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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2018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。 2018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）。

63 本文の更新（数値データ）。

73 本文の更新（訪問看護ステーション数）。

84 表4-2の更新。

87 本文の加筆（リッカートのリーダーシップ論について）。

100 本文の更新（国民医療費）。

113 表4-3の更新。

114 本文の加筆（「パートナーシップ・ナーシング・システム」を追加）。

163 本文の更新（社会保障給付費）。

164 図6-1，6-2の更新。

166 本文の加筆（看護職員需給推計について）。

168 図6-3の更新と本文の修正，注記の追加（医療保険制度につい

て）。

171 本文の更新（医療経済実態調査の報告の数値）。

4 本文の更新（就労看護師数）。 第2版

8 表1-2の更新。 2018年度刷

95 本文の修正（労働基準法について）。 248頁

96-102 本文の更新・修正（各法の最終改正日等）。

98 図2-2の更新。

123-124 本文の更新（特定機能病院，先進医療に関するデータ）。

127-129 本文の加筆（地域包括ケアシステムについて）と表2-3の更新（介

護保険法の一部改正等）。

134 本文の更新（日本看護協会会員数）。

138 図2-13の更新。

140 本文の更新（専門看護師・認定看護師数）。

145-146 本文の更新（ICMの加盟協会数等）。

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（審議会等の数）。

153-156 本文の差し替え（地方自治体の看護職）。

186 本文の更新（合計特殊出生率，介護医療院について等）。

188-191 図3-1と本文・注記（訪問看護ステーション数）の更新。

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）。

195-196 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）。

197-198 本文の加筆，本文・注記の差し替え（介護医療院について）。

208 本文の更新（開発協力大綱について）。

216 本文の更新（JICA技術協力プロジェクトの名称）。

219 本文の更新（「起業家精神に関する調査事業」に基づく記述）。

221-222 本文と図3-4の更新（知的財産権について）。

第2章 看護サービス管理 64-65 本文の修正（看護業務基準）。

97-98

本文の更新（看護の質評価に関する記述）。

111 本文の削除（過程評価項目の自己評価票の開発等に関する記

述）。

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）。

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）。

131 表4-8の更新。

132 本文の更新（ガイドラインの名称）。

142 表4-11の更新（出典）。

156-163 本文と図4-5，4-9の更新。

169 図4-11の更新。

171 図4‐12の更新。

183-185 本文と表5-1の更新。

197 図5-8と本文の更新。

206 本文の更新（事例1の（5））。
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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）。

12 本文の更新（看護系大学教育機関数）。

16 本文の修正（エリクソンのライフ・サイクルについて）。

25 本文の修正（「計画された偶然性理論」について）。

27 本文の加筆修正（キャリア・カウンセリングの定義について）。

44 図1-7の更新（女性の年齢階級別労働力率 平成28年の数値）。

66 表2-3の削除。

71 本文の加筆修正と注記の追加（看護師のクリニカルラダー公表に

ついて）。

72 表2-6の挿入（「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」）

73 本文の加筆（クリニカルラダーと看護職学習について）。

82 本文の更新（認定看護師数）。

84
表2-10の修正（2017年の調査の数値）。

87 本文の加筆修正（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）。

132 条文の修正（労働契約法）。

141 注記の更新（労働時間等見直しガイドラインのURL）。

142 資料3-9の更新（労働時間等見直しガイドライン）。

154 本文の加筆修正（男女雇用機会均等法について）。

155 本文の加筆（育児・介護休業法について）。

156 本文の更新（くるみんマークについて）。

170 本文の加筆（看護職員需給分科会での検討）。

173 注記の更新（看護職員需給分科会での検討について）と修正（労

働者派遣法の正式名称）。

190 本文の更新（看護職員の労働実態調査について）。

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）。

4-5 本文の加筆修正（ANAの看護情報学の定義について）。

7-8 本文の更新と注記の追加（ANAの「看護情報学：その実践のため

の指針と業務基準」に基づく記述）。

34-35 本文の差し替えと注記の追加（医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて）。

39 本文の削除（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイドライン」について）。

48
本文の更新（看護実践用語標準マスターについて）。

51 本文の修正（CTCAEについて）。

53-54 本文の更新（NANDA-Iについて）。

58-62 本文の更新（ICNPについて）。

64 本文の更新（標準看護用語体系について）。

67 表2-10の出典更新。

74 表2-11の更新（国立国会図書館オンラインについて）。

102 本文の更新（聖路加国際病院個人情報保護方針について）。

105-106 表3-1と本文（日本看護協会の「看護師のクリニカルラダー」につい

て等）の更新。

116 本文の加筆（看護業務量の測定方法としての重症度，医療・看護

必要度について）

121 本文の加筆（2018年度診療報酬改定における，重症度，医療・看

護必要度に係る評価を用いた患者評価の見直しについて）。

140 本文の加筆修正（電子カルテ普及率について）。

143-148 本文と図3-15・3-16・3-18の更新（『Quality Indicator 2017 聖路加

国際病院の先端的試み』に基づいた記述）。

168-171 本文の更新（DPC対象病院の数）と表3-6の修正。

184-185 本文の更新（発生時点データ収集システムについて）。

186 本文の更新と加筆（看護実践用語標準マスターに関する記述

等）。

190 本文の加筆修正と注記の更新・追加（地域医療連携に関する記述

等）。

191 本文の修正と表組の追加（退院支援加算等の新設について）。

192 本文の更新（地域医療連携システムについて）。

198-205 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。

第1章 医療福祉における経済 16 注記の更新（DPC対象病院数）。

33 本文と注記の更新（「未来投資戦略2017」に基づく記述）。

47 図2-6の更新（介護医療院について）。

50 注記の追加（一般病棟入院基本料の評価体系の検討について）。

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）。

第5章 看護サービスと経営上の課題 110 本文の更新（アメリカの医療サービス形態の変化について）。

第6章 看護の起業体験談 123 起業家プロフィールの更新。

第7章

診療報酬上の評価につながる

看護実践

166 本文の更新（看護系大学数）。
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第2版

2018年度刷
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看護情報学から見た看護の将

来

第2章

第1章

第3章 看護管理を支援する情報技術

人的資源管理を行うための法

律

第3章

第4章

第1章

人事システムと賃金体系

第2章

第2章

第4章



2 本文の更新（社会保障給付費データ）。

6-7 本文と図1-1の更新（社会保障給付費データ，介護対策給付費

データ）。

7 本文と表組の更新（国民医療費データ，OECD主要国の医療費の

対GDP比率）。

8 本文の更新（WHOへの分担金・任意拠出金のデータ等）。

9 本文の更新（OECD加盟国数）。 　

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）。

19 本文の更新（地域医療構想に関する記述）。

20-21 本文と図1-6・1-7，表1-5の更新（社会保障財源の構成割合等）。

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。

32-34 注記の追加，本文の修正（知的障害者の支援について等）。

35 本文の修正（難病に対する支援について等）。

38 本文の更新（国民所得に対する国民医療費の割合）。

40-41 数値データの更新（本文および図2-2・2-3・2-4）。

44-45 本文（国民健康保険の保険者について）と図2-5の更新，注記の

追加。

46 注記の加筆修正（医療費の自己負担について）。

49 注記の更新（2018年度診療報酬改定について）。

54 表2-4の更新（介護医療院について）。

55-56 表2-3の更新（健康保険法等改正について）。

58‐60 本文（病床数データ等）と図2-9・2-10，表2-8の更新。

61-64 コラムの加筆（第4部）。

65 本文の更新（常勤換算従業員数）。

67 表2-10の更新。

70 本文の更新（日本看護協会の会員数）。

70-71 本文の修正・更新（専門看護師，認定看護師，認定看護管理者の

データ等）。

74 本文の更新（病院機能評価のデータ）。

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）。

105 図4-1の更新。

123-124 本文の更新（地域医療支援病院数）。

128 注記の追加（「重症度，医療・看護必要度」，一般病棟入院基本料

の評価体系の検討について）。

132 本文の更新（看護教育の根拠法等について）。

140-141 本文の更新・差し替え（看護系大学数，看護師2年課程通信制等

について）。

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）。

168 本文の更新（パブリックコメントのデータ）。

169，172 本文の更新と資料5-3の差し替え（診療報酬改定に向けた要望書

について）。

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（審議会等への看護者の参加状況の記述，看護

系大学数）。

201-202 本文の更新と加筆修正・差し替え（日本学術会議の看護研究者会

員，委員会，看護学分科会に関する記述等）。

203-205 本文の更新と加筆修正・差し替え（診療報酬・介護報酬に向けた

看保連の提案・要望に関する記述等）。

206-207 本文の更新と加筆修正・差し替え（日本看護系学会協議会の活動

に関する記述等）。

208-210 本文の更新と加筆修正・差し替え（日本看護系大学協議会の会員

校数，活動に関する記述等）。
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15 本文の加筆（「現在の重症度，医療・看護必要度」を追加）。

18 本文，表1-2の更新（日本看護管理学会の分科会の分類）。

22-23 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）。

32 本文と表1-7の更新（労働政策研究）。

33-34 本文の更新（労働科学研究所）。

36 本文の更新（健和会看護介護政策研究所の削除）。

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）。

94 本文の修正（「4つの被験者の権利」について）。

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 2018年版

1．地域保健 改正：地域保健法／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／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

6．感染症予防 改正：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

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／介護保険法／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／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／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：臨床検査技師等に関する法律／救急救命士法施行規則／

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：看護師等の人材確保の促進に関する法律／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／職業

安定法／労働基準法／同法施行規則／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／労働保険の保険料の徴収等に関する法律／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

律施行令／障害者の雇用の促進等に関する法律／同法施行令

／同法施行規則／女性労働基準規則／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／刑法／個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

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／公害健康被害の補償

等に関する法律／戦傷病者特別援護法／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／消防法／同法施行令／高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律／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／地方公務員法／医療法施行

規則／消防法

5．情報管理 改正：医療法施行規則／医療法／刑法／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／じん肺法／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／児

童虐待の防止等に関する法律／地方公務員法／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

Ⅲ　保健と予防および福祉に

関する法律

第3章 これからの看護管理学研究

第2章

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

2017(平成28)年12月1日までの法令等修正（以下，収載の法令で改正のあったもの）

Ⅳ　医療の提供に関する法令

Ⅴ　看護業務管理に関する法

令


