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高知県第七次看護職員需給見通し策定に関する報告書 

 

１．はじめに 
 
 看護職員の需給見通しについては、看護職員確保に資する基本的な資料とし

て、概ね５年ごとにこれまで６回にわたり策定されてきた。国の第七次看護職

員需給見通し策定にあたり、本県においても第七次看護職員需給見通しを策定

することになった。策定される看護職員需給見通しは、地域の医療提供体制の

確保を担う県が今後の看護政策を推進する上で重要な基礎資料として位置付け

られるものである。 

今回の第七次看護職員需給見通し策定の目的は、今後５年間（平成 23 年から

平成 27 年まで）の本県における看護職員の需要数と供給数を示すとともに、県

民に質の高い看護サービスを格差なく提供するために必要とされる看護職員の

安定かつ計画的な確保の方策を具体化することにある。 

 平成 21 年 11 月に高知県第七次看護職員需給見通し検討会を設置し、実態調

査の実施等の過程を経て検討してきたが、今般、平成 23 年から平成 27 年まで

の高知県看護職員需給見通しを策定したのでここに報告する。 

 

２．高知県第七次看護職員需給見通し策定方針 
 
（１）策定の方法 

1) 基本的な考え方 

  ① 看護職員の就業の現状と同時に、各施設における看護の質の向上や勤

務環境の改善などを見込んだ場合の看護職員の需要数について把握する

が、供給については、一定の政策効果も加味する。 

  ②第六次看護職員需給見通しでは、未確定な制度改正などの影響を反映で

きず、具体的な政策に繋げる数値目標とならなかった反省点から、特に

影響が大きいと考えられる病院の看護職員需要数は、現状から類推した

見込み数に加えて、将来的な政策変更等による影響も加味した見込み数

についても把握する。 

  ③ 算定に当たっては、看護職員全体を積み上げることとなっているが、

実態に即した需給計画に繋げるために、職種ごとに再掲をする。 

  ④ 関係団体、有識者等の参加による需給見通しに係る検討の場を設け、

実態調査の実施及び需給見通しの策定にあたり検討された意見を反映さ

せる。 
 

2) 需要数の推計方法 

    施設ごとに看護の質の向上や勤務環境の改善などを見込んで必要とさ

れる数を推計し、就業場所別に必要数を積み上げる。 

※ 短時間正規雇用職員及び非常勤職員については常勤換算する。 
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3) 供給数の推計方法 

    年当初就業者数に新卒就業者数と再就業者数を加えたものから、退職

等による減少数を減じて算定する。 

  ※ 短時間正規雇用職員及び非常勤職員については常勤換算する。 

※ 「年当初就業者数」は、実態調査の就業者数（６月１日現在）または平成 21年実

施の医療監視等で県が把握している従事者数とする。 

  ※ 「新卒就業者数」は、県内新卒に県外からの新卒転入者数を加えた数とする。 

      県内新卒：卒業見込数に県内就職率を乗じた数 

      新卒転入者：年当初就業者数に新卒転入者率を乗じた数 

  ※ 「再就業者数」は、年当初就業者数に再就業率を乗じた数とする。 

           再就業率：実態調査の再就業者の実績又は高知県ナースセンターの就職率 

  ※ 退職者数は、年当初就業者数に退職者率を乗じた数とする。 

           退職者率：実態調査の退職者の実績 
 

4) 見通しの期間 

    平成 23 年から平成 27 年までとする（５年間）。 
 

（２）需給見通しの策定に係る実態調査 

1) 留意点 

    国の示す策定方針及び調査方法に基づき実態調査を実施するが、実態

を適切に把握するため、より精度の高い調査の実施に努める。 
 

2) 実施方法 

  ① 調査対象施設に調査票を送付し、各施設が現状及び今後の経営方針を

踏まえて記入したものを集計する。 

  ② 調査票の記入者は施設長または看護職員人事責任者を原則とするが、

病院については看護担当責任者（看護部長等）が記載し、提出にあたっ

て当該施設長の了承を得るものとする。 
 

3) 調査対象施設 

  ① 全数調査：病院、有床診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーシ

ョン、助産所、介護老人福祉施設、看護師等学校養成所、

保健所、市町村、その他行政機関 

  ② 抽出調査：無床診療所、介護保険関係施設等（介護療養型医療施設、

介護老人保健施設、介護老人福祉施設を除く）、地域包括支

援センター、社会福祉施設、事業所（行政機関を除く）、研

究機関、その他 

※ 抽出調査の範囲は、本県の既存の資料において、看護職員が従事している施

設及び看護職員の配置が必要と考えられる施設は全て調査対象とする。 
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4) 調査項目 

  ① 需給見通しの策定に直接関係のある調査項目に加え、各施設における

看護職員の離職防止策の取組など、看護職員確保対策の参考となる調査

項目を盛り込んだ調査とする。 

  ② 国の示した第七次の標準調査票で除外された調査項目については、除

外する妥当性を再検討するとともに、必要に応じて本県独自の調査項目

を追加する。 
 

（３）需給数の推計 

1) 推計の留意事項 

      現状を踏まえ、施設として実現したい状態に対する需要人員数を推計

することとし、各施設とも以下を考慮するものとする。なお、需要数の

推計にあたっては、施設経営の観点からだけでなく、従事する看護職員

の要望等も反映されたものであること。 

  ① 看護の質の向上：看護業務密度の高まりに対応した看護職員の配置の

充実、研修体制の充実等を見込むものとする。 

  ② 勤務環境の改善：週 40 時間労働、夜勤体制については複数夜勤及び月

64 時間以内を基本とし、育児休業の取得保障の他、年次有給休暇につい

ては法定休暇日数及び介護休暇等の取得に必要な需要を見込むものとす

る。 
 

2)  施設毎の推計の考え方 

① 病院 

    現状及び以下の病床数や各部門の事由を考慮し推計する。 

     ア 病床数 

     ・病床過剰地域については、増床しないことを基本とする。 

       ・病床非過剰地域については、基準病床の範囲内において、具体的

に整備の計画がされているものを基本とする。 

       ・医療計画や医療費適正化計画等の改正や見直しについては、把握

している限りにおいてその整合性を配慮する。 

       イ 各部門等 

      【病棟部門】 

       ・医療の高度化や在院日数の短縮化等を踏まえた看護体制（施設基

準）を考慮する。・産科・産婦人科病棟においては、分娩件数、産

前・産後のケア、育児不安への対応等を考慮する。 

・院内助産所の設置及び助産師の配置を考慮する。 

      【外来部門】 

       ・医療ニーズの高い外来患者や日帰り手術の増加などを考慮する。 

・助産師外来の設置及び助産師の配置を考慮する。 
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【病院管理・看護管理部門】 

          ・病床規模に応じた専任のリスクマネジャーや地域医療連携のため

の担当者、労務管理・研修企画などのマネジメント機能の強化な

どを考慮する。 

       ・研修体制の充実・見直し等を考慮する。 

      【訪問看護部門】 

       ・在宅ケアの推進を考慮する。 

② 診療所 

現状及び今後の動向を踏まえて推計する。特に、産科診療所において

は、分娩件数、産前・産後のケアを考慮する。 

   ③ 助産所 

     現状及び今後の動向を踏まえて推計する。 

 ④ 訪問看護ステーション  

     ・医療ニーズの高い在宅療養者の増加等今後の需要状況を踏まえて推計

する。 

     ・介護予防における医療と介護の連携など介護保険事業支援計画の見直

し等については、把握している限りにおいてその整合性を配慮する。 

 ⑤ 介護保険関係（訪問看護ステーションを除く。） 

・介護予防における医療と介護の連携など介護保険事業支援計画の見直

し等については、把握している限りにおいてその整合性を配慮する。 

     ・介護老人福祉施設については、入所者の状態に応じ、夜間配置を考慮

する。 

 ⑥ 介護保険関係以外の社会福祉施設及び在宅サービス 

     現状及び今後の動向を踏まえて推計する。 

 ⑦ 看護師等学校養成所 

     ・看護師等学校養成所の新設・廃止等の状況を踏まえて推計する。 

     ・実習指導の充実を考慮する。 

 ⑧ 保健所・市町村 

     現状及び今後の動向を踏まえて推計する。 

 ⑨ 事業所、研究機関等 

     現状及び今後の動向を踏まえて算定する。 
 

（４）供給数の推計 

1) 新卒就業者数 

     学校養成所の新設、廃止等の予定、学生・生徒の入卒状況、進学、就

業状況を踏まえて推計する。 

     新卒者の県外流出・流入については、看護師等学校養成所入学状況及

び卒業生就業状況調査結果等を考慮する。 



 

5 

 

2) 再就業者数 

     実態調査及び高知県ナースセンターが行う事業を通して把握した再就

業者数の現状及び今後の動向を踏まえて推計する。 
 

3) 退職等による減少数 

     退職、他の都道府県への移動等による減少を踏まえて推計する。 

 

３．高知県第七次看護職員需給見通し（別表１及び別表２） 
 
（１）需要見通し（注：すべて常勤換算による人数） 

   看護職員の需要見通しとしては、平成 23 年の 12,989 人から、平成 27 年

には 13,492 人に増加するものと見込んでおり、3.9％の伸び率となってい

る。 

   病院については、9,596人から10,032人に増加するものと見込んでおり、

これは 4.5％の伸び率である。診療所については 1.4％の伸び率で、助産所

については現状維持となっている。訪問看護ステーションについては 6.4％

と最も大きな伸び率となっている。介護保険関係については 2.2％、社会福

祉施設、介護保険関係を除く在宅サービスについては 3.3％、看護師等学校

養成所については 4.3％、保健所・市町村については 0.6％の伸び率となっ

ており、事業所、研究機関等については現状維持となっている。 

   看護職員のうち助産師の需要数については、170 人から 178 人に増加する

ものと見込んでおり、4.7％の伸び率となっている。 
 

（２）供給見通し（注：すべて常勤換算による人数） 

 看護職員の供給見通しとしては、平成 23 年の 12,766 人から、平成 27 年

には 13,446 人に増加するものと見込んでおり、5.3％の伸び率となってい

る。 

   当初就業者数については、平成 23 年は 12,650 人、平成 27 年は 13,266

人と推計している。新卒就業者数については養成数の変動の影響を受けて

変化し、再就業者数については現状の推計値を維持させた。退職等による

減少数については、政策効果を反映して毎年約１％の減を見込んでいる。 

また、看護職員のうち助産師の供給数については、平成 23 年の 166 人か

ら、平成 27 年の 178 人に増加するものと推計し、8.4％の伸び率となって

いる。 

 

４．おわりに 
 
 看護職員需給見通しについては、高知県全体の看護職員の需要数と供給数に

ついての中間的な将来見通しとして策定されたものであり、平成 27 年の看護職

員需要数に対する供給数のカバー率が 99.7％（助産師では 100.1％）と見込ま
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れていても、地域による偏在や医療機関の規模・病床種別による偏在等を考慮

した看護職員確保対策を講じていかなければ、県民に質の高い看護サービスを

格差なく提供することには繋がらない。 

 また、今後の医療を取り巻く制度や提供体制の見直し、あるいは多様な雇用

形態の導入及び勤務環境の改善等の動向により看護職員の需要と供給のバラン

スは大きく影響を受けるものと予想されることから、平成 27 年までの５年間に

おいては、必要に応じて需要見込み数の妥当性を検討するとともに、供給率に

ついては年末就業者数を推計して政策効果を評価していく必要がある。 

 このため、高知県では平成 23 年度に看護職員確保対策検討委員会（仮称）を

設置して、実態調査結果他のデータ分析及び課題の明確化を図ったうえで、実

効性のある方策を検討することとし、県民一人一人に質の高い看護サービスを

提供するための看護職員確保対策を着実に講じていきたい。 


