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これからの多職種連携
訪問看護サミット2019に参加して





2019年は28.1%

日本の高齢化率

2025年には約30%
団塊ジュニア（第2次ベビーブーム）が65歳を
迎える2040年には高齢者人口がピークを迎える
2065年には約2.6人に1人が65歳以上
約3.9人に1人が75歳以上になり、

高齢化率は約40%になると推測

＊高岡市高齢化率は32.2%（平成29年）

高齢化率とは
65歳以上の高齢

者人口（老年人
口）が総人口に
占める割合。
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出典：内閣府 令和元年版高齢社会白書





あらゆる場で活躍する看護職は、連携調整・マネージメントのキーパー
ソン。
人々が健やかに生まれ育ち、疾病や障がいがあっても地域において、

生活を続けるための地域包括ケア体制の構築・推進は、地域共生社会実
現の基盤であり、医療と生活の両方の視点を持つ看護職は重要な役割を
果たす。
切れ目のない保健・医療・福祉等のサービス提供に、看護師の連携強化
は不可欠。
地域のあらゆる場でケアを提供する看護職が連携し、役割を発揮する

ことで、人々は包括的に切れ目のないケアを受け、希望する場で尊厳が
守られ、暮らし続けることができる。

あらゆる世代の健康と暮らし、
安心・安全な療養生活を支えるために

すべての看護職が連携して一丸となり、
看護の専門性のさらなる発揮を



看護職が地域包括ケアシステムに
より積極的に関わるために

医療機関、訪問看護ステーション、介護福祉
施設、教育機関、行政などそれぞれの立場で
連携の重要性を意識する
そして
さらに強いつながりを持つ

訪問看護サミット2,019資料より



北茨城市民病院副医院長：村田昌子氏
『地方公立病院が取り組む 地域包括ケアシステムの構築』

国立大学法人愛媛大学医学部付属病院看護部長：久保幸氏
『地域包括ケアを実現するために大学病院が果たす役割とは』

高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科在宅看護学教授：
棚橋さつき氏

『地域包括ケアシステムにおいて大学が果たす役割』

あすか山訪問看護ステーション 統括所長：平原優美氏
『看護職のつながりは地域の変革に貢献できる』

シンポジウム



地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上となる
2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最後まで続けることができるよう、「住まい」
「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく一体的
に提供される体制のことです。

地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムの構成要素







「地域共生社会」とは、このような社会構造や暮
らしの変化に応じて、制度・分野ごとの『縦割
り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、
地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えつながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていく社会を目指すというものです。

地域共生社会の実現



地域共生型サービス



2025年を見据えた社会保障制
度改革の動きが進んでいます。
少子・超高齢・多 死社会におけ
る保健・医療・福祉体制の再構
築は、看護職が立ち向かってい
くべき 大きな課題です。変革の
時となるこれからの10年。看護、
そして看護職はどうある べきか。
日本看護協会は、「いのち・暮
らし・尊厳を まもり支える看
護」を看護の 将来ビジョンとし
て、ここに表明します。

2015年看護の将来ビジョンの策定



•地域包括ケアシステム構築への参画

•暮らしの場における看護機能の強化

生活を重視する
保険・医療・福
祉政策への転換

•生活と保健・医療・福祉を統合する
看護職の役割拡大

•質の高い看護人材を育成する 教育・
研修・資格・認証制度の構築

•質の高い看護実践を支える看護管理と
看護

生活と保健・医
療・福祉を統合
する質の高い看

護の普及

•看護人材の確保

•看護職が働き続けられる環境の整備

質が高く、持続可能

な看護体制の構築

病院完結型医療から地域完結型医療へ



病院完結型医療・地域完結型医療

患者さんの身近な地域の中で、それぞれの病院や診
療所・クリニック等が、その特長を活かしながら役
割を分担し、病気の診断や治療、検査、健康相談等
を行う
地域の医療機関全体で1つの病院のような機能を持
つよう連携する

２０２５年に向けて約３０万床を地域医療へシフト

１つの病院すべての医療機能を抱える医療システム





厚生労働省 介護給付費実態調査月報より抜粋



総稼働数 新規届出数 廃止数休止数 休廃止率

2019 11,161 1,383 534 259 57.3%

2018 10,418 1,221 483 228 58.1%

2017 9,735 1,234 462 224 55.6%

2016 9,070 1,384 425 236 47.8%

2015 8,241 1,189 333 191 44.1%

一般社団法人全国訪問看護事業協会：2019年訪問看護ステーション数調査より

訪問看護ステーション数の推移

平成29年度富山県新規開設ステーションは12箇所、
廃止は5箇所、休止は0箇所
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富山県訪問看護ステーション数：67箇所



日本の実働看護師 約166万人強

そのうち全就労看護師の4%が

訪問看護師として働く

潜在看護師 約60～70万人

11人に1人が60歳以上の看護師

プラチナナース（定年退職前後

の看護職）や潜在看護師の活躍

が期待されている

日本の看護師数



自然増/年は３２２０人
２０１２～２０１６年の平均

２０２５年では約１２万人の
訪問看護師が必要

このままでは ２０２５年には
７５９８０人にとどまる見込み

出典：医療従事者の需要に関する検討会第５回看護職員需要分科会



看護協会の
訪問看護師の倍増計画策の方向性

１）訪問看護従事者の増加に向けた方策
（１）訪問看護ステーションの拡充
（２）医療機関からの訪問看護の提供
（３）訪問看護師の採用/育成

２）人材確保のための基盤整備に向けた方策

３）総合的な推進と支援



顔の見える関係、連携

連携することが目的化してしまっていないか…

自分が要求すれば相手も応じてくれる関係？

目指すゴールを明らかにし、その実現のために、
お互いの力を引き出し合う関係



顔を通り超えて信頼
できる関係

顔の向こう側が
見える関係

顔がわかる関係

グループワーク、日常的な会話、利用者
を一緒にみることを通じて性格、長所、
短所、仕事のやり方、理念、人となり

より良い連携

『緩和ケア普及のための地域プロジェクト（厚生労働
科学研究 がん対策のための戦略研究）』より作成



連携とは

異なる分野が一つの目的に向かって一緒に仕事を
すること
さらに連携には3段階で発達すると言われている

第1段階 『連絡の段階』
異なる部署、職種間で随時報告、連絡、相談を行う

第2段階 『連携の段階』
異なる部署、職種との定期的な会議やカンファレンスに
より業務連携が行われる

第3段階 『統合の段階』
地域も含めたすべての社会資源が一体化され、恒常的に
つながり、ネットワークを形成する



地域連携あるある

②個々の患者さんの生活ニーズが話題にならない地域連携

①患者を他機関へ引き渡すための地域連携

③在宅日数をクリアすることが主目的の地域連携

④顔が見えても見えなくても「とにかく頼み込む」という
地域連携

⑤「顔が見える関係」に入らないと仲間外れになってしま
う地域連携

⑥フラットな関係ではなく、力関係が左右する地域連携

⑦病院の連携同士で完結し、他の人の姿が見えない地域
連携

地域包括ケア時代の地域に根ざした医療の創り方より抜粋



退院支援あるある

②「退院したくない」と言う患者を「力業」で退院させる
退院支援

①退院が決まってから始める退院支援

③傾聴より指導。一方的に「してあげる」スタンスの
退院支援

④患者本人より家族の意向を優先してしまう退院支援

⑤とりあえず受け入れてくれる病院・施設につなぐ
退院支援

⑥「次の病院を自分で探してください」という退院支援

⑦病棟も外来も関係ない、地域連携室だけが行う
退院支援

地域包括ケア時代の地域に根ざした医療の創り方より抜粋



訪問看護師に求められるもの

高い倫理観
意思決定支援の力
「医療」「生活」の両視点でアセスメント
する力
療養者の持っている力を見極め引き出す力
多職種、多機関と連携、協働する力
社会資源の活用と調整力



訪問看護師の役割

看護師は利用者、家族にとって一番身近な医療職
気軽に相談できる相手として

医療だけではなく、病気や障がいを持ちな
がらその人らしく生きていくこと、暮らし
ていくこと、生活することを支援する役割

利用者、家族と時間や場を共有し、価値観に触れ、
揺れ動く思いや葛藤をしり、分かち合う機会が多い

訪問看護師の強み



医師の説明や医療用語をわかりやすい言葉で説明
する情報提供者でもある
利用者の意思や家族の意向が尊重されてすすんで
いるかを見極める（調整、橋渡し）
利用者、家族のニーズや思い、気がかりを他者
（医師やケアマネなど）に代弁する
揺れ動く思いに添い続ける
利用者、家族が納得し選択したことを尊重、支持
する

連携していく中で訪問看護師の役割は…

医療と生活の両方の視点を持つ看護職は重要な
役割を果たす



連携に必要なこと
チームとして取り組む

チーム医療において看護職は最も利用者の身近に
いるためチーム全体の調整という役割がある
それぞれの専門職が、役割と責任を果たすために
お互いの独自性を尊重する
本人、家族の意思を尊重、チーム内でのケア方針
を統一する
本人、家族を含むチームで十分なコミュニケー
ションを図る
お互いの存在と役割を互いに認め、チームとして
かかわる



訪問看護サミット2020
大阪府 千里阪急ホテル

2020年11月8日（日）開催




