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　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2017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。

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。 2017年度刷

12 本文の更新（数値データ）。 218頁

15 図1-2の更新。

16-17 本文・注記の更新（数値データ）。

第3章 看護管理者に必要な知識体系 73 本文の更新（訪問看護ステーション数）。

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

147 注記の追加（新人看護職員研修の努力義務化に関する厚労省

ホームページ）。

163 本文の更新（社会保障給付費）。

164 図6-1，6-2の更新。

168-169 図6-3の更新と本文の修正（医療保険制度について）。

170 本文の更新（診療報酬体系について）。

8 表1-2の更新。 第2版

58-59 表1-16の変更と本文の加筆修正（道徳的要求に関する記述）。 2017年度刷

92-93 図2点（旧図2-1,2-2）の削除と本文の修正。 248頁

96-102 本文の更新・修正（各法の最終改正日等）。

98 注記の追加（社会保障費の膨大化に伴う医療制度の見直しにつ

いて）。

113 本文の加筆（健康日本21の成果，県民健康づくり運動，新健康フ

ロンティア戦略について）。

122 注記の追加（病院組織のスタッフについて）。

123-124 本文の更新（特定機能病院，先進医療に関するデータ）。

134 本文の更新（日本看護協会会員数）。

138 図2-15の更新。

140 本文の更新（専門看護師・認定看護師数）。

144-145 本文の更新（ICNの基本的価値観，加盟協会数等）。

147-149 表2-8と本文の更新（厚労省の看護系技官配置について）。

151 本文の更新（審議会の数，看護職員需給見通しに関する検討会

→看護職員需給分科会）。

153-154 本文の更新（保健師の総数，看護管理者の状況）。

186-187 本文の更新（合計特殊出生率等）。

188-190 図3-1の更新（訪問看護ステーション数等）。注記の更新。本文の

更新と加筆（医療保険の訪問看護に関する記述等）。

192 本文の更新（訪問看護ステーションに関する数値データ）。

194-196 本文の加筆修正・更新（療養通所介護，定期巡回・随時対応型訪

問介護看護，看護小規模多機能型居宅介護に関する記述，数値

データ等）。

197 注記の加筆（介護福祉士の受験資格）。

197-198 本文の更新と加筆（介護保険施設の利用者負担，介護療養型医

療施設の廃止，新施設類型等に関する記述）。注記の更新。

200 表3-4の更新。

219 本文の更新（「起業・ベンチャー支援に関する調査」に基づく記

述）。

64-66 図2-6の更新と本文の更新・加筆（看護業務基準等）。

91-92 資料の追加（看護業務基準2016年改訂版）。

第3章

看護サービスの質保証と評

価・改善

95

本文の修正（JCIの設立年）。

120 本文の更新（日本看護協会看護開発部看護業務・医療安全課）。

126 本文の加筆（医療事故調査制度の見直しについて）。

128 本文の更新（医療安全支援センター）。

129 本文の更新（医療安全全国共同行動の行動目標数）。

132-133

小見出し・本文の修正（厚生労働省「今後の医療安全対策につい

て」等）。

141-142

本文の修正，注記の追加（准看護師の行政処分について），表4-

11の更新。

150 表4-15の修正（組織名）。

156-166 本文と図表の差し替え（「A施設における取り組み」執筆者交代）。

172-174 図4‐9の更新。

197 図5-8と本文の更新。

206 本文の更新（事例1の（5））。

206-208 本文の更新（事例2）。

第1章 組織とは何か

保健・医療・福祉サービス提

供組織のしくみ

第3章

看護における医療安全の推進第4章

第5章

（表中の「主な変更内容」参照），最新年度刷のご購読をおすすめ致します。

＊第3巻においては，一部執筆者の交代がありました。

看護におけるプロジェクト・

マネジメント

看護サービス管理
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看護管理者と認定看護管理者

制度

第4章

第6章

組織化とマネジメント

第2章

看護サービスを提供するしく

み

第1章

第2版

2017年度刷

232頁

制度・政策と医療経済
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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，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



8 本文の更新（ICNの加盟国・協会数，日本看護協会会員数）。

10 注記の更新（看護業務基準の出典）。

12 本文の更新（看護系大学教育機関数）。

31-32 注記の更新（OECD加盟国数）。図1-4の更新・出典追加と本文の

加筆（女性労働力率の推移について）。

37 注記の追加（国民生活白書の休止について）。

44
図1-7の更新（女性の年齢階級別労働力率 平成27年の数値）。

72 本文の加筆修正（看護師のクリニカルラダー公表について）。

75 本文の加筆（褥瘡患者管理加算の廃止について）。

82 本文の更新（認定看護師数）。

84 表2-10の更新（2013・2017年の調査を追加）。

87 本文の更新（特定行為に係る看護師の研修制度）。

104 小見出しと本文の修正（役割に伴うストレス源について）。

106-108 小見出しと本文の修正（「役割」の確認や再定義，壁と溝につい

て）。

122・124 名称修正（2008年時間外労働，夜勤・交代制勤務等実態調査）。

126 本文の更新（地方労働行政運営方針）。

131 本文の追加（労働安全衛生法の条文）。

147 本文の追加（労働安全衛生法の条文）。

151 本文の更新（特定行為に係る看護師の研修制度について）。

156 本文の加筆（くるみんマークについて）。

159 本文の修正（高年齢者雇用安定法の条項番号）。

170 本文の更新（看護職員需給分科会での検討）。

193-195 資料番号の変更（資料4-1，4-2を入れ替え）。

210-213 資料4‐3，4-4，4-5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）。

6 本文の更新（ANCCの看護情報看護の認定看護師等）。

30 本文と注記の更新（ICTについて）。

34 注記の追加（個人情報保護法の改正について）。

48 本文の更新（看護実践用語標準マスター）。

51 本文の更新（CTCAE）。

54 表2-5の修正。

58・62 本文の更新（ICNP）。

65 本文の修正（NMDS）。

74 表2-11の更新（文献検索）。

79 本文の加筆（ビッグデータ）。

87 表2-12の更新。

105-106 表3-1，本文の更新。

118 本文の加筆（看護師のクリニカルラダー）。

120-125 本文（重症度，医療・看護必要度を用いた管理）と図3-3，3-4の更

新，注記の削除。

124-125 本文の修正（病床管理について）。

126 本文の加筆修正と注記の追加（DiNQLについて）。

140 本文の加筆修正（電子カルテ導入率について）。

168-171 本文（DPC対象病院の数，診断群分類，医療機関別係数）と表3-

5，3-6，3-7，図3-23の更新。

186 本文の加筆（看護実践用語標準マスター，PCAPSに関する記

述）。

191 本文の更新（医療等IDの運用に関する記述）。

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）。

193 本文の加筆修正（IoT化の加速について）。

196 図の追加と本文の加筆（クラウドベースによる遠隔看護システムに

ついて）。

198-204 本文の更新・加筆，図の更新・追加（日本看護協会ホームページ，

会員専用ページ「キャリナース」等），注記の更新。

15 注記の追加（アメリカで病院に雇用されている医師について）。

16 注記の更新（DPC対象病院数）。

33 本文と注記の更新（「日本再興戦略」2016に基づく記述）。

35 本文の修正（目標設定に関する記述）。

47 図2-6の更新と出典の変更，注記の追加（新しい介護予防・日常

生活支援総合事業に関する記述）。

48-50 本文と資料2-1，2-2の更新（「基本診療料の施設基準等及びその

届出に関する手続きの取扱いについて 入院基本料等の施設基

準等」について）。

50-51 本文と表2-1の更新，注記の追加（夜勤時間特別入院基本料）。

第3章

医療福祉における財務管理と

は

81 本文の更新（診断群分類別包括評価による包括払い対象病床数

等）。

123 起業家プロフィールの更新。

135 注記の追加（健診サービスの名称変更について）。

154 本文の更新（費用対効果評価に関する記述）。

166 本文の更新（看護系大学数）。

第1章 看護と情報

人材の育成と活用

専門職業人とキャリア

人事システムと賃金体系

第2版

2017年度刷

204頁

医療福祉の経営とは

看護実践に活かす情報のあり

方

第2版

2017年度刷

228頁

第3章 看護管理を支援する情報技術

第1章 医療福祉における経済

第6章 看護の起業体験談

第2章

第2章

第4章

第2版

2017年度刷

260頁
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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）。 2017年度刷

7 本文の更新（国民医療費データ，介護対策給付費データ，OECD

の主要国の医療費の対GDP比率）。

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，伊勢志摩サミットの成果を反映し加筆）。

10-11 図1-2，表1-1，1-2と本文の更新。

12 本文の更新・修正（社会保障給付費の部門別バランス等）。

17 注記の更新。

19 本文の更新（地域医療構想に関する記述）。

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と本文の更新。

22 表1-6，図1-8の更新。

23 本文の更新（社会保障財源のシェア）。

25 表1-7の更新。コラムの修正。

30-31 本文の修正。

33 本文の修正（児童福祉法の改正を反映）。

34 本文の更新（感染症の分類に関する記述）。

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（本文および図2-2，2-3，2-4，注記）。

44 数値データの更新（訪問看護ステーションの設置主体）。

45 図2-5の更新。

46 注記の追加（医療費の自己負担について）。

47 図2-7の更新。

48 本文の更新（入院基本料）。

51 本文の一部削除。

52 注記の追加（介護報酬の地域区分見直しについて）。

53 図2-8の更新。

54 表2-4の更新と注記の追加（新しい介護予防・日常生活支援総合

事業について）。

58‐60 本文の更新（病床数データ等）。図2-9，2-10，表2-8の更新。

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）。

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）・一部削除。

82 本文の更新（看護専門職の人数）。

83 本文の更新（看護職員需給見通しに関する記述）。

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。

112・115 本文・小見出しの更新（看護職員需給見通しに関する記述）。

121 表4-4の更新。

122 本文の加筆（特定入院料の算定要件における看護職員配置の表

記）。

123 本文の更新（地域医療支援病院数）。

130-131 本文の更新（就業する看護職員数）・加筆（2016年度診療報酬改

定における看護関連事項に関する記述等）。

140-141 本文の更新（看護系大学数等）。

149 本文の更新（医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの

改定年）。

158 本文の更新（看護師の年齢階層別百分比のデータ）。

168 本文の更新（パブリックコメントのデータ）。

185-186 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・加筆（審議会，部会，分科会，協議会への看護者の

参加状況の記述）。

196-200 本文と図6-4の更新（病院勤務看護職の離職に関する記述等）。

201 本文の更新（日本学術会議の看護研究者会員に関する記述）。

203 本文の更新（看保連の加盟学会・団体数等）。

206-207 本文の更新（JANAの学会数，活動に関する記述）。

208-210 本文の更新（日本看護系大学協議会の会員校数，活動に関する

記述等）。

保健医療福祉制度とヘルスケ

アシステム

看護制度と政策決定過程

第5章 看護制度と看護管理者
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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）。

21-22 本文，表1-3の更新（厚生労働科学研究費補助金）。

24‐26 本文，表1-5の更新（看護政策研究の傾向）。 220頁

28 本文と注記の更新（国立保健医療科学院）。

30 注記の更新（医療経済研究機構）。

32 表1-7の更新。

33-34 本文の更新（労働科学研究所）。

35 本文の加筆（千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指

導センターの実施事業）。

39 本文の更新（政務調査会の部会数）。

47 本文の更新（看保連の参画学会・団体数）と注記の追加。

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）。

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）。

第2版

部 編 章 法　　　　　律 2017年版

360頁

第1部 2. 看護の定義

B　日本看護協

会

改訂：看護業務基準（2016年改訂版）

Ⅰ　人権に関する法令  

Ⅱ　看護の基本となる法令 改正：保健師助産師看護師法施行規則

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）／介

護保険法

3．母子保健 改正：母子保健法／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／児童虐待の防止等に関

する法律／刑法

4．学校保健 改正：学校教育法

5．障害者の保

健と福祉

改正：身体障害者福祉法／知的障害者福祉法／精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律／障害者虐待の防止，障害者の養

護者に対する支援等に関する法律

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

律施行規則／予防接種法施行令

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：麻薬及び向精神薬取締法施行規則／医薬品の臨床試験

の実施の基準に関する省令

4．医療関連職

種とその業務

改正：精神保健福祉士法／社会福祉士及び介護福祉士法／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 改正：刑事訴訟法

1．人的資源管

理

改正：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律／同法施行規則／職業安定法／労働基準法施行

規則／労働安全衛生法施行令／労働安全衛生規則／雇用保険

法／労働保険の保険料の徴収等に関する法律／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／障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則／同法施行令／事業主が職場における性的な言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指

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／同法施行規則

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／児童福祉法

3．施設・環境

管理

改正：建築基準法／建築物の耐震改修の促進に関する法律施行

令／廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令／医療法施行

規則

4．リスクマネジ

メント／安全管

理

改正：民法／刑法／刑事訴訟法／医療法施行規則／災害対策

基本法

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／基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて／個人情報の保護に関する法律／医療法／刑法

／精神保健及び精神障害者福祉に関する法律／児童虐待の防

止等に関する法律／障害者虐待の防止，障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律／著作権法／商標法／行政機関の保有

する情報の公開に関する法律

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）。
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付1　インターネットによる法令検索マニュアル

付3　カンリダスについて

付2　参考文献および参考になるウェブサイト

第2章

2016(平成28)年12月1日までの法令等修正（以下，収載の文書・法令等で改訂・改正のあったもの）

第2部

Ⅴ　看護業務管理に関する法

令

看護管理者と研究

Ⅲ　保健と予防および福祉に

関する法律

第1章

これからの看護管理学研究第3章

看護管理学研究の変遷


