
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．ナースセンターの活用促進 

１）看護管理者への周知 

２）看護職採用説明会の開催 

３）離島へき地の保健師確保の支援 

２．届け出制度の周知と届け出の促進 

  １）施設看護管理者と協働し代行届け出の促進 

 ２）届け出者への支援の強化 

３．看護師の再就業支援の強化 

１）中北部地域での潜在看護師看護技術研修の開催 

２）潜在看護師採用施設の拡充 

３）定年退職後の看護職の活用の検討 

４．勤務環境改善の推進 

１）ＷＬＢ推進に取り組む施設への訪問による支援 

２）「看護職の賃金モデル」に関する周知 

１ ナースセンターの活用促進 
1）看護管理者への周知 

   施設代表者会議、研修センターでの研修受講者や施設訪問などで、「ナースセンターの役割・

届出制度について」看護管理者へ説明・リーフレットの配布 
2）看護職採用説明会の開催 

看護協会内で 1回実施 求職者 34人 求人施設 13施設（22人）が参加 採用決定 4人 

3）離島へき地の保健師確保の支援 

 ①退職保健師・潜在保健師人材バンク事業：登録者数 11 人 特定町村への支援 
業務支援のマッチング 3 件 特定町村住民健診結果説明、他新人保健師育成に支援 

   ②特定町村現任教育支援：6 町村 6 人の新任保健師を支援 
２．届け出制度の周知と届け出の促進 

   1）施設看護管理者と協働し代行届け出の促進 

   届け出数 328件（うち代行届け出 78件）前年度比届け出数 94件増、代行届け出は 47件増 

就職者数 92 人 （届け出者の就業率は届出者 328 人中、92 人 28% ） 
  2）届け出者への支援の強化 

   電話、メール、郵便での連絡 就業確認 就業相談 リーフレットの送付  

   

 

 

重点事業３  看護職の就業・定着の促進 

事 業 内 容 

実 績 概 要 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．ナースセンターの活用促進 

１）看護管理者への周知 
ナースセンター活用の促進に向けて、ナースセンターの役割・届出制度について説明 
（１）施設代表者会議に 74 施設の看護管理者（95 人）が参加 
（２）施設訪問：沖縄第一病院 宮古病院 宮古島徳洲会病院 宮古南静園 
（３）看護系大学・養成校学生、教員：名桜大学 沖縄看護専門学校 浦添看護学校 

北部看護学校 那覇看護専門学校 
（４）実習指導者研修、ファーストレベル、セカンドレベル研修などでリーフレット配布広報 

 
今年度ナースセンター活用に関しては、看護管理者への説明などを行い活用の促進につなげた。

実績としては、求人登録数・求職者登録数などは減少傾向であるが、就職者数は 270 人で前年度

比 35 人増である。就職先は病院、診療所、ディサービス、ディケアセンター、県市町村、企業・

事業所等の順であった。ナースセンターの広報、届け出制度の効果もあると評価できる。ナース

センターには面接してもなかなか採用に結びつかない看護職、卒業後、家族の介護などで就業が

出来ずにいたなど、さまざまな背景の看護職が来所する。就業相談を通して一人でも多くの看護

職を支援し、2025 年に向けた人材確保に努めていきたい。その為にもナースセンターの活用促

進に向けた広報に今後も取組んでいく。 
※ナースセンター活用：人材バンク実績 

年 度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
求人登録数 3,857 3,637 3,391 
求職登録数 1,781 1,886 1,816 
就職者数 226 235 270 
就業相談（ハローワーク） 230 145 150 
来所相談（ナースセンター）   351 302 351 

３．看護師の再就業支援の強化 

 1）中北部地域での潜在看護師看護技術研修の開催 

   日時：7月 27日(金)13:30～16：30 場所：かんな病院  受講参加者：3人  

2）潜在看護師採用施設の拡充 

   潜在看護師再就職支援事業：9施設（うち新規施設 4施設）11人に支援 

 3）定年退職後の看護職の活用の検討 

プラチナナース交流会の開催 平成 31年 2月 21日（木） 参加者 24人 

４．勤務環境改善の推進 

1）ＷＬＢ推進に取り組む施設支援：訪問による支援 

  5施設に 9回 社労士 ＷＬＢ支援者をアドバイザーとして派遣し支援した 

2）「看護職の賃金モデル」に関する周知 

  講演会の実施：平成 30年 10 月 16日 参加者 106人 

  

 

 事 業 実 績 



２）看護職採用説明会の開催   
平成 30 年 12 月 5 日（水）  場所：看護研修センター4 階 
求職者 34 人 求人施設 13 施設(22 人) マッチング 5 人、面接後採用決定 4 人 
看護協会内での採用説明会の要望があり、今回初めて協会内での説明会を企画実施した。求人

施設 13施設、求職者 34人の看護職が参加した。求人施設へは 1人１～４施設ほどのブース説明

に参加、各施設には平均 6人ほどのブース訪問があった。３施設で 5人の施設見学、面接があり

4 人の採用が決定した。施設側からは施設のアピールができて良かった。人材の発掘・確保をす

るために、説明会を継続してほしいとの声が聞かれた。子育て中の看護職が参加しやすいように

と考えキッズコーナーを設定したため、子連れでの参加が出来たと好評だった。求人施設、求職

者から良い評価があり、4人の採用決定の実績に繋がった。 

３）離島へき地の保健師確保の支援 
（１）退職保健師・潜在保健師人材バンク事業活用実績 

   住民健診結果説明会：3 人（伊平屋村、北大東村）新人保健師育成：1 人（大宜味村 国頭村） 

  （２）特定町村現任教育支援：6 町村（ 国頭村 大宜味村 伊是名村 粟国村 南大東村 久米島町） 

支援内容：保健指導内容の助言、個別支援台帳の作成 家庭訪問同伴、支援困難事例の検討など 
離島へき地の保健師確保においては、地域保健対策が円滑に推進されるよう保健師のマンパワ

ー確保と定着が求められる。離島町村からの申し出により、住民健診、乳幼児健診の応援等短期

間のスポット支援に人材バンクを活用して３人の保健師を派遣した。申し入れ内容や、バンク登

録者とのマッチング不足が課題に上がっている。人材バンク登録者からは、市町村業務等や最新

の地域保健活動の情報不足、町村側は人事異動などで事業内容の継続が十分でない等である。町

村への事業の周知や、人材バンク登録者を増やし、体制の整備を図りながら特定町村の状況に合

わせて支援していきたい。又、今年度からスタートした特定町村現任教育支援事業では、本事業

を通して保健所と連携し、新任保健師の現任教育支援に継続的な支援ができるようになった。支

援を受けた保健師からは、家庭訪問への同行などで生活状況の観察の仕方を実際に指導してもら

う等学びが多く、又相談対応してもらうことで不安が軽減できたとの評価だった。新任保健師へ

の現任教育支援を通して保健師の定着、人材確保につなげていきたい。 
２．届出制度の周知と届出の促進 
１）施設管理者と協働し代行届出の促進 

年 度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
届出件数(代行届) 64 186 234(31) 328(78) 
届出率  8.9 10.7 15 

※届け出率：届け出件数と前年度県内退職者数（看護職の施設調査・退職者調査）の割合 

２）届け出者への支援の強化 
届出後電話による届出受理の連絡と就業確認、来所案内 
ナースセンターリーフレットの送付 来所時に就業相談を行った。 
平成 30 年度の届出件数は、施設代表者会議などで看護管理者に働きかけたこともあり、届け

出制度への関心も高くなり、今年度代行届け出は 78 件で前年度比 47 件増となった。代行届け出

が増え現在県内の届出率は、平成 28 年度 8.9％ 29 年度 10.8％、平成 30 年度は、15％と大幅

な増加となり目標を上回った。今後は個人の看護職が自律して届け出を実施できるよう、施設管

理者が離職時に説明をしやすいような届け出セット（個人配布用）の作成配布を予定している。

届出者全員へ就業意向確認と就業支援の説明を行なった。 



３．看護師の再就職支援の強化 
１）中北部地域での潜在看護師看護技術トレーニング研修の開催 
（１）中北部地域での潜在看護師看護技術トレーニング研修 

日時：7 月 27 日(金)13:30～16：30 場所：かんな病院  受講参加者：3 人 
演習項目（採血 静脈注射 点滴静脈注射 筋肉注射 皮下注射） 

（２）看護研修センターでの潜在看護師の看護技術トレーニング研修 
  対象人数：今年度目標(延べ 150 人) 

年間の研修会数：39 回 受講者数 89 人（延べ 180 人）   
資格別：保健師（９人）助産師（2 人）看護師（59 人）准看護師（19 人） 

    演習項目（採血 注射 喀痰吸引 経管栄養 AED ） 
    受講後の就業率：64％（受講時未就業 70 人中 45 人） 
        就業先：病院 クリニック 老健・特養など ディサービス 児童デイケア 訪問看護等   
    希望勤務形態：55 人中 38 人が日勤のみを希望 

潜在看護師の看護技術トレーニング研修受講者は、前年度比 26 人増である。今年度は中北部

地域対象者の利便性を考え、中北部地域での看護技術トレーニング研修を「かんな病院」の施設

を借用し実施した。受講者は３人で、受講者にとっては有効であったと考えるが、開催時期やア

クセスなどが課題となった。 
２）潜在看護師採用施設の拡充 

潜在看護師再就職支援事業：期間 平成 30 年４月～平成 31 年２月 
支援人数：11 人（看護師 8 人 准看護師 3 人）に支援 
支援施設：9 施設のうち新規施設 4 施設 

そらと海のクリニック、ねたてクリニック、介護老人保健施設白寿園、特別養護老人ホーム

ゆがふ園） 
潜在看護師の再就職支援の強化に関しては、施設支援対象者 11 人で 9 人は看護技術トレーニ

ング受講後の就職であった。支援施設 9施設のうち新規施設は 4施設で採用施設の拡大ができた。

特にクリニックは潜在看護師の就業先施設として希望の多い施設であり、今後の潜在看護師の受

け入れ再就業支援に繋がると期待したい。 
３）定年退職後の看護職の活用の検討 

定年退職後の看護職の活用について検討、状況把握のために、「プラチナナース(熟練した看護

技術と対人スキルを持つ定年退職前後の看護職)の交流会」を開催した。 
看護職の経験・能力を活かして、ライフスタイルに合わせた有意義な第二の職業生活を長く継続

できることを目的に実施：平成 31 年 2 月 21 日 参加者 24 人：50 代（6 人）60 代（18 人） 
①講話：「退職後の社会保険と生活設計」・「セカンドステージを考えるために」 
②日常生活で役立つ健康体操  ③参加者の情報交換 
定年退職後の看護職の再就業に関しては、「看護職の施設調査・退職者調査」によると、定年

後も再雇用で就業している看護職は平成 28 年度 173 人、平成 29 年度 184 人であった。一方定

年後再就職を希望しても、求人側から年齢的な理由で面接を断られる事例もある。年齢の壁があ

ることも現実にはあり、今後の課題である。人生 100 年時代、定年退職後の働き方も変わる転換

期に来ている交流会では、定年を目標にきた世代が、これからの超高齢社会の中で退職後の設計

をどのように考えていけば良いのか模索していた。年金の話や退職後も元気に過ごすための健康

体操のすすめ、お互いの情報交換を通して定年後の生活設計に役立つ情報が得られ、健康であれ



ば今後も看護職の資格を活かし再就職したいとの声が多かった。就業先への不安などは、届出制

度の届出をすること、ナースセンターの活用を促した。交流会の企画は看護職のセカンドキャリ

アへの支援として次年度も継続していきたい。 
４．勤務環境改善の推進 

1）WLB 推進に取り組む施設への訪問による支援 
訪問支援：5 施設に 9 回、就業改善アドバイザー（社労士 ＷＬＢ支援者）を延べ 29 人派遣 
施設名：沖縄南部療育医療センター 海邦病院 沖縄中部療育医療センター 中部徳洲会病院 

沖縄名護療育医療センター 
支援内容：労務管理についての講演会、インデックス調査データの見方、「夜勤専従ルールつくり」  

２）「看護職の賃金モデル」 
講演会＆ＷＬＢ実践報告会の実施：10 月 16 日（火）参加者 106 人 

 講師：奥村元子氏 
講演会１ テーマ「看護職の賃金モデル」 
講演会２ テーマ ヘルシーワークプレイスの普及啓発 
ＷＬＢ実践報告会（シンポジウム）：「みんなで考えよう看護師の超勤」シンポジスト 4 人  

３）看護職のＷＬＢワークショップ推進事業の事業評価 
（１）沖縄県内の病院の WLB への取り組みに関する実態調査の実施 
   県内医療機関 93 施設の看護管理者対象 
（２）WLB ワークショップ事業参加 27 施設の活動状況調査とＷＬＢ報告書（冊子）作成 

ＷＬＢ推進に取組む施設への訪問による支援として、今年度は申し込みのあった 5施設へ 9回、

延べ 29 人を派遣し支援した。支援には医療勤務環境改善支援センター社労士とＷＬＢ推進支援

者をアドバイザーとして派遣し、労務管理についての講話やＷＬＢ推進に関しての指導助言など

を行った。支援を受けた施設の看護管理者からは、自施設の勤務環境改善を後押ししてくれたと

の意見があった。 
「看護職の賃金モデル」導入のための普及啓発に関しては、講演会を実施し、人材育成、人事評

価と連動する賃金制度の構築について 106 人が参加し情報を得る機会になった。 
日本看護協会は、「看護職の WLB 推進ワークショップ事業」を終了した。本会の今後のＷＬＢ

推進事業の支援のあり方を検討するために、【沖縄県内の病院のワーク･ライフ･バランスへの取

り組みに関する実態調査】と【看護職のＷＬＢ推進ワークショップ事業に参加した 27 施設の状

況調査】にて事業評価を行った。WLB 推進体制は、国公立の病院と WLB 推進ワークショップ

への参加病院で整備されつつあった。自由記述から看護管理者は、スタッフ間での夜勤・残業時

間のアンバランスなど、多くの課題の中で WLB は推進されていることが示唆された。又、平成

23年度～29年度に本事業に参加した27施設の取組前と後での変化をみた結果、①離職率が9.1％
と-2.5％低下、②月平均時間外勤務は 6.0 時間で 0.5 時間削減 ③年次有給休暇取得率は 69.8％
で 1.8％上昇した。職場環境改善状況は、非常に改善・ある程度改善できた施設は 21 施設(77％)
であった。7 年間実施した本事業の取り組みは、離職率など勤務環境が改善され、ＷＬＢ実現に

繋がっていると評価できる。今後は本事業での蓄積されたノウハウを発揮し、「就業環境アドバ

イザー派遣事業」として展開していく。今年度は、これまでＷＬＢ推進に取り組んでいない中小

規模施設へのアドバイザー派遣による支援をしていく。又、国の働き方改革が推進される中、看

護職の働く環境には、夜勤交代制勤務やハラスメントなどの課題も多く、看護職の健康と安全に

配慮した職場づくり（ヘルシーワークプレイス）を目指しての取り組みを支援する。 



 
 

 
ナースセンター事業実績 受託事業（県） 
 
１ ナースセンター事業 
 
 １）ナースバンク事業  ※（１）（２）の（ ）は平成 29 年度実績 
  （１）NCCS 管理運用 
    求人登録数：3,391 人（3,637 人） 
    求職登録者数：1,861 人（1,781 人） 
    就職者数：270 人（232 人） 
  （２）就業に関する相談 
    求人相談：481 件（567 件） 
    求職相談：1,151 件（1,123 件） 
  （３）看護師等離職時等の届出 

総数：826 人（H27.10～H31.3） 
年間届出数：328 人（H30.4～H31.3） 
登録手段は、パソコン 221 人（67.4%）、スマホ 65 人（19.8%）、施設代行 42 人（12.8%） 
届出者 328 人中、就業者 92 人（28%） 

届出者全員へ就業意向確認と就業支援の説明を行なった。 
（電話、メール、ナースセンターリーフレット送付） 

  （４）ハローワーク那覇・沖縄 合同相談実施 
    相談日：那覇（毎週火曜日）沖縄（第１.３木曜日） 

相談回数：56 回（那覇 37 回・沖縄 19 回） 
就業相談者数：150 人（那覇 100 人・沖縄 50 人） 
ハローワーク那覇でジョブセミナー開催（11 月より毎月第 3 火）：5 回 16 人 

  （５）看護職の合同就職説明会開催 
    日時：平成 30 年 12 月 5 日（水） 
    場所：沖縄県看護研修センター 
    参加人数：求職者 34 人・求人施設 13 施設 
  （６）プラチナナース交流会開催 
    日時：平成 31 年 2 月 21 日（木） 
    場所：沖縄県看護研修センター 
    参加人数：24 人 
  （７）看護職員需給施設調査・看護職員退職者調査 

調査時期：平成 30 年 7 月 9 日～8 月 31 日 
    調査対象：1,268 施設  回答数：660 施設 （回答率 53.4%） 
  （８）事業に関する会議 

①ナースセンター事業担当者会議（全国会議）：日本看護協会 
    ②都道府県ナースセンター地区別意見交換会：熊本県看護協会 
  （９）相談員スキルアップ研修 
    ①ナースセンター相談員研修：日本看護協会 
    ②無料職業紹介責任者講習会：東京都中野サンプラザ 
    ③職業紹介従事者講習会：沖縄県青年会館 
    ④求職者確保に役立つ就職支援スキルアップ研修：東京都中野サンプラザ 
    ⑤よくわかるホワイトカラーの職業紹介実務：東京都中野サンプラザ 
    ⑥求職者支援セミナー 働き方改革関連法：沖縄県看護研修センター 
    ⑦求職者支援セミナー 就業相談の基本：沖縄県看護研修センター 
       
２）看護の心普及事業 
 （１）看護の日・看護週間事業 
   ①看護の日式典 

資 料 



 
 

    日時：平成 30 年 5 月 12 日 
場所：沖縄県看護研修センター 

    看護職員功労者知事表彰：11 人 
   ②ふれあい看護体験・オープンキャンパス 
     実施施設：25 施設 
     参加人数：2,000 人 
  （２）看護の出前授業 
     参加校：8 校     

   参加人数：1,446 人 
     講師派遣：18 人（各地区委員・会員看護職） 

（３）未来の人材育成 
    ①職業体験「キッズビジネスタウン in 高校生美ら産フェア」：沖縄県教育委員会 
    ②はえばる夏まつりキッズパーク：南風原町・南風原観光協会 
    ③はえばるふるさと博覧会・福祉まつり：南風原町 
 
３）相談 
 （１）進路：33 件 
 （２）その他（職場環境・苦情等）：16 件 
 
４）関連機関との連携 
 （１）労働局 
   ①ハローワーク那覇・ハローワーク沖縄合同相談 
   ②ハローワーク那覇でジョブセミナー開催 
   ③ハローワークからの求人情報提供（毎日） 
 （２）沖縄県保健医療部 

①沖縄県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 
   ②未来の産業人材育成事業合同会議 
 （３）沖縄県社会福祉協議会 
   ①福祉人材センターからの求人情報提供（毎月 1 回） 
   ②沖縄県社会福祉研修センター運営委員会 
 （４）新聞社 
   ①琉球新報主催看護師採用説明会 
 
５）広報 
 （１）会報看護おきなわ（ナースセンターだより）掲載（4 回/年） 
 （２）看護協会ホームページ掲載 
 （３）新聞無料掲載 135 回 
 （４）看護師等の離職時等の届出に関すること 
   ①病院、看護系大学、看護学校等訪問による説明：4 施設・1 大学・4 校（5 回） 
   ②施設会員代表者会議で説明 
   ③文書による協力依頼：病院 94 施設    
   ④届出シール貼付したウェットティッシュ配布 

  （５）各種印刷 
   ①沖縄県ナースセンターのご案内：5,000 部 
   ②進路相談用「看護への道」：5,000 部 
   ③看護週間行事ポスター刷り込み：300 枚・ちらし：1,000 枚 
   ④平成 29 年度沖縄県ナースセンター事業のまとめ：300 部 
  

 



 
 

ワーク・ライフ・バランス推進事業実績 受託事業（県） 
 
看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）推進事業 

 
1.事業目的：地域において看護職の WLB 実現に取り組む施設を支援、実際に労働環境が改善された医

療機関が増加し看護職が定着することを目指す。そのために各施設の看護職の WLB 実現に向けた仕組

みづくり及びその支援を行うことを目的とする。今年度は、ワークショップは休止し講演会やアドバイ

ザー派遣で取り組み施設を支援するとともに県内の病院の WLB への取り組みに関する実態調査を実施

し、今後の支援の方向性を検討する。 
 

2.WLB 推進体制：ワーク・ライフ・バランス推進委員会の設置・開催 
推進体制：12 人 WLB 事業推進者（県協会常任理事）、支援者（WLB 取り組み先行施設の看護部長

等）推進委員（看護大学教授、県看護専門監、県看護企画監、看護部長等） 
宮城とも（推進者） 翁長多代子（看護管理者） 柴山 順子（看護管理者） 
宮城惠子（委員長） 平良 孝美（看護管理者） 上里さとみ（看護管理者） 
神里みどり（大学教授） 藤本みゆき（看護管理者） 照屋洋子（看護企画監） 
與那城加代子（看護専門監） 金森 智恵（県担当者） 與儀とも子（事業担当者） 

委員会：4 回開催  
委員会議題：(1)平成 30 年度事業計画・委員会活動計画 
      (2)WLB 実態調査について 
      (3)アドバイザー派遣とフォローアップについて 
      (4)シンポジウムと講演会について 
      (5)ワークショップ参加施設の活動報告について 
      (6)平成 27 年度～29 年度事業報告書(冊子)作成について 

 
3.看護職の WLB インデックス調査（施設調査・職員調査） 

 調査期間：平成 30 年 6 月 1 日～22 日 
 参加施設：沖縄中部療育医療センター、海邦病院、中部徳洲会病院 
 調 査 数：対象者数 547 回収票数 500 回収率 91.4％ 

 
4.アドバイザー派遣事業 
 「推進委員と勤務環境改善支援センターの社会保険労務士をアドバイザー（支援者）として WLB 取

り組み施設へ派遣」 
参加施設：5 施設（沖縄南部療育医療センター、名護療育医療センター、沖縄中部療育医療センター、

海邦病院、中部徳洲会病院） 
派遣回数：9 回 フォローアップ回数 3 回(電話、メール、資料提供等) 
派遣延数：29 人 内訳：勤務環境改善支援センター社会保険労務士 3 人、本会支援者延 26 人） 

 
5.看護職の WLB ワークショップ参加施設へのフォローアップ 

「推進委員が施設訪問或いは電話等でフォローアップ」 
平成 29 年度参加施設：4 施設（同仁病院、県立北部病院、かんな病院、西崎病院） 
平成 28 年度参加施設：3 施設（宜野湾記念病院、公立久米島病院、名嘉村クリニック） 
 フォローアップ数：7 回 (施設訪問 2、電話等 5) 

 
6.沖縄県看護学会学術集会でのポスター報告 

 平成 29 年度参加施設 2 年目の取り組み報告（4 施設） 
  同仁病院、県立北部病院、かんな病院、西崎病院 

 
 
 
 



 
 

7.WLB シンポジウムと講演会の開催 
 日時：平成 30 年 10 月 16 日（火）9：30～16：30 
会場：沖縄県看護研修センター第一研修室 
参加者数：106 人 
(1)シンポジウム テーマ：働き方改革～みんなで考えよう！看護師の超勤～ 
  コーディネーター：翁長多代子  
シンポジスト  ：徳山みゆき  南部徳洲会病院の取り組み 
          仲地ますみ  ハートライフ病院の取り組み 
          仲宗根ゆかり 中頭病院の取り組み 
          川平由美   県立南部医療センター・こども医療センターの取り組み 

(2)講演会 
 講演 1：看護職の健康と安全に配慮した「労働安全衛生ガイドライン」 

～ヘルシーワークプレイス(健康で安全な職場)を目指して～ 
 講演 2：「看護職の賃金モデル」～人材育成・人事評価と連動する賃金制度の構築を考える～ 
  講師：奥村元子 日本看護協会労働政策部看護労働・確保対策担当専門職 
 

8.WLB 推進事業参加施設への支援内容 
 (1)看護職の WLB インデックス調査及びアドバイザー派遣事業の説明 
 (2)アドバイザー派遣のみの施設への事前調査の実施：2 施設 
 (3)アドバイザー派遣(出前講座等) 
  神里みどり「看護職の WLB インデックス調査データの見方」：2 施設 
  善平克恵（社労士）「労務管理や働き方改革・WLB について」：2 施設 
  比嘉太(社労士)「働き方改革・労務管理 Q＆A、意見交換」：1 施設 

     推進委員：宮城惠子、翁長多代子、柴山順子、平良孝美、藤本みゆき、上里さとみ、與那城加 
代子、照屋洋子、宮城とも 

  「アクションプラン作成の仕方」「夜勤専従ルールつくり」「看護職の夜勤・交代制勤務に関する 
ガイドライン」「変形労働時間制や勤務表へのアドバイス」「前残業取り組み等紹介」「WLB 助言 
指導」「WLB 推進委員会での意見交換」等 

 
9.沖縄県勤務環境改善支援センター（県医師会）と看護協会の情報交換会の開催 

日時：平成 30 年 7 月 31 日 9：50～10：40 場所：沖縄県医師会館 
参加者：県医師会課長、沖縄県勤務環境改善支援センター担当 

看護協会常任理事、WLB 推進事業担当 
内容：「WLB 推進アドバイザー派遣事業について」 
 

10.平成 23 年から平成 29 年までの WLB 推進ワークショップ参加施設の活動報告まとめ 
 実施時期：平成 30 年 6 月～7 月 対象施設：27 施設 

 結果：上位 5 位のアクションプラン数 113、第 1 位：長時間勤務の削減 21 施設、第 2 位：子育て・

介護の両立支援 12 施設、第 3 位：WLB 支援制度の周知 9 施設 
    アクションプランの達成状況：達成・ほぼ達成 74％ 継続状況：継続 88％ 
 総括：離職率9.1％（-2.5％）月平均時間外勤務6.0時間（-0.5時間）年次有給休暇取得率69.8％（+1.8％）

職場環境改善状況：非常に改善・ある程度改善できた：21 施設(77％) 
 
11.看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業報告書（平成 27 年度～平成 29 年度）作成・配布 
 
12.沖縄県内の病院のワーク・ライフ・バランス（WLB）への取り組みに関する実態調査の実施 
 沖縄県内の 93 病院の看護管理者を対象に「病院全体の看護管理の責任者」「各部署の看護管理の責任

者」調査を実施した。その調査結果については、「看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業報告書

（平成 27 年度～平成 29 年度）」に掲載した。また、今回は調査項目が多く「病院全体の看護管理の責

任者」についてまとめ、全調査結果は、沖縄県看護協会で閲覧できるようにした。  



 

 
 

潜在看護師再就職支援事業実績 受託事業（県） 

 
１ 潜在看護師の再就職支援事業 

目  的：結婚や出産などで退職した看護職の再就職を支援する。最新の知識・技術を身につけるための 

     再教育プログラムを作成し、潜在看護師のスムーズな職場復帰を支援する。 

事業方法：潜在看護師を採用した施設は、雇用期間の概ね 3 か月間を再教育プログラムに基づいて実務研修   

     （OJT）を行い、さらに看護協会で企画する研修（OFF-JT）を受講させ、研修後もその施設で継    

     続して就業させる。 

事業期間：平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月末日 

      期間内に 1 人 3 か月間（実務研修 月 10 日・看護協会研修 3 回） 

 支援人数：11 人 

  1）就業施設：9 施設（病院 5 施設・クリニック 2 施設・特養老人ホーム１施設・介護老人保険 1 施設） 

     ① 沖縄県立中部病院 ・・・ 1 人 

     ② 小禄病院 ・・・ 1 人 

     ③ オリブ山病院 ・・・ 1 人 

     ④ 同仁病院 ・・ 2 人 

     ⑤ 沖縄セントラル病院 ・・・1 人 

     ⑥ 特別養護老人ホームゆがふ苑 …1 人 

     ⑦ 介護老人保健施設白寿園 ・・・1 人 

     ⑧ ねたて内科クリニック ・・・ 2 人 

     ⑨ 空と海とクリニック ・・・ 1 人 

   2）資格：看護師 8 人  准看護師 3 人 

   3）年齢：21 歳 ～ 59 歳（平均年齢：45 歳） 

   4）経験年数：1 年 ～ 32 年（平均経験年数：15 年） 

   5）離職期間：1 年 ～ 23 年（平均離職期間：5.4 年） 

   6）支援期間：3 か月（9 人）２か月（１人）4 か月（1 人：短時間勤務の為期間延長） 

   7）雇用形態：正規採用（6 人）非正規採用（5 人） 

   8）勤務時間：①8 時間・・・10 人  ②5 時間・・・1 人 

 支援内容：①就業相談・就業に向けての施設との調整 

      ②施設訪問による事業説明・研修進捗状況確認・研修終了まとめ 

      ③就業施設に対する研修計画書作成の助言 

      ④研修受講調整（看護協会一般研修 18 項目・延べ 26 人受講） 

      ⑤研修生からの電話相談・研修受講時面談実施・研修日誌の確認 

      ⑥施設からの提出書類の確認 

      ⑦研修終了後の就業状況確認・定着に向けての支援 

  

 

 



 

 
 

２．看護技術トレーニング 

目的：潜在看護師に対し、最新の看護に関する知識・技術を習得させ職場復帰を容易にする。 

１）内容 

    （１）看護技術 DVD を視聴後、各自シミュレーターによる演習 

    （２）技術チェックリストで演習前後の技術の自己評価と演習全体の振り返り 

    （３）受講者への技術の確認・指導・助言 

    （４）演習前後の準備・片づけ 

（５）必要物品の補充・管理 

（６）チェックリスト等の集計・まとめ 

 
２）実績  

    （１）開催：毎週水曜日 13:30～16:30 

    （２）実施：39 回（H30.4 月～H31.2 月） 

    （３）受講者数：延べ 180 名（89 名） 

    （４）担当者：1～3 名（受講者数に応じて調整） 

    （５）演習項目：①喀痰吸引 ②経管栄養 ③AED ④静脈採血 ⑤点滴静脈注射 ⑥皮下注射 

⑦筋肉注射 

 
３）まとめ 

（１）受講者は、「実技をすることであいまいになっていた部分をしっかり学び直して、少し自信が

もてました。」「少しずつ就業する意欲も高まりました。」「再就職する意欲がわきました。看護

への気持ちが前に向けたと思います。」等とトレーニングを評価している。 

（２）受講時の就業状況は未就業が 70 名（79％）、就業中の者が 19 名（21％）であった。 

受講の動機として経験不足による技術不安のほかに医療職への転職を理由としている。 

（３）離職期間は、1 年未満が 24 名（27%）と一番多く、1～3 年未満が 16 人（18％）次いで 3～5

年未満が 13 人（15％）と昨年に比べ離職期間の短縮傾向がうかがえる。 

（４）受講時、未就業であった 70 名のうち 45 名（64％）が受講後就業できた。トレーニング受講

後、葉書や電話・メール等で就業の有・無を確認しているが、就業状況の確認ができない者が

18 名（20％）おり、継続して就業状況の確認を行っていく必要がある。 

（５）受講者の希望勤務形態は、日勤のみが全体の 8 割を占めており、就業先も日勤のみで受け入れ

可能な病院・クリニックを選択している。 

（６）就業先を決める最優先事項として、30 代～40 代は子育てや家庭との両立、50 代～60 代は体

力的に無理のない働き方を挙げている。病院・施設等の医療現場においても今後多様な働き方

ができる環境の整備が望まれる。 



沖縄県離島へき地の保健師確保対策事業実績 受託事業（県） 

事業名 事業内容 対 象 時 期 結 果 

退 

職 

保 

健 

師
・
潜 

在 

保 

健 

師 

の 

人 
材 

バ 

ン 

ク 

事 

業 

実態調査 調査票送付 50か所 

（県 6,市町村 41,他 3） 

H31.3月 回収数 20名（回収率 40％） 

  

人材バンク登

録 

平成 29 年度県及び市町

村退職者 

H30.4月 登録者 0名 

（累積登録数 11名） 

事業の周知に

関すること 

国頭村 H30.4.11 国頭村（6名）保健所（2名） 

粟国村 H30.4.19 粟国村（3名）保健所（1名） 

伊是名村 H30.4.23 伊是名村（4名）保健所（2名） 

南大東村 H30.4.23 南大東村（5名）保健所（2名） 

大宜味村 H30.5.17 大宜味村（2名）保健所（2名） 

特定町村支援担当者会議 H30.5.30 県庁（4名）保健所（7名） 

久米島町 H30.7.17 課長班長主事（8名） 

保健師（3名）保健所（3名） 

県立看護大学 4年次 H30.9.25 学生（25名）保健所（2名） 

琉球大学 4年次 H30.11.8 学生（3名）保健所（2名） 

県立看護大学、琉球大学 H30.12.25 教官（5名） 

特定町村支援担当者会議 H31.1.10 県庁（4名）保健所（6名） 

県庁国民健康保険課 H31.2.7 班長（1名） 

退職保健師 H31.3.22 

H31.3.25 

H31.3.26 

退職保健師（3名） 

人材バンクの

活用状況 

伊平屋村 H30.7.2～6 住民健診結果説明会に 2名 

北大東村 H30.11. 住民健診結果説明会に 1名 

国頭村 H30.4～H31.3 新人保健師育成支援に 1名 

大宜味村 H30.6～H31.3 新人保健師育成支援に 1名 

・北大東村から 5 月の乳幼児健診 1 名求人があったが日程のマッチングができな

かった。 

・粟国村は 5 月に乳幼児健診、10 月にインフルエンザ予防接種 1 名の求人があ

り手配していたが、直前に村で対応できるからとキャンセルがあった。 

・渡名喜村は当初人材バンク活用の申し出があったが、8月に嘱託採用があった。 

・日程等の条件が合わない時は登録者以外で対応した。 

【評価・課題】 
人事異動等があるので年度初めに町村に対して事業の周知を図るが必要がある。人材バンク

事業の登録保健師は、退職して数年経っており、また登録保健師の多くは県保健師であるた

め、市町村業務等の内容や最新の地域保健活動の情報が欲しいと要望がある。特定町村で保

健活動を円滑に実施するためには、登録保健師の質向上を図る必要がある。 



事業名 事業概要 実施町村 実 施 回 数・時 期 

特 

定 

町 

村 

現 

任 

教 

育 

支 

援 
事 

業 

特定町村の新

任保健師を対

象に、退職保

健師等が特定

町村及び保健

所と調整を図

り、新任保健

師現任教育の

支援を行う。 

６町村 

・国頭村（2年目） 

・大宜味村（2年目） 

・伊是名村（1年目） 

・粟国村（2年目） 

・南大東村（1年目） 

・久米島町（3年目） 

 

7回（4/25,7/10,9/12,9/21,10/5,11/26,1/11） 

5回（5/17,6/19,6/25,8/17,9/6） 

5回（4/23～24,8/2～3,9/25～26,10/30～31,2/7～8） 

3回（4/19～20,5/29～31,2/25～27） 

4回（4/25～26,7/30～31,10/1～2,2/19～21） 

2回（7/17～18,11/12～12） 

【実施内容】 
保健所（北部・南部）にコーディネーターを配置し、保健所を拠点に活動。 
保健所と調整を行い、特定町村新任保健師の支援を実施した。 
・個別支援台帳・支援記録等の整備、支援計画作成、家庭訪問同伴、保健指導内容の助言、

経験チェックシート、記録の確認、支援困難事例の検討等。 
 
【評価・課題】 
・保健所から、これまで頻回に特定町村を支援することが困難であったが、本事業により継

続的な離島保健師支援ができるようになったとの意見があった。 

・新人保健師の支援にあたっては、保健事業の進め方やケース支援の困りごとの相談にも対

応し、その都度相談できたことで保健師活動を前に進める自信が得られたようである。また、

仕事の進め方がこれでよいのかと不安になったり、業務の優先順位がわからずどうしていい

か戸惑い退職したいと悩んだりしたが、その気持ちを聞いてもらえて気持ちの整理ができ仕

事が続けられたとの声もあり、寄り添うことも本事業の役割だと考える。 

・家庭訪問の同行では、対象者への面接の仕方や訪問目的等を明確にすることができたり、

生活状況の観察の仕方を実際に見たり聞いたりことができ参考になり気づくことが多かった

と OJT の効果があったと評価する。一方で、個別支援台帳作成や個別支援記録作成等が進ま

ない課題がある。活動記録の様式や文献、研修資料等を用いて助言を行うがなかなか達成し

ないため引き続きの支援と達成しない理由を抜本的に検討する必要があると考える。 

・天候や町村の他業務計画の都合による変更が多く日程調整に時間を要している。年度当初

に保健所、町村、看護協会の 3者で支援計画を書面で共有する必要がある。 

・基本的なところができていない（支援記録作成や事業実施報告書作成等）町村や、多忙に

より自らの課題が不明瞭となっている町村もあるため、事業実施の振り返りや事業の根拠法

令等を基に活動の評価を支援する必要がある。 

 

 

 



事業名 内 容 対 象・参加者 時 期 

調 

整
・
会 

議 

等 

特定町村支援担当者及び地

域保健班長会議 

北部保健所（2名）南部保健所（3名）県庁 (4名) 

宮古保健所 (1名) 八重山保健所（1名) 

H30.5.30 

H31.1.10 

北部保健所管内特定町村支

援の調整 

保健所（2名） H30.4.11 

H31.1.30 

南部保健所管内特定町村支

援の調整 

保健所 (3名) H30.4.5 

H30.6.14 

H30.12.4 

H31.3.26 

本庁と事業実施の調整 県看護専門監及び保健医療総務課担当（2名） H30.10.30 

本庁と事業実施の調整 保健医療総務課担当（1名） H30.11.22 

H31.3.11 

沖縄県保健師等人材確保推

進委員会 

推進委員（9人）本庁（5人） H31.2.7 

人材バンク登録等保健師と

離島へき地の保健師業務へ

の協力に関する意見交換等 

登録等保健師（3人） H31.3.22 

 

事業名 事業概要 実施町村・回数 実 施 内 容 

地

域

保

健

活

動

支

援

事

業 

 

特定町村が行

う地域保健活

動について、

退職保健師等

が特定町村及

び保健所と調

整を図り、町 

6町村 

・国頭村 4回 

・大宜味村 3回 

・伊平屋村 4回 

・伊是名村 4回 

・粟国村 15 回 

・久米島町 1回 

保健所（北部・南部）にコーディネーターを配置し保健

所を拠点に活動。保健所と調整を行い、特定町村の支援

を実施。 

・精神支援困難事例の検討や同伴訪問、精神保健デイケ

ア・就労支援の検討、要介護者チームケアの検討、虐待

予防支援、個別支援台帳作成の支援、障害者自立支援協

議会専門部会への参加、事業の振り返り、地域支援ワー

キングでの事例検討会、保健事業全体図作成、個別支援

から事業立ち上げに向けての検討、独居老人ケア体制の

検討、児童虐待事例の検討、データヘルス計画の相談、

ケア会議録の書き方とその運営に関する相談等 

村の状況に応

じた支援を行

う。 

【評価・課題】 
・天候や町村の他業務計画の都合による変更が多く、日程調整に時間を要する。個別支援基

準が決められていないため家庭訪問等の支援計画が不十分である。顕在化された支援ケース

や事業課題には取り組んでいるが、潜在化しているケースニーズや事業課題への取り組みが

弱い。ケースの掘り起こしや事業振り返りを丁寧に行う必要性があるため、個別支援ケース

や保健事業実施報告会等をとおして実施目的や評価等の視点を、特定町村・保健所と一緒に

検討し支援していく必要がある。 
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