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地域包括ケアシステムを実効性の伴うものとするためには、医療の専門職の機能が地域において広く十分に確保される
ことが不可欠であり、また、人々の二ーズに迅速に対応できる仕組みを整えることも急がれ、"その人らしい"生活を支援す

る看護師の役割は、今後ますます重要になります。複雑な医療二ーズの急増を踏まえれば、全ての看護師がこの役割を果
たせることが求められ、その基盤となる看護師養成制度の抜本的見直しは必須であり、急務です。看護師養成の教育年限
4年の実現を強く要望します。
また、報酬制度、医療・介護保険事業計画等が揃って再スタートする平成30年度は、2025年に向けた地域包括ケアシス
テム構築の節目の年です。是非とも、必要な体制が各地域に確保されるよう、平成30年度予算案等の編成にあたっては、
以下の事項につきまして、ご尽力を賜りますよう、要望いたします。
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「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進

地域包括ケアシステム推進のための訪問看護人材育成ならびに訪問看護提供体制の充実

看護職員の確保・勤務環境改善対策の推進
医療・療養のすべての場で、医療安全の更なる確保・推進

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整備

看護師養成の教育年限4年の実現

要望１

○国民のニーズに応え安全な医療・看護を保障するため、看護師養成の教育年限4年への延長を実現されたい。
 患者像の複雑化に対応した、臨床推論力の育成ならびに高い看護実践能力獲得に必須の臨地実習の強化・充実が不可欠。
療養の場の変化に応じ、在宅看護領域の教育内容の増加なども必要。
 これまでも社会のニーズに応じて教育内容が追加されているが、教育時間は30年変化がない。今後の社会のニーズに応え
るには、教育時間の増加は不可欠であり、年限延長なくしては教育の拡充は不可能。
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平成8年より単位制が採用されたため、実習は1単位＝45時間とし算出（看護師等養成所の運営に関する指導要領について）
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専門分野(ⅠⅡ)・統合分野
専門基礎分野
基礎分野
出典：看護教育の内容と方法に関する検討会 資料を改変
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要望１

看護師養成の教育年限4年の実現

要望の背景・理由
 医療を取り巻く現状の変化を踏まえ、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」が開催

されている。
 中間とりまとめでは、「患者・家族やその地域社会の多様性・複雑性に対応した創造的なサービス」に転換することが必

要と提言された。
 これからの看護提供においては、高齢化等による患者像の複雑化に対応することが求められる。また、短期間での集

中的な入院治療のみならず、在宅での予防から看取りまでの支援を視野に入れた活動が不可欠である。
 そのため看護師基礎教育においても、このような状況に対応するための教育の見直しが必須である。
 特に患者像の複雑化に対応した、臨床推論力の育成ならびに高い看護実践能力獲得に必須の臨地実習の強化・充実

が不可欠である。また、療養の場の変化に応じ、在宅看護領域の教育内容の増加なども必要である。
 これまでも社会のニーズに応じて教育内容を追加されているが、教育時間は30年変化がない。今後の社会のニーズに

応えるには、教育時間の増加は不可欠であり、年限延長なくしては教育の拡充は不可能である。そのため、教育年限を
4年に延長されたい。
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要望２

「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進

１）在宅領域での受講が促進されるよう、特段の措置を講じられたい。
・受講者の代替職員の確保（病院から訪問看護ステーションへの出向等の仕組みの構築）
・外部受講者を多く受け入れる指定研修機関への財政措置の強化

２）本制度活用推進に向けた評価及び抽出された課題の検討をされたい。
・特定行為研修修了者の活動実態の把握
・引き続き検討が必要とされていた行為についての議論の再開
１）在宅領域での受講の促進
 病院から訪問看護ステーションに、一定期間、看護師が出向する枠組みの構築により、ステーション看護師の研修の受講が可能とな
り、加えて病院と在宅の連携強化等の効果
 外部からの受講者を多く受入れることで、広く地域に対する受講機会が増加
 研修機関では受講者の確保が難しい。看護師・看護管理者に更なる周知が必要。修了者の活動を映像化する等によって具体的に示
す等の工夫を
２）本制度活用推進に向けた評価及び課題の検討
 制度の活用推進のため、研修修了後の活動実態の把握に基づく制度の評価および課題抽出が必要
 評価を踏まえ、研修機関の質の担保と修了者の活動を支援する仕組みの構築等、解決のための方策の検討を
 制度の検討時に「特定行為とするかについては引き続き検討が必要」という意見が出た行為についての議論の早急な再開を
平成２７年度特定行為研修修了生の
うち、在宅領域で勤務している者の数

指定研修機関と定員数の推移
指定研修機関

在宅領域
約20

研修受講料の分布

定員数*

8

405
292
213

在宅領域以外
約240

3

14

21

28

2015年10月

2016年2月

2016年8月

厚生労働省HPと各指定研修機関の募集要項の情報をもとに作成
（平成28年9月現在）。
*募集要項を公表していない研修機関と定員を「若干名」としてい
る研修機関を除く20の研修機関の定員数。
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５０万円
未満

n=15（28の指定研修機関のう
ち、大学院と募集要項を公表
していない研修機関を除く）

4

５０万円以上
１００万円
１００万円未満 以上

各指定研修機関の平成28年度生募集要項の情報をもとに作成
（平成29年1月現在）。
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要望２

「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進

要望の背景・理由
１）在宅領域での受講の促進
 在宅領域では、研修受講期間の代替要員の確保が、受講促進には不可欠である。病院から一定期間、訪問看護ス

テーションに看護師を出向させる枠組みの構築により、訪問看護ステーションの看護師の研修の受講が可能となり、加
えて病院と在宅の連携強化等も図られる。
 また、受講機会の増加のため、外部からの受講者を多く受入れる研修機関に対し、補助金を手厚くする等の措置を講じ

られたい。
 各研修機関において受講者の確保が難しい現状がある。現場の看護師や看護管理者の理解が進んでいないことも理
由のひとつであることから、更なる周知が必要である。なお、周知にあたっては修了者の活動を映像化する等によって
具体的に示すことが必要である。
２）本制度活用推進に向けた評価及び課題抽出
 特定行為研修修了後の活動領域や、在宅医療の推進や医療・看護の質の向上への貢献状況など、修了者の活動の実

態について明らかでない。本制度活用推進のためには、活動実態の把握を行ったうえで、制度の評価および課題抽出
が必要である。
 また、評価を踏まえて、研修機関の質の担保や修了者の活動を支援する仕組みの構築等、解決のための方策を検討さ

れたい。
 さらに、制度の評価と併せて、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会において大多数の

委員から「特定行為とするかについては引き続き検討が必要」という意見が出た行為についての議論を早急に再開され
たい。

公益社団法人 日本看護協会
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要要望望

３

地域包括ケアシステム推進のための訪問看護人材育成および訪問看護提供体制の充実

１）訪問看護や在宅領域の看護職員確保と質の向上を図るため、双方向の出向研修の普及・推進事業を実施され
たい。
２）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共に指導者養成プログラムを開発されたい。
３）「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。
・職場を離れずに受講が可能となるよう、47都道府県の医学・看護系大学での実施
４）訪問看護師対象に、医療ニーズの高い小児の訪問看護研修を実施されたい。
１）病院・訪問看護ステーション双方向出向研修の普及・推進
 医療機関の看護師が訪問看護ステーションにて訪問看護を実践する複数の出向パターンを検証。連携強化、退院調整のスキル
向上等の成果を確認（平成28年度老健事業）
２）在宅医療・訪問看護ハイレベル人材育成事業の継続
 地域で生活する療養者を支えるため、訪問看護の質の確保・向上が喫緊の課題。
 訪問看護ハイレベル人材養成研修の日常生活圏域ごとの実施のため、指導者養成プログラム・マニュアルの作成・普及を
３）在宅看取りに関する研修の推進
 医師への連絡や死後診察がスムーズに行われず、穏やかな最期を迎えられない状況の改善が必要

４）医療ニーズの高い小児の訪問看護研修の実施
 医療ニーズの高い状態の小児の訪問看護が急増。安全にケアを実施できるよう研修が必要
訪問看護ステーションの利用者について ③状態
○ 医療機器を使用している等のため医療ニーズが高い状態である別表第8の該当者は、小児が多い。
○ 別表第７及び別表第8の利用者数は、訪問看護ステーション1か所当たり1～10人以下の

ステーションが最も多い。
■別表第7及び別表第8の該当者割合

■ステーション当たりの別表第７・8の利用者数

※１：別表第７
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋委縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病

進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統委縮症
プリオン病
亜急性硬化症全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋委縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
脊髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

※２：別表第８
1 在宅悪性腫瘍患者指導管理
若しくは在宅気管切開患者指導
管理を受けている状態にある者
又は気管カニューレ若しくは留
置カテーテルを使用している状
態にある者
2 以下のいずれかを受けている
状態にある者

出典:保険局医療課調べ(平成27年6月審査分より推計)

出典:平成26年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査
(平成27年度調査)「在宅医療の実施状況調査」

在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置して
いる状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導
料を算定している者

出典:中央社会保険医療協議会 総会（第343回）

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000151001.pdf
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要望３

地域包括ケアシステム推進のための訪問看護人材育成および訪問看護提供体制の充実

要望の背景・理由
１）病院・訪問看護ステーション双方向出向研修の普及・推進
 地域包括ケアシステム構築の推進に向けて、｢病院完結型の医療｣から｢地域完結型の医療｣に転換している。急性期
病棟から在宅等で医療提供が必要な患者の増加が予測される。
 平成28年度老健事業において、在宅医療・介護連携の更なる推進を目指す観点から、医療機関の看護師が訪問看護
ステーションに出向し、訪問看護を実践する取り組みを実施し、複数の出向パターンの検証を行った。その結果、病院
に勤務する看護職員が訪問看護を経験することにより、医療機関と訪問看護ステーションの連携の強化や、退院調整
のスキルの向上等の成果を得た。
２）在宅医療・訪問看護ハイレベル人材育成事業の継続
 地域で生活している療養者を支えるために、訪問看護の質を確保・向上することが、喫緊の課題である。訪問看護が医
療二ーズの高い療養者の支援や取組を通して行政保健師、多職種等と協働して、地域にあった看護サービス提案によ
り、行政施策への反映が必要である。
 平成28年度訪問看護ハイレベル人材養成研修は全国から集約して実施されたが、日常生活圏域ごとで整備する必要
がある。各地で養成研修が実施されるよう、指導者養成プログラム、マニュアルを作成し普及が必要である。
３）在宅看取りに関する研修の推進
 高齢化の進展により看取りが増加するが、在宅や介護施設においては、医師への連絡や医師による死後診察がス
ムーズに行われないことにより、在宅死が警察の死体検案となったり、死後診察を受けるためにご遺体を長時間保存し
たり、死後診察のため高齢者施設等の入居者を臨終期に病院に搬送せざるを得ない状況が生じている。
４）医療ニーズの高い小児の訪問看護研修の実施
 医療機器を使用している等の医療ニーズの高い状態の小児の訪問看護が急増している。訪問看護ステーションで医療
ニーズ高い小児のケアが安全に実施できるよう研修が必要である。

公益社団法人 日本看護協会
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要望望 ４
要

看護職員の確保・勤務環境改善対策の推進

１）看護師等人確法基本指針を改訂し看護職員の勤務負担軽減、人材確保の取組みの方向を示されたい。
２）医療及び介護従事者に対する患者･家族等からのハラスメントの実態把握と対策、さらには国民への啓発を実施
されたい。
３）潜在看護職の再就業促進と看護職員の確保対策を推進するモデル事業（10か所程度）を展開するための財政措
置を講じられたい。
【図表1】

１） 看護師等人確法基本指針の改訂
 「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」
告示から20年余/就業実態・確保をめぐる状況の変化

精神障害による
労働災害保険請求件数
～業種(中分類)別請求件数の推移～

改訂して、以下を明示することが必要

○看護労働の負担軽減に向けた改善目標
＊夜勤回数上限
＊勤務間インターバル確保
＊長時間労働の制限 等
○看護師等の届出制度と再就業支援対策の充実
○セカンドキャリア人材の就業促進等をふまえた人材
確保の取組みの方向性
２） 患者・家族等からのハラスメントの実態把握と対策の検討
 医療機関における患者･家族からのハラスメントの度合いが
苛烈化し、看護職員のメンタルヘルスを損なう一因（右図表1
参照）、さらには離職の要因となっている。直接の暴力・暴言
に加えSNSを通じて一方的な攻撃が拡散される状況もあり、
対策と国民への啓発が急務
 訪問看護師の5割が利用者･家族からの暴力被害を受けて
いる（右図表2参照）
３） 地域の需要に基づく看護職の供給体制の構築
 現在、届出制度の届出数は、約4万人超
 届出情報をいかし、都道府県ナースセンターと行政が、地域
の需要に基づく看護職の供給体制の構築が必要

【図表2】

訪問看護師の５割「利用者、家族から暴力受けた」
「抱きつかれた」セクハラ被害も

暴力を受けた経験がある人(180人)
暴力の内容

威圧的な態度（49％）、言葉での侮辱（45％）、身体的暴力（杖でた
たく等：28％）

セクハラ被害

「抱きつかれた」「利用者が訪問中にアダルトビデオをずっと見てい
た」

暴力を振るった人

利用者（71％）、利用者の家族や親族（24％）、利用者と家族ら両
方から（2％）

加害者の年齢

60～69歳（32％）、70～79歳（23％）

暴力への対応

「相手の言い分をただただ傾聴した」（23％）が最多。「やめるよう伝
えた」（ 15％）、「我慢した。あきらめた」 （ 15％）

予防策

「ある」22％、（上司に報告(約90%)）
■調査主体：林千冬（神戸市立大学看護学部）
■調査期間：平成27年12月～28年１月
■調査方法：兵庫県内の訪問看護ステーション83施設の600人に質問状を送り358人が回答

公益社団法人 日本看護協会
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要望４

看護職員の確保・勤務環境改善対策の推進

要望の背景・理由
１）看護師等人確法基本指針の改訂


「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成４年)」は、告示から20年余を経て、当時とは看
護職員の就業実態並びに確保を巡る状況が大きく異なっており、新たな指針の策定が必要である。改訂にあたり○看
護労働の負担軽減に向けた改善目標(夜勤回数上限、勤務間インターバル確保、長時間労働の制限等）○看護師等
の届出制度と再就業支援対策の充実○セカンドキャリア人材の就業促進等をふまえた人材確保の取組みの方向性
を示す必要がある。

２）患者・家族等からのハラスメントの実態把握と対策の検討


医療・介護従事者に対する患者･利用者・家族等からのハラスメントは従来より報告されていたが、昨今その度合い
が苛烈となって医療・介護従事者の心理的な安全を脅かし、メンタルヘルスを損なう一因、さらには離職の要因となっ
ているとの指摘が現場から寄せられている。直接の暴力･暴言に加えSNSを通じて特定個人や組織への一方的な攻撃
が拡散される状況もあり、対策と国民への啓発が急務である。

３）地域の需要に基づく看護職の供給体制の構築


現在、届出制度の届出数は、約4万人を超えている。潜在看護職の再就業を促進するためには、届出情報をいかし、
都道府県ナースセンターと行政が連携の下、地域の需要に基づく看護職の供給体制の構築を進めていく必要がある。

公益社団法人 日本看護協会
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要 望

要望５

医療・療養のすべての場で、医療安全の更なる確保・推進

１）「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」を見直されたい。
２）医療安全管理者の要件として、定期的な研修受講を義務づけられたい。
３）特別養護老人ホーム等での利用者安全確保のため、厚生労働省関係各署、医療安全に関する関係機関が連携
して取り組める体制整備を検討されたい。
４）都道府県における看護補助者に係る研修への財政措置をされたい。
医療施設･介護施設等の安全確保に
関係すると考えられる機関

１）各指針の見直し
 病床の機能分化の推進や、チーム医療の進展などにより、医療安全の確

保が一層重要
 医療安全管理者には、安全の視点からの組織の俯瞰・マネジメント力が必
要。指針にも、組織をどのように動かしていくかというマネジメントの視点が
必要

厚生労働省
医政局

・総務課 医療安全推進室：医療安全対策全般
・医薬・生活衛生局安全対策課：医薬品や医療
機器の安全対策

老健局

２）定期的研修受講の義務付け
 医療安全に関わる政策の動向などの知識の更新は不可欠であり、継続的

な教育が必要

医療安全支援センター
日本医療機能評価機構

３）特別養護老人ホーム等における安全確保の推進(老健局長にも要望）
 医療依存度の高い患者が在宅や病院以外の施設等にも増加
 医療機関以外の事故は、医療安全の観点から実態把握できていない
 厚生労働省関係各署、医療安全に関する関係機関が連携して取り組める

体制整備が必要

医薬品・医療機器総合機構
日本安全調査機構
医療事故調査・支援センター
消費者庁

４）都道府県における看護補助者に係る研修の実施の推進

国民生活センターなどに寄せられた介護施設等の
苦情情報を収集

 看護業務の増加・チーム医療推進・診療報酬での評価等を背景に看護補

助者は増加傾向
 医療安全を巡る現状を勘案すると、一層の強化が必要

区市町村 地域包括支援センター

公益社団法人 日本看護協会
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要望５

医療・療養のすべての場で、医療安全の更なる確保・推進

要望の背景・理由
１）各指針の見直し
 病床の機能分化の推進や、チーム医療の進展など、医療を取り巻く環境が大きく変化する中、医療安全の確保が一層

重要になっている。
 医療機関においては、医療安全の要となる医療安全管理者の質の担保が必要である。
 医療安全管理者の養成は、「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」（以下、指針）

に基づいた研修がされているが、指針の見直しは、平成19年に作成されて以降一度も行われていない。
 医療安全管理者は、大きく変わる内外の医療環境をふまえたリスクマネジメントができるよう、組織を安全の視点で俯瞰

し、マネジメントしていく必要がある。しかし、現行の指針では、医療安全管理者の業務のみが示されている。安全管理
業務を行うために、組織をどのように動かしていくかというマネジメントの視点を入れた見直しが必要である。
２）定期的研修受講の義務付け
 刻々と変化する医療政策や医療技術をふまえたリスクマネジメントができるよう医療安全に関わる政策の動向などの定

期的な知識の更新が必要である。
 組織の医療安全上のリスクをとらえ、組織横断的な活動ができる人材を育成するためには、40時間の研修後も継続的
な実践力向上のために教育が必要である。
３）特別養護老人ホーム等における安全確保の推進
 療養の場の安全については、医療依存度の高い患者が在宅や病院以外の施設等にも増加している。病院と介護施設

等を患者が移動することを前提とした安全確保は急務である。
 医療機関以外の事故は、医療安全の観点から実態把握すらできていない。厚生労働省関係各署、医療安全に関する関

係機関が連携して取り組める体制整備が必要である。
４）都道府県における看護補助者に係る研修の実施の推進
 看護業務の増加と国のチーム医療推進、診療報酬での評価等を背景に看護補助者は増加傾向。現在の医療安全を巡

る状況を勘案すると、看護補助者への研修も一層の強化が必要。
 ちなみに、都道府県による看護職員研修事業において、看護補助者の指導・監督をする看護管理者のための研修の開

催は10県（平成27年度）のみとなっている。
公益社団法人 日本看護協会
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切れ目のない妊娠・出産・育児を推進するための
安全・安心な周産期医療提供体制整備

要望６

１）周産期医療専門官(助産師)を配置し、周産期医療提供体制を推進されたい。
２）小児在宅移行を推進するための体制整備を推進されたい。
１）周産期医療提供体制の推進
 助産外来・院内助産の実施体制・ケア提供体制の標準化がされておらず、医療安全上問題
 産科混合病棟では、母子にとって安全で安心な出産環境が提供されておらず、感染・医療安全上問題
２）小児在宅移行の体制整備の推進
 ハイリスクな新生児・未熟児等のケア・在宅移行支援に関する知識・技術の習得体制が未整備
 NICUの長期入院児等、医療依存度の高い小児の在宅移行の推進には、臨床現場で指導できる人材の育成が必須
 小児在宅移行に関わる看護職の教育に対する医療機関のニーズは高い
 総合周産期母子医療センターにおいて、これらの研修企画を推進する体制が不十分

 周産期医療体制をふまえた在宅医療・看護との連携等の強化にむけた体制整備が不可欠
 周産期医療専門官(助産師)の配置が必要

小児在宅移行支援に関わる看護職の育成について

産科混合病棟の状況
平成24年
(N=571)
平成28年
(N=684)

19.4%

19.3%

23.0%

産科単科

日本看護協会主催平成28年度 NICUGCUから退院する児とその家族への支援を考えるシンポジウム
(H28.11.3開催、参加者数380名)アンケート結果より

61.3%
30.7%

産科と婦人科の混合病棟

0.1%

46.2%
婦人科以外の診療科との混合

小児在宅移行支援に関わる看護職育成
のための教育プログラムの有無について
(N=301)

小児在宅移行支援に関わる看護職の
ための研修開催の場合の参加について
（N=301)

無回答

産科混合病棟における「助産師の産婦と患者の受け持ち方」の状況
平成24年
（N=576）

10.4%

平成28年
（N=526）
他科患者と
産婦を同時
に受け持つ

55.2%
43.7%
常に他科
患者は受
け持たない

17.4%

16.3%
分娩介助時の
み他科患者は受
け持たない

19.4%
分娩第1期の産婦が
入院した時点で、他科
患者は受け持たない

9.5% 7.5%
10.8% 9.7%

無回答

分娩取扱施設におけるウィメンズヘルスケアと助産ケア提供状況等に関する実態調査（平成28年度、日本看護協会）

公益社団法人 日本看護協会
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要望６ 切れ目のない妊娠・出産・育児を推進するための安全・安心な周産期医療提供体制整備
要望の背景・理由
１）周産期医療専門官（助産師)の配置と周産期医療提供体制の推進
 助産師出向や院内助産の推進等、助産師の専門性のより一層の発揮が必要 （ 「周産期医療体制のあり方に関する検討会」
とりまとめ／平成28年12月)
 助産師の専門性発揮にむけた施策の推進体制整備が不可欠
 助産外来・院内助産の実施体制・ケア提供体制の標準化がされておらず、医療安全上問題
 産科混合病棟では、母子にとって安全で安心な出産環境が提供されておらず、感染・医療安全上問題
２）小児在宅移行の体制整備の推進
 ハイリスクな新生児・未熟児等のケア・在宅移行支援に関する知識・技術の習得体制が未整備
 NICUの長期入院児等、医療依存度の高い小児の在宅移行の推進には、臨床現場で指導できる人材の育成が必須
 小児在宅移行に関わる看護職の教育に対する医療機関のニーズは高い
 総合周産期母子医療センターにおいて、これらの研修企画を推進する体制が不十分
 周産期医療体制をふまえた在宅医療・看護との連携等の強化にむけた体制整備が不可欠
 周産期医療専門官(助産師)の配置が必要

より具体的な要望事項
１）周産期医療提供体制の推進
 周産期医療に精通した総合周産期母子医療センターの看護職を都道府県周産期医療協議会の構成員に指定
 都道府県の周産期医療提供体制の確保に向けた産科混合病床および妊産婦・新生児緊急搬送の実態把握の徹底
 看護職を含めた災害時の周産期医療提供体制整備の推進
 助産外来・院内助産の推進と標準的な指標の開発及び普及
 助産師出向コーディネーター養成研修開催に向けた予算措置
２）小児在宅移行の体制整備の推進
 総合周産期母子医療センターの副センター長に周産期に精通した看護職を配置するとともに、周産期に関わる地域の看護職に必要
な教育体制を整備し推進
 総合周産期母子医療センターの搬送コーディネーターとして周産期に精通した看護職を位置づけ、母子の愛着形成等に配慮した支
援を強化
 NICU/GCU等から退院するこどもの在宅療養支援のための教育・研修支援への予算措置
 ＮＩＣＵ等に勤務する看護職への在宅移行支援教育研修
 地域の人材へ医療的ケアを要する児へ在宅ケア支援教育研修

公益社団法人 日本看護協会
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