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＊第1巻から第8巻については，毎年春の年度刷制作時において，本文中の数値データ更新，法律や基準の改正等に伴う

　記述の更新・修正をはじめ，最新の情報・知見の加筆や，項目追加等を行い，改訂に準ずる規模で内容の充実を図っていますので

＊注釈欄への追加（参考文献紹介，他巻関連項目の紹介等）と更新，URLや文献の更新も適宜行っています（本表では割愛）。　

＊別巻は毎年，改訂しています（今年は2016年版です）。

＊執筆者一覧（ご所属），奥付，索引等も更新しています。

　「執筆者一覧頁」の全巻共通追加修正情報

　　ご所属の追加修正を致します。

井部俊子先生 ご所属 現 聖路加国際大学大学院看護学研究科特任教授

前 聖路加国際大学学長

巻 該当頁 主な変更内容 版･刷･頁数

2 本文の更新（認定看護管理者登録数）。 第2版

3 資料1-1の更新。 2016年度刷

12 本文の更新（数値データ）。 218頁

15 図1-2の変更。

15-17 本文の更新（数値データ）。

18 本文の加筆（特定行為研修制度，地域包括ケアシステムに関する

記述）。

23 本文の加筆（E（1）②）。

24 本文の加筆（「特定行為研修を修了した看護師」追加）。

26 本文の加筆（地域包括ケアシステムに関する記述）。

第3章 看護管理者に必要な知識体系 63 本文の更新（実働看護職数）。

84 表4-2の更新。

100 本文の更新（国民医療費）。

113 表4-3の更新。

第5章 人的資源活用と情報システム 152 本文の加筆（病院機能評価3rdG: Ver.1.1に関する記述）。

163 本文の更新（社会保障給付費，国民医療費）。

164 図6-1の更新。本文の更新（病床100床当たりの看護職員数）。

166 本文の加筆（2016年以降の看護職員需給見通し策定に関する記

述）。

167 本文の修正（老人医療→高齢者医療）。

168-169 図6-3の更新。本文の加筆（地域保険に関する記述，老人医療→

高齢者医療，療養の給付の割合に関する記述）。

171 本文の更新（医療経済実態調査の回数）。

199 本文の加筆（「重症度，医療・看護必要度」）。

4 本文の更新（就労看護師の就業先内訳）。 第2版

8 表1-2の更新。 2016年度刷

96-102 本文の更新（各法の最終改正日等）。 248頁

115 本文の更新（保健所が管轄する区域に関する条文）。

123 本文の更新（特定機能病院，先進医療に関するデータ）。

125 本文の修正（事例②の年齢変更）。

128 表2-3の更新。

130 本文の修正（用語：介護予防，施設への短期入所生活介護）。

131 表2-4の更新。

134 本文の更新（日本看護協会会員数）。

137 本文の更新（理事会開催回数）。

138 図2-15の更新。

144 本文の更新（ICNの加盟国数等）。

146 本文の更新（ICMの主な活動に関する記述）。

148 表2-8の更新。

150 本文の更新（定期的な制度改正に関する記述）。

151 本文の更新（看護に関する検討会の部分）。

153-154 本文の更新（保健師の総数，看護管理者の状況）。

168-169 本文の更新（診療報酬改定に関する記述）。

186 本文の更新（看護職の地域における活動の場に関する記述）。

187 本文の更新。

189 図3-2の注1，2の更新。注3の追加。

190 本文の更新（基準の最終改正日）。

192 本文の更新（数値データ）。

195-196 本文の更新（数値データ）。

200 表3-4の更新。

205 表3-5の更新。

96 筆頭研究者名追記（看護ケアの質の評価基準に関する研究）。

102 注記の追加（日本医療機能評価の4つの評価対象領域）。

124

新規項目の追加（「（6）医療事故調査制度の施行（第六次医療法

改正」）。

126 本文の更新・追記（医療安全支援センター）。

127 本文の更新（医療安全全国共同行動の行動目標数）。

132 本文の修正（医療法の条項：医療安全支援センター）。

139 図4-3の更新（行政処分の推移）。

146 新規項目の追加（「（5）医療事故調査制度への対応」）。

162 図4‐7の更新。

189 図5-8の更新。

190 図5-9の更新。

198 本文の更新（事例1の（5））。

198-201 本文の更新（事例2）。
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224頁
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8 本文の更新（ICNの加盟国・協会数，日本看護協会会員数）。

12 本文の更新（看護系大学教育機関数）。

36
本文の修正（育児・介護休業法の解説）。

79 本文の修正（団体名称：日本精神科看護協会）。

82 本文の更新（認定看護師数）。

87 本文の更新（特定行為に係る看護師の研修制度）。

126 本文の更新（地方労働行政運営方針）。

133 資料3-4の更新（「（4）パートタイム労働法による解雇制限」）。

147 本文の修正（自発的健康診断の法律名）。

152-153 本文の更新（医療法の条項）。

156 本文の加筆（プラチナくるみんマーク）。

159-160 本文の更新（パート労働法の条項）。

162 本文の更新（機会均等調停会議）。

163 本文の更新（保健師助産師看護師法）。

165 本文の補足（条文：看護師等人材確保法第1条）。

170,173 本文・注記の加筆（医療従事者の需給に関する検討会）。

191 本文の更新（（2）の事例の解説）。

192 本文の更新（資料4－1の解説）。

193-194

資料4-1の更新（労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定

改善指針））。

210-213 資料4‐3，4-4，4-5，本文の更新（医療職俸給表）。

228 表4-15，本文の更新（定昇に関する数値等）。

第1章 看護と情報 6 本文の更新（ANCCの看護情報看護の認定看護師）。

48 本文の更新（看護実践用語標準マスター）。

49 本文，表2-2の更新（NOC）。

50 本文の更新（NIC）。

51-52 本文，表2-4の更新（CTCAE）。

53-55 本文の更新（NANDA-I）。

58‐62 本文の更新・修正（ICNP）。

74 表2-11の更新（文献検索）。

89 本文の更新（重症度，医療・看護必要度）。

104-106 表3-1，本文の更新。

116-122 本文と図3-4の更新，注記の追加（重症度，医療･看護必要度）。

130 本文の加筆（医療事故調査制度）。

143-148 図3-15，3-16，3-17，3-18，本文，注記の更新（電子カルテの

データに基づいたQI（質指標）の活用）。

149-151 図3-19，3-20，本文の更新（オーダリングシステム，電子カルテ普

及率）。

168 本文の更新（DPC対象病院の数と基準）。

188-189 本文の加筆（社会保障・税一体改革，地域包括ケアシステム）。

190 本文の加筆，注記の変更（マイナンバー，社会保障・税番号制

度）。

191 本文の加筆（診療記録やレセプトを管理する医療番号）。

192 本文の更新（地域医療連携システムのネットワーク名称等）。

199-202

本文の更新・加筆，図4-8，4-9，4-10の更新，注記の追加（日本

看護協会ホームページ，会員ダイレクト等）。

第1章 医療福祉における経済 16 注記の更新。

33 本文の更新（「（2）情報システムとデータベース」全体：ICT，「日本

再興戦略」改訂2015等），注記の更新・追加。

46 本文の加筆（予防給付と介護給付の指定・監督について）。

47 図2-6の更新。

48 本文の修正（予防給付が新設された介護保険法改正の年）。

50 本文の加筆（診療報酬改定年を表記）。

第3章

医療福祉における財務管理と

は

81 本文の加筆･更新（診断群分類別包括評価による包括払い対象病

床数）。

109 本文の加筆，注記の追加（（5）アメリカの医療サービス形態）。

114 本文の加筆（組織の正式名称：公益社団法人日本マーケティング

協会）。

第6章 看護の起業体験談 123 起業家プロフィールの更新。

154 本文の加筆（費用対効果評価に関する記述）。

166 本文の更新（看護大学数）。

医療福祉の経営とは

第5章 看護サービスと経営上の課題

第7章

診療報酬上の評価につながる
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第2章

5

巻

 

看

護

情

報

管

理

論

第1章

第2章

第4章

6

巻

　

看

護

経

営

・

経

済

論

第3章

4

巻

 

看

護

に

お

け

る

人

的

資

源

活

用

論

第4章

第2版

2016年度刷

204頁

第3章

第2版

2016年度刷

226頁

看護管理を支援する情報技術

看護情報学から見た看護の将

来

第2章

看護実践に活かす情報のあり

方

専門職業人とキャリア

第2版

2016年度刷

260頁

人的資源管理を行うための法

律

人材の育成と活用

人事システムと賃金体系



2 本文の更新（社会保障給付費データ）。 第2版　

6 本文と図1-1の更新（社会保障給付費データ）。 2016年度刷

7 本文の更新（国民医療費データ，OECDの主要国の医療費の対

GDP比率，介護対策給付費データ）。

232頁

8 本文の更新（WHOへの分担金・任意拠出金のデータ）。

9 本文の更新（加盟国数）。

10-11 図1-2，表1-1，1-2の更新。

12 本文の更新・修正（社会保障給付費の部門別バランス等）。

18-19 本文の更新（地域医療構想に関する記述）。図1-5の更新。

20 本文の修正（社会保障の財源の部分）。図1-6の更新。

21 図1-7，表1-5の更新。

22 表1-6の更新。

23 本文の更新（病床100床当たりの看護職員数，社会保障財源の

シェア）。

25 表1-7の更新。

35 本文の更新（小児慢性特性疾病に関する記述）。表2-1の更新。

36 本文の更新（がん登録推進法に関する記述）。

38-39 本文の更新（国民所得に対する国民医療費の割合）。図2-1の更

新。

40-42 数値データの更新（本文・注記および図2-2，2-3，2-4，表2-2）。

44-45 図2-5の更新。本文の加筆（地域保険に関する記述，高齢者医療

に関する記述）。

46 本文の修正（給付の割合に関する記述）。

49 注記の更新。数値データの更新。

54 表2-4の更新。

58‐60 数値データの更新（病床数データ，図2-9，2-10，表2-8）。

64 本文の更新（常勤換算従業員数）。

66 表2-10の更新。

69 本文の更新（日本看護協会の会員数）。表2-11の更新。

70 本文の更新（専門看護師，認定看護師，認定看護管理者のデー

タ）。

73 本文の更新（病院機能評価のデータ）。

75 注記の更新（電子カルテ）。

89 本文の更新（看護系大学数）。

92-98 数値データの更新（本文および表3-2，3-3，3-4，3-5）。

100 本文の更新（日本看護系学会協議会加盟学会数）。

105 図4-1の更新。

121 表4-4の更新。

123 本文の更新（特定機能病院名）。

130 本文の更新（就業する看護職員数）。

140-141 本文の更新（看護系大学数，学生数等）。

147 本文の更新（E「特定行為に係る看護師の研修制度の創設」）。

149 本文の更新と注記の追加（電子カルテ普及率に関する記述）。

150 本文の更新（名称変更：CPRD）。

168 本文の更新（パブリックコメントのデータ）。

169・172 本文の加筆，資料5-3の変更（平成28年度診療報酬改定に関する

要望書）。

185 本文と図6-2の更新（社会保障審議会の分科会・部会の記述）。

187 本文の更新（審議会，分科会，部会，協議会への看護者の参加状

況の記述）。

201-202 本文の更新（日本学術会議の看護研究者の会員・連携会員等）。

203-205 本文の更新（看保連の加盟学会・団体数，2016年度診療報酬改

定の実際）。

205-207 本文の更新（JANAの目的，日本学術会議に関する記述等）。

207-210 本文の更新（会員校数，プライマリ・ケア教育課程の記述等）。

医療施策と看護施策
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18 本文，表1-2の更新（日本看護管理学会の分科会の分類）。

21-23 本文，表1-3の更新（厚生労働科学研究費補助金）。

24‐27 本文，表1-5の更新（看護政策研究の傾向）。 220頁

28 本文の更新（国立保健医療科学院）。

30 本文の更新（医療経済研究機構）。

31-32 表1-6，1-7の更新。

33-34 本文の更新（労働科学研究所）。

47‐48 本文の更新（看保連の参画団体数，ビッグデータの分析・利活

用）。

67‐69 本文，表2-1の更新（日本看護管理学会年次大会の演題と傾向）。

112 本文の更新（精神科病院の全国平均在院日数）。

113 注記の更新（電子カルテの導入率）。

121 本文，図3-1の更新（医中誌掲載の看護管理に関連する原著論文

数等）。

126 本文の更新（専門看護師，認定看護師の人数等）。

127

本文の更新（一般病棟の夜間勤務体制（3交替制・2交替制）の割

合）。

第2版

部 編 章 法　　　　　律 2016年版

352頁

2. 看護の定義 A　ICN 改訂：ICN所信表明――看護業務の範囲

3. 人権，患者の権利と倫理 C　看護の倫理 改訂：ICN看護師の倫理綱領

Ⅰ　人権に関する法令  

Ⅱ　看護の基本となる法令 改正：医道審議会令

1．地域保健 改正：医療法

2．高齢者の

保健

改正：高齢者の医療の確保に関する法律（旧老人保健法）／老

人福祉法／介護保険法／高齢者虐待の防止，高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律

3．母子保健 改正：児童福祉法／児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

／児童福祉法施行令

4．学校保健 改正：学校保健安全法／学校教育法

5．障害者の保

健と福祉

改正：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

6．感染症予防 改正：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律施行令／感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律施行規則／予防接種法施行令／予防接種法施行規則

7．生活保護 改正：生活保護法

1．医療提供の

基本

改正：医療法／持続可能な社会保障制度の確立を図るための改

革の推進に関する法律

2．保健医療施

設の定義，設

置の基準等

改正：医療法／医療法施行規則／保険医療機関及び保険医療

養担当規則／療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき

厚生労働大臣が定める掲示事項等

3．薬事 改正：医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等

に関する法律（旧薬事法）／麻薬及び向精神薬取締法／安全な

血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

4．医療関連職

種とその業務

改正：臨床検査技師等に関する法律施行規則／介護保険法／児

童福祉法

5．医療機関等

の広告

改正：医療法

6．その他  

1．人的資源管

理

改正：看護師等の人材確保の促進に関する法律／看護師等の

人材確保の促進に関する法律施行規則／職業安定法／労働基

準法施行規則／労働安全衛生法／同法施行令／労働安全衛生

規則／労働者災害補償保険法／雇用保険法／雇用対策法／労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律／同法施行令／事業主が講ずべき短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する措置等についての指針／障害者の雇用

の促進等に関する法律／同法施行令／医療勤務環境改善マネジ

メントシステムに関する指針／育児休業，介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

2．コスト管理 改正：健康保険法／国民健康保険法／高齢者の医療の確保に関

する法律（旧老人保健法）／介護保険法

新規収載・改正：難病の患者に対する医療等に関する法律／児

童福祉法

3．施設・環境

管理

改正：建築基準法／消防法／同法施行令／廃棄物の処理及び清

掃に関する法律／同法施行令／医療法施行規則

4．リスクマネジ

メント／安全管

理

改正：国家公務員法／医療法施行規則／災害対策基本法／消

防法

5．情報管理 改正：医療法施行規則／保険医療機関及び保険医療養担当規

則／個人情報の保護に関する法律／医療法／看護師等の人材

確保の促進に関する法律／労働安全衛生法／高齢者虐待の防

止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律／国家公務員

法／著作権法／商標法

6．訪問看護 改正：健康保険法／国民健康保険法／高齢者の医療の確保に関

する法律（旧老人保健法）／介護保険法／同法施行規則

最新画面に変更。

一部文献を更新。

変更なし（リンク集データは4月に更新）。

これからの看護管理学研究第3章

Ⅴ　看護業務管理に関する法

令

付1　インターネットによる法令検索マニュアル

第1部

看護管理者と研究

付3　カンリダス

付2　参考文献および参考になるWebサイト

2015(平成27)年12月1日までの法令等修正（以下，収載の法令等本文に変更のあったもの）

第2部

Ⅲ　保健と予防および福祉に

関する法律

別

巻

 

看

護

管

理

基

本

資

料

集

　

2

0

1

6

年

版

Ⅳ　医療の提供に関する法令

8

巻

 

看

護

管

理

学

研

究

第2章

第1章

第2版

2016年度刷

看護管理学研究の変遷


