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盛夏の候、平素より看護協会活動へのご理解・ご協力に感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い保健所はもとより各領域における業務の増大で

繁忙を極めていることと拝察いたします。 

この度は、やむなく７月施設代表者会議並びに集会を中止いたしましたので、書面にて

報告させていただきます。なお、集会(全国保健師長会共催)は次年度に順延とし、講師の

ご了解を頂いていることを申し沿えます。 

職能委員も一部交代がありましたが、会員の皆様方と共に保健師職能の課題集約・発

信・解決に向けて取り組んでまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

1. 令和２年度 岡山県看護協会活動方針並びに活動計画 (総会要綱・研修計画参照) 

2. 令和２年度 保健師職能委員会活動計画 (別紙１) 

3. 入会促進 (別紙２︓支部別会員の状況) 

岡山県看護協会年会費は、令和 3 年度から 65 歳以上は 5 千円、70 歳以上 4 千円、

75 歳以上 3千円(総会要綱 6頁)となります。新規会員はもとより、定年退職者・再雇

用者の継続についてご尽力お願いします。 

なお、駐車場を増設し、料金も値下げしています(1 日；500 円、半日；300 円)。 

4. 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支部活動(看看連携) (別紙３) 

既にご承知と思いますが、三職能の共通資料として、日看協ニュースの抜粋を添付

していますのでご活用ください。 

特に、行政保健師の役割(保健所；2 次医療圏域及び市町村；日常生活圏域)が期待

されています。業務の一環でもありますが、改めて看護協会活動としてもご協力のほ

ど、お願いします。 

 

略
公
印



 

5. 県・⾃⺠党への要望事項(9 ⽉理事会を経て 10 ⽉に要望予定) (参考資料) 

昨年度要望結果並びに新型コロナウイルス感染症対策等の課題を検討しています。

小委員会調査結果や行政保健師実態調査等を活用しますので、調査へのご協力をお願

いします。 

参考：日本看護協会 2020 年 7 月 8 日厚生労働大臣宛の要望書【新型コロナウイル

ス感染症対策】「保健所の体制整備及び保健所等に勤務する職員への慰労金の支給に

ついて」 

6. 11 ⽉保健師職能集会・保健指導ミーティング︓ＷＥＢセミナー試⾏ (別紙案内参照) 

7. 令和 2 年度保健師職能委員及び小委員会委員 (下記参照) 

保健師職能委員会 

二宮 一枝 個人 (委員長) 

那須 淳子 岡山県備前保健所 (理事) 

出戸 康子 岡山市保健所健康づくり課 (理事) 

大嶋 留美 JFE スチール㈱西日本製鉄所安全健康室ヘルスサポートセンター 

芳我 ちより 岡山大学大学院保健学研究科 

佐能 三保子 浅口市健康福祉部地域包括支援センター 

三宅 浩美 倉敷市保健所健康づくり課健康増進センター 

 

保健師職能小委員会(地域包括支援センター･福祉施設領域) 

野口 福子 倉敷市健康福祉部健康長寿課 (委員長) 

小野 克美 岡山市ふれあい公社事務局福祉部地域包括支援課 

竹下 あけみ 総社市保健福祉部長寿介護課 

石井 瑞枝 吉備中央町保健課 

坂手 鏡子 津山市環境福祉部高齢介護課 

 

保健師職能小委員会(病院領域) 

井上 雅子 川崎医科大学附属病院健康診断センター (委員長) 

中山 佳津代 川崎医科大学総合医療センター 

犬飼 早苗 岡山赤十字病院 

河合 絵利子 慈圭病院訪問看護室 

中野 まどか 倉敷中央病院 



令和 2 年度 保健師職能施設代表者会議・職能集会 
 

1. 施設代表者会議 
第 1 回︓2020 年 7 月 4 日 9:30〜12:00 [開催中止] 
第 2 回︓2021 年 2 月 6 日 9:30〜12:00 

 

2. 職能集会 
開催日時 2020 年 7 月 4 日(土) 13:00〜15:00 [次年度開催] 

テ ー マ データ分析をいかした地域･職域連携 

講 師 古井 祐司 (東京大学未来ビジョン研究センター特任教授) 

ね ら い 

健康寿命の延伸及び生活の質の向上のためには、地域保健と職域保健が連携し、継続
的かつ包括的な保健事業を展開していくことが不可⽋である。⻘壮年・中年層を対象とした
健康づくりの幅広い取り組みを推進するため、健康医療情報の活用を学び、より効果的・効
率的な保健事業が展開できる。 

目 的 

1. データを活用した保健事業を展開するにあたりその意義や基本的視点が理解できる 
2. データヘルスにおける各所属の課題が明確になる 
3. 関係する機関や職域保健との連携のあり方や今後の保健事業の展開について考えるこ

とができる 

 

3. 交流会及び保健指導ミーティング(WEB セミナーとして開催予定) 
開催日時 2020 年 11 月 7 日(土) 10:00〜16:30 

テ ー マ 糖尿病重症化予防のための保健指導方法 〜栄養・食生活に焦点を当てて〜 

講 師 平松 智子 (岡⼭県⽴大学) 

ね ら い 
糖尿病発症・重症化予防のための保健指導能⼒向上をめざし、栄養学的アプローチ方法
の基礎となる知識・技術を身につける。 

目 的 

1. 糖尿病の発症および慢性腎臓病(CKD)等重症化に至る機序を理解し栄養が与える
影響を理解できる 

2. 糖尿病予防の視点から対象者の食生活・食習慣をアセスメントできる 
3. 対象者の⾏動変容ステージに応じた⽀援のポイントを理解できる 
4. 事例を用いて具体的に保健指導計画を⽴案・検討できる 
5. 各⾃が実際に持つ事例に対して⽀援課題と対策を考えることができる 

 

<別紙 1> 



公益社団法人岡山県看護協会 支部別会員数 
 

※令和元年度は令和２年 3 月 31 日の会員数  ※令和 2 年度は、令和 2 年 6 月 30 日現在の会員数 

  保健師 助産師 看護師 准看護師 計 

全体 
R2 692 395 15,055 637 16,779 

R1 723 433 15,739 710 17,605 

岡山 
R2 279 185 7,697 256 8,417 

R1 280 200 8,112 294 8,886 

倉敷 
R2 172 168 4,692 167 5,199 

R1 186 168 4,724 185 5,263 

井笠 
R2 34 5 520 55 614 

R1 34 9 518 58 619 

⾼梁 
R2 32 1 195 24 252 

R1 37 1 198 26 262 

新⾒ 
R2 33 4 157 12 206 

R1 37 4 159 14 214 

真庭 
R2 44 11 354 23 432 

R1 45 11 355 23 434 

津山 
勝英 

R2 80 19 1,003 53 1,155 

R1 85 19 1,048 54 1,206 

東備 
R2 17 1 373 47 438 

R1 17 0 383 52 452 
 

<別紙 2> 



3協会の活動・看護関連ニュースＶｏｌ．630　２０20.5.１５

看護職による保健医療福祉の
連携強化を目指して
看護職による保健医療福祉の
連携強化を目指して

～地域包括ケアの実現に向けて～

包括的・継続的なサービス提供と連携に向けて

　2019 年、日本看護協会は、地域の健康課題
解決に必要な包括的かつ継続的な保健・医療・
福祉などのサービスの提供と創出を図る連携の
在り方や、行政保健師が果たすべき役割、機能
強化について検討した。まず「保健医療福祉の
連携強化のあり方（素案）」を作成して、行政
保健師の取り組み事例の収集や全国調査を実
施。連携の方策に関する現状や課題を把握し「保
健医療福祉の連携強化の基本的な考え方（以下、
連携モデル）」を作成した（図）。

連携強化の基本的な考え方と連携モデル

　現在、市町村では、健康増進法や介護保険法
など複数の法令制度ごとに会議体の設置やケア

システムが構築されている。地域包括ケアの推
進においては、これらを集約・整理しつつ地域
の関係機関・団体との合意形成を図り、地域の
課題を抽出して対応策を検討する必要がある。
　保健所は、地域の保健・医療に関する情報収
集機能、保健・医療・介護従事者への研修機能、
ネットワーク形成の調整機能、住民啓発機能な
どを持ち「既存サービスでは対処しきれないニー
ズ」を把握し、地域のシステムを構築してきた。
そのため、図の連携モデルは、保健・医療・福

祉の関係機関・団体が参画する会議体を行政の
組織内に設置するか、または既存の会議体を活
用し、地域課題の集約、抽出・共有、地域課題
の解決に向けた方策決定、実践、評価といった
PDCAサイクルを効果的に機能させ、地域包括
ケアシステムを構築することを目指している。
　本年度は、モデルをさらに精緻化し、推進す
るための方策を検討する。保健所などを拠点に
モデルを試行し、プロセスや効果を整理して横
展開するための検討を行っていく。

2019年度「看護職賠償責任保険制度」の運営状況 訪問看護事業所の拠点化に向け
報告書など発行　2019 年度（2019 年 4 月 1 日～ 20 年 4 月 1 日）の加入者数は、

16 万 3,050 人（20 年 3 月末時点）。保険支払い件数は 6件で、対
人賠償 0件、対物賠償 6件、人格権侵害 0件、血液曝露（ばくろ）
等 0件だった。「サービス推進室」では 434 件の相談対応・支援
を行い、加入者をサポートした。主な相談内容は「本保険制度の
対象となる業務範囲や補償内容」「事故等発生時の対応」「ハラス
メント相談」などだった。また、年 1回のNews（Vol.26）の発行、
年 5回の研修会実施、HPでの情報提供などを実施した。
　「コールセンター」では、加入確認や改姓・住所変更、加入手
続きに関する問い合わせ、1万 1,829 件に対応した。

発行物のご案内

　日本看護協会
は、2019年度に
厚生労働省委託
事業として行っ
た「訪問看護ス
テーションの拠
点化に関する調
査事業」の報告
書と事例集を発
行しました。事例集では、取り組み

訃　報
　名誉会員の正本宗子様（98 歳）
が 4月 8日に、富沢はま子様（97 歳）
が 23 日に逝去されました。謹んで
哀悼の意を表します。

【瑞宝双光章】
岩城美幸（北海道）、高階久子（青森県）、熊坂
都子、☆村上佳代子（福島県）、林和功（茨城県）、
池田鋭一（群馬県）、菊地眞知子、濵野孝子（千
葉県）、太田日出、松下博美（東京都）、木村弘
江、熊谷久子（神奈川県）、清水紀子（福井県）、
望月美貴子（静岡県）、青木きみ代、大矢早苗、
髙木仁美（愛知県）、今井可奈子、中村よしみ（三
重県）、猪原繁美、大脇和子、佐野惠子、水上
ちえみ（大阪府）、狭間裕子（兵庫県）、小森惠
子（島根県）、古本たつ子、山本多賀子（山口県）、
野口三惠子（徳島県）、森岡仁美（香川県）、音
成佐代子（福岡県）、稲葉眞理、長野佐智子（熊

本県）、松山恭子（大分県）
【瑞宝単光章】
尾形千悦、☆三瓶眞由美（北海道）、島守温子
（青森県）、髙橋愛子（岩手県）、我妻代志子、
☆川元佐多子（宮城県）、佐藤幸美、藤田テツ
子、渡邊健子（秋田県）、宇治泰子、佐藤勝子、
升川和子（山形県）、尾上悦子、佐藤かつみ（群
馬県）、熊木孝子（埼玉県）、横村妙子、竜﨑千
代子（千葉県）、髙橋イシ子、田宮千代美、古
田みゆき（東京都）、瀧本由美子、平田京子、
☆宮内浪子（神奈川県）、佐藤美喜子（新潟県）、
嵐公江、千代惠子（石川県）、田中洋子、山越
節子（福井県）、太田君枝、由上惠子（長野県）、

川嶋千加惠（岐阜県）、櫻井郁子（静岡県）、石
塚美津子、岡田清美、鈴木久美子、藤田由加里（愛
知県）、嶋野玲子、中嶌真知子（滋賀県）、伊藤
文代、奥田淳子（京都府）、德永和子、中谷美
和子、西元直子、吉村ありさ（大阪府）、今西
裕子（兵庫県）、𠩤田幸子（奈良県）、神田眞理
子（島根県）、黒木美津江（岡山県）、筒井茂子、
山田純子（香川県）、中田香代子（愛媛県）、中
原順子（福岡県）、原田由美子（佐賀県）、木下
日出美（長崎県）、佐々木和己、芹田いすず（大
分県）、德永雅子（鹿児島県）
 （敬称略、☆は危険業務従事者）

受章された方は、日本看護協会でお調べし掲載しております。次の皆
さま以外で受章された方は、総務部（☎ 03-5778-8831、E メール
somu1@nurse.or.jp）までお知らせください。

のポイントや成果、課題をまとめて
おり、多世代・多機能に対応したサー
ビス提供拠点、地域の訪問看護事業
者等を支援する連携拠点の２つの視
点から紹介しています。
　全文は本会HP「発行物」からご
覧いただけます。ぜひご活用くださ
い。

　人々が住み慣れた地域で最期まで自分らし
く暮らすためには、地域の実情にあった地域
包括ケアシステムの構築が求められます。住
民や医療機関、事業所が抱える課題を“地域
の共通課題”として捉え、解決する仕組みを
つくるには、看護職間の連携強化が重要です。
　日本看護協会は、2019 年度から重点事業
として「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」に取り組んでいます。
本連載では、これまでの事業の成果から今後
の展望をご紹介します（全 3回）。

受章おめでとうございます
2020年 春の叙勲・褒章

保健医療福祉に関して市町村ごとに実施されている協議会、会議等
図：保健医療福祉の連携強化の基本的な考え方（連携モデル）

保健所管内市町村

保健所

都道府県本庁

課題を集約し、保健医療福祉サービスの全体を俯瞰し地域包括ケアシステムを構築

課題集約

連携

支援

相談

会議参画・情報収集・技術的支援

重複する関係機関・関係団体・関係者と、複数の法令・制度別のケアシステムが多数ある

医療機関在宅医療関係機関

介護福祉施設・
介護保険事業所

地域包括支援センター等 関係団体

大学等教育機関

市町村

社会福祉士会
訪問診療医
リハ療養士会
医療ソーシャル
ワーカー

訪問看護ＳＴ
介護事業所

医師会
看護協会
薬剤師会
栄養士会
歯科医師会
病院助産師

Ａ市：重症化予防協議会

ケアマネ協議会
病棟看護師
介護福祉施設
介護担当保健師

Ａ市：在宅医療推進会議

地域包括ケア推進の協議・検討（保健所内、協議会等設置）

医師会
看護協会
薬剤師会
栄養士会
歯科医師会

B市介護担当保健師

Ｂ市：地域包括ケア推進会議

保健所に設置した
会議体

Ｂ市：障がい者地域ケア会議
Ｃ町：周産期ケア支援会議
Ｄ市：健康日本２１推進会議
Ｅ市：医療的ケア児支援協議会

…
…

地域住民

糖尿病看護認定看護師
糖尿病認定医

糖尿病療養指導士
国保担当保健師
国保担当

健保組合代表
衛生部門保健師

保健師

第
1
回

吉國 麻衣子
タイプライター
<別紙3>

吉國 麻衣子
タイプライター

吉國 麻衣子
タイプライター
日本看護協会ニュース2020年5月号より



看護職による保健医療福祉の
連携強化を目指して
看護職による保健医療福祉の
連携強化を目指して

～地域包括ケアの実現に向けて～

3協会の活動・看護関連ニュースＶｏｌ．631　２０20.6.１５

　第 28 回認定看護師認定審査および第 24 回認定看護管理者認定審査を、11
月 4 日（水）に実施することが決定しました（本紙 4月号既報）。
10 月 29 日（木）に予定していた第 30 回専門看護師認定審査も、11 月 4

日（水）に実施日程を変更します。審査会場、試験時間などの詳細は、本会
HP＞「専門看護師・認定看護師・認定看護管理者」＞「審査に関するご案内」
にて順次公開します。

2020年専門看護師・認定看護師・認定看護管理者

認定審査日程のご案内

　厚生労働省は 6月 1日、第 177 回
社会保障審議会介護給付費分科会を
開催した。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、4月から延期に
なっていた。WEB会議で開催され、
日本看護協会からは委員として岡島
さおり常任理事が参加した。
　厚労省は分野横断的な論点として
「地域包括ケアシステムの推進」を
取り上げ、委員らは中重度で医療
ニーズを併せ持つ高齢者に必要な
サービスの提供を中心に議論した。
　岡島常任理事は、看護の観点から
訪問看護、看護小規模多機能型居宅
介護（看多機）、介護保険施設の課
題について言及した。訪問看護では、
独居や夫婦のみ世帯への訪問、一般
住宅への個別訪問、認知症者および

　6月1日から、職場におけるパワー
ハラスメント防止対策が事業主に義
務付けられています（中小企業主は
努力義務、2022 年 4 月から義務化）。
改正「労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律」の施行によ
るもので、これに先立って、厚生労
働省から具体的な指針が示されてい
ます。
　事業主は、職場でのパワーハラス
メントを防止するための対策を講じ
る必要があります。労働者にも、理
解と関心を深め、他の労働者に対す
る言動に必要な注意を払うなど、パ
ワーハラスメントのない職場づくり
に参画することが求められていま
す。また、顧客からの迷惑行為に対
し事業主が取るべき望ましい対応
も、指針で示されました。
　指針や詳細は、厚生労働省HP「職
場におけるハラスメントの防止のた
め に 」（https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyoukintou/seisaku06/）
からご覧いただけます。

地域の連携段階を把握し、機能強化を

　まず、準備段階では「実態把握・課題の集約」
の機能があり、市町村のサービスの情報収集や
関係者の意見を集約することで課題の整理など
を行う。第 1段階は、「相互理解・課題共有（顔
の見える関係）」の機能があり、異なる機関・
職種の関係者が顔を合わせてそれぞれの役割を
理解することで、個別対応の際、連携しながら
ケアを提供できる。第 2段階は「目標達成のた
めの体制構築」で、地域課題を共有し、解決に
向け既存の社会資源やネットワークを評価して
新たなサービスの創出や必要な連携システムを
構築する。第 3段階は「包括的ケアシステムの
運用・評価」である。医療計画などの各種計画
に基づき、第 2段階で創出した新たなサービス

や連携システムを維持し、評価・改善を行う。
このようなプロセスにより連携が推進され、住
民が年齢や疾患・障害、世帯構成などに関わり
なく、自身の意向に沿った生活を“暮らしの場”
で可能な限り続けられる地域になる。

地域包括ケア　行政保健師の活動が鍵に

2019 年度、本会は、保健医療福祉の連携と
行政保健師の取り組み状況の現状を把握するた
めに、都道府県本庁、県型保健所を対象に全国
調査を実施した。回答のあった 207 カ所の保健
所のうち、145 カ所（70％）に協議・検討の場
が設置されていたが、開催頻度は約 7割が「年
1回」か「年 2回」だった。
　協議・検討の場がある 145 カ所のうち、第 1
段階にある保健所が 72 カ所（49.7％）と最も
多かった。次いで第 2段階の保健所が 54 カ所
（37.2％）、第 3段階の保健所は 17 カ所（11.7％）
だった。
　協議・検討の場へ参集している関係機関・関
係者は、割合が高い順に「市町村（95.9％）」「医
療機関（86.2％）」「医師会（73.8％）」「歯科医
師会（66.9％）」「薬剤師会（66.9％）」「訪問看
護事業所（63.4％）」「介護職団体（57.2％）」「介
護施設（54.5％）」「看護協会（50.3％）」だった。
　調査の結果から、約半数の保健所で関係機関・
関係者と顔の見える関係（第 1段階）が構築で
きていることが分かった。しかし、地域包括ケ
アシステムを推進するためには、さらに連携の
段階を進めていく必要がある。
第 2・3 段階にある保健所は、第 1段階の保

健所より、協議・検討の場の設置理由を「都道

府県の施策」「保健所の判断」だけでなく「市
町村からの要請」「関係機関・関係団体・関係
者（市町村以外）からの要請」と回答する割合
が多かった。このことから、顔の見える関係か
らさらに連携段階を進めるには、市町村や関係
機関・関係団体からの働き掛けも大きな影響を
及ぼすと考えられる。
保健医療福祉の連携強化には、行政保健師

の役割が重要になる。行政保健師が、地域課題
などの情報を集約・整理するとともにサービス
の全体を俯瞰して、関係機関・関係団体の専門
性を生かしながら地域に必要な新たなサービス
を創出し、評価・改善を繰り返す。こうした役
割を発揮することが、切れ目のない、包括的・
継続的なケアが確保される地域包括ケアシステ
ムの実現につながっていく。

本連載第 1 回（本紙 5 月号）では、保健
医療福祉の連携強化の基本的な考え方（連携
モデル）を紹介した。これは、「保健所で地
域の健康課題を集約し、保健医療福祉サービ
スの全体を俯瞰して地域包括ケアシステムを
構築する」というモデルである。
第 2 回では、2019 年度に日本看護協会が

検討・整理した、連携段階における機能（図）
を紹介する。本会では、保健医療福祉の連携
強化に向けた 4つの連携段階と、各段階に応
じた協議・検討の場の機能を明らかにした。

第
２
回

図：連携段階における機能

連携段階 協議・検討の場の機能

実態把握・課題集約

目的達成のための体制構築

第３段階 包括的ケアシステムの運用・評価

訃　報
　名誉会員の伊藤かち子様（79 歳）
が 5月 13 日に、川村品枝様（100 歳）
が 6月 6日に逝去されました。謹ん
で哀悼の意を表します。

第２段階

相互理解・課題共有
（顔の見える関係）第１段階

準備段階

　2020 年春の叙勲・褒章（本
紙 5月号既報）で、三倉美千
子様（熊本県）が旭日双光章
を受章されましたことをご報
告いたします。
　おめでとうございました。

2020 年 春の叙勲・褒章

　日本看護協会は 2019 年度、看護
職がより専門性を発揮できる働き方
を推進し、生産性や看護サービスの
質の向上を図るため、看護業務の効
率化に資する取り組み事例の収集・
周知事業を行いました。
　本事業の報告書の全文を、本会
HP「発行物」に掲載しています。
ぜひ各施設での取り組みにご活用く
ださい。

発行物のご案内

令和元年度厚生労働省委託事業
看護業務効率化先進事例
収集・周知事業報告書

パワーハラスメント防止対策が
義務付け

社保審　介護給付費分科会
介護報酬改定へ議論始まる

家族への支援、自立支援や重度化防
止の支援をしっかり果たしている事
業所が安定的に運営できるよう、既
存の加算を含めて評価を見直すこと
を求めた。
　看多機はサービス供給増が引き続
きの課題であり、人材や土地・物件
の確保など開設のハードルとなる要
因が緩和されるよう、人員基準やサ
テライト設置基準の見直しの必要性
を訴えた。また、介護保険施設等につ
いては、感染対策や医療的ケア、看
取りの促進のため、看護職員を加配
して取り組む施設への評価の充実と
ともに、地域性や施設規模によって
は組織の枠を超え、医療機関に所属
する看護人材が介護施設を支援でき
る仕組みを整備するよう提案した。

吉國 麻衣子
タイプライター
日本看護協会ニュース2020年6月号より
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連携強化を目指して
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三者会議・NNA会長会議
新型コロナウイルス感染症への対応を共有

記念すべき年に新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）のパンデミッ
クが起こり、世界的に看護職の貢献
に関心が高まっている重要な時期の
開催となり、145 カ国以上から 600
人を超える参加者があった。議論の
主要なテーマは、看護職の保護や指
導力の維持・支援、緊急時の対応、
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、
健康とウェルビーイングを高めるこ
とへの看護職の貢献だった。
　NNA 会長会議には 65 協会が参
加し、COVID-19 への対応に関する
報告や今後の優先事項の共有が行わ
れた。本会は、2020年度の重点政策・
事業や COVID-19 に関する取り組
みなどを紹介した。

　新型コロナウイルス感染症につい
て、今後、国への提言や臨床現場へ
の支援・情報提供、国民への情報発
信などに向け、看護職の感染症対応
に関する実態調査を行います。皆さ
まのご協力をお願いします。
【調査対象】①病院看護管理者②介
護保険施設（特養・老健）看護管理
者③訪問看護ステーション看護管理
者④感染管理認定看護師・感染症看
護専門看護師⑤④以外の認定看護
師・専門看護師⑥都道府県看護協会
⑦今回の新型コロナウイルス感染症
のために復職した潜在看護職⑧看護
職（個人）
【調査期間】9月1日（火）～15日（火）
【調査方法】調査専用サイトから回答
（WEB調査）。詳細は今後、本会HP「新
着情報」に掲載予定。※①～③、⑥
の対象者には、依頼文書と回答用の
パスワードを郵送配布します。
【問合せ先】日本看護協会 健康政策部
保健師課　Eメール：kenkoseisaku 
@nurse.or.jp

　看護職が勤務する医療・介護保険施設などを対象
に、次の2事業の募集を実施します。詳細は今後、
本会HP「新着情報」に掲載予定です。

退院調整ルールの策定――高知県の事例

 準備段階：実態把握・課題集約 
市町村では解決できない広域的な課題の共有
　安芸圏域は小規模自治体が多く、職員はいく
つもの業務を兼務し、医療分野の専任担当の不
足もあって、在宅医療・介護連携事業の推進が
困難だった。医療資源も限られ、医師会や病院
も人的資源不足で在宅医療・介護連携推進事業
は受託できないなどの現状があった。
　そのため、本来、市町村が行う在宅医療・介
護連携推進事業は、福祉保健所と市町村、広域
連合が協働で実施することにした。首長が集ま
る県開催のトップセミナーで提示された圏域退
院調整ルールに対し、市町村等から積極的な意
向が示され、策定に取り組むことになった。
 第 1 段階：相互理解・課題共有 
事業における関係機関との合意形成
　策定にあたっては、保健所保健師を中心に、
説明会や入退院の実態調査などを実施した。

その後、退院調整ルールの合意の場として医
療機関と介護支援専門員（ケアマネジャー）
の合同協議を開催。関係者に対する事前説明
はできていたが、関係者間の意見集約が十分
でなく、この段階では合意には至らなかった。
　そこで、取り組み方法を見直し①医療機関の
意見の集約②市町村・医療機関・介護支援専門
員の信頼関係構築に向けた協議などの実施③医
療・介護連携に向けた協議の開催―を実施した。
事業の必要性や地域課題の共有、相互の役割の
理解促進のために、医療機関と介護支援専門員
による意見交換会を行ったことで信頼関係を構
築することができ、全員の理解を得て、入退院
連絡手引きの策定に至った。
 第 2 段階：目標達成のための体制構築 
既存の事業を発展させ地域の実情に合わせた
地域包括ケアシステムを推進
　第 1段階で構築した連携促進のための意見交
換会を、県の施策である「日本一の健康長寿県
構想」に基づく「安芸圏域地域包括ケア推進協
議体」へと発展させた。また、生活支援や介護
予防の取り組みについて課題集約、協議・検討
するために、圏域を 3つに分け、ブロックごと
に協議体を設置した。
 第 3 段階：包括ケアシステムの運用・評価 
目標を達成するための取り組み
　福祉保健所は、策定した手引きを効果的に活
用するため、各医療機関や地域包括支援センタ
ーの状況確認調査や手引きの点検会議、協議体
での意見交換を実施し、質的な評価を含めた定
期的な検証による評価、改善検討に関する中心
的な役割を担う。今後は、市町村と共に戦略会

議を開催した上で、薬局なども含めた情報交換
を実施し、安芸圏域外とも連携して全県的に切
れ目なく住民を支える地域を目指している。

地域課題の共有で果たす保健師の役割

　地域包括ケアシステム構築の過程で行政保健
師は、それぞれの機関が役割を果たせるよう図
に示す５つの重要な役割を認識して活動する必
要がある。また、あらゆる場で活躍する看護職
は、連携調整・マネジメントのキーパーソンで
あり、切れ目のない保健医療福祉サービスの提
供に看護職の連携強化は不可欠だ。そのために
も、看護機能連携システムの構築が急がれる。
　2020 年度は、連携モデルの完成に向け、連
携プロセスの具体化、行政保健師の活動の明確
化などを目的に、委員会での検討や保健所保健
師・保健医療福祉の関係者などを対象としたヒ
アリングを実施していく。

　日本看護協会は 2019 年度、3 カ所で保健
医療福祉の連携に関する先駆的活動をヒアリ
ングした。いずれも医療機関、事業所が抱え
る“共通の課題”を“地域の課題”として捉え解
決するために保健所が拠点となり、特色のあ
る地域包括ケアシステムが構築されていた。
今回は、その中から高知県の事例を紹介する。

最
終
回

図　行政保健師の役割
（1）地域を俯瞰し、広域的に保健医療福祉の提供に

関する情報収集と課題の集約を行う
（2）中立・公的な立場で総合調整・マネジメントを

行う
（3）地域課題の解決に向けた方策や役割の合意形

成、実践評価等のための協議・検討の場の企画・
運営を行う

（4）保健医療福祉の提供体制を一体的に整備・構築
し新たなサービス等を施策に反映しながら創出
する

（5）PDCAサイクルを効果的に機能させた保健医
療福祉施策を推進する

訃　報
　名誉会員の望月弘子様（89 歳）が、
6 月 29 日に逝去されました。謹ん
で哀悼の意を表します。

の情報共有や連携を促す会議。今回
は、看護師・助産師の国際年という

　6月 16 ～ 19 日、第 8回三者会
議および国際看護師協会（ICN）
各国看護師協会（NNA）会長会議
がオンラインで開催された。日本
看護協会からは福井トシ子会長、
荒木暁子常任理事が三者会議・
NNA会長会議に、井本寛子常任
理事が三者会議に参加した。
　三者会議は、ICN と国際助産
師連盟、世界保健機関が主催し、

オンラインでの会議に臨む福井会長（右）
と荒木常任理事

　直近 3年以内に看護業務の効率化において優れた効
果・成果を上げた取り組みを募集し、表彰・周知します。
【募集期間】9月 1 日（火）～ 30 日（水）※当日消印有
効【選考結果通知】11 月中旬【表彰式】2021 年 2 月 17
日（水）東京国際フォーラムで開催
【応募方法（共通）】応募申込書（Word形式）を本会HPからダウンロード
し、必要事項をご記入の上、①郵送または②電子メールにて下記事務局ま
でご送付ください。【事務局・問合せ先】日本看護協会 労働政策部 看護労
働課〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-8-2　Eメール：kangorodo@
nurse.or.jp　☎03-5778-8553

「看護業務効率化先進事例アワード2020」
実施のご案内

看護職員の新型コロナウイルス
感染症対応に関する実態把握

調査ご協力のお願い

令和2年度　厚生労働省 補助金事業
「看護業務効率化先進事例収集・周知事業」

政府の看護・助産担当官、各国看護・
助産協会および主要なパートナーと

　「看護業務の効率化先進事例アワード 2019」の
受賞施設と同様の取り組みを試行する施設を募集
します。【募集期間】7月20日（月）～8月11日（火）
※当日消印有効【選考結果通知】9月上旬【試行
期間】10 月 1 日（木）～ 2021 年 1 月 31 日（日）

看護業務の効率化コンサルテーション事業
参加施設募集

2019 年度受賞施設と事業の概要は「看護業務
効率化先進事例収集・周知事業ポータルサイト」
（https://kango-award.jp/）をご参照ください。

吉國 麻衣子
タイプライター
日本看護協会ニュース2020年7月号より



              
 
 
 
 

  
 

ねらい 
 2025 年を見据え、医療機能の分化と連携の推進による切れ目のない医療提供体制の構築と在宅医療
と介護サービスの充実を図る地域包括ケアシステムの構築を一体的に行うことが求められている。これ
らの課題に適切に対応するため、県では地域医療構想を二次医療圏毎に策定し医療機能の分化と連携を
促進するとともに市町村毎の地域包括ケアシステムの構築を一体的に取り組んでいるところである。し
かし、岡山県の中山間地域等では、圏域外の入院患者が円滑に地元に帰る受皿となる医療体制、高まる
在宅医療のニーズに対応した病院と在宅等の看看連携の強化や看護職の高齢化や人材不足による人材
確保等が喫緊の課題となっている。 

このため、病院から在宅医療に向けた切れ目のない医療の提供ができる人材育成・人材確保を図り、
さらに、訪問看護ステーション間や医療機関等との連携を強化することにより、看護職間の連携システ
ムの構築が必要である。そこで、今回は看護職の人材確保等についても様々な対策がとられているとこ
ろであり、合同交流会を通じて、今後各地域の実情を踏まえた取組が推進されることを目的に開催する。 

 

真庭支部、津山・勝英支部、東備支部合同交流会（案） 
と き：令和 2 年 9 月 12 日(土)   13:00-15:30 
ところ：津山市総合福祉会館 

１．受 付                           １３：００〜１３：３０ 
２．開会あいさつ                              １３：３０ 

 
３．話題提供 「地域の未来を支える看護の人材確保等の取組」          １３：４０ 

   美作保健所管内の取組から 
   「看護職が自ら考え地域ぐるみで取り組む人材確保 

〜みまさかの看護の職場にきんちゃい 2 事業〜」 
４．GW「地域の課題やとり組みを話そう」                  １４；１０ 

 
５．発表・まとめ                              １５：１０ 

 
６．閉会                                  １５：３０ 

井笠支部、高梁支部、新見支部合同交流会（案） 
と き：令和 2 年 9 月 26 日(土)   13:00-15:30 
ところ：高梁総合文化会館 

１．受 付                           １３：００〜１３：３０ 
２．開会あいさつ                              １３：３０ 

 
３．話題提供 「地域の未来を支える看護の人材確保等の取組」         １３：４０ 

   備北保健所管内の取組から 
「一緒に考えよう！高梁の地域医療について」 

         〜看看連携で見えた成果と今後〜  
４．GW「地域の課題やとり組みを話そう」                  １４；１０ 

 
５．発表・まとめ                              １５：１０ 

 
６．閉会                                  １５：３０  

令和 2年度 支部合同研修会企画案    20202 年 7 月 4 日現在  那須理事 
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タイプライター
今年度開催中止となりました
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