果的なシステムの運用へ市町村がリーダーシッ
プを発揮できるよう助言・指導をお願いする。 
  大阪府では、平成 37（2025）年における在宅医療等の医療需要
を 160,491(人/日)と見込んでいる。それに対応するため、在宅医療
提供体制の充実がさらに必要となる。当協会では、平成 24 年度から
大阪府内の病院・老健・特養・訪問看護ステーション等で勤務する
看護職や介護職等を対象に「認知症」「看取り」「フィジカルアセス
メント」をテーマとし、府内 11 支部（ほぼ 2次医療圏）における参
加者の身近な場所で「出前研修」を続けている。研修後のアンケー
ト結果から、「参加者の意欲向上」や「職員同士の交流」、「士気高揚」
など質の向上や医療・介護の連携に対する有効性が明らかになった。
在宅医療提供体制の充実に向けた看護職、介護職などの多職種によ
る専門的なサポート体制の構築を支援する研修等の実施に際し、地
域医療介護総合確保基金の効果的な活用を含め、安定した財源を提
供していただきたい。 

 

 

○ 地域医療介護総合確保基金については、
毎年度、府として計画を策定し国に対し
要望を行い、国の内示を踏まえながら運
用している。 

○ 具体的な事業のあり方は、各圏域や関係
機関から意見を聴取するなど、事業の効
果検証を行いながら、改善を図ってい
る。 

○ 今後とも、在宅医療提供体制の充実に向
け、多職種連携強化のための研修等の取
組を推進していく。 

 

（4）「退院支援強化研修」事業への継続・拡充への支援 
 
急性期の病院では退院までの在院日数が 10日前後となっており、

医療的ニーズを抱え、早期に退院することが一般的になっている。
このような背景を受け、退院支援強化研修を実施しているが、需要
が多く、質の高い支援を提供でき、また、引き続きの実施のための
財政的支援を強く要望する。 
地域包括ケアの推進により、病院完結型から医療ケアが一体化した
地域完結型体制への変換が図られ、患者は早期に退院することが一
般的になってきている。不安や心配を抱えたまま退院するケースも
あり、住み慣れた地域で暮らしていくためには、入院直後からの早
期の退院支援が重要となり、同支援の質向上が求められている。こ
のような背景を受け、平成 29 年度から大阪府の補助を受け、当協会
において、「退院支援強化研修」を 2 日間 2 クールで実施している
が、定員の 2.5 倍の応募者があり、追加実施を決定することとなっ
た。需要が多い当事業を拡充実施していくための財政的支援の増額
を強く要望する。 

 

 

○ 地域医療介護総合確保基金については、
毎年度、府として計画を策定し国に対し
要望を行い、国の内示を踏まえながら運
用している。 

○ 具体的な事業のあり方は、各圏域や関係
機関から意見を聴取するなど、事業の効
果検証を行いながら、改善を図ってい
る。 

○ 今後とも、円滑な在宅移行に向け、入院
直後からの早期の退院支援を行う職員
の質向上を推進していく。 

 

（5）救急搬送患者の精神疾患・身体疾患合併症への対応について 
 
精神疾患患者の受け入れについて、身体疾患に対応する医療機関

で、適切な医療の提供にあたり、看護職の体制確保が必要であり、
身体疾患に対応する医療機関においても、精神科看護を提供できる
体制確保が必要となる。その体制確保についての財政的支援を図ら
れたい。 
消防機関が搬送先に難渋している事案に、精神疾患のある患者が身
体的な異常を主訴としているものが相当数含まれ、精神科医療機関
は単科病院がほとんどで、精神科入院病床を併せもつ医療機関が極
めて限られている。単科の精神科病院では専門外の領域に対応する
には十分な体制がない等、また身体・精神疾患のそれぞれの専門領
域の診療連携が困難なことも背景にある。平成 24年度改正「障害者
自立支援法」の施行から、地域移行支援・地域定着支援が創設され、
入院患者の地域移行が進められ看過できない課題となっている。ま
た、救急搬送される多くは高齢者である。その入院については大き
く環境が変化するため、急性期症状の対応のみに終わらず、認知症
状が発現し、特に夕方から夜間にはＢＰＳＤ等への対応も生じ、通
常の勤務体制において担当者への過重な負担となり、他の患者への

 

 

○ 救急告示医療機関での受入を促進する
ため、搬送先の選定に難渋すると言われ
ている、要介護状態（65 歳以上、要介護
２以上）の高齢者や整形外科・脳神経外
科の協力を必要とする小児外傷（15 歳未
満）、精神・身体合併症の傷病者などを受
け入れた医療機関に対し、その実績に応
じた補助を行っています。 

○ なお、身体科・精神科の連携強化と精神
科病院へのスムーズな転院を目的に、平
成 27 年度に大阪市・堺市と共同で、夜
間・休日精神科合併症支援システムを開
始しました。システムの円滑な利用を促
すため、年に 2 回程度、二次救急病院や
精神科病院等のスタッフを対象に利用
説明会を開催し、合併症患者の受入れ時
の対応についても、事例を踏まえて説明



支援にも影響を及ぼす状態となることを現場では危惧している。精
神科病院における身体症状への対応体制の確保及び急性期病院の医
師、看護師等への精神症状・認知症症状への対応について、研修受
講の必修化等のシステム及び連携の構築を要望する。 

しているところです。 

 

 

 

2）在宅・医療機関等で勤務する看護職員等の看護の質向上を図るた
めの相互研修（看護がつながる在宅療養移行支援研修）等の拡充・
強化について 
 
在宅と医療機関との間で、「利用者・家族と医療」がスムーズに在宅
移行できるよう、訪問看護事業所や福祉関係施設と病院等の医療機
関に勤務する看護師等に「相互研修」の拡充や地域で働く看護職間
の連携体制づくりなど継続した活動支援等への助成強化を図られた
い。 
訪問看護や在宅領域の看護職員の確保と質の向上を図るため、双方
向の研修の普及啓発事業を実施されたい。また、在宅医療・訪問看
護ハイレベル人材の育成事業を継続するとともに指導者養成プログ
ラムの開発について国へ働きかけをお願いする。同時にＮＩＣＵ、
ＧＣＵ等からの在宅への移行による医療ニーズの高い小児の訪問看
護研修の充実を図られたい。今後想定される在宅及び施設での看取
りにおいて、医師による死亡診断に必要な情報を報告する看護師を
対象にした法医学等に関する研修を推進されたい。（職場を離れず、
身近な場所での受講が可能となるように希望する）。 
平成 27 年度大阪府訪問看護事業所実態調査報告によると平成 27 年
度は病院に勤務する看護師と訪問看護師の相互研修に 133 名が受講
した。平成 28 年度は医療機関の看護師と訪問看護事業所のみなら
ず、福祉関係施設で働く看護師も含めた相互研修には、85名（再掲：
訪問看護・福祉関係施設からは 9名）の参加があった。 
地域包括ケアシステムの構築及び推進を図るうえで、訪問看護事業
所をはじめ介護や障害に関連する福祉関連施設や行政、地域包括支
援センターで働く看護職をはじめとする多職種を含む顔の見える相
互の連携体制構築には各医療圏域での開催が課題となる。地域住民
へより良い看護を提供するにあたり、その実現に向け、さらなる財
政支援の強化を図られたい。 

 

 

 

 

○ 地域医療介護総合確保基金については、
毎年度、府として計画を策定し国に対し
要望を行い、国の内示を踏まえながら運
用している。 

○ 具体的な事業のあり方は、各圏域や関係
機関から意見を聴取するなど、事業の効
果検証を行いながら、改善を図ってい
る。 

○ 今後とも、地域で働く看護師間の連携体
制や訪問看護師等のキャリア・専門領域
に応じた研修の充実を推進していく。 

 

3）地域の健康づくりの推進について 
 
「まちの保健室」事業が健康づくりや住民ニーズ把握の社会資源と
して定着し、さらに対象地域を拡大できるよう人材確保や質の向上
などの支援体制、関連団体等との連携・養成等の支援強化を図られ
たい。また、府民に対し、健康づくりの意識の高揚と開発活動推進
のため、「看護の日」記念関連事業へより一層の財政支援等を図られ
たい。 
当協会では「まちの保健室」事業について、府民の健康維持・増進
を目的に大阪府内 6 市で事業を展開している。実施にあたっては地
域の社会福祉協議会、NPO法人、図書館、民間企業等の関係機関と連
携・調整を行い、平成 29年度は寝屋川市・茨木市・松原市・守口市・
大阪市・堺市内の 9か所（月 8回）で事業を実施している。また「住
吉大社升の市（くらしの中の計量展）」「子育てフェスタ」「看護フェ
スタ」等で血圧や体脂肪の測定、健康相談等の実施等、地域で相談
事業の拡充を図っている。相談員と看護職（保健師・助産師・看護
師）の有償ボランティアが地域に出向き、生活習慣病予防、高齢者
の介護予防、乳幼児の子育て支援等について個別相談、健康教育等
の活動を実施し、相談件数は平成 26 年度に 2 千件を超え、平成 28
年度は 2,112 件と年々増加をたどり、府民の健康への関心が高まっ
ているのがうかがえる。高齢者や子育て中の母親等の悩みや不安に
対する受け皿として、「まちの保健室」事業は地域の健康づくりに大
きく貢献している。本事業が健康づくりや住民ニーズ把握の社会資
源として定着し、さらに対象地域を拡大できるよう人材確保や質の
向上などの支援体制、関連団体等との連携・養成等の支援強化を図
られたい。また、府民に対し、健康づくりの意識の高揚と開発活動
推進のため、「看護の日」記念関連事業へより一層の財政支援等を図
られたい。 

 

 

○ 貴会が実施する「まちの保健室」事業に
つきましては、身近な商業施設等で多く
の府民からのこころとからだの相談に
気軽に応じているほか幅広い健康情報
の提供も行うなど、地域の健康づくりの
推進に大変有意義であると考えており
ます。 

○ 大阪府としましては、貴会が実施する
「まちの保健室」事業とさまざまな機会
を通じて連携しながら、リーフレット等
の提供など、府民への健康づくりに関す
る正しい知識の普及啓発、情報提供等に
取り組んでまいります。 

○ 「看護の日」記念事業につきましては、
平成 27 年度事業から新たに高槻市、豊
中市、枚方市の参画を得て、運営体制の
充実と広報の強化を図ったところです。
今後も、中核市等の協力を図ります。 

○ 今後とも、貴協会の広報活動と連携して
広く看護のこころの普及に努めてまい
ります。 

 

 

 

 



5）保健活動の推進強化への支援要請 
（1）統括保健師の配置促進及び保健師の計画的な人材確保と育成 
 
大阪府内の全市町村に対し、統括保健師の必要性の周知と速やか

なる配置について指導を徹底、強化していただきたい。 
「平成 28 年度保健師活動領域調査（厚生労働省）」の結果から、市
町村における統括保健師の配置は大阪府 65.1%（全国で 53.6%）で、
34.9%が未設置の市町村である。また、統括保健師と位置付けられて
いるが、課長職または係長職との兼務であり、保健師職能がその期
待される役割を発揮するには困難な状況にある。早急に実態を把握
し、統括保健師の配置及びその育成体制の推進を図られたい。 
保健師に期待される役割拡大に伴い、保健師の活動領域・分野は広
がり、分散配置が進んでいる。より効果的な保健活動の推進には、
分散配置されている保健師間の連携・協働を図り、健康課題を整理
しながら組織横断的な取組み、技術及び専門的に指導役割を担う統
括保健師の配置が必要である。 

 

 

 

○ 本府においては、統括保健師の配置及び
その育成体制の推進に向け、市町村保健
師との会議・研修等の機会を通じて、国
で開催される保健師中央会議や全国保
健師長研修会等で示された新たな情報
や国の動向等の情報提供・啓発に努めて
います。 

○ 毎年度当初には各市町村の統括的役割
の保健師を把握するとともに、当該保健
師を窓口として市町村における人材育
成に関する情報交換の機会を増やすよ
うに努めているところです。 

○ また、保健師活動領域調査の結果を府に
おいてとりまとめ、府内市町村の統括保
健師の配置状況や保健師の分散配置の
実情について周知を図るとともに、他市
町村と比較するなど各市町村内での議
論につながるよう資料を提供していま
す。 

○ 今後も、引き続き市町村との会議等さま
ざまな機会を通じ、助言してまいりま
す。 

（2）市町村を含めた大阪府内保健師の計画的かつ継続的な人材確
保及び人材育成の研修体制整備及び充実 
 
計画的な雇用が行われていないことによる年齢分布の偏在、中堅

保健師への過重な負担による中途退職者の増加、育児休暇等の長期
休暇者の代替の確保等の対応に現場は難渋し、地域活動への大きな
影響が聞かれている。採用の前倒し雇用などの提案や助言、人的・
財政的支援を市町村へ行うこと、また保健師として求められる能力
の獲得状況（キャリアラダー）に応じた体系的な人材育成に向け、
自治体保健師の人材育成体制構築の推進を図られたい。また、新任
期、中堅期（前期・後期）管理期等の人材育成研修について、キャ
リアラダーに呼応した研修体制の充実を図られたい。    
平成 25 年 4 月 19 日付厚生労働省健康局長通知、健発 0419 第 1 号
「地域における保健師の保健活動について」では、都道府県及び市
町村は保健師が地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価を行
う事が出来る体制の整備、保健師の活動にあたっては訪問指導、健
康相談、健康教育、その他の直接的な保健サービス等の提供、住民
の主体的活動の支援、災害時支援、健康危機管理、関係機関とのネ
ットワークづくり、包括的な保健、医療、福祉、介護等のシステム
の構築等を実施できる体制を整備することが定められている。しか
しながら、保健師活動の実践において課題や問題と認識している設
問への行政保健師の回答は、日々の業務をこなすことに追われてい
る 70.7%、事務量が多い 63.7%、対応するケースや業務は複雑・困難
になってきている 63.6%、保健師のマンパワーが不足している 56.4%
等であった。これは、育児休業や病気等の長期休暇取得、行財政改
革の職員数カットも稼働保健師の減につながっているのが背景にあ
り、代替職員の確保にも困難が生じている。これは現場の訪問等の
減少につながるため、代替制度等も含めた対策を早急に示していた
だきたい。 
また、平成 26 年度日本看護協会「保健師の活動基盤に関する基礎調
査」によると、大阪府で現任教育プログラムやマニュアルがない市
町村が 52.1%、新任期の研修未受講者は 17.9%で、プリセプターによ
る指導を受けていない者 39.0％、中堅研修対象者で未受講者が
29.4%であった。理由として「研修自体がない」と答えた者が 66％を
占めた。管理研修対象者の未受講者は 33.8%、理由として中堅研修
対象者と同様に「研修自体がない」と答えた者が 64.1%を占め、研修
体制が未だ不十分な現状が明らかとなった。この傾向は政令市以外
の多くの市町村でみられた。研修等は委託も視野に入れた対策を講

 

 

 

○ 大阪府では、保健所及び市町村保健師の
地域保健活動の専門性の向上、また、時
代の要請に必要な能力の獲得を目的と
して、保健師現任教育を体系的に実施し
ています。研修においては検討会等で市
町村や関係者との協議を踏まえて計画、
評価の上、実施しております。 

○ 市町村保健師を対象とした研修として、
市町村単独では研修開催が困難である
と考えられる階層別研修については充
実させており、その他専門別研修につい
ても、事業担当課とともに各事業等に伴
う研修を実施し、保健師の資質・能力の
向上を図っています。 

○ また、各府保健所単位で、地域実情に合
わせて保健所と管内市町村が協働し、地
域保健関係職員の人材育成を目的とし
た「地域研修」を開催しています。今後
も自治体保健師に対する研修には力を
入れてまいります。 

○ 保健師活動体制の整備について、大阪府
では保健師が産育休や病気等により長
期に不在となる場合には臨時的任用職
員や非常勤職員を配置し、業務に支障が
生じないよう対応しております。 

○ キャリアラダーに応じた体系的な人材
育成については、国等から示された内容
は、市町村保健師との会議等の機会を通
じて周知を図るとともに、現在検討中で
ある府としての保健師のキャリアラダ
ーについても、進捗状況等を市町村に情
報提供するなど、各自治体保健師の人材
育成体制構築が推進されるよう支援し
てまいります。 

 



じられたい。 
平成 28年度保健師のキャリアラダーが厚生労働省より示された。保
健師として求められる能力の獲得状況（キャリアラダー）に応じた
体系的な人材育成に向け、自治体保健師の人材育成体制構築の推進
に周知を図られたい。また、新任期、中堅期（前期・後期）管理期
等の人材育成研修について、市町村においてキャリアラダーに呼応
した研修体制の充実を大阪府としてその支援を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

2.切れ目のない妊娠・出産・育児を推進するための安全・安心な周
産期医療体制の整備 
 
子育て世代包括支援センターの実態を把握し、その設置と機能を

十分に発揮させるため、人的・財政的支援をお願いする。また、小
学校高学年、中学校での「いのちの事業」「性教育」の実施について
健康医療部局と教育委員会へ働きかけ、必要な予算の計上をされた
い。さらに様々な原因で養育支援を必要とする家庭の子育て支援に
対し、出産病院の助産師、保健師等の専門職等、必要な人的体制の
確保とそれに伴う予算措置を講じられたい。併せて大阪府周産期医
療協議会への当協会（助産師）の参画を、また市町村における母子
保健や子育て支援の関係者会議等に助産師の参画が実現できるよう
に市町村へ助言をお願いする。 
改正児童福祉法（平成 29年 4月施行）で、妊娠期から子育て期まで
切れ目のない支援の強化に向け、「子育て世代包括支援センター」の
設置が努力義務化された。これにより子育て支援と周産期医療、虐
待予防、産後ケア等の拠点を通じた対応強化が期待され、看護職間
の連携のもと、さらなる推進が求められている。 
若年妊娠（望まない妊娠）の予防、性感染症の正しい知識など「い
のちの事業」「性教育」の実施について保健福祉部局と教育委員会へ
働きかけ、必要な予算計上をされたい。 
ハイリスク妊婦について、地域とのカンファレンスが必要と判断さ
れるケースの場合、出産受け入れ施設の助産師等の出務について診
療報酬上の算定ができるよう国への要望をお願いする。 
育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼなどの問題から子育てに
対し、不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援を必要
とする家庭に出産病院の助産師、保健師等の専門職の介入が求めら
れる。必要な人的体制の確保とそれに伴う予算措置を講じられたい。 
ハイリスクな新生児・未熟児等のケア・在宅移行への推進が求めら
れているが、現場で指導できる人材の育成や小児在宅移行にかかわ
る看護職への教育が早急に必要である。その教育施設として総合周
産期母子医療センターに期待するところである。しかしながら、研
修企画を推進する体制が十分とは言えず、さらに、周産期医療体制
を踏まえた在宅医療・看護との連携等に向けた体制整備についても
強化が求められるところであり、大阪府設置の周産期医療協議会へ
の当協会の参画を図られたい。また市町村における母子保健や子育
て支援の関係者会議等に当協会の参画が実現できるように市町村へ
の助言をお願いする。 

 

 

 

○ 子育て世代包括支援センターについて
は、平成 29年 4月現在、府内では 19 市
町 68 か所で設置されており、地域の実
情に応じ、母子保健事業と子育て支援事
業等による妊娠期から子育て期までの
切れ目のない支援が行われています。 

○ 府においては、市町村のセンター設置を
推進するため、先進的取組事例の紹介を
行ったり、市町村間で情報交換を行うた
めの連絡調整会議の開催や、センターに
おいて相談支援を担当する専門職への
研修を実施しています。また、センター
での事業計画の作成、補助金や交付金に
ついての相談などの支援を行っている
ところです。 

○ 大阪府周産期医療協議会につきまして
は、保健医療計画（周産期医療）につい
て協議するため設けた部会において、助
産師に委員として参画していただきま
した。 

 

3.活き活きと働き続けられる労働環境づくりの推進 
1）看護職の人材確保・定着と再就業支援の促進 
（1）大阪府ナースセンター事業の機能強化への助成 
 
“地域へ出向く”事業の充実、推進のための助成の拡充を図られ

たい。また、再就業支援講習会、が継続・拡充できるよう、開催施
設の施設利用料等の財政支援増額と大阪府のホームページ・府政だ
より等やチラシ配布等による啓発・広報活動へ強力な支援を願いた
い。定着目的として医療ケアの少ない施設に勤務している看護職の
スキルアップに対する予算と人員の増員を願いたい。 
全国の有効求人倍率は 1.5 倍、実勢倍率は 2 倍ともいわれている。
特に医療、福祉、介護分野ではなかなか人が見つからない。このよ
うな状況での看護職の確保において、平成 30 年度に向かい事業の優
先順位やその手法を大きく見直す時期と考える。潜在的な労働力の
発掘に注目し、「潜在看護師」や「シニアナース」の再登場に期待し
ているが、「とどけるん」の運用に種々の課題があり、現実は潜在看
護職の発掘が困難となっている。「大阪府ナースセンター」の存在と
役割及び離職時届け出制度「とどけるん」の啓発活動をリーチアウ

 

 

 

 

○ ナースセンターによる「再就職支援」事
業は、本府の看護職員確保対策の重要な
柱の一つとして位置づけております。 

○ 再就業支援講習会等の実施においては、
開催回数や講習内容の充実を図ったと
ころです。 

○ 講習会の周知が重要であることから大
阪府ホームページのトップページ「手続
き・催しの総合案内」への掲載や、イオ
ン・ローソンラックへの配架、産経新聞、
地域情報誌への掲載、ハローワークでの
周知など広報活動を強化してまいりま
す。 

○ 平成 29 年度からは、身近な地域の病院



トした活動として、大学を含む看護学校学生・各種研修の場・官民
就職フェア・当協会施設代表者会を周知活動の機会として実施する。
例えば、周知 DVD作成し、待ち時間等に流し周知活動を行う。また、
「偏在化解消のため中小病院を対象とした無料就職フェア」を平成
29 年度より集客が期待できる大型ショッピングセンターにおいて、
周辺医療施設に参加いただき「看護職のための就職フェア」として、
情報提供、就職相談の実施を始めた。今後、府内 2 次医療圏におい
ての拡充を進めていく予定。 
 「再就業支援講習会」については・「就職フェア」の開催後、周辺
医療施設において受講できる流れを作る。また、定着を支援するた
め、再就業につながった看護師や受け入れ施設への個別支援を定期
的な訪問として実施する。 
「Ｒｅ ・フレッシュ研修」への参加は僅かながら減少傾向にあり、
実施後のアンケートや参加者を送り出している施設の意見を聞き、
今後はさらに新人看護師の定着に結果を残せるよう内容の充実を図
りたい。また、大阪府内６ヶ所のハローワークでの出張相談を府内
すべてのハローワークへの拡充をしていきたい。以上の拡充に向け、
助言指導及び財政的支援として増額を図られたい。 

の出展による看護職のための就職フェ
アを実施し、潜在看護師の就職支援に努
めたところです。 

 

（2）離職した看護職の届け出制度「とどけるん」の周知徹底と利用
方法の見直し 
 
看護職の離職時等の届け出制度がスタートしたが、今後も関係先

等への制度の周知、徹底を図るための活動支援の強化と継続的な財
政支援を図られたい。 
平成 27 年 10 月からスタートした「看護師等の免許保持者の離職時
の届出の努力義務化」（とどけるん）により届けられた数は累計で
1,794 名（全国 28,886名）であった。これは中央ナースセンターの
届け出見込み概算に比べると大きく下回っており、届出が努力義務
であることや登録までが複雑であり、時間がかかり、面倒くさい、
施設による代行申請のため情報が確かなものでないなど運用上の課
題について、国へ仕組みについて再検討の要望をお願いする。 
全国で 70万人いる潜在看護師の名前や住所、再就職の時期や労働条
件等を把握するには、「とどけるん」が有用と思われるが、届け出に
は入力に必要な時間と支援が必要なため、登録が進んでいない現状
がある。離職者へ切れ目のないキャリアを支援するために入力して
いただくための工夫とさらなる周知を図る必要がある。様々な機会
をとらえ啓発を行うことと並行して大阪府ホームページとのリンク
や府政だより等による広報、公的施設等（JRや図書館等）へのポス
ター掲示やチラシ設置等の協力要請等の支援強化をお願いしたい。 
また、そのための人的確保及びそれに伴う予算措置をお願いする。 

 

 

 

○ 看護職の離職時等の届出制度について
は、制度の重要性を認識し、府ホームペ
ージ、府政だよりの掲載、雪印バナーへ
の文字放映、府医師会、病院協会等、医
療関連団体の広報紙のおける掲載や資
料配布、市町村を通じて府内全域に周知
を行いました。今後も継続して周知を行
ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

（3）中小民間病院への支援 
 ①教育への支援 
全体の 8 割を占める中小規模病院の活性化及び職員の質の確保を

図るために教育等への財政支援を図られたい。 
大阪府内の中小規模病院では看護職の「人材確保」、「人材育成」、「定
着」についての課題が常態化している。平成 26・27年度 厚生労働
科学研究費補助金 地域医療基盤開発研究事業報告では、組織にお
ける人材育成上の重要なポイントとして①臨床の場からなるべく離
れることなく、教育の場が得られる。②臨床の現場で求められる能
力やスキルに着目し、継続的に活用できる教育内容を考える。③看
護管理者育成のための教育体制の基盤づくりを一緒に考える等、教
育支援が重要なポイントとして挙げられている。当協会委員会活動
では、中小規模病院の教育体制の充実が喫緊の課題として認識し、
その体制確保のために各支部（2 次医療圏域）で中小民間病院の看
護部長の交流を行い、管理者会としてつなげていく活動を行ってい
る。管理者会において情報交換、課題の共有、解決に向けての意見
交換等を進めているところである。 
中小規模病院では交代要員の人員不足により、研修への参加が難し
い状況である。安全で質の高い看護を提供する人材育成の機会の提
供に向け、中小規模病院の活性化を図る経済的支援を願いたい。 

 

 

○ 中小規模病院の活性化や看護職の定着
を図るためには、教育や勤務環境の整備
等の支援が必要であることを認識して
おります。 

○ 本府では、病院等が実施される自院の新
人看護職員研修においても、実施する病
院等に対し補助を行っているところで
す。 

○ また、単独で研修を行うことができない
病院等に対して、貴会等の協力を得て、
新人看護職員を対象とした多施設合同
研修や就業後 3年程度の看護職員を対象
としたリフレッシュ研修を実施してお
り、その経費に対し補助を行っていると
ころです。 

○ 今後とも、貴会をはじめ、関係団体等と
連携し、効果的な支援に努めてまいりた
い。 



2）「医療勤務環境改善支援センターと連携した WLBモデル推進事業」
のための支援 
（1）看護職の労働環境の整備 
 
中小規模病院において看護職の WLB 推進事業を取り組むにあた

り、負担金が課題となっている。労務面等の環境整備・勤務改善等、
看護職のＷＬＢ推進事業へ取り組む病院に負担金の軽減となる基金
の運用をお願いする。 
医療系専門職の安定的な確保や資質の向上には、経験年数やスキル
などに応じた研修の実施、労務面等での勤務改善や環境整備が必要
である。しかしながら医療系専門職の離職防止及び確保等に向けた
具体的取り組みについて、苦慮している医療機関は多い。また、現
場からは古くて新しい課題として療養生活を支える看護師の大切な
パートナーである看護補助者の確保にも難渋していることが深刻な
問題として報告されている。患者に安心して適切な医療と療養生活
を提供することと、併せて看護職の WLB を推進するためには看過で
きない問題である。早急に実態を把握し、必要な支援の構築を図ら
れたい。 
当協会でも平成 22 年度より看護職のＷＬＢ推進事業に取り組んで
いる。平成 27年 1 月に設置された大阪府医療勤務環境改善支援セン
ターでも、医療従事者の勤務環境改善について取り組みが始まった。
平成 28年度には大阪府内の某病院において、当協会および支援セン
ターの協働でＷＬＢ推進事業を行い、その成果について、職員に実
感として感じていただいているところである。支援実績は大阪府内
524 施設中、当協会が WLB を支援しているのは 27 施設の参加（5％
程度）となっており、当協会におけるＷＬＢ推進事業の実績にも相
応の財政的支援を図られたい。今後は大阪府医療勤務環境改善支援
センターとの連携をすすめ、目標を設定し、効率的・効果的な活動
を進めていく必要があると認識している。 

 

 

 

 

○ 医療機関における、看護職員をはじめと
する医療スタッフの定着並びに再就業
を促進するためには、多様な勤務形態の
導入をはじめ、職場環境の改善や人事・
労務の適切な管理などにより、良好な勤
務環境の整備を図っていくことが重要
と認識しています。 

○ 大阪府では「大阪府医療勤務環境改善支
援センター」を設置し、医療機関の勤務
環境改善への取組課題に対する助言や
情報の提供、医療機関の好事例の紹介や
マネジメントを行うとともに、医療勤務
環境改善マネジメントシステムの普及
促進のセミナー等を開催しています。平
成 28 年度より貴協会と支援センターが
協働で実施している WLB 推進事業を、
今後も引き続き支援センター事業の研
修の一つとして実施し、医療現場の勤務
環境改善につなげてまいります。 

○ 看護補助者の確保については、実態把握
に努めるとともに、昨年に引き続き、同
センターと貴協会による WLB 推進事業
を実施することで、勤務環境改善の促進
につながるものと考えております。 

○ 今後とも、貴協会と同センターとの共催
研修の開催などを通じて、看護職員をは
じめとする医療スタッフのワークライ
フバランスの推進を図ってまいります。 

（2）看護補助者の活用と協働促進への支援 
 
大阪府内の医療機関・福祉施設等の関係機関に勤務する看護補助

者に関する調査の計画や教育、処遇などの整備を行うなどに早急に
取り組む必要があり、人的・財政的支援をお願いする。 
看護業務の増加、チーム医療の推進・診療報酬の評価を背景に看護
補助者は増加傾向にある。看護補助者に応募される人は医療的知識
がない非専門職であると認識する必要があり、さらに採用する施設
側にも、教育体制・業務内容や賃金等、各施設によりばらつきがあ
り、人員が定着せず離職率も非常に高いのが現状である。 
平成 28年度診療報酬改定において「看護補助者が事務的業務を実施
できることを明確化する」「急性期看護補助体制加算及び看護補助加
算において、看護管理者が看護補助者活用に関する研修を受けるこ
とが望ましいこととし、看護補助者との業務分担等について定期的
な見直しを行うこととする」という施設基準が出された。これは看
護補助者の夜間配置を促すもので、夜勤・交代制勤務をする看護職
員の負担軽減に直接的に繋がるものである。今後、大阪府内の医療
機関・福祉施設等の関係機関に勤務する看護補助者に関する調査等
の実施や教育、処遇などの整備を行い、安定的な確保と定着を推進
し、看護職の勤務環境改善に繋げられるような支援をお願いしたい。 

 

 

○ 看護職が専門性を発揮するとともに安
全な医療の提供を促進するためにも、看
護補助者等との業務分担の推進が必要
と認識しています。 

○ 平成 28 年度診療報酬改定において、急
性期看護補助体制加算、看護補助加算の
施設基準に「事務的業務を行う看護補助
者の配置」が新設され、国において周知
されているところです。 

○ 本府では、貴会の実施する労働環境支援
委員会に職員が出席し、看護補助者に関
する実態把握に努めてまいります。 

 

（3）「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の普及・
活用への支援 
 
看護職にとって夜勤・交代制勤務こそが「働き方改革」の最大か

つ喫緊の課題である。現状の過酷な働き方は看護職の職場定着並び
に確保を困難とする要因の一つである。看護職の勤務体制の支援に
ついて、医療機関や福祉施設等の関係機関・団体での「夜勤・交代
制勤務に関するガイドライン」の積極的な活用への協力と周知をさ
れたい。 
平成 28年日本看護協会「病院看護実態調査」から、大阪府では常勤
看護師の離職率は 13.1％（全体 10.9％）都道府県中 3位、新卒看護

 

 

 

○ 看護職員の安全で健康に働く環境づく
りの推進とともに、安全な医療の提供を
促進するためにも、看護職員の勤務環境
の改善が必要と認識しています。 

○ H28 年度診療報酬が改定され、夜間の看
護業務の負担軽減を促進するために看
護職員及び看護補助者の夜間配置の評
価を充実するとともに、看護職員の夜間



職員 9.3％（全体 7.8％）都道府県中 5位と高位の離職率となってい
る。その背景には看護職の夜勤・交代制勤務において 2 交代勤務の
場合、16時間以上にも及ぶ長時間夜勤が経年的に増加し、現在主流
となっている。これは先進欧米諸国だけでなく、アジア諸国におい
ても見られない長時間に及ぶ勤務形態である。一方、3 交代制勤務
では勤務間インターバルが 8 時間程度の働き方が慣例になってい
る。最新の労働科学の知見によれば、夜勤・交代制勤務では明け方
にかけての勤務者の注意力・集中力・判断力の低下が指摘されてい
る。国の現行労働法では、夜勤・交代制勤務従事者における夜勤時
間数・回数、勤務拘束時間の上限に定めはなく、勤務間のインター
バルに規制がないのは周知の事実である。看護職員等の労働環境を
確保し、今以上に夜勤負担が増大しないよう大阪府医療勤務環境改
善支援センターの運営会議等で「看護職の冶金・交代勤務に関する
ガイドライン」の活用の検討を行う等、協働して医療機関や福祉施
設等の関係機関・団体へガイドラインの周知や積極的な活用への協
力要請と周知を図られたい。 

の勤務負担軽減に資する取組を行って
いる場合を評価されるようになりまし
た。その中で日本看護協会が提示した
『夜間・交代制勤務に関するガイドライ
ン』勤務編成の基準の内、①勤務間隔、
②交代の方法 ③夜勤の連続の 3項目が
算定基準となりました。このことから、
ガイドラインの普及・活用が進むものと
考えています。 

○ 『ガイドラインの活用』につきまして
は、機会を捉えまして、関係機関や団体
等に周知してまいります。 

 

（4）保育所運営事業の拡充 
 
平成 26 年度より地域医療介護総合確保基金を活用して国公立の

病院も補助対象として、病院内保育所運営事業の拡充がすすんでい
ることは一定の成果である。しかしながら、大阪府内の病院の 8 割
は 300 床以下の中小規模病院で規模が小さければ小さいほど、院内
保育所を自前で持つには、その運営や保育士の確保等に困難をきた
している。一億総活躍プランが示され、国を挙げて女性の社会進出
が推進されているこの機会に、多様な雇用形態に対応した地域の保
育所の設置が求められる。 
また、少子超高齢者社会を迎える大阪では、老親の介護も保育所同
様に離職の原因の一つでもある。晩婚化、高齢出産等により、介護
と子育ての両方を担わなければならないダブルケアラーへの対応も
今後は危惧される、子ども部門、福祉部門との連携を取り、いつの
時代も女性が安心して働き続け、自立した生活を送るためにご尽力
いただきたい。 

 

 

○ 看護職員をはじめ、医療従事者の離職防
止、定着促進を図るためには、病院内保
育所の充実を図ることが必要であると
認識しています。平成２６年度から地域
医療介護総合確保基金を活用し、国公立
の病院も補助の対象として拡充すると
ともに近隣の医療機関の医療従事者の
児童を受入れる体制を整備した場合加
算制度を受給できるよう補助金の要綱
を改正して院内保育所のない病院の児
童の受入れ体制を拡充しました。今後と
も、院内保育所の支援に努めてまいりま
す。 

4.看護基礎教育の充実と看護職の質向上のための研修等の推進支
援強化 
1）看護基礎教育の充実への支援強化 
（1）看護基礎教育に係る養成力の強化と資質の向上に向けた支援 
①看護学生の確保強化への支援 

 
看護を志す質の高い学生の確保に向け、中・高校生に対して看護

に対する関心を促すため教育委員会等の教育関係者との連携強化に
むけた支援を図られたい。また、社会人入学の学生の増加も見込ま
れることから、ハローワーク等でのナースセンター相談員や資料提
供等による専門的な就学・就労支援等の推進・強化を図られたい。 

「平成 27 年度看護関係統計資料集（日看協出版会に資料あり）」で
大阪府の３年課程看護師養成所の入学状況を見ると、33 校の内 23

校が社会人入試を取り入れ、大学・短期大学卒の入学者は 13.2％を
占めていた。卒業状況は入学時学生数 2,177名のうち卒業生は 1,939

名（89.1％）であった。第 106 回看護師国家試験の合格率は 88.5％
（新卒者 94.3％）、大阪府で新卒看護職員が卒後１年間に就労して
いるのは 70～80％（離職率は 9.3％）で、医療関係ではない選択を
した 2 割から 3 割の卒業生から、一人でも多く、医療や介護の職場
に戻れるようなＷＬＢ推進事業の推進が求められる。 

中学校・高校では平成 28 年度「ふれあい看護体験」を行った。実績
は 73 施設で 272 名が体験し、「平成 28 年度看護出前授業」は 36 校
で 4,086 名が聴講した。また、高校 1・2 年生と中学校・高校教諭対
象の「看護への道」は 156 名の参加があった。高校生・高校教諭・
一般と准看護師・准看護学生を対象とした「進学相談会」（大阪府看
護学校協議会と共催）」も開催している。今後も事業の継続と看護学
生の確保につながるよう、事業内容の広報活動や情報提供等の支援
強化を図られたい。 

 

 

 

 

 

○ 大阪府では、看護職員の養成確保に資す
ることを目的として、府内の高等学校に
在学中の高校２年生を対象に、一日看護
師体験を実施し、今年度は、129 病院に
ご協力をいただき、106 校 960 名の看護
体験を実施しました。 

○ 貴協会等が開催している進学相談会に
ついては、府内高等学校への案内ちらし
を送付するとともに府立病院協会を通
じて医療機関に広く周知しており、今後
とも、教育委員会や医療関係団体へ協力
依頼するなど情報提供を行ってまいり
ます。 

○ またナースセンター・ハローワーク連携
事業を実施して府下のハローワーク６ｹ
所（大阪東・阿倍野・枚方・堺・布施・
池田）で各所月１回、ナースセンター職
員による就労支援を実施しております。 

 



②看護師等養成所及び臨地実習施設における教員等の養成・確保・
定着への支援 
 
看護教員養成講習会、保健師助産師看護師実習指導者講習会及び

フォローアップ活動に一層の支援、並びに拡充予算措置を講じられ
たい。 

グローバル化する社会で、生活ニーズや保健医療福祉システムは多
様・複雑化してきている。それに伴い、看護職の役割拡大が求めら
れ、質の高い看護ケアが提供できる看護職の育成が重要視されてい
る。日本看護協会及び当協会は看護教育 4 年制に向け、看護基礎教
育改革を提言している。看護職を要請する各教育機関において、実
習等も含め充実した教育を行うには手厚い看護体制が不可欠であ
る。しかし、看護大学・養成所などの教員や実習指導者の人材不足
は深刻な問題で、離職防止対策や養成所への補助等による人材の質
的・量的な確保と定着が喫緊の課題となっている。看護基礎教育に
携わる専任教員・ 

実習指導教員・指導者などの質向上を図るため、専任教員の育成や
講習会修了者に対するフォローアップ及び活動支援が継続できるよ
う、予算措置を講じられたい。 

 

 

 

○ 大阪府では、看護師等養成所における専
任教員の養成及び実習施設における指
導者の養成を図るための研修を実施し、
実習指導者養成については、平成 25 年
度から受講定員を、それまでの年 2 回
160 名から、年 3 回  240 名に拡充して
実施しています。 

○ フォローアップ研修については、近畿圏
内の看護行政担当者と連携し、他府県で
開催した研修へ３０名程度紹介するな
ど、必要な支援を行っています。 

○ 養成所等における教員数については、毎
年、各養成所からの報告によると概ね適
切に配置されています。 

○ 今後とも、教員等の養成・確保・定着に
ついて、貴協会と連携しながら、看護基
礎教育に係る養成力の強化と資質の向
上に努めてまいります。 

③看護基礎教育における臨地実習施設の安定的確保と学習環境の
整備支援の強化 
 
看護基礎教育における臨地実習施設の安定的確保と実習指導者の

確保及び学習環境整備が継続実施できるよう助成強化を図られた
い。また、関係団体や医療・介護保険施設等の協力、支援が得られ
るよう図られたい。 

地域包括ケアシステムの構築として、各職能や団体が顔の見える関
係から連携を進めているところである。平成 28 年度より、大阪府内
の看護師等養成所における保健所・保健センター実習が廃止された。
地域包括ケアシステムの視点から行政の果たす役割は重要な位置を
占めており、これからの超高齢社会の中で活躍が期待される人たち
への学習の場の充実を図られたい。 

併せて、主たる実習病院での実習に加え、診療所・訪問看護事業所・
老人介護施設等の多様な小規模施設での実習による教育が必要とな
る。即ち、多様な小規模施設で学生指導を担当でき、実習指導者と
みなすことができる看護師の育成が急務となっている。看護師等養
成所の運営に関する指導要領の実習施設の条件を確保するため、当
協会が研修事業を受託し、指導力強化に努めている。多様な小規模
施設での実習指導者が充足されるよう、研修事業ならびに施設等へ
の助成・支援を強化されたい。 

また、多様な雇用形態の職員が多く、転勤、退職等、病棟で実習指
導者の人員を 2 名確保するのが厳しい施設もある。このようなこと
から、研修事業及び施設等へのさらなる助成と支援をお願いしたい。 

 

 

 

○ 看護師等養成所における実習施設は、看
護学生が実際の看護業務に接する機会
であり、個々の看護実践力を修得させる
という観点から、非常に重要であると認
識しています。 

○ 大阪府では、従来から実施している実習
施設における指導者の養成を図る講習
会に加え、H27 年度から新たに、訪問看
護事業所など病院以外の実習施設で指
導に当たる者を対象に、小児看護や在宅
看護など特定の分野における効果的な
指導ができるよう指導者養成研修を開
始し、実習施設での指導力の強化に努め
ているところです。 

○ 実習施設の確保については、大阪府看護
部長会等の機会をとおして、協力が得ら
れるよう周知をしています。 

○ また実習施設の確保については、保健セ
ンター等の病院以外での施設でも可能
であることから市町村母子保健担当者
対象の母子保健コーディネーター育成
研修において、口頭、及び文書により協
力が得られるよう周知を行っていると
ころです。 

2）看護職の質向上のための研修等の推進 
（1）新人看護職員研修制度の推進・充実への支援 
 

大病院と中小病院のネットワーク構築により、中小病院の看護の
質向上及び職場への定着支援を強化は喫緊の課題である。地域医療
介護総合確保基金で、新人看護職員研修責任者研修及び修了者への
フォローアップ研修への一層の支援は勿論、新人看護職員教育に携
わる現場の教育担当者・実地指導者等の「組織教育力向上」を図る
ための予算措置を講じられたい。また、新人保健師・新人助産師の
卒後臨床研修の体制・環境整備の予算措置を強化されたい。また、
新人看護職員研修ガイドライン改訂版・保健師編・新人助産師研修
ガイドについて、保健・医療機関や福祉施設等の関係機関・団体で
の積極的な活用への協力要請等図られたい。 
平成 22年度より新人看護職員卒後臨床研修が努力義務化となり、新
人看護職員研修責任者研修と多施設合同研修の実施等、病院施設等

 

 

 

 

○ 府内の新人看護職員の離職率は、病床規
模が小さくなるにつれ高くなり、中小規
模病院の教育環境の改善が必要と認識
しております。 

○ 各施設における職員研修は、一義的には
各施設の責務でありますが、本府では、
新人看護職員に基本的な臨床実践能力
を獲得させるため、平成 22 年度から、
国が定める『新人看護職員研修ガイドラ
イン・改訂版』に基づき、新人看護職員
研修及び教育担当者、実地指導者の資質



の努力により新卒看護師の離職率は低下傾向とはいえ、大阪の新卒
離職率は全国平均を上回っている。（平成 28 年度：全国 7.8％、大
阪 9.3％）病院等施設、特に中小病院の新人看護職員研修の実施を
構築し、根付かせていくには研修責任者の育成は極めて重要である。
地域医療介護総合確保基金で、新人看護職員研修責任者研修及び修
了者へのフォローアップ研修への一層の支援は勿論、新人看護職員
教育に携わる現場の教育担当者・実地指導者等の「組織教育力向上」
を図るための予算措置を講じられたい。また、新人保健師・新人助
産師の卒後臨床研修の体制・環境整備の予算措置を強化されたい。 

向上に努められている医療機関に対し、
補助を行っており、平成 24 年度より新
人助産師研修を加算の対象としたとこ
ろです。 

○ また、病床 300 床未満の施設で、自施設
で、『新人看護職員研修ガイドライン・改
訂版』に基づいた研修を完結できない施
設、自施設で研修を行えない施設に関し
ては、多施設が合同で実施する多施設合
同研修や他施設への受入れ研修に対す
る補助を行っております。 

○ 『新人看護職員研修ガイドライン・改訂
版』については、本府ホームページに掲
載するなど、周知に努めているところで
す。 

（2）介護施設に従事する看護職員等の資質向上研修の拡充・推進へ
の支援 
 
中小規模病院及び介護福祉施設の看護管理者・看護職員の資質の

向上を目指して、必要な研修ニーズを調査して出前研修を行う予定
である。当協会の PR や研修案内の周知の機会等、大阪府の協力をお
願いするとともに、事業を推進するための予算措置を講じられたい。 
大阪府内では 300 床以下の病院の占める割合は 8 割である。勤務す
る看護職員の半数は非看護協会員で、当協会主催の研修への参加者
も少ない。理由として、研修に出す人員の余裕がない、研修に係る
予算がないなどが挙げられる。そのような施設では保健医療福祉の
動向がタイムリーに届かず、看護管理者および看護職員の専門知識
が不十分となり、看護の質の向上に苦慮していると推測される。 
看護職員の資質の担保は病院経営方針にも大きく左右される。学習
できる環境を速やかに整備する必要がある。また、介護保険施設に
おいて、入所者の療養生活を看護の視点で支援している。しかしな
がら、日々進展する医療や介護に関する知識や情報は自己啓発に委
ねられるのではなく、業務上必要な時間と経費として位置づけられ、
研修への参加が保証されるよう指導助言を図られ、当協会の各種研
修等の情報を介護分野にも届けられるよう機会の提供をお願いす
る。 
また、看護職は常にその医療・介護情報、専門の知識や技術の向上
に努める姿勢も求められる 

 

 

 

○ 介護保険施設に従事する看護職員の資
質向上は、入所者の処遇の観点から大変
重要と認識しています。介護保険施設で
は、入所者の日常の健康管理のほか、褥
瘡防止、栄養管理、感染症対策など、看
護職員の果たす役割は大変大きく、ま
た、施設内での看取り対応も増加傾向に
あり、施設でのサービスの質の向上の観
点から、看護職員には、さらなる資質向
上が求められます。 

○ 本府では、介護保険法に基づく適法なサ
ービスの提供、適切な入所者の処遇を図
るため、介護保険施設等に対し集団指導
を実施しており、集団指導の際には、貴
協会の事業（研修案内）について、配布
を行っており今後も行って参ります。 

○ 施設運営基準において、「従業者の資質
の向上のため、計画的な研修の機会を確
保」が義務付けられていることから、３
～４年に１回の割合で施設を訪問する
実地指導においては、従業員に対する研
修の実施・参加状況についての確認指導
を行っています。 

○ 今後とも看護職員の資質向上のため、貴
協会の各種研修の情報共有を含め、介護
施設に勤務する看護職員の資質向上に
ついての指導助言を充実させていきた
い。 

（3）認知症の高齢患者、認知症と診断された入所者、在宅ケアの利
用者及びその家族に関わる看護・介護職等の認知症対応力の向上研
修の拡充・推進への支援 
 
認知症者にかかわる看護・介護職者等の集合研修や出前研修等の

実施・拡充ができるよう関係施設・団体等に対し研修の協働開催の
協力要請をされたい。 
急性期病院における入院患者の多くは後期高齢者が占める。環境の
変化等への不適応の結果、認知症状の表出が多く見受けられ、周辺
症状への対応に多くの現場は苦慮している。このような課題に対し、
現場の看護師への認知症への理解や対応、介護家族を支えるという
目的で、看護師職能Ⅰ・Ⅱの委員会を中心に研修や媒体物の作製を
通じて啓発に努めている。平成 27年 1 月に出された認知症施策推進
総合戦略「新オレンジプラン」が国より示され、後期高齢者人口が
最高に達する平成 37（2025）年を迎えるための在宅医療の整備とと
もに、施設内外で認知症高齢者に多く接する看護師の認知症本人に
対しての理解とその対応の向上をねらいとして、平成 28 年度より看

 

 

 

 

○ 大阪府では、新オレンジプランに基づき
様々な研修を実施しています。 

医療職を対象とした認知症研修として
は、「かかりつけ医認知症対応力向上研
修」、「認知症サポート医養成研修」、「病
院勤務の医療従事者向け認知症対応力
向上研修」、「看護職員認知症対応力向上
研修」、「歯科医師認知症対応力向上研
修」、「薬剤師認知症対応力向上研修」を
行っており、貴会において、看護職員の
認知症対応力向上研修に、ご協力をいた
だき、病院勤務の医療従事者向け認知症
対応力向上研修においても、貴会の認知



護職員を対象に（仮称）「認知症対応力向上研修」の実施を都道府県
に義務付け、到達目標も示された。大阪府では対象を看護師長とし
て、受講修了者を平成 32 年度末までに 22,000 人を目標として示さ
れた。これは 1 施設 5.3 人換算となり、毎年、1,000 人を超える修
了者を出す必要があり、その実施には会場の確保、講師の獲得など
厳しい調整が必要になる。しかしながら、職能団体として果たすべ
き役割と認識し、当協会において看護職員の認知症対応力向上研修
の取り組むべき研修として判断している。開催に向けて必要な関係
機関への調整及び財政的支援を図られたい。かかりつけ医、介護分
野等においても認知症に関連した研修が行われている。 
地域包括ケアを支えるための様々な研修を実施しているが研修受講
が縦割りで終わることがないように今後は横断型研修やワークショ
ップを開催し、これらの職能別、段階別研修を義務付け、お互いの
役割や業務範囲等を理解し、顔の見える関係のなかで、医療完結型
医療から地域支え型医療への移行の推進を関係施設及び団体等へ呼
びかけ、実現に向けての調整をお願いしたい。 

症認定看護師の方に講師としてご協力
いただいているところ。 

○ 新オレンジプランの平成 32 年度末の目
標値が新たに示され、大阪府においても
各種研修の目標値を新たに検討してい
るところであるが、目標達成に向け、又、
認知症対応力向上のため今後とも、ご支
援、ご協力をいただきますよう、よろし
くお願いいたします 

 

（4）医療・療養のすべての場における医療安全のさらなる確保及び
推進について 
 
患者の安全・安心に資する医療安全対策の充実は喫緊の課題であ

る。大阪府において医療安全対策が病院で整備されるよう指導・助
言し、地域の医療機関間で連携し、地域における医療安全管理に係
る課題・対応について情報共有を行う場を作り、医療安全対策の標
準化を図られたい。 
 患者が病院から退院し他院や施設に移る際には、医療デバイスや
使用する薬剤、物品等が変わる場合が少なからずある、特に後方病
院となる比較的小規模の病院では、看護職員が使用したこともない
医療デバイス等に対応する必要が出てくる場合がある。また、小規
模病院ではヒヤリハット事例等も集積数が少ないうえ、ノウハウや
院内の仕組みづくりの点で体制が整っていない。大阪府において医
療安全対策が病院で整備されるよう指導・助言し、地域の医療機関
間で連携し、地域における医療安全管理に係る課題・対応について
情報共有を行う場を作り、医療安全対策の標準化を図られたい。 

 

 

 

○ 医療安全に関しては、医療法第６条の９
（国等の責務）に基づき、大阪府医師会
に委託し、平成 16 年度から、病院、診療
所又は助産所の管理者又は従業者に対
し、医療安全に関する研修と情報の提供
を行っています。 

○ 医療デバイス等については、「医療機器
に係る安全管理のための体制確保に係
る運用上の留意点について」（平成 19 年
3 月 30 日）において、「病院等において
使用した経験のない新しい医療機器を
導入する際には、当該医療機器を使用す
る予定の者に対する研修を行い、その実
施内容について記録すること」とされて
おり、各医療機関に対して周知していま
す。 

○ 病院における医療安全対策の整備につ
いては、保健所が年 1 回の立入検査時に
確認しており、必要に応じて、指導やア
ドバイスを行っています。 

（5）国際看護への取組みについて 
 
2020（平成 32）年には東京オリンピックの開催、大阪では 2019（平

成 31）年「ラグビーのワールドカップ」、2025（平成 37）年「大阪
万博」の誘致を進めており、大阪を訪れるが外国人の増加が予想さ
れる。大阪府・市において国際競争力の強化を目標に大阪の国際戦
略を立てられたところであり、保健医療分野において、外国人の診
療受け入れ等について、その体制整備に対応すべく準備が進められ
るべきであると考える。保健医療分野においての国際化に向けた体
制整備の検討も行われていると考えるが、看護における国際化の体
制整備について、大阪の国際戦略に位置付けていただき、必要な人
的・財政的支援を図られたい。 
看護職は JICAなどでは発展途上国を中心に派遣されている。また、
様々な理由で海外での看護経験を積んだ看護師の存在がある。しか
し、帰国後はそのキャリアが認められていない現状があり、そのス
キルが埋もれてしまっていることに注目し、そのスキルを活用せず
に終わらせるのではなく、そのようなスキルを持つ看護師とその能
力を生かす役割や場のマッチングを行い、日本の病院に来られた外
国人と英語でコミュニケーションをとり、相手の文化的背景を加味
し、ニーズを理解してケアプランを立案できるコーディネート力と
他の医療スタッフとの調整を行い、日本の質の高い看護を提供でき
る体制の整備を検討している。当協会の強みを生かした体制整備を
進めている。ついては必要な人的、財政的支援を図られたい。 

 

 

○ 訪日外国人の増加に伴い、府内の医療機
関を受診する外国人への適切な対応が
必要であり、外国語でコミュニケーショ
ンが行える医療職が重要であると認識
しております。 

○ 府としては、外国人のためのホームペー
ジによる医療情報の提供、外国人向けの
医療相談、外国人を対象としたエイズ専
門相談員の派遣を実施しています。 

 



5.准看護師課程の養成停止及び看護師養成課程への転換の促進 
1）准看護師養成所の入学要件の見直し及びカリキュラムの抜本的
な改正に向けて 
 
多様なニーズに対応できる人材を育成するため、准看護師学校養

成所の入学要件を中学卒業から高校卒業以上に引き上げ、カリキュ
ラム内容の抜本的な改正を関係機関等に働きかけていただきたい。 
平成 28年度大阪府入学卒業調査において、准看護師学校への入学者
の内訳は、中学校卒業 6.9％、高校卒業 72.3％、短大・大学卒業 20.6％
という実態を踏まえ、入学要件の引き上げとカリキュラム内容の抜
本的な改正について、国をはじめとした関係機関へ働きかけていた
だきたい。 

 

 

 

 

○ 准看護師養成所のカリキュラムについ
ては、国において、検討が重ねられ、平
成 13 年４月には、准看護師課程の養成
時間数を、1500 時間から 1890 時間以上
とする改正が行われるなど、准看護師の
資質を向上させるためのカリキュラム
が改正されました。 

○ また、平成 30 年 4 月から、看護師養成
所 2 年課程（通信制）の入学・入所資格
が 10 年から 7 年へ短縮となり、保健師
助産師看護師学校養成所指定規則が改
正されています。 

○ なお、准看護師の養成のあり方について
は、国において検討が進められている准
看護師制度のあり方と合わせて、国の動
きを注視し、その結果を踏まえて、対応
を検討してまいりたい。 

2）准看護師課程の養成停止及び看護師養成課程への転換の促進に
向けた取り組みと看護師等確保対策の構築に向けて 
 
看護師等確保対策を講じるには、准看護師養成とあわせた検討が

必要である。「准看護師養成所の今後の在り方検討会(仮称)」等を立
ち上げて、准看護師養成所の今後の在り方を含め、府内における看
護師等確保対策を総合的かつ一体的に展開していただきたい。 
准看護師制度は第 2 次世界大戦後に看護師が不足している状況下

で創設された。当時は高校進学率が低かったため、中学校卒業を入
学要件とした。准看護師の教育制度は進展がないまま現在に至り、
卒後到達度は明確に示されていない。しかし、医療技術の進歩とと
もに看護ニーズは年々複雑化・多様化している。従来の准看護師養
成の教育水準では対応できなくなっている。准看護師養成所の総教
育時間と学習内容に過不足があり、現代の医療と看護ニーズとの間
に乖離がある。このような状況を鑑み、平成 28 年度岸和田医師会立
准看護学校が募集の停止判断という英断を行った。地域の看護の質
を担保する大きな一歩である。大阪府内の准看護師数は全国で 3 番
目に多く、就業している看護職の 5 人に一人が准看護師である。地
域包括ケア時代に求められる質の高い看護を提供するにあたり、新
たな准看護師養成を停止し、現在の就労している准看護師への支援
は早急に対応すべき課題である。そのためにも、まず、准看護師養
成の実態を把握し、到達レベルを設定した上で、准看護師業務を法
令等で明確化し、看護師と准看護師の資格・業の違いの正しい理解
の促進、周知を図っていただきたい。准看護師養成停止に向けた新
設阻止、及び看護師養成所への転換促進、志願者を減少させるため
ハローワーク等へ働きかけを行っていただくように要望する。看護
師・准看護師の業の違いや教育内容（准看護師 1,890 時間、看護師
3,000 時間以上）を踏まえ、安全を担保した看護提供について、制度
的な対応も含め、課題解決に向け取り組む必要がある。 
看護師養成所への進路選択を促進する施策の検討を行っていただき
たい。就業する准看護師への支援として、進学促進を図るとともに
看護師資格取得後の処遇改善を施設経営者に働きかけていただきた
い。 

 

 

 

○ 准看護師の養成のあり方については、国
において検討が進められている准看護
師制度のあり方と合わせて、国の動きを
注視し、その結果を踏まえて、対応を検
討してまいりたい。 

 

 

 

6.災害支援体制の整備 
 
大規模災害発生時、行政及び職能団体との災害支援体制の連携強

化に繋がるよう、災害支援ナースの育成（防災・災害研修、防災訓
練参画等）への助成を図られたい。 
広域災害時の支援体制において、様々な背景を持った専門職の職能
団体が活動している。例えば、医療についても、ＤＭＡＴ、ＪＭＡ
Ｔ、日本赤十字、民医連、薬剤師会、歯科医師会、ＤＰＡＴ(心のケ
アチーム)、ＤＲＡＴ（理学・作業療法士会チーム）、鍼灸師、整骨

 

 

○ 災害時における医療救護活動を円滑に
行うためには、平常時からの災害支援体
制の連携強化が重要です。 

○ このため、貴協会と連携・協力のうえ、
大阪府地震・津波災害対策訓練の策定の
中で、一昨年の反省点を踏まえて、情報
伝達訓練、看護班の編成や派遣要請など



師等々、それぞれが善意での活動であるがその活動のコントロール
がない中で、ニーズとリソース、支援と受援のミスマッチが起こり、
避難所では様々な背景を持った医療従事者の訪問を受け、またそれ
以外での多種多様な団体からの訪問もあり、その対応に追われて避
難者の生活に支障が出る場合も少なからず存在した。このような教
訓から、行政内におけるＤＨＥＡＴという組織の立ち上げが今進め
られている。その進捗状況や訓練等の計画について情報提供願いた
い。 
 また、他府県では行政及び職能団体との連携による災害支援体制
が構築されているところが多い。発災時において災害支援ナースを
含めた支援体制の整備が必要と考える。当協会においては、大阪府
と「災害時の医療救護活動に関する協定」を締結し、大阪府危機管
理室と災害発生時の行政との連携推進を目的に昨年１月、災害支援
ナース派遣の訓練を実施したところである。大阪府内における地震
等の大規模災害時に「看護班」を編成し、避難所及び救護所等で医
療救護活動を行うこととなる。特に福祉避難所において、災害支援
ナースは保健所や市町村の保健師等と連携し、避難者の健康・生活
管理にその役割が求められるところである。このことからも大阪府
の防災訓練「大阪府・市町村合同地震・津波災害対策訓練等」に参
画し、災害支援ナースの派遣調整訓練や大阪府内各所で実施される
実動訓練等が体験できるよう、関係機関・団体への積極的な協力要
請をされたい。 

の派遣調整訓練を検討してまいります。 

○ なお、訓練参加等に伴う経費について
は、全ての各団体負担となっております
のでご理解ください。 

 

 

 


