
平成 28年度 学校長会実施報告 

 

 日 時 平成 28年 6月 13日（月）13時から 16時 30分 

 会 場 （東京都）アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

 

講話「看護師等免許保持者の届出制度の周知について」 
 
講師  石川 賢司 氏（厚生労働省医政局看護課 看護職員確保対策官） 

 

 

 

講演概要： 

平成 26年 6月の医療介護総合確保促進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」

の改正が行われ、平成 27年 10月から国の制度として看護師等の届出制度が施行された。 

この制度ができた背景には、2025年問題が大きく影響していることは確かである。 

団塊の世代のすべてが 75 歳以上になる 2025 年には、慢性疾患、複数の疾患を抱える患者の増加、

手術だけではなく、その後のリハビリも必要となる患者の増加、自宅で暮らしながら、医療を受ける

患者の増加等医療のニーズも多様化してくることから医療介護総合確保推進法による改革がすすめ

られた。 

そして、各都道府県は、地域医療構想を策定し、2025 年に向け、病床の機能分化・連携を進める

ために医療機能ごとに 2025 年の医療需要と病床の必要量を推計し、目指すべき医療提供体制を実現

するため施策を推進している。 

 

看護職員就業者数は年々増加傾向にあり、平成 26年には約 160万人が就業している。その 61％は

病院に勤務しているが、訪問看護ステーションに勤務しているのはわずか 2.5％である。 

社会保障・税一体改革の試算によると、2025 年には約 200 万人の看護職員が必要であると言われ

ているが、仮に毎年 3万人のペースで就業者が増加したとしても、11年間で 33万人であり 200万人

には届かず需給ギャップがある。 

このような状況から、離職防止・復職支援等の総合的な対策を実施するにいたった。 

 

その対応策として、 
 
① 看護職の復職支援の強化を図るために、看護師等人材確保促進法を改正し、看護師等免許保持

者について一定の情報の届出制度を創設し離職者の把握を徹底する。 

都道府県ナースセンターが離職後も一定のつながりを確保し、ライフサイクル等を踏まえて 

適切なタイミングで復職研修等の必要な支援を実施する。 



② 勤務環境の改善を通じた定着・離職防止を図るために医療法を改正し看護職員を含めた医療 

従事者全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務環境改善の取組を促進し、 

都道府県医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を支援する。 

ワークライフバランス等にも配慮した取組を促進し、看護職員の定着・離職防止を推進する。 

と言うもの絵ある。 

 

ナースセンターとハローワークは、求人に関する情報の共有を図りながらハローワークへの巡回 

相談の実施、医療機関等への求人充実支援を行い、さらに復職支援を強化していくことが必要である。 

 

法改正から平成 28年 4月までの 7ヶ月間の届出者数は 22,000人、その内復職支援対象者は、11,000

人であるが今後届出によりこの人数は増えていくこととなり、ナースセンターの仕事も増えていく 

ことになる。 

 

看護師等の学校又は養成所の設置者は、 

① 看護師等の免許を受けたものの、卒業後に保健師助産師看護師法の業に従事しないことが 

明らかな学生・生徒に対して、都道府県ナースセンターに届出を行う事が法律で定められている

旨を情報提供し、届出を促すこと、 

 

② 在学中の学生・生徒に、卒業後を想定したキャリア教育の一環として病院等を離職した場合に

は、法律に基づき都道府県ナースセンターに届出を行う事が必要である旨を教育すること。 

が義務付けられている。 

看護師等養成所の先生方は、学生に対して、免許取得後直ちに就業しない場合、進学等で看護師

免許取得後に従事しない場合、また仕事を辞めた場合は、必ずナースセンターに届出ることを周知

してほしい。 

キャリア教育の一環として学生への教育をお願いする。 

 

看護職に従事しなくなった場合とは、保健師助産師看護師法に規定されている業に従事して 

いないことになるため、看護師等養成所の教員方も是非届出をお願いします。 

 

届出制度の概要については以下の通りです。 

  

○ 看護師等人材確保法に基づく看護師等免許保持者の届出 平成 27年 10対 1日施行 

看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）は、病院を離職した場合などにおいて、住所、

氏名などの情報を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない。 

 

１．届出るタイミング 
 
  ①病院等を離職する場合 

   ・病院等を離職した場合 

   ・保健師、助産師、看護師、準看護師の業に従事しなくなった場合 

   ・免許取得後、直ちに就業しない場合 

   ・平成 27年 10月 1日において、現に業務に従事していない看護師等 
   

②既に届出た事項に変更が生じた場合 

 

２．届出る事項 

  ・氏名、生年月日および住所 

  ・電話番号、メールアドレスその他の連絡先にかかる情報 

  ・保健師、助産師、看護師又は準看護師の登録番号および登録年月日 

  ・就業に関する状況 

 



３．届出る方法 

  ・届出は、インターネット経由でナースセンターに届出する方法を原則とする。 

   看護師等の届出サイト「とどけるん」 

 

４．関係者による届出の支援 
   

①以下の者は、上記の届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければならない。 

   ・病院の開設者、 

   ・保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者 
   

②「支援」とは、看護職員に対して届出を行うよう促す、看護職員に代わって一括して届出を 

行う、学校・養成所においてはキャリア教育の一環として届出制度について学生に教育する 

等 

 

 

講 演  「地域包括ケアにおける看護師の役割」 

      ～訪問看護の現状と 2025年に向けた課題～ 
 
講師 高砂 裕子 氏 （一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事） 

 

 

 

講演概要： 

 はじめに、少子高齢化が進行するわが国において、社会保障政策の再構築が進められ、持続可能な

医療・介護の制度設計が、検討されている。 

団塊の世代が、後期高齢者となり、高齢化率が 30％を超える 2025年に向けて高齢者の尊厳の保持

と自立生活の指示の目的の下で可能な限り、すみなれた地域で自分らしい暮らしを最期まで続ける 

ことを目指し、地域包括ケアシステムの構築を推進している。 

 

わが国の人口は、2,060年には 9,000人を割り込み、高齢化率は 40％近い水準になるといわれて 

いる。全人口に占める生産年齢人口と年少人口の割合は減少し、老年人口の割合は増加している。 

生産年齢人口が老年人口を支えるよりは全人口で考えなければならない状況となり、看護師も 

生涯現役で、それぞれに応じた場所で働くことが必要である。 

 また、生産年齢人口の減少は、看護師養成においても深刻な問題となってきている。 

 

要介護度認定者数も平成 26年 4月現在で、586万人でこの 14年で 2.69倍となっている。 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、国は重度な要介護状態となっても住み慣れた 

地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステム構築の実現を目指している。 

 



この地域包括ケアシステムで大切なことは、地域の強みを生かしたケアシステムであること、 

地域の現状から創られていくものである。 

都市部と地方では、医療機関が違い、看護師の需給見通しも違っている。 

専門職だけではなく、住民から期待される、提供される医療はなにかを検討していくことが大切で 

ある。地域の特性に応じたシステム化が望まれる。  

 

平成 26 年 6 月、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律（医療介

護総合確保推進法）の整備等に関する法律が成立し、医療法、介護保険法等関係法律について所用の 

整備を行うこととなった、 

概要としては、①新たな基金の創設 ②地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保 

③地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化 ④その他として特定行為の研修制度、医療事故

にかかる調査の仕組みの位置づけ等である。 

消費税財源活用としての新たな基金は、都道府県により活用が異なっているため、どのような目的

でどのような事業に使われているか確認する必要がある。 

医療提供体制の改正については、病床の医療機能の報告と地域医療構想の策定、地域医療計画の 

策定であり、必要なサービスの需要に対して必要なサービスを供給できる体制の整備が必要である。 

費用負担の公平化については、低所得者の保険料軽減、一定以上の所得のある利用者の自己負担金

を 2割に引き上げた。そのため、介護保険サービスを少なくする傾向にあり、特養への入所も負担金

が増えることから、自宅で過ごす人が増えている状況である。 

特定行為の研修制度については、訪問看護師はすべての研修を受けてサービスを提供できるのが 

ベストと考えるが、研修時間がかかるため現実的には難しい状況にある。しかし、今後考えて行きた

いと思っている。また、今後在宅における医療事故にかかる調査研究を始める予定である。 

 

新卒看護師が訪問看護師になる。 

かつては、病院での看護師経験 3年を条件に訪問看護師を採用していた事業所が多かったが、 

厚生労働省の調査では、新卒者が訪問看護ステーションで働いている人が多い状況である。 

多死社会が到来し、看護師の働く場も拡大してきている。 

新人看護師が訪問看護ステーションで働くこともありだという考えになった。  

 現在では学生からの問い合わせが多く、訪問看護ステーションで働きたいという学生が 2割いる。 

2014年には 2％、35名が訪問看護ステーションで働いている。 

 教員は、世の中の変化を見て学生を送り出すことも必要ではないか。 

新人看護師受入れにあたって、何を準備すべきかを整備する必要がある。勉強会も行ってきた。 

そして自ら（講師）も 1年間研修を受講し新人看護師でもできるかもしれないと思った。 

夏休みに 1日体験を受入れ、何ができるかを考えた。病院の新人と一緒に研修を受ける。看護技術

の練習は学校にお願いする等、訪問看護ステーションで新人を大事に育成することが必要である。 

   

卒業生は、社会に出てから（業務などで）迷うと母校に相談に行くことが多い。 

医療機関で働いて離職すると在宅看護に従事することもあるので、これを第二新卒者として受け入れ

ていく。 

看護教員と訪問看護ステーション（職員）が連携し、新人看護師が働く場所となるよう協力し 

新人看護師の育成をしたいと思っている。 

 

新卒看護師が訪問看護師になるための研修等については、 

・平成 26年度新卒看護師のための訪問看護事業所就業推進プログラム開発に関する調査研究 

事業報告書 

・平成 27年度地域で育てる新卒訪問看護師のための包括的人材育成ガイド  

・日本看護協会の取り組み  

・都道府県看護協会の取り組み 山梨県看護協会、千葉県看護協会等 

ホームページで閲覧できるため是非参考にしてほしい。 

  



 

１．訪問看護の制度的変遷 
 
   老人保健法制定以前は、一部の病院による訪問看護、保健師の訪問指導が行われていた。 

   1982 年老人保健法が制定されると、保険事業としての機能訓練、訪問指導が行われるように

なった。 

また、退院患者継続看護・指導料―→1992 年老人訪問看護が制度化され、看護師が管理者の

事業所に診療報酬が配分される仕組みが創設された。 

   1994年指定訪問看護制度が創設され、訪問看護の対象が老人以外にも拡大された。 

   2000 年介護保険法施行により、医療保険、介護保険の双方に対する訪問看護事業が行われる

ようになった。 

 

２．在宅療養者の現状 
 
   訪問看護ステーション利用者の特徴としては、医療ニーズの高い人、ガン末期の人、重介護の

人、認知症の人、精神疾患を持った人、1人暮らし・高齢者世帯、多問題を抱えた人が増加、 

膨大な人数の要医療・要介護・要看護の人たちが増加している。 

利用者の推移としては、医療保険、介護保険とも訪問看護の利用者は増加し、特に 75 歳以上が

多くなっている。 

訪問看護ステーションの利用者の主傷病は、精神疾患および神経疾患がそれぞれ約3割を占め、

次いで悪性新生物が 1割である。医療機器を使用している等のために医療ニーズが高い状態で 

ある。 

膀胱カテーテルを使用している人や酸素療法の該当者は小児が多い。 

訪問看護の利用者数は平成26年で46～47万人となっているがその約3割が医療保険であり、

医療保険利用者は年々増加傾向にある。 

小児に対する訪問看護の実施状況は、0～9 歳が増加しており、平成 13 年に比べ、平成 27 年

は 9.5倍になっている。また、長時間訪問看護加算は、15歳未満の小児の訪問回数が多くなって

いる。これはNICUの受け皿としての訪問看護の役割が大きいといえる。 

18歳未満の小児を受け入れている訪問看護ステーションは約 5割であり、受け入れている 

ステーションのうち約 7割は 1 ステーション当り小児利用者数が 1～4人である。小児を特化型

で行っているステーションもある。 

また最近は小児の訪問看護をしたいと言う学生も増えているようである。18 歳未満の利用者

のうち約半数は超重症児と準重症児であり、人工呼吸器を装着している児が多い。 

 

３．訪問看護ステーションの現状 
   

・訪問看護ステーションの数は増えているが、廃止・休止も多い。    

・訪問看護ステーションの開設は医療法人が最も多かったが、平成 26年には営利法人が多く 

40.3％を占めている。 

・訪問看護ステーションの常勤看護師数は、3人以上 5人未満が最も多く、約 5割を占めて 

いる、訪問看護ステーションの従事者数は平成 26年には 65,000人であるが看護職が最も 

多い。 

・特別な医療処置を必要とする利用者、例えば共感栄養法、点滴・静脈注射、膀胱カテーテル、 

在宅酸素療法を必要とする利用者については 9割以上のステーションが受け入れ可能で 

あった。 

・訪問看護ステーションでは、職員の研修等を行い、受け入れ態勢を整えているということで 

ある。 

・訪問看護事業所の規模は 3～5人の看護職員が最も多く 5割を占めているが、看護師が 5人 

以上の事業所の割合が増加し、事業所の規模は拡大傾向にある。また、規模が大きいほど 

要介護度の高い利用者が多く、訪問看護の依頼数が多い傾向にある。 



・わが国は自宅で死亡する人の割合は、全国平均で 12.9％であるが、これをオランダや 

フランスなどの在宅死亡の割合が 30％程度まで引き上げるとすると、約 16万人の訪問 

看護師が必要となる。 

・訪問看護ステーションの利用者の半数以上が在宅で最期を迎えている。 

また、訪問看護利用者が多い都道府県では、在宅で死亡する人の割合が高い傾向にある。 

 

４．訪問看護に関する報酬改定 
 
  2016年の報酬改定では、機能強化型訪問看護ステーションの要件見直しが行われ、がん医療 

総合診療料を算定する利用者を数に含めることで見取り数をクリアできる。また超重症児および 

準超重症児の利用数によって算定可能となった。このことから訪問看護ステーションの経営が安定

し、医療依存度の高い患者、終末期患者、小児の患者が地域で暮らすことができるようになった。 

さらに、退院直後に入院医療機関の看護師が患者等を訪問し退院後の療養上の指導を行った場合

の評価が新設された。またこの看護師と訪問看護師が同行訪問し療養支援をすることで加算される 

こととなった。 

訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書等診療情報提供書の電子的な送受信に関する

評価もされるようになった。 

       

５．2025年に向けた訪問看護のあり方 
 
 超高齢社会の進展により急速な高齢化、多死時代の到来、急性期病院の在院日数短縮化、多種多様

な年齢、疾患療養者の在宅への増加等により、訪問看護に求められるのは、24 時間 365 日切れ目の

ない医療の実現であり、予防的な視点にたったサービスの提供である。また、住み慣れた自宅や介護

施設、利用者が望む場所での看取りの実施、他職種の協働・連携である。 

そのため、訪問看護ステーションは、対象者の急激な増加を予測し、多様化・複雑化する対象者の

ニーズへの対応が必要であるが、事業規模が小さく、経営的にも運営上も不安定であり 24 時間 365

日どんな対象者をも受け入れるのは困難である。また、訪問看護ステーションの不足、訪問看護師の

不足、人材育成をどうするか等課題が多い。 

  

在宅療養者が安心して生活するための訪問看護の展望としては、慢性期対応型から、ターミナル 

ケアや重度対応型へと柔軟に対応していくこと、大規模化やネットワーク化などによる支援を行って

いくこと、地域のニーズに対する対応、医療と介護のつなぎ手に、市民のセイフティーネットとして

の 24時間ケアの充実を図る等が考えられる。 

 

今後、医療・介護の連携がどのように推進していくか、地域包括ケアシステム構築へ訪問看護が 

どのように対応していくか等課題も多いが、地域包括ケアシステムがどうなっているのかを常に把握

し、地域の中で生活を支援するための訪問看護をどのように展開していくかを検討していく必要が 

ある。 

  

訪問看護師に求められる能力としては、 

・医療モデルではなく生活モデル「生活支援者としての視点と力量」 

・プロとしての能力 ターミナルケアのプロ 

在宅療養者・生活者の生きることを支援するプロ 

・介護職等多職種と連携・統合できる気構え・力  

 地域包括ケアの中核として 

・地域を見渡せる力 視野を地域全体に（施設も病院も） 

・事業を立ち上げる力 必要なサービスを作り出していく力  

等が考えられるが、生活モデルとしての視点が最も大切である。 



 

事業所としては、どのように発展させるか。 

   ・訪問看護ステーションを機能強化、大規模化する 

   ・看護小規模多機能型居宅介護など多職種が一体となってサービスを提供する形態へ転換する。 

   ・訪問看護に特化せず、地域の中での多機能を発揮する。 

    「地域包括ケアステーション」「地域総合ケアステーション」を目指す。 

    今後は名称変更も必要ではないかと考えている。 

 

＊訪問看護アクションプラン 2025 の冊子を作成しているので参考にしてください。 

 

 ＜質疑応答＞ 

  Ｑ：新人卒業生 2名が、就職を希望したが、ステーション側から「病院で経験を積んでからね」

と言われた。ステーション側の意識は変化しているのか？ 

 

  Ａ：新卒者を受入れ可能であるステーション名を明示する必要がある。 

    就職に関しては、ステーション側の考えを聞き、学校との連携を深めることも大切である。 

    例；「教育してくれるステーションはないですか？」と尋ねられたので、都内の大規模 

ステーションを紹介したことがある。 

 

バーンアウトすることのないように人材育成については、事業所が教育体制を作っていくことが 

必要である。 

 

（編集委員 鳴尾 悦子） 

 

 

 

 

 

 

 


