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看護師職能委員会の活動について   看護師職能委員会委員⻑ 植田明美 

新型コロナウイルス感染症に対し全⼒で働く看護職の皆様に敬意と感謝を申し上げます。 
看護師職能委員会は、①看護師職能が専門性を発揮しながらやりがいを持って働き続けることができるよう看護
師職能が抱える課題に取り組む。 ②地域包括ケアシステムの構築のため、看護Ⅰ領域と看護Ⅱ領域の地域に
おける看護の役割を考え、看護の質向上に向けた検討を⾏う。を目標として活動しています。今後ともご支援ご協
⼒よろしくお願いいたします。 

職能集会 
 
令和元年12月3日(土) 9:30〜16:00 
「集まれ︕看護師⻑ 

〜語って、ひろげるネットワークづくり〜」 
講 師︓⼭⽥佐登美(川崎医科⼤学総合医療センター) 
参加者︓79名 

 
令和2年2月1日(土) 10:00〜15:00 
｢介護・福祉関係施設・在宅等領域看護職の交流会 

〜暮らしの場における看取りを⼀緒に考えましょう〜｣ 
講 師︓⾕村怜⼦(社会医療法⼈⾼⾒徳風会) 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ︓向⾕敬⼦(ケアプランセンターわらてぃ) 

介中麻矢(看護⼩規模多機能型居宅介護施設たんぽぽ) 
⾼本美恵⼦(倉敷シルバーセンター) 

参加者︓66名 
 

調査研究  

1.「岡⼭県の病院看護師のクリニカルラダー導入の現状と 
課題」の調査実施（Ⅰ領域） 
対象施設︓152病院 
調査期間︓令和2年1月7日〜2月14日 

 
2. 在宅療養支援診療所で働く看護職の実態および認識 

調査準備（Ⅱ領域） 
今年度調査実施予定です。 

11月も研修を予定しています。ご参加よろしくお願いいたします。 
 

令和2年11月7日(土) 9:30〜15:00 
看護チームにおける業務のあり方 

〜看護師・准看護師・看護補助者の業務〜 
講師︓岡島さおり（日本看護協会常任理事） 

令和2年11月25日(水) 9:30〜15:00 
トラブルにならないためにあなたならどうしますか︖ 

〜利⽤者・患者、家族への対応を⼀緒に考える〜 
講師︓和⽥博知（岡⼭協⽴病院医療メディエーター） 

看護師職能委員会はⅠ領域とⅡ領域の看護師・准看護
師で活動しています。 
日本看護協会は、領域別に委員会がありますが、岡⼭県
看護協会はⅠ領域とⅡ領域がひとつの委員会で連携しな
がら看護職の課題発⾒と情報収集、状況共有により課題
の明確化と対策を検討し意⾒を取集しています。  

Ⅰ領域（病院領域） 

Ⅱ領域（介護・福祉関係施設・在宅領域） 

地域包括ケアシステムの推進のため、地域の医療と介護の
連携、多職種連携・協働などが重要となっています。看護
師職能委員会は、日本看護協会をはじめ関係機関・団
体と連携し活動しています。皆様の現場のご意⾒をよろしく
お願いします。 

毎年岡⼭県看護協会から岡⼭県へ要望書を提出してい
ます。看護師職能からの要望も提出しています。 

令和元年度は看護師特定⾏為研修への助成を要望し、
令和2年度「岡⼭県看護師の特定⾏為研修助成事業
補助⾦」事業が実現しました。 
岡⼭看護協会HP・岡⼭県HPをご覧ください。 
 

令和元年度後期活動報告 
＜HPに詳しく掲載していますのでご参照ください。＞ 

岡⼭県看護協会会員数（R2.8.31 現在） 
看護師 15,549 ⼈ 准看護師 650 ⼈ 

同封の｢岡⼭県看護協会活動報告｣｢岡⼭県の看護職員の現状と確保対策｣も併せてご確認ください。 



  



令和2年度
看護師職能施設代表者会議

岡山県看護協会活動報告

令和2年9月15日

公益社団法人 岡山県看護協会

会長 宮田明美

看護師職能施設代表者の皆様

平素より岡山県看護協会活動につきまして

ご支援・ご協力を賜り誠に有難うございます

令和2年度の事業進捗状況をご報告させて頂きます。

年明けて間もなく、降って湧いたコロナ禍により本
会活動も大きな影響を受けており、事業の中止や変更、
縮小を余儀なくされています。

一方で、コロナ対策事業を岡山県、岡山市より受託
して実施しています。

岡山県看護協会における新型コロナウィルス感染症対策の取り組み

１.看護協会内の取り組み

1)新型コロナウィルス感染症対策本部を設置

対策会議を開催し、内部役員で役割分担し担当しています

2)本会のイベント、研修の規模の縮小・中止等検討

3)「岡山県看護協会感染症対策マニュアル」の作成

ホームページにアップしています

参加者の健康チェック（検温・手指消毒等）、研修会場の机や

椅子の配置、使用後の管理等施設内の環境整備、県の方針と

マニュアルに沿った対応を実施

4)本会主催の会議・研修等について、Webを活用して実施できるよう

環境整備（9月から開始）

1会場50人を2会場使用し、100人まで受講可能となりました

5)看護職対象の新型コロナウィルス感染症に関する相談・問い合わせ

の実施

一時期、看護職への誹謗・中傷、偏見や差別などがあり、

メンタルサポートも含めて、相談対応しています。

6)岡山県・岡山市からの委託事業に関する連絡調整・広報、等



7)岡山県、日本看護協会、企業等から衛生材料等の寄付による配布

多くの企業や関係団体等から看護職へ支援をして頂きました

・DAGASHIで世界を笑顔にする会→ 駄菓子

・FANCL→ クレンジングオイル

・東洋羽毛→ マスク

・合同会社西友→ マスク

・岡山市→ マスク

・友野印刷→ フェイスシールド

・岡山県保健福祉部→ フェイスシールド

・日本看護協会→ ガウン、マスク

※伊原木知事より、5月12日の看護の日に
看護職へ感謝の花束を贈呈して頂きました

＜主な中止・縮小事業＞

・研修→ 4月、5月の研修は中止（一部延期）

・岡山県からの委託事業→多くが中止

訪問看護師養成研修（5月13日～9月15日）

看護進路ガイダンス（岡山7/26・津山7/5）

等々

・ファーストレベル第1期（5/12～7/28）→中止

・支部研修（各支部で9月までの研修が中止）

・5/15 看護大会→中止
今年は看護の日制定30周年・ナイチンゲール生誕200年目となる記
念すべき年で、南裕子先生による記念講演を企画していましたが、
残念ながら中止となりました。

令和３年2月6日 看護協会・連盟合同研修会＜倉敷会場＞にて
南裕子先生にご講演を頂くことになりました

・6/13 令和２年度通常総会→縮小して開催
出席数：32名、委任状13,737名 ご協力有難うございました

・まちの健康相談室（北長瀬）→3月から休止中

＜6月から研修を開始しています＞

「岡山県看護協会感染症対策マニュアル」に基づいて、厳重

な感染対策のもとに開催しておりますが、人数制限のため

ご迷惑をおかけしています

・9月からWeb環境が整いましたので、受講人数を増します

（50人×2室→100人可能）

・今後、委員会活動等への Web活用も推進して参ります



新型コロナウィルス感染症拡大防止対策の委託事業

関係機関、潜在看護師等の協力のもとに以下の事業を実施しています

•新型コロナウィルス感染症受診相談センターの電話相談

（岡山市）（以前は、帰国者・接触者相談センター）

5月1日～

・新型コロナウィルス感染症宿泊療養者の健康管理（岡山県）

5月15日～鷲羽山下電ホテルで運用開始

7月26日～アパホテルに変更し、実際に宿泊療養開始

• PCR検体採取補助（岡山県→医師会へ協力）

5月～

・医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣（岡山県）

医療機関等でクラスターが発生し、通常の診療体制維持が困難になった場合に
看護職を派遣す、地域医療を確保するための看護職派遣事業で、感染対策等の
先遣活動をする認定看護管理者・感染管理認定看護師派遣と、通常業務を応援
する

上記事業に関する意向調査（8月31日～9月11日）の結果
152へ配布 回答145施設（回収率95.4％）

・認定看護管理者がいる28施設中、協力するまたは検討する 15施設
・感染管理認定看護師がいる24施設中、協力するまたは検討する 16施設
・通常業務への派遣について協力するまたは検討する 36施設

の回答を頂きました。調査へのご協力有難うございました

今後、クラスターが発生し、岡山県から派遣要請があった場合に
ご相談させていただきます。ご協力の程よろしくお願い致します

•児童養護施設等における感染拡大防止対策支援に係る看護師派遣

（岡山県）

濃厚接触者となった子どもを児童養護施設等で安全かつ適切に養
育するために、当該児童の定期的な健康観察や、症状が出た場合
の保健所との連絡調整、施設内での感染拡大防止対策の指導を行
う看護師を派遣する

8月→現地において、感染管理認定看護師にて

感染拡大防止対策の指導を実施

岡山県看護連盟と協同して以下について
岡山県知事に要望しました

4月27日

・新型コロナウィルス感染症に対応している看護職に
対する危険手当の支給

・宿泊勤務看護職への宿泊費の補助

・妊娠中の看護職員の休業に伴う
代替職員雇用に係る諸経費に
対する補助



令和2年度 事業計画進捗状況についてご報告いたします

令和2年度 重点事業方針

１．地域包括ケアにおける看護提供体制の構築と推進

２．看護の専門性の向上と人材育成

３．看護職員の働き方改革の推進

４．看護基礎教育制度改革の推進

１．地域包括ケアにおける看護提供体制の構築と推進

１)地域における看護職間及び多職種とのネットワーク強化

(1)地域包括ケアの実現を支える看護機能連携システムの構築

・支部単位での合同交流会や施設代表者会議にて課題共有

→今年度は中止し次年度へ

(2)在宅看護領域の基盤強化

・訪問看護総合支援センターを設立しました（岡山県委託）

・診療所看護師の実態調査→看護師職能委員会にて実施中

(3)多職種との連携強化

・地域における複雑多重等の困難問題を抱えた人々への支援を考える

交流会→１１月28日（土）予定

・難病患者の在宅ケアを考える交流会→8月20日開催 69名

２．看護の専門性の向上と人材育成

1)クリニカルラダーによる実践能力の強化

(1)看護師のクリニカルラダーの導入活用の支援

「看護師のクリニカルラダー研修」 6月19日→中止

(2)各職能のラダーに沿った研修提供

カテゴリー別研修→人数制限にて開催、または中止

2)新たな認定看護師養成への取り組み

(1)認定看護師・特定行為研修修了者交流会の開催

令和3年3月6日（土）予定

(2)特定行為研修に係る看護師の研修制度における受講推進

(3)看護管理者と連携し、認定看護師の受講推進

３．看護職員の働き方改革の推進

1)働き方改革の推進

(1)働き方改革モデルの提案と現場へ取り入れるための支援

勤務環境改善のための研修会開催

・12月15日(火)予定

「ヘルシーワークプレイスを目指して～交代制勤務のリスクの理解と対策～」

・12月11日(金)予定

「働きやすい職場づくりに役立つチームビルディング」

(2)タスクシフト・タスクシェアの検討～看護補助者との連携を考える～

・11月7日(土)予定 看護師職能集会



(3)ヘルシーワークプレイスの実現～ハラスメント対策～

勤務環境改善のための研修会開催

・7月17日(金)「労務管理の基本と働き方改革・ハラスメント対策」

参加者数：39名

・11月25日(水)予定

看護師職能集会「こんな時あなたならどうしますか？」

～利用者・患者、家族からのハラスメントへの対処方法～

・職場でのハラスメントに関する実態調査（Web調査）

社会経済福祉委員会にて実施します

（アンケートにご協力下さいますようお願い致します）

2)ナースセンター機能強化による看護職確保・定着への支援

(1)キャリアチェンジの提案と支援
セカンドキャリア研修「50歳から準備するマネープラン」
・9月1日(火)岡山県看護会館 参加数：45名
・9月5日(土)津山慈風会記念ホール 参加数：27名

(2)届け出制度の普及と活用の促進
職能施設代表者会議、各支部施設代表者会議等において
看護管理者の皆様、ご協力をお願い致します

(3)地域に必要な看護職確保の推進
看護職確保が困難な地域への施設訪問
8月28日～訪問開始しています

美作市、真庭市、新見市の医療機関

４．看護基礎教育制度改革の推進

1)看護師基礎教育の在り方を考える

・教育体制を充実させる取り組みに関する交流会

コロナ禍により次年度へ延期

・岡山県教育施設代表者会議で情報発信

2)教員、実習施設の確保への支援

・専任教員の資質向上のための研修の実施

・実習指導の充実のための実習指導者養成の計画的受講のすすめ

「実習指導者講習会」は中止となりました

11月20日～「特定分野における実習指導者講習会」

最後に会員数をお知らせします

2020年8月31日現在

17,318名（昨年同時期よりも56名減少）

昨年の8月31日

17,374名

今年度の目標：17,800名（目標まで482名）

看護職の専門性と職能団体としての力を発揮して、県民の健康で幸せ
な生活を支える活動を充実させていくためには、会員拡大は重要です。
新規入会者の増加と定年後も継続して頂けるよう皆様のさらなるご理
解とご協力をお願い致します。



岡山県看護協会は、今後もコロナをはじめ社会情勢を見据

え、専門職能団体として「取り組まなければならないこと」

「取り組むべきこと」をしっかりと見極めて柔軟に対応し、

社会や皆様のニーズに沿えるように取り組んで参ります。

皆様のお声をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。



岡山県の看護職員の現状と確保対策

1

岡山県保健福祉部医療推進課
総括参事 唐井 幸子

令和２年度看護職能
施設代表者会議資料

2

厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」(H28.3.28) 資料

①全国の状況

（１）現在働いている看護職員の状況

②岡山県の状況

看護職員全体：人（平成２８年度）

＊保健師助産師看護師法３３条による届け出（平成３０年１２月３１日現在）

㋐看護師等業務従事者届け出数の推移

＊保健師助産師看護師法３３条による届出（平成３０年１２月３１日現在）

㋑平成３０年 年齢別看護職員数
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＊保健師助産師看護師法３３条による届出（平成３０年１２月３１日現在）
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（２）岡山県病院看護職員調査結果

①求人総数と採用総数人

資料：令和元年度岡山県病院看護職員調査
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②常勤看護職員離職率の推移

資料：令和元年度岡山県病院看護職員調査
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③新人看護職員の離職率の推移
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資料：令和元年度岡山県病院看護職員調査

④把握している離職理由（採用後１年未満の離職者）
(単位:点 １位３点、２位２点、３位１点とする）

H２７(N:９８) H２８(N:９０) H２９(N:９０) H３０(N:８２)

新人 再就労 新人 再就労 新人 再就労 新人 再就労

自分の適性能力・看護技術への
不安 ３５ ６６ ３５ ６６ ３０ ８７ ２７ ４０

身体的健康上の理由 ０ ５１ ０ ５１ １７ ３９ ５ ３５

精神的健康上の理由 ３３ ４７ ３３ ４７ ３８ ４７ ３９ ４３

職場の人間関係 ８ ５１ ８ ５１ １１ ３２ ９ ４２

結婚・妊娠・出産・育児 ８ １４ ０ ２３ ５ ８ ５ １０

家族の介護のため ３ １５ ３ １５ １ ３３ ３ ２５

他の職場への興味 ９ ３０ ９ ３０ １１ ３３ １３ ３１

資料：令和元年度岡山県病院看護職員調査
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平成２９年（N＝１１６） 平成３０年（N＝９０）

積極的に
行ってい
る

少し行っ
ている

行ってい
ない

無回答
積極的に
行ってい
る

少し行っ
ている

行ってい
ない

無回答

業務内容や業務量の調整 79.3 13.8 6.9 0 87.7 8.9 1.1 2.2

教育専任の配置や担当の配置 59.5 23.3 16.4 0.9 67.8 23.3 5.6 3.3

プリセプターシップによる指導 74.1 8.6 16.4 0.9 80.0 8.9 7.8 3.3

プリセプターシップ以外による
新人サポート体制の強化

63.8 17.2 16.4 2.6 70.0 20.0 7.8 2.2

厚労省のガイドラインに基づい
た新人看護職員研修（他院へ
の派遣も含む）

58.6 17.2 19.8 4.3 68.9 18.9 8.9 3.3

⑤現在取り組んでいる定着対策（新人看護職員） (単位：％）

資料：令和元年度岡山県病院看護職員調査結果

資料：看護職員需給分科会中間とりまとめ

（３）看護職員の需給推計について

資料：看護職員需給分科会中間とりまとめ

平成28年
（2016年）

平成30年
（2018年）

令和７年
（2025年）

需要数 － － 29,763人

供給数 28,882人 29,590人 28,894人

差引計 － － 869人

岡山県看護職員需給推計の結果

県内の看護職員の需給推計の結果、地域包括ケアシステムの構築、医療的ケア児や看取りなど、新たな
課題への対応が見込まれる令和７年 (2025年)には、29,763人が必要となり、869人の不足が見込まれる。

※平成28年及び平成30年の供給数は「衛生行政報告例」による従事者数

シナリオによる推計（暫定値）

実人数

シナリオ１：就業中のすべての看護職員において、１ヶ月における超過勤務時間が１０時間以内、１年
あたりの有休取得５日以上が達成されて場合。

シナリオ２：就業中の全ての看護職員において、１ヶ月における超過勤務時間が１０時間以内、１年あ
たりの有休取得１０日以上が達成されて場合。

シナリオ３：就業中の全ての看護職員において、１ヶ月における超過勤務時間なし、１年あたりの有休
取得２０日以上が達成されて場合。

供給推計
需給推計

実人員 シナリオ① シナリオ② シナリオ③

２８，８９４人 ２９，７６３人 ２８，４６１人 ２８，７１６人 ３０，５６６人



（４）令和２年度岡山県看護職員確保対策の体系

① 看護の心・看護の魅力の普及啓発

② 養成力の強化

③ 職場定着対策の推進

④ 再就業の促進

⑤ 看護職員の資質向上

⑥ 地域偏在への対応
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① 看護の心・看護の魅力の普及啓発

〇「看護の心」普及事業

○看護進路ガイダンス

○看護出前講座

○ふれあい看護体験

18

② 養成力の強化

〇看護師等養成所の指定及び指導

〇看護師養成所運営費への助成

〇実習指導者講習会の開催
２０２２年度～ 改正省令を適用した教育の開始されます！！

20

厚生労働省看護科資料



③ 職場定着対策の推進

○院内保育所運営費の助成

○新人看護職員研修事業への助成

○就労環境改善研修事業

岡山県医療勤務環境改善支援センター

の活用を。

21

○ナースセンター事業

・就業相談

・未就業者等看護職員再教育事業

・看護職員確保対策連絡協議会(就業

協力員）

・ハローワークでの面接相談事業

・訪問看護師養成講習会

等

④ 再就業の促進

H29.3.9 平成28年度全国医政関係全国主管課長会議資料

ナースセンターによる復職支援

⑤ 資質向上

〇 新人看護職員研修事業への助成
〇 体系的な各種研修の開催
〇 看護師特定行為研修修了者養成促進

事業
新 岡山県看護師の特定行為研修助成

事業



新 岡山県看護師の特定行為研修助成事業

岡山県看護師の特定行為研修助成事業補助金
医療機関等が指定研修機関が実施する特定行為研修へ看護師を派
遣するために要する必要な経費について支援を行う。

（補助対象経費）医療機関等が看護師の特定行為研修を受講する
看護師に代わって指定研修機関に対して支出した経費で申請年度
の受講にかかる経費（入学金、受講料等）

（交付先）指定研修機関が実施する看護師の特定行為研修へ看護
師を派遣する医療機関等（ただし1施設3人以内）
（補助率）１／２(補助基準額 1人につき60万円）

事業概要

【参考】 ・県内特定行為研修修了者 28人(Ｒ元.10末現在）
・県内指定研修機関 ３機関 (R2.4末現在）
・岡山県保健医療計画目標値 看護師の特定行為研修修了者750人（R5年末）

運営会議
（事業計画、評価）

医師会・病院協会

助産師会・訪問看護ス
テーション連絡協議会

看護協会（コーディネーター）
〈マッチング・契約支援・評価〉

例１）急性期病院から精神科病院へ出向
→認知症のある高齢者への漢語を学ぶ

例２）回復期・慢性期病院から急性期病院へ出向
→糖尿病患者の最新治療と漢語を学ぶ

例３）周産期母子医療センターから産婦人科病院
へ出向

→ローリスク妊産婦の分娩、保健指導等を体験する

看護職員の相互交流
→ケアの機能分化の促進・在宅への移行促進
県内どこにいても質の高い看護が受けられる

病院、診療所、訪問看護ステーション等

参加希望施設

病院、診療所、訪問看護ステーション等

連携

技術のブラッ
シュアップ→
モチベーショ
ンアップ

参加希望施設

「看護職員出向・交流研修事業」
事業イメージ

⑥ 地域偏在への対応

○特定地域看護職員確保支援事業 （H３０～）
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要 件 補 助 対 象

Ⅰ補助対象施設

※市町村が直接運営する施設
は除きます。

１ 病院（病床200床未満又は病床の80％以上が精神病床）
２ 診療所
３ 介護老人保健施設
４ （介護予防）訪問看護事業所
５ 介護医療院
６ 医療型障害児入所施設、指定発達支援医療機関

Ⅱ補助対象とする採用者の条
件

※平成３０年4月1日以降に
採用した者とします。

１ ４５歳未満
２ 転職者であれば特定地域外からの転職に限る
※転職者：看護職員として就労していた前職を退職して１年経過して
いない者。ただし同一法人内等での人事異動は除く。

３ 週３２時間以上の勤務時間、2年間の就業継続
４ 岡山県看護学生奨学資金の貸付を受けた者は、その全額免除または
返還が終了していること

Ⅲ補助金返還となる場合 補助金交付後、上記Ⅱの３の条件に反した場合

特定地域にある病院等が新たに採用した４５歳未満の看護職員に就職準備金を支給
した場合、その一部を県が補助する制度です。（支給額の1/2以内 最大２０万円）
令和２年度は、高梁・新見、真庭及び津山・英田保健医療圏が特定地域に該当です。

主な補助の要件
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これからもよろしくお願いいたします。


