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本会の取り組み

１．看護職員確保
２．現場支援

１） 相談対応
２） 情報提供
３） 寄附受入れと活用

３. 国への要望
４．看護の現場と国民をつなぐ

１） ハッシュタグキャンペーン
２） 看護職の活動事例
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１．看護職員確保
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令和２年２月２８日 厚生労働省医政局看護課
「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連した対応について」

⇒『医療機関等が所要の医療提供等を継続するために必要な代替職員の確保につ
いての協力依頼』

令和２年３月２日 日本看護協会から、都道府県看護協会へ

⇒『看護職の確保について、都道府県からの要請に応じ、ナースセンターの職業紹介
による確保等について、協力を依頼』

令和２年４月７日 緊急事態宣言発令

令和２年４月８日 中央ナースセンターからeナースセンター求職登録者・届出制度登
録者50,000人の看護職に復職の依頼メールを、一斉に送信

看護職の方で現在、就業していない方へ（復職のお願い）
eナースセンター求職登録者の皆様へ/「とどけるん」届出登録者の皆様へ
新型コロナ感染症による感染の拡大に伴い、医療・介護施設等で看護職の就業が求められています。
現在、さまざまな場所で看護職が必要とされており、病院はもとより、診療所、介護施設等の医療・介護現場だけでなく、保育
所や学童保育、小中学校、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談などでも就業が求められております。
就業するにあたっては、常勤だけでなく、短期間や時間単位等による多様な勤務形態での就業も可能です。また、お住まいの都
道府県だけでなく、他の都道府県での就業も求められております。
看護職の免許をお持ちの方で就業していない方におかれましては、復職をお願いいたします。ご協力いただける場合は、以下の
ナースセンター一覧よりお住まいの都道府県ナースセンターにご相談ください。

１．看護職員確保
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１．看護職員確保
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相談・問い合わせ数（件） 求職者数
（人）

求人数
（人）

紹介人数
（人）

就業者数
（人）

看護職 施設 その他

6,186 834 460 2,901 1,629 1,577 996

就業場所 就業者数（人）

コロナ関連の相談対応コールセンター 248

軽症者宿泊施設 404

病院 34

診療所 3

その他の入所施設 17

その他施設 290

計 996

・施設・病院に紹介した1,577人中996人が就業
・「軽症者宿泊施設」「病院」「コロナ関連の相談対応コールセンター」などで活躍

ナースセンターでの求職・求人実績（6月29日時点）

１．看護職員確保
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〇中央ナースセンターは、厚生労働省から日本看護協会が指定を受け運営
〇都道府県ナースセンターは、都道府県から都道府県の看護協会が指定を受け

運営
47都道府県には、都道府県ナースセンターがあり、看護職確保対策に向けた取り組
みを実施している

1992年「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき設置

47都道府県ナースセンターの事業
１．「看護の心」普及事業
２．潜在看護職の把握等の調査
３．看護職の無料職業紹介事業（ナースバンク事業）
４．再就業支援等の研修の実施

中央ナースセンターの事業
１．都道府県ナースセンター事業の後方支援
２．無料職業紹介サイト「ｅナースセンター」の管理・運用
３．各ナースセンターの連携強化・相談業務強化
４．ｅナースセンター登録データの分析・各種報告書作成

無料職業紹介をインターネット上で行っている： https://www.nurse-center.net/nccs/

１．看護職員確保 ～ナースセンターとは～
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２．現場支援
１） 相談対応
２） 情報提供
３） 寄附受入れと活用
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4月20日～

日々現場で看護に携わる看護職のみなさまの不安や悩みについてご相談をお受けします
医療機関や介護施設、訪問看護ステーション等における感染管理や、今後の働き方、看護職のみな

さまのメンタルヘルスに関する支援により、現状の改善を目指します

相談体制：【新型コロナウイルス感染症に関する看護職の相談窓口】
下記4領域において、それぞれの専門的知識をもつ回答者が対応しています

①感染管理について ②看護職の働き方 ③メンタルヘルスについて※ 6/1より日本専門看護師協議会が対応

④ご意見・ご要望 ※4/30まで④その他として対応

方法：ご相談は日本看護協会ホームページから専用フォームにて受け付けています。土日祝日を含め、
感染対策等急を要する相談に関しては一両日中のタイムリーな回答を目指します。

4月6日～4月20日まで、看護職を対象にした「新型コロナウイルス感染予防窓口」を開設
問い合わせへの対応。（計119件）

「新型コロナウイルス感染症に関する看護職の相談窓口」を
新たに開設

２．現場支援 １） 相談対応
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相談件数：702件(6/29時点）

【新型コロナウイルス感染症に関する看護職の相談窓口】

不安を覚えながら取り組む現状が浮き彫りに

相談区分 件数

感染管理 247

働き方 169

メンタルヘルス 68

ご意見・ご要望 99

感染予防相談窓口（4/6-20） 119

２．現場支援 １） 相談対応
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相談内容を踏まえたFAQをホームページにて提供

1. 衛生管理
2. 個人防護具の利用
3. 医療機関の感染管理
4. 分娩取扱い施設の感染管理
5. 精神科病院の感染管理

1. 看護職が感染した場合等の社会保障給付等（労災保険・健康保険ほか）
2. 事業休止・一時帰休に伴う給与補償（休業手当・生活支援ほか）
3. 復職・兼業についての相談
4. 労務管理・労働安全衛生の確保について（妊娠中の職員への配慮ほか）
5. 育児・家族・介護・育休明け
6. 処遇・賃金・手当
7. その他

6. 訪問看護ステーションの感染管理
7. 介護施設の感染管理
8. 保育所の感染管理
9. 医療者自身の家族への対応

10. その他

・労働に関するFAQ（5月26更新）

・感染管理に関するFAQ（5月26日更新）

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/pdf/faq01_20200526.pdf

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/pdf/faq02_20200526.pdf

２．現場支援 ２） 情報提供
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■新型コロナウィルスに特化した動画
・個人防護具の正しい着脱（診察編）
・COVID -19を疑う患者の検体採取の方法
・「3つの密」を避ける！（施設編）
・ベッドサイドで行うケア・処置（吸引編）
・新型コロナウイルス感染症（COVID -19）の

感染症対策とトリアージ（クリニック編）

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/index.html?utm_source=top&utm_medium=banner&utm_campaign=square

【個人防護具の正しい着脱（診察編）】より抜粋

■感染予防の基本（資料）
感染予防の基礎からさまざまな現場、状況を想定した感染予防および
感染症発生後の拡大防止策などをまとめています。

① 新型コロナウイルス感染予防および対策に関する資料・動画

公式ホームページにて情報発信
２．現場支援 ２） 情報提供

日本看護協会ホームページに掲載
上記5件の動画閲覧総数
2020年4月9日～6月24日

81,743件
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新型コロナウイルス感染管理下における看護提供体制の整備にあたり、
マネジメントに必要となる情報を紹介

・感染管理に関するFAQ
・労働に関するFAQ
・看護管理者の皆様へ―新型コロナウイルス感染症への対応-ver.2（資料）

公式ホームページにて情報発信

② 看護管理者に向けた情報提供

③ 周産期に携わる看護職に向けた情報提供

国や関連団体による周産期に携わる看護職を対象とした情報を紹介
・本会要望について
・周産期FAQ（分娩取扱施設の感染管理、働き方等・、窓口相談）
・国や関連団体の情報

④ 訪問看護ステーション等で働く看護職に向けた情報提供

訪問看護ステーションや介護施設等で働く看護職を対象とした情報を紹介
・訪問看護に関する情報提供・相談窓口
・感染予防・感染者の対応
・報酬に関する情報
・厚生労働省Webサイト掲載情報

２．現場支援 ２） 情報提供

公益社団法人 日本看護協会 14



新型コロナウイルス感染症対策事業へのご寄附

２．現場支援 ３） 寄付と活用

企業などからご寄附いただいたPPE（マスク、ガウン、フェイスシールドなど）は
都道府県看護協会を通じて医療機関などに配布しています。

物品内容 数量

アイソレーションガウン 25,000

防護具 100

マスク 26,920

サージカルマスク 71,000

フェイスシールド 42,110

その他

今後もご寄付については、PPE等を都道府県看護協会を通じて医療
機関等に配布の予定です。
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３．国への要望
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国への要望一覧

日付 宛先 要望内容

2月28日 厚生労働省 保険局長
1．災害時同様の入院基本料等に関する診療報酬上の柔軟な対応
2．2020年度診療報酬改定にあたっての十分な準備期間の確保

3月27日 文部科学省 初等中等教育局長 1．医療的ケア等に関わる学校配置の看護師等への処遇

3月30日 厚生労働大臣
1．医療機関における看護職員の確保策の推進
2．医療機関、介護施設、訪問看護事業所に対する防護関連用具の確保、配付
3．訪問看護事業所における事務手続き等の柔軟な対応

3月30日
内閣府全世代型社会保障改革担当大臣

特命担当大臣(経済財政政策)
1．医療的ケア等に関わる学校配置の看護師等への処遇

3月30日
内閣府全世代型社会保障改革担当大臣

特命担当大臣(経済財政政策)

1．医療機関・介護施設・訪問看護事業所等に対する衛生材料の確実な供給
2．医療的ケア児を養育する家庭等に対する衛生材料等の確実な供給
3．地域における感染管理に関する専門性の高い看護師の活用による体制整備の強化
4．介護施設・訪問看護事業所等における看護職員の確保および連携体制の推進
5．訪問看護事業所の事業存続のための財政的支援と ICT導入推進

3月30日

新型コロナウイルスに関連した感染症
対策に関する厚生労働省対策推進本部

厚生労働省 医政局長
社会・援護局長
老健局長

1．医療機関・介護施設・訪問看護事業所等に対する衛生材料の確実な供給
2．医療的ケア児を養育する家庭等に対する衛生材料等の確実な供給
3．地域における感染管理に関する専門性の高い看護師の活用による体制整備の強化
4．介護施設・訪問看護事業所等における看護職員の確保および連携体制の推進
5．訪問看護事業所の事業存続のための財政的支援と ICT導入推進

３．国への要望
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国への要望一覧

日付 宛先 要望内容

4月15日

厚生労働大臣

内閣府全世代型社会保障改革担当大臣
特命担当大臣

1. 新型コロナウイルスに感染した患者に対応した、又は対応する可能性が高い看護職一
人ひとりに対し、危険手当を支給されたい

2. １に記載した看護職が帰宅せずホテル等に宿泊した場合、当該看護職に対し1泊につき
15,000円を上限に宿泊費の補助（病院において費用を負担している場合は医療機関に
対して補助）を行っていただきたい。

4月15日

厚生労働大臣

内閣府全世代型社会保障改革担当大臣
特命担当大臣

医療機関（病院又は診療所）が妊娠中の看護職員の休業に伴って代替職員を雇用した場合
に、その所要経費（賃金等）に対する補助金の支給をお願いしたい。

4月16日
厚生労働大臣

厚生労働省保険局長

1. 特定集中治療室等における重症患者への医療提供に対する加算等の創設
2. 重症患者に対する特定集中治療室管理料等の算定期間の延長
3. 特定集中治療室管理料等を算定する治療室以外での重症患者対応への評価

4月20日
厚生労働省医政局長
厚生労働省保険局長
厚生労働省老健局長

1. 報酬算定にかかる基準及び要件等の臨時的対応について
2. 訪問看護従事者の確保および事業所の存続支援に係る情報提供について

4月21日
厚生労働大臣

厚生労働省医政局長
厚生労働省保険局長

新型コロナウイルス感染症の医療機関内におけるPCR検査に関する要望書

３．国への要望
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国への要望一覧

日付 宛先 要望内容

5月18日
5月19日

厚生労働大臣
文部科学大臣

1．臨地実習に代わる教育方法に関する範囲等の提示
2．臨地実習に代わる教育方法に係る費用補助
3．看護学生の就職活動に関する配慮

5月18日
安倍晋三内閣総理大臣
文部科学大臣

1．医師の診断の基に実施されるPCR検査料が公的料金で支払われるようお願いしたい
2．新型コロナウイルス感染症対策による従来の診療内容の大幅変更に伴う経費投入をお
願いしたい

5月19日 厚生労働省医政局長
1．急性増悪時の入院受け入れ先の確保等
2．医療機関と同等の防護具等の供給
3．訪問看護師に対するPCR検査の実施

5月19日 厚生労働省老健局長
1．介護報酬における訪問看護提供に対する加算の創設
2．要介護高齢者の感染防止にかかる入院先の確保

３．国への要望
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妊娠中の看護職員の休業に伴う代替職員の確保について

要望内容
医療機関（病院又は診療所）が妊娠中

の看護職員の休業に伴って代替職員を
雇用した場合に、その所要経費（賃金等）
に対する補助金の支給をお願いしたい

＜要望提出先＞

・厚生労働大臣（令和2年4月15日）
・内閣府全世代型社会保障改革担当大臣特命担当
大臣（経済財政政策）（令和2年4月15日）

３．国への要望
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新型コロナウイルス感染症対応をしている
看護職に対する危険手当の支給について

要望内容
新型コロナウイルスに感染した患者に

対応した、又は対応する可能性が高い
看護職一人ひとりに対し、危険手当を支
給されたい。

＜要望提出先＞
・厚生労働大臣（令和2年4月15日）
・内閣府全世代型社会保障改革担当大臣特命担
当大臣（令和2年4月15日）

３．国への要望
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３．国への要望

新型コロナウィルス感染症の医療機関内における
PCR検査に関する要望書

要望内容
1. 手術や検査、分娩、その他の診療を

目的に当該医療機関へ受診する者に
対して、症状の有無にかかわらず医
師が感染を疑った場合は、PCR検査
を医療保険の適用とされたい

2. 新型コロナウイルス感染症を受け入
れている医療機関において、不安を
持ちながら勤務している医療従事者
が希望した場合、PCR検査を実施し、
その費用を公費で負担されたい。

＜要望提出先＞
・厚生労働大臣（令和2年4月21日）
・厚生労働省医政局長（令和2年4月21日）
・厚生労働省保険局長（令和2年4月21日）
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全国大学病院への財務投入の要請書

要望内容
1. 医師の診断の基に実施される

PCR検査料が公的料金で支払わ
れるようお願いしたい

2. 新型コロナウイルス感染症対策に
よる従来の診療内容の大幅変更
に伴う経費投入をお願いしたい

＜要望提出先＞
・安倍晋三内閣総理大臣（令和2年5月18日）

・文部科学大臣（令和2年5月18日）

３．国への要望
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４．看護の現場と国民をつなぐ

１） ハッシュタグキャンペーン
２） 看護職の活動事例
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１） 実施 2020年4月24日（金）開始

２） 投稿数 793件（6月25日時点）

３） 投稿への協力
・都道府県等：北海道、山形県、東京都（小池都知事）、長野県、奈良県、兵庫県、広島県等
・著名人：つんく♂氏（音楽プロデューサー）等

４） 本会HPへのメッセージ
内館牧子氏（脚本家）、羽生結弦様（フィギュアスケーター）、
尾木直樹様（教育評論家）、坂東眞理子様（昭和女子大学理事長・総長）、
室井滋様（女優）、清水ミチコ様（タレント）、柴田理恵様（タレント）、
こしのりょう様（漫画家）

５） その他
・ファミリーマート店頭のレジ液晶画面でのキャンペーン6/23（火）～全国の店舗で放映

４．看護の現場と国民をつなぐ １）「Nursing Now_いま私にできること」キャンペーン

国民一人一人に自身が感染しないという意識を高めていただくこと、
最前線で働く看護職へのエールを発信することを目的にハッシュタグキャンペーン
「Nursing Now_いま私にできること」を実施。
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４．看護の現場と国民をつなぐ １）「Nursing Now_いま私にできること」キャンペーン

Twitterで「＃NursingNow_いま私にできること」
キャンペーンの実施

医療従事者に感謝を込めて、日本看護協会ビル
のクリスタルコーンをブルーにライトアップ。
4月22日（水）～
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新型コロナウイルス感染症での看護職の活動事例

医療機関等における新型コロナウイルス感染症に係る看護職の活動・実績について情報を
収集し、感染拡大・蔓延下での看護職の役割・活動について、具体的な事例を社会に向けて
発信する。

01. 感染管理認定看護師の活動
02. 軽症者施設における活動
03. 都道府県看護協会の取り組み

04. 中小病院、一般病院での活動
05. 看護管理者の活動

WEB掲載 6月25日～9月上旬（24事例）
機関紙「協会ニュース」掲載 6月号、7月号、8･9月号

06. 患者家族のケア
07. 保健師の活動
08. 助産師の活動
09. 訪問看護における活動
10. 介護施設等における活動

テーマ

４.看護の現場と国民をつなぐ ２）看護職の活動事例
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４．看護の現場と国民をつなぐ ２）看護職の活動事例

「全国初の軽症者宿泊施設の立ち上げに奔走」

福井県職員／感染管理認定看護師 夛田(ただ)文子さん

※詳細は日本看護協会ホー
ムページを参照ください
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４．看護の現場と国民をつなぐ ２）看護職の活動事例

認定看護師を中心に感染対策で成果
宝塚第一病院／感染管理認定看護師 雪田智子さん

※詳細は日本看護協会ホー
ムページを参照ください
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