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要 望 事 項
１． 看護師基礎教育の4年制化の実現
２． 「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進
3-1. 訪問看護提供体制の推進（｢訪問看護推進総合計画｣の策定）
3-2. 訪問看護提供体制の推進
（地域包括ケアシステム推進のための訪問看護人材育成および訪問看護提供体制の充実）

４． 看護職員の働き方改革の推進
５． 准看護師制度に関する課題解決
６． 医療安全管理体制の強化
７． 妊産婦にとって安心・安全な地域での出産場所確保のための体制整備の強化

８． 救命救急センターの充実段階評価の「評価項目」の早急な見直し
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要望１

看護師基礎教育の4年制化の実現

１）患者像の複雑化に対応するため、下記のように看護師基礎教育を拡充されたい。
• 療養の場の変化に応じ、在宅看護領域の教育内容の追加
• 複数疾患をもつ人の身体状況を的確に把握し、判断し、対応できるよう臨床推論力を養う教育を追加
• 複雑な状況にある人を全人的に捉え、判断し、対応する基礎となる力を養う統合教育(実習)を追加
２）必要な教育時間を確保するため、看護師基礎教育を4年制化されたい。
１）看護師基礎教育の拡充
 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。
 また、複数の疾患や複雑な社会的背景等を有する患者が増加する
状況に対応するためには、すべての看護師の臨床実践能力の向上
が求められる。
 そのため、看護師に求められる役割を果たすための基盤となる能力
を養うことができるよう、看護師基礎教育の見直しが必要である。
 特に、「療養の場の変化に応じた在宅看護領域の教育内容の増加」、
「複数疾患をもつ人の身体状況を的確に把握し、判断し、対応でき
るよう臨床推論力を養う教育」や「複雑な状況にある人を全人的に
捉え、判断し、対応する基礎となる力を養う統合教育(実習)」の追加
は必要不可欠である。
２）必要な教育時間を確保するための看護師基礎教育の4年制化
 看護師基礎教育では、30年もの間、総教育時間数を増やさずに、社
会のニーズに応じて教育内容を追加してきたため、１専門領域あた
りの教育時間（特に実習）が半減しており、現場の看護管理者への
ヒアリングでも新卒看護師の臨床実践能力の低下が指摘されてい
る。
 また、就職後1年以内の新卒看護師の離職は年間4,200人にも上り、
離職理由として「適性・能力への不安」（24％）が最も多く挙げられて
いる。
 社会のニーズに応えられる看護師を確保し続けるため、看護師基礎
教育を4年に延長し、必要な教育時間を確保することで、新卒看護
師の臨床実践能力の向上を図ることが不可欠である。

看護の統合と実践

老人看護学
母性看護学
小児学総論
成人看護学
総教育 基礎看護学
時間数

3,000
2,000

在宅看護論
精神看護学
老年看護学
母性看護学
小児学総論
成人看護学
基礎看護学

在宅看護論
精神看護学
老年看護学
母性看護学
小児学総論
成人看護学
基礎看護学

約3,000時間

2,130

2,025

2,130

510
360

510
360

510
360

1,000

0
1専門領域
あたりの
実習時間数

225

平成元年

専門領域数
の増加

150
平成8年

実習は1/2

128

平成21年～

出典：看護教育の内容と方法に関する検討会資料を改変

●新卒の看護職員（病院就業）55,471人１）、離職率 7.6%２）
⇒1年以内の離職者は約4,200人と推計
●新卒看護師の離職理由3）第1位 適性・能力への不安 24％
引用：1) 日本看護協会出版会編 「看護関係統計資料集」におけるH28年3月の大学・短大・養
成所・5年一貫教育・看護師2年課程卒業者のうち保健師・助産師・看護師として病院に就業し
た者及び准看護師養成所卒業者のうち准看護師として病院に就業した者
2) 日本看護協会 「2017年病院看護実態調査」、3) 栃木県看護協会 「平成28年度離職状況
施設調査」

公益社団法人 日本看護協会
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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）全国において特定行為研修を受講しやすい体制整備についてさらに予算措置を講じられたい。
２）特定行為研修の制度に関する周知の促進について、特段の策を講じられたい。
・研修に関する情報を一元的に入手できるポータルサイトの運営・拡充のための財源を確保した上で、日本看護協会に運営を委託されたい。
・広く医療従事者に広報し、周知活動を強化されたい。

３）訪問看護事業所、介護施設等に勤務する看護師の受講が促進されるよう、好事例等の都道府県行政への周知徹底、特定行為研修
の推進のためのさらなる具体案の医療計画への追記等を検討されたい。
１）全国で特定行為研修を受講しやすい体制の整備
2014年に特定行為研修が制度化され、2017年9月現在、指定研修機関は34都
道府県69施設（図1）である。研修機関支援事業予算は平成29年度403百万円か
ら平成30年度は347百万円に減額。
 地元で研修が受講できるよう、全国都道府県に研修機関を設置されたい

図１

２）特定行為研修の制度に関する周知の促進
2014年に特定行為研修が制度化され、2017年9月現在で研修修了者583名。
2025年までに10万人の研修修了者を輩出する厚労省の目標値には届いていな
い。周知活動としてはリーフレットの作成、シンポジウムが主な事業で平成29年
度、30年度ともに5百万円の予算で留まっている。
 看護師が特定行為研修制度や研修、研修修了後の活動など情報を一元
的に入手できるポータルサイトの運営・拡充のための財源を確保した上で、
そのポータルサイトの運営を本会に委託されたい
 指定研修機関、協力施設の指導者増加のために、特定行為研修指導者
講習会の全国開催など周知および育成体制の強化されたい
 看護管理者や医師など、対象ごとに情報提供の場を設定されたい
３）訪問看護事業所、介護施設等の看護師の受講の促進
少ない医療従事者で医療ニーズの高い高齢者のケアにあたる訪問看護ステー
ションや介護施設等では、特定行為研修受講者の活躍に対する期待が大きい。
しかし、現状では表1のように、これらの施設等からの受講者数は少なく、研修期
間中の代替人員確保などの積極的な支援が必要である。平成29年7月31日医
政局長通知（医政発0731第4号）「医療計画について」の一部改正について」にお
いて、特定行為研修の整備に向けた計画について医療計画に具体的に記載す
ることとされている。そこで、訪問看護、介護施設等の看護師の受講が促進され
るよう以下の2点を要望する。
 都道府県に対して、代替職員の確保、出向、修学金支援等の効果的な好
事例の周知を図られたい
 特定行為研修の推進のためのさらなる具体案の医療計画への追記等を
検討されたい

引用：厚生労働省【特定行為に係る看護師の研修制度】指定研修機関等について（平成30年2月現在）

表１ 特定行為研修を修了した看護師の就業場所（平成29年6月現在）

公益社団法人 日本看護協会

就業場所
病院
診療所
訪問看護
ステーション
介護施設
その他
不明
総数

修了者総数
523
5

割合
（90%）
（1%）

15

（3%）

8
24
8
583

（1%）
（4%）
（1%）
（100%）

厚生労働省HPの指定研修機関の情報を基に作成
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要 望 3-1

訪問看護提供体制の推進（「訪問看護推進総合計画」の策定）

１）地域における訪問看護提供体制の推進を後押しする「訪問看護推進総合計画」を策定されたい。
• 増大する訪問看護ニーズに対応するための訪問看護師の倍増を図る具体的な施策の立案（目標値と戦略）
• サービスを安定的に提供するための訪問看護ステーションの大規模化の推進（基金等による支援の拡充、小規模事業者の統合・再編策の検討）
２）厚生労働省において、訪問看護に係る組織体制の明確化をはかられたい。
• 施策を担当する部署を定め、対外的な窓口を一本化
• 訪問看護施策を推進するための部署横断的な組織体の設置
訪問看護の役割の増大
 高齢化等に伴い増大する在宅医療ニーズに加え、病床の機能分化・連携の推進により、2025年には約30万人が医療機関から地域に移行する見込みである。
 一方で、精神障害者の地域移行施策の強化、医療的ケア児の増加等により、訪問看護の利用者が多様化している。また、在宅での看取りも推進されており、訪
問看護の役割は量的にも質的も大きくなっている。
 これらに対応するため、地域の訪問看護提供体制の強化・推進は喫緊の課題である。

訪問看護提供体制の現状
 全国的な訪問看護ステーションの数は年々増加しているが、1か所あたりの看護職員数でみると小規模なステーションが多く（5人未満が約半数）、地域的な偏在
も課題である。訪問看護ステーション開設の意思決定のトリガーとなる訪問看護師数を早期に確保することが必要である。
 平成30年度報酬改定では医療機関による訪問看護を推進する評価も設けられたが、訪問看護に取組む医療機関の数は未だ少数である。

施策の強化の必要性
 都道府県では、医療計画（地域医療構想）および介護保険事業（支援）計画の中で、地域のニーズを踏まえて必要な訪問看護ステーション数等を定めている。
計画が実効性あるものとなるためには、国が訪問看護に係る組織体制の明確化をはかるとともに、訪問看護を推進する国としての総合計画を示し、都道府県に
おける訪問看護体制の確保・強化を強力に後押しすることが必要である。
就業場所別看護職員数（常勤換算）

従業員規模別の訪問看護ステーション数(割合）の推移

（平成28年12月末値）
事業所 0.6%
都道府県 0.1%

市区町村 2.3%

(人)
看護師等学校養成所
又は研究機関 1.3%

保健所 0.6%

160,000

需要数150,000人＊3

140,000
120,000

社会福祉施設 1.5%

訪問看護ステーション 2.8%

訪問看護ステーション就業看護職員数（常勤換算）

介護保険施設等
8.7%

100,000
80,000

65,333
実測値＊１

60,000
助産所 0.1%

診療所 14.9% 病 院 66.5%

40,000

試算値＊２

22,920

20,000
0
H18 H20 H22 H24 H26 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

2.5～3人
7～10人

3～4人
10～15人

4～5人
15～20人

5～7人
20人以上

平成28年度衛生行政報告例より作成

引用：社保審介護給付費分科会 第142回（2017.7.5） 参考資料2

公益社団法人 日本看護協会

＊１：平成18・20・22・24・26・28年度衛生行政報告例より引用 (2025)
＊２：過去２回調査実測値より、増加数を固定して計算
＊３：「訪問看護アクションプラン2025（(公社)日本看護協会・(公財)
日本訪問看護財団・(社)全国訪問看護事業協会」，2004
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要 望 3-2

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

１）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。
２）訪問看護師やNICU等に勤務する看護職を対象に、医療ニーズの高い小児の訪問看護研修を実施されたい。
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）情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドラインの抜本的な見直しをされたい。
１）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
２）医療ニーズの高い小児の療養環境充実に向けた訪問看護師および小児に関わる病院勤務の看護師に対する研修の実施
 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
 NICU等に長期入院する児が増加。在宅療養を考慮した退院支援の充実に向けた研修が必要
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）情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドラインの抜本的な見直しを
 本来、在宅看取りで行わない検査、撮影を含んだ現行ガイドラインを人間の尊厳を守り、遺族感情を配慮した内容に見直しを

引用：H29.6.30 第11回医療計画の見直しに関する検討会資料
資料1介護施設・在宅医療等の新たなサービス必要量に関する考え方の整理について(その3)

引用:平成29年11月15日中央社会保険医療協議会 総会資料○在宅医療(その4)について総－5

公益社団法人 日本看護協会
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要望４

看護職員の働き方改革の推進

１） 「看護師等の人材確保の促進等に関する法律・基本指針」を改訂し、夜勤･交代制勤務負担の軽減に向けた改善目標を示されたい。
• 上記基本指針の改訂にあたり、検討の場を設けられたい。
２）看護職が自身のキャリア形成を考え、次のステップに就労するところまでの一貫した支援を行うリーダー等の育成を行うとともに、看
護職のキャリア支援を通じて地域に必要な人材を確保することを目的とする「中央キャリア開発支援センター（仮称）」を設置されたい。

【図1】3交代制勤務では勤務間インターバルが短い

 「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（平成四

年十二月二十五日)(文部省／厚生省／労働省／告示第一号)」は、告示
から20年余を経て、看護職員の就業実態並びに確保を取り巻く状況が大
きく変化している。新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き
方ビジョン報告も踏まえ、将来にわたり持続可能な医療提供に向け、新た
な人材確保の基本指針が求められている。
 ｢指針｣改訂にあたっては、 医療・福祉現場で働く看護職の夜勤・交代制

勤務の特性と現状を踏まえ、特に以下の項目について具体的な改善目
標の提示を求めるものである。
①「勤務間インターバルの確保」
○「勤務間隔11時間以上」かつ「勤務拘束時間13時間以内｣

【図2】看護職は約7割が複数の施設での勤務経験

○夜勤後の休息時間の確保
2連続の夜勤後にはおおむね48時間以上、1回の夜勤後につ
いてのおおむね24時間以上を確保することが望ましい
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3000

②｢深夜業の回数｣

25.0

21.5%

2500

○3交代制勤務で月8回以内

2000

○3交代制以外の交代制勤務は労働時間に応じた回数

16.2%

1500

 看護職は生涯を通じて一つの勤務先に勤め続けるのではなく、転職

等のキャリアチェンジを行ないながら、キャリアを継続する傾向にある
【図２】。また、就業してない潜在看護職が約70万人いると推計されて
おり、適切にキャリア支援を行なうことは、看護職が生涯に渡り働き続
ける支援となると共に、看護職の安定確保においても重要である。
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日本看護協会 2017年「看護職員の多様なキャリアと働き方 実態調査」
公益社団法人 日本看護協会
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要望５

准看護師制度に関する課題解決

１）高齢化の進展により複雑な状況にある患者が急増する状況においても安全・安心な看護を提供するため、准看護師養成の停止をす
るとともに、当分の間准看護師が看護師等の指示を受けて業務を行うという保健師助産師看護師法の遵守について周知を徹底された
い。
２）看護職の各々の資格名称について、医療現場等における資格名称の明示についての通知を発出されたい。
１）看護師による看護提供体制の拡充ならびに看護師と准看護師の安全かつ 効率的・ 効果的な役割分担・協働体制の構築
 高齢化の進展により複雑な状況にある患者が急増しており、現場の看護職にはこれまで以上に高い看護実践能力が求められており、
准看護師養成は、教育内容・時間ともに、現在求められる看護職の役割を果たすには不足している。そのため、准看護師養成を停止
するとともに、准看護師養成から看護師養成への転換が必要。
 現在就業している准看護師の業務実態把握のために、本会が46都道府県の准看護師（病院、診療所、介護老人保健施設、介護老

人福祉施設等に勤務する688名）を対象に行った情報収集では、准看護師の名札に「看護師」と表記している病院や准看護師が看護
師等の指示を受けずに業務を実施している現場の実態、それにより現場の准看護師が抱える不安や苦悩が明らかになった。
 医療・介護ニーズは数年から数十年後にピークを迎えるとされており、現在就業している看護師および准看護師が安全・安心な看護

を提供し続けるためには、看護師と准看護師の安全かつ効率的・効果的な役割分担・協働体制の構築に向け、「准看護師は医師、
歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う」という保健師助産師
看護師法の遵守の徹底が必要である。
２）医療現場における資格名称の明示の徹底
 患者が医療に関する正確な情報を知る権利を担保し、安心・安全な医療提供を促進する観点から平成18 年に保健師助産師看護師
法に盛り込まれた名称独占の規定に基づき、医療現場における資格名称の明示を徹底されたい。
平成29年度に本会が46都道府県の准看護師（病院、診療所、介護老人保健施設、介護老人福祉施設等に勤務する688名）
を対象に行った情報収集では下記のような現場の実態や准看護師の思いが明らかになっている。
【現場で求められる業務について】
 准看護師のみでの夜勤は指示を出す看護師がいないため不安を感じる
 「准看護師は看護師等の指示の下に業務を行う」ことを徹底して欲しい
 看護師と同等の仕事を担っているため責任が重く辛い
公益社団法人 日本看護協会
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要望６

医療安全管理体制の強化

1）現場の実態に則した「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」の改訂を早急に実施することと、 改訂内容の周知をされたい。
２）厚生労働省において関係部署が連携し、介護施設や在宅領域における医療安全体制および医療事故の実態を把握し、再発防止につなげる仕組みを構築され
たい。






地域包括ケアシステムの推進に伴う入院期間の短縮化、また、医療の高度化・複雑化に伴い、医療機関のリスクマネジメントの重要性は増している。ま
た、平成30年度診療報酬改定では医療安全対策地域連携加算が新設され、医療安全管理者には自施設にとどまらない役割や活動が期待されている。
厚生労働省においては、平成30年度、「医療安全管理者のため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」（平成19年度）の見直しを見
据えて厚生科学研究に着手されることとなった。
同指針が現場の実態に則した指針の改訂となるよう早急かつ確実に見直しを実施されたい。さらに、改定される業務指針が、新たに研修を受講する人
だけでなく、すでに受講した医療安全管理者にも、医療安全管理の基盤として周知していくことも要望する。
地域包括ケアの推進により、介護施設や在宅領域においては医療的ケアを受けながら療養する者の増加に伴う生活の場における医療事故が懸念され
るが、これらの実態を把握し、再発防止につなげる体制は構築されていない。
厚生労働省内で関係部署が連携を図った上で、医療機関において構築してきた仕組みの適用などを踏まえ、介護施設や在宅領域における医療安全管
理体制の構築を推進するよう要望する。

介護施設等の安全確保に関係すると
考えられる機関

これまでの医療安全施策
■医療安全対策の目指すべき方向性の検討と提示
平成14年4月「医療安全推進総合対策～医療事故の未然防止のために～」
■院内感染に対する総合的な対策の検討
平成15年9月「院内感染対策有識者会議報告書－今後の院内感染対策のあり方について－」
■医療安全推進にむけた更なる対策強化の掲示
平成17年5月「今後の医療安全対策について（報告書）」

医政局
医薬・生活
衛生局

医療法、診療報酬で医療安全管理体制の整備を図る
行政

医療機関

【医療法】
・H19～国、都道府県、保健所を設置する市
及び特別区は、「医療安全に関する情報提供、
研修の実施、意識の啓発など必要な措置を
講ずるよう努める」と明記。医療安全支援セン
ターを制度化
・医療機関に対する立ち入り検査

【医療法】【医療法施行規則】
・H15～特定機能病院等に対し、
専任の医療安全管理者配置等の義務付け
・H16～特定機能病院等に対し医療事故報告の義務付け
・H19～全ての医療機関に医療安全管理体制義務付け
・H27～医療事故調査制度施行
【診療報酬】
・H14～医療安全体制未整備の場合に入院基本料から
減算
・H18～医療安全対策加算新設
・H22～医療安全対策加算1・2 見直し
・H22～感染防止対策加算1・2
・H25～患者サポート体制充実加算新設
・H30～医療安全対策地域連携加算新設

【厚労省による医療安全事業】（委託）
・医療事故情報収集等事業
・産科医療補償制度
・診療行為に関連した死亡の調査分析モデル
事業（医療事故調査制度施行により終了）
・医療安全支援センター総合支援事業
・院内感染対策サーベイランス ほか

厚生労働省

公益社団法人 日本看護協会

・総務課 医療安全推進室
：医療安全対策全般
・医薬安全対策課
：医薬品や医療機器の安全対策

老健局
医療安全支援センター
日本医療機能評価機構
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
区市町村 地域包括支援センター
介護施設等の苦情・相談窓口
消費者庁
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

7

要望７

妊産婦にとって安心・安全な地域での出産場所確保のための体制整備の強化

１）院内助産・助産師外来標準化推進のための「院内助産・助産師外来ガイドライン」の周知普及の強化
２）助産師出向を推進するために都道府県への働きかけの強化
３）精神疾患を合併した妊産婦に対する適切な支援を実施できる看護職育成の強化
４）周産期医療体制整備を推進するための地域医療計画課救急・周産期医療等対策室における周産期医療専門官(助産師)の配置
 第1回周産期医療体制のあり方に関する検討会において、出生数が少ない医療圏では、基幹病院までのアクセスが困難な割合が高く、周辺医療

機関等と連携した整備が必要であり、特にへき地に在住する妊婦には、支援が必要であることが報告された。
 第7次医療計画「周産期医療体制の構築に係る指針」およびこれまでの医政局通知や各種報告書等では、限られた資源を有効に活用し、地域に

おける周産期医療の適切な提供を図る必要性が明記され、助産師の専門性の発揮が期待されている。 ※
 これらのことから、下記が必要である。

・「院内助産･助産師外来ガイドライン」(H30.3発行)を活用し、標準化された院内助産・助産師外来を推進
・周産期母子医療センター等に院内助産・助産師外来等を開設し、正常分娩に適切に対応できるようにするための体制整備の推進
 助産師出向支援導入事業の申請件数は、H27年度13、H28年度21、H29年度22である。出向目的は実践能力向上が多く、実習場所の確保や就
業偏在是正の目的は少ない。今後は、実習場所確保や就業偏在を是正するための出向が可能となるよう関係職種への理解の促進を図る必要
がある。
 第7次医療計画では、精神疾患等合併症を持つ妊産婦への対応を可能とする体制整備の必要性が明記されている。しかし、実施体制は都道府
県により異なることから、妊産婦に関わる看護職に対し、適切な支援及び指導が可能となるよう教育体制整備を図る必要がある。
 周産期医療機能体制の整備における助産師をめぐる課題については、女性の健康や母子関係・家族関係を考慮した調整・体制整備等の施策が
必要であることから、医系専門官に加え、看護系の専門官として助産師の配置が必要である。
※医政局通知「分娩における医師、助産師、看護師など役割分担と連携等について」(2007年)他

引用：第１回周産期医療体制のあり方に関する検討会平成27年8月31日
資料5アクセス支援の現状について

公益社団法人 日本看護協会
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要望８

救命救急センターの充実段階評価の「評価項目」の早急な見直し

○「救命救急センターの充実段階評価」を早急に見直し、看護師配置等を評価項目に含められたい。
・救命救急センターにおける初療室への看護師配置
・救命救急センターにおける専門性の高い看護師の配置
 救命救急センターの機能強化を目的として、「救命救急センターの

充実段階評価」(以下、充実段階評価)」が見直され、平成30年2月
16日の医政局地域医療計画課長通知により新しい評価項目等が
示された。
 救急医療体制を強化する上で看護体制の充実が不可欠であるに

もかかわらず、新しい充実段階評価において看護体制の評価が全
く欠落している。そこで、充実評価段階を早急に見直し、①救命救
急センターにおける初療室への看護師配置、②救命救急センター
における専門性の高い看護師の配置等、看護体制に係る項目を追
加されたい。

三次救急における「救急看護」認定看護師の役割(複数回答、n=130)

救命救急センターにおける看護実践

99.2%

院内研修の企画実施

91.5%

検討会」等において、この点を指摘し、評価項目に含めるよう主張
している。

人材育成・教育

90.8%

 三次救急医療機関の看護配置等に関する本会調査では、①救命

救急センター・ERのトリアージの事後検証

救急センターの初療に係る看護配置にばらつきがあること、②救命
救急センターにおいて専門性の高い看護師の配置が進んでいるこ
と、③専門性の高い看護師は看護実践、人材育成・教育、トリアー
ジの事後検証によって質の担保に貢献していること 等が明らかに
なっている。

その他

 なお、本会は平成30年1月22日の「医療計画の見直し等に関する

無回答・不明

 救急の初療については、患者の状態判断や治療・処置に医師は専

念する必要があり、協働して働く看護師は、医師のサポートをしつ
つ、患者家族へのケアを行なうなど重要な役割を担っている。その
ため、救命救急センターの初療に係る看護師は、救命救急病棟等
における医療安全を担保するためにも、病棟からの応援等ではなく
確保されることが望ましい。
また、認定看護師等が高度な看護実践、人材育成、トリアージの
事後検証等に取り組んでいる。

55.4%
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出典：2014年三次救急医療機関における看護配置等に関する実態調査(日本看護協会)

公益社団法人 日本看護協会
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