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コミュニティナース
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コミュニティナース 、職業や資格 く実践 あり方 あり、 

「コミュニティナーシング」 いう看護 実践からヒントを得たコンセプト。 

地域 人 暮らし 身近 存在 し

『毎日 嬉しいや楽しい』『心 身体 健康 安心』を

まち 人 一緒 く いきます



コミュニティナース まち こん 人 こ

みん コミュニティナースする世界を実現する 「地域住民」 
地域住民 うしが、繋がり、声を掛け合い、 
楽しく暮らす社会を くるこ を目指します。 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コミュニティナースが始ま た背景
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和菓子屋 娘 し 生まれる。
商売人 家庭 ため、お客さん まち 人たち 交流 中

育 きた。普通 人 暮らしやそ 力を最大化させ がら、
よう し 健康 豊か 毎日を くるか。まち 人 視点

い続けるこ 着眼点 こ 商売人 家庭故 生まれた。
また、それを実現し いく上 、健康医療だけ く、政治、交
通、経済、教育、レクリエーション 多岐 わたる影響を う捉
え、 う対策 し 組み入れるかが外せ い 考え いる。

父 死をき かけ 子育 し がら看護 道へ
最愛 父が末期がん 入院し、わずか数カ月 うち 帰ら 人

たこ がき かけだ た。入院中、父が最期ま 信頼し
いた が、症状 変化から先を予測し、関わり 父を安心させ

くれ いた看護師たち。自分もそういうこ が きれ 、人々
が病気 る前から役 立 る いか 思 た あ
る。

看護学を学ぶ中 「コミュニティナーシング 出会う」
地域 人々 暮らし 溶け込み、健康 きから支援し いく いう「コミュニティナーシング」 いう考え方 出
会う。



Community Nurse Company ビジョン
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まち 中や日常 暮らし か

誰もが誰か 心 体 健康 応援が きる社会

解決したい社会課題

病気 から じめ 対処する制度が
中心 いる。専門家も情報も暮らし
中 い。

病 るこ を防ぎ、元気 暮らしを続ける
環境・仕組みを作るこ を目指す。

まち 中
健康 くり 機会 担い手を増やす

CNC 役割解決したい社会課題 CNC ミッション

1. コミュニティナース 発掘・育成

2.自ら社会実装 最前線を走る拠点運営

3.行政、企業 へ 実装伴走



事業 柱 3
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人材育成事業

・自治体や企業連携し、モデル作り サポート

・ベーシック講座（オンライン）
・実践講座
・ステップアップ講座
・コミュニティナース研究所

・地域おせ かい会議
・訪問型おげんき応援：ナスくる
・通所型おげんき応援：子育 縁

モデル拠点
サポート事業

実践モデル
開発事業
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ステップアップ講座ベーシック講座

コミュニティナースプロジェクト

コミュニティナース宣言 実践講座

コミュニティナース
理解を

深めたい方

地域 仲間を く
り がら

活動したい方

実践を事業化し収益性や組
織 くりを

進化させたい方

オンライン 好き 時
学ぶ

フィールドワークを中
心 、グループワー

ク 実践

ゼミ方式 、担当講師
実践を通じた事業

ブラッシュアップ

コミュニティナース いう社会実験へ 参画プロジェクト。 

コミュニティナース 発掘、育成 もちろん、仲間 くりや活動するため フィールド開拓

を目指し います。
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持続可能
体制・仕組み くりを行

う人

実践家 あり活動を
推進し いる人

活動し いる

応援し いる 応援し いる層

それコミ！人材
（それ、コミュニティ ース的おせ かいだ ！）

まち くり

企画

拠点運営 起業家

部署作り 行政

マネージャー

NPO運営

中間支援団
体運営

デザイナー

ビジネス
コンサルタン

ト
経営者

コミュニティナース講座・研修修了生等

医療資格：無医療資格：有役割

コミュニティナース宣言！

コミュニティナース研修

チーム・コミュニティナース 考え方

CN宣言

ベーシック
講座

実践講座

ステップアッ
プ講座



全国 ひろがるコミュニティナース
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コミュニティナース講座修了生：約400人
修了生が活動する地域： 44都道府県
（残り：山形、佐賀、宮崎）

パートナー企業

パートナー自治体

● 雲南市（島根）

● 奈良県（奥大和地域）

● 久万高原町（愛媛）

● 江津市（島根）

● 津和野町（島根）

● 大山町（鳥取）



地域 寄り添う小さ 経済圏を多展開する
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CN探索

コミュニティナー
ス

小さ 拠点

実践
CNC

行政

実践支援

運営支援

自走支援

おせ かい
会議

ナスくる
等

育成
講座

小さ 拠点からスタートする
コミュニティナース実践

・地域おこし協力隊制度活用
・移住促進事業活用
・地域 くり人材制度活用

企業
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全国8＋地域 モデル拠点 くりをサポート

● 島根県雲南市

● 愛媛県久万高原町

● 奈良県奥大和地域

● 福井県福井市

● 島根県江津市、津和野町

● 福岡県宗像市

● 東海エリア（愛知、三重、岐

阜、静岡）

● 静岡県島田市

● 東京エリア
※モデル拠点 ・・・

地域性 合わせたコミュニティナース 実践が展開され いる場

所。「ナスくる」「地域おせ かい会議」「コミュニティナース実践講

座」 運営 を、そ 地域 カスタマイズし 展開される。
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奈良県奥大和地域 活動

2017年：奈良県南部東部奥大和 おけるコミュニティナー

ス導入。県 連携し、「地域おこし協力隊」「集落支援員」

「生活支援コーディネーター制度」を活用した導入実践。

2018年：自治体主催 よる「奥大和コミュニティナース養

成講座」開始

第1期、第2期を通し 22名が講座修了。

2019年末時点 、奥大和地域（川上村、十津川村、五條

市、大淀町） 4名 コミュニティナースが実践中。

2020年時点、58名 講座修了生を排出。

川上村 人口 1,316人（令和3年1月31日現在）

十津川村 人口 3,166人（令和2年度3月31日現在）

五條市 人口 29,340人（令和3年1月31日現在）

大淀町 人口 17,095人（令和3年1月31日現在）
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郵便局 連携

2019年：雲南市内 郵便局長が、コミュニティナースプロ

ジェクトを受講。郵便局 スタッフが

コミュニティナース るこ を目指す。

地域おせ かい会議 メンバー も り、地域住民 1人

し 、地域 困りご を一緒 解決参画。

2020年：三刀屋郵便局 「まち 保健室」を開催。

雲南市 コミュニティナース

カンパニー 3者協定を締結。

「地域 も 歩む郵便局」

を目指す。
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西部ガス 連携

2020年：西部ガス コミュニティナースカンパニー

健康的 まち くりを目指した業務協力協定を締結。

西部ガス スタッフが、コミュニティナース

プロジェクト も参加。

2021年：高齢化率35%を超える福岡県宗像市

日 里地域 ある「日 里団地」プロジェクト始動。

現地 働くコミュニティナースを募集中。



小さ 拠点を支える実践モデル開発事業

「地域おせ かい会議」

まち 人 「強み」や「得意」を活かし合い、まち 人 元気 た

め きるこ を相談・考案する場所

「ナスくる」

離れた家族や地域 人 繋がりを生み出す訪問型健康応援
サービス。身体的/精神的/社会的健康 くり ため サポートを
行います

「地域まるご 子育 縁」

自然 地域文化、子供 主体性 強みを伸 す雲南独自 子
育 コミュニティ。サマースクールや地域イベント 2022年本
格稼働 向け 活動を開始。



地域おせ かい会議

行政

雲南市

事業企画 投資機関

金融機関、
民間企業等

地域おせ かい会議

• おせ かい 個人
• 地域事業者
（スナック、美容室、等々）
• 新興ベンチャー企業
• 大企業支局社員
• 自治組織・市役所

受益者

雲南市民

外部評価期間

島根大学

雲南市立病院

雲南市医師会

おせ かい

CNC

アドバイザー

社会変革財団

地域 生活を営むおせ かい
関係者が定期的 集まり、地域

課題を話し合う「協議機能」 、
解決策 「実行機能」を備える。
積極的 おせ かい会議へ 参
加を呼びかけ「巻込み機能」も具
備させる。

2020年6月島根県雲南市より「おせ かい活動を中心 した健康 コミュニティ くり事業」 し 受託。成果
連動型 地域貢献事業 モデル くりを産官学連携 開始。自ら 意思 、人やまちを健康（心・身体・社
会） する担い手を増やし いく、まち くり 仕組み し スタート



制度からこぼれる想いを情報共有し 
難病 方 買い物支援 

難病 たため買い物が困難 たBさん 、スナック マ
マ。「20周年ま スナックを続けたい。買い物を続けたい」 いう願
いがありました。 
以前 ショッピングリハビリを利用し いましたが、介護度が上が
りサービス 適応外 。 
ショッピングリハビリを運営するおせ かい会議メンバー Aさん
が久しぶり スーパー 見かけたBさん 「危 そう 買い物をし

いる」状態だ た こ 。 
スーパー 方やBさん サービス 入 いる訪問看護師、最近
独立し 移動支援を始めた看護師 呼びかけ、Bさん 買い
物を支援。 
 
Bさん 「誰 相談し も何も き か たけ 、話を聞い 、みん

が協力し くれ 嬉しか た」 話され います。も も 人脈
多いスナックママ Bさんもおせ かい会議 メンバー し 活躍
中 す。 
 

 

おせ かいしたい 思 た人：  
ショッピングリハビリスタッフAさん  
 
協力者：スーパー、福祉事業者、移動支援事業者  

地域おせ かい会議事例 ①お買い物支援



多世代 地域 い 学び合い 
子供 居場所 くり 

高齢者 生きがい くり 

地域おせ かい会議事例 ③SasaDGs　 

おせ かいしたい 思 た人：  
看護学生Dさん 
協力者：看護学生、おんせんキャンパススタッフ、近
所 高齢者Eさん、ピアノが趣味 Fさん  

　看護学生が竹 管理 後継者不足、環境問題 い
住民さん 声を伺い 、『雲南市 ある笹や竹を身近

感じ 楽しい何かが き いか？』 、Eさんを始め雲
南 関わる大学生が「 asaDGs」 いうプロジェクトを企
画しました。
　
笹巻きイベント 、笹取りから子 もが参加し、地域

笹巻き名人から笹巻き 文化をや想いを学ぶ場
りました。社会参加や生きがい くり、学び 場 い
た、高齢者 も子 も も、相乗効果を得ら
れる機会 りました。
　 
また、こ 取り組み 、おんせんキャンパス 子 も
たちが地域 人 自然 交流が生まれるよう 、カタリバ
おんせんキャンパス 皆さん も連携しました。



「困りご 」 「やりたい！」 
を繋げ 、繋がり くり 

地域おせ かい会議事例 ④梅しご 地域を元気

おせ かいしたい 思 た人：  
管理栄養士Gさん  
協力者：郵便局さん、看護学生、お寺、地域住民さん  

得意 料理を生かし 、放置梅 何か元気 る手

仕事が作れ いか ？ おせ かい会議 相談をし

たGさん。

「 か かもう梅を取れ く た。勿体 いから

欲しい いう住民さんもいたよ。」 地域をよく知る、民

生委員さんやおたがい様雲南さん、郵便局さん か

らもアドバイスがありました。協力者も集まり、みん

が情報を持ち寄り、梅しご 元気プロジェクトが立ち

上がりました。

ご紹介いただいたお宅 梅収穫や加工を、子 もを交

え 少人数 ワークショップを実施し、梅干しやジュー

ス、ジャム を作りました。梅を取らせ もらう代わり

草刈りをしたり、ジャムを届けたり 、新た 繋がり

くり りました。



高齢者/家族が楽しく嬉しく る健康 くり「ナスくる」

1、トキメキを共 楽しむ

2、地域やご近所さん も がる

3、家族がも 仲良く る

アクシデントが発生した後 緊急対応が中心 従来 見守りサービス対し 、「ナスくる」 健康寿
命を延伸し、心も体も豊か 生き いただくため サポートを提案し、
ユーザー トキメキ発掘を目指します

利用者 要望 よ 、地域 コミュニティやカフェ等
まち 中 も実施します。コミュニティナース
コミュニケーションだけ く、
地域 繋がりや出会いも創出します。

ナスくる 活動 、お子さんや親戚 ご家族 も
共有され、遠く離れ 住ん い も、
元気 様子を知るこ が きます。
家族間 会話も増えた いう声も。



訪問看護 ナスくる 違い

訪問看護 ナスくる

場所 自宅訪問が基本
本人 希望 応じ 、

地域 コミュニティ も実施

導入背景 医者 指示書が必要 家族 気がかり、本人 楽しい気持ち

保険適用
制度 保険適用

（自費だ 5,000円）
制度外

対象 通院が困難 方（通院困難 /病院嫌い） 誰 もOK、家族も含める

提供内容 リスク管理（問題 いかチェック）
ワクワクや楽しさ 一緒 向かおうこ を大

切 し いる。

支払う方 本人が多い 子供や兄弟 、折半 場合も。



か 夢を実現！ 
地域 人たち 新た 繋がり くり 

ナスくるストーリー① 

 
奥さん 2人暮らし Aさん
協力者：Aさん ご友人、地域住民さん  

趣味 そ 打ちを楽しむAさん。も も ホテルマン し お仕事

をし いたが、実 ず 蕎麦屋をやりたい いう想いをず

持 いました。そ お話を聞い 、スタッフから、1日蕎麦屋を

やりませんか？まず お家 みん を招い や みましょう！

提案。

ナスくるスタッフや地域住民 方 、若者からお年寄りま 総

勢15人集まり、そ を振る舞 頂きました。蕎麦屋さん 来

いた住民さんが、お礼 お二人宛 雲南 特産品 お手紙を

贈られる いう交流も生まれました。レポート そ 様子を知 た

ご家族さんからも喜び 声が。

あまり 美味しさ 、自分たち も作り方を教え ほしい、次回

ぜひ雲南 やりませんか！ ご提案した ころ、Aさんも大喜

び。2回目 雲南市 お花見出張そ 屋を実施し いただきまし

た。

実 、もうちょ 若けれ 蕎麦屋やりたか た ・・・ 思 いたAさん そ 奥さん。

夢が実現 き 、 も喜ん いただきました。



家族 コミュニケーションが活性化 

ナスくるストーリー② 

 
1人暮らしBさん 
協力者：息子さん 
 

携帯を変えたか た Bさん。 うしたら良いいも か、

誰か 頼るこ も き いまま時間が経 いました。

息子さん 海外在住 、中々会うこ が きず、電話

手紙 やり りし いました。

そこ ナスくる スタッフがお伺いし、 ん 写真を送

りたい か、 ん 風 コミュニケーションしたい か

を聞きiPad 購入をアドバイスし、活用方法もレク

チャー。今ま 、孫 音声通話 みだ た が、

動画 お話 きるよう り、顔 見えるコミュニケー

ションが実現しました。

さら 大き 変化 、お孫さん こ だけ く、息子さん自身 近況 もも発信するよう たこ 。ツール

が充実したこ よ 、息子さん 会話が広がり、コミュニケーションが活性化しました。



地域まるご 子育 “縁”

地 自然や文化、ひ を活かした雲南オリジナル
子育 環境 がりを作る。
子育 を単一 施設や血縁家族内だけ 閉じるこ く、
地域 大人たち 関わり合い、多世代交流を通じ
子 も 可能性を開い いくこ を目指します。
※2022年4月1日から本格的 展開予定

2020年春、コロナ禍 始ま た「味噌汁学校」

がアイディア 発端 。コロナ禍 休校中

小学生 を対象 実施。地域おせ かい会議

メンバー が協力し 企画立ち上げ 至りました。

古民家 持ち主 ある木次乳業 創業者 言葉、

「下座し 学べ」をコンセプト 、

子供だけ く、大人も共 学ぶ場を目指します。



地域 寄り添う小さ 経済圏を多展開する
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CN探索

コミュニティナー
ス

小さ 拠点

実践

行政

実践支援

運営支援

自走支援

おせ かい
会議

ナスくる
等

育成
講座

小さ 拠点からスタートする
コミュニティナース実践

・地域おこし協力隊制度活用
・移住促進事業活用
・地域 くり人材制度活用

企業

CNC



一般社団法人コミュニティナースラボラトリー 

様々 形 す 活動し いるコミュニティナースたち 実践を通し 培 た技術、ノウハウ、気 きを集
積し、体系化しさら コミュニティナースを広めるこ 「誰もが誰か 心 体 健康を応援をする」そん
社会 実現を目指します。
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様々 企業・教育・研究機関 連携し、コミュニティナース 活動研究を通じ 、
コミュニティナース 育成・普及を目指します。

一般社団法人コミュニティナースラボラトリー 



会社概要

会社名：
Community Nurse Company株式会社

設立年月日：
2017年3月31日

所在地：
本社　島根県出雲市大津町 2103-2

役員：
代表取締役　矢田  明子
取締役　中澤ちひろ

資本金：
1,000,000円

従業員：
16名

事業内容：
コミュニティナース 人材育成、実践支援、研究

代表：矢田明子
島根県出雲市出身。2014年島根大学医学部看護学科卒。
株式会社Community Care取締役、看護師、保健師。

島根県雲南市が主催する地域課題解決人材育成事業（幸雲
南塾1期：2011年〜） 地域 飛び出す医療人材 よるコミュ
ニティ くりを提案（2016年総務大臣賞、プラチナ大賞受
賞）。そ 後、医療人材を含むまち くり人材を体系的 育成
するプログラムが2013年より東京大学医学部 サマープロ
グラム 認定される。2016年よりコミュニティナース育成プロ
ジェクトを立ち上げ、2017年 法人化。受賞歴 し 「日経
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018」「WIRED Audi 
INNOVATION AWARD 2018」ほか多数。



メディア掲載実績

［総理大臣所信表明演説］ ［日本政策投資銀行ビジネスコンペ受賞］

［日経ウーマンオブザイヤー2018受賞］



メディア掲載実績

［ NHK 特集 ］ ［ 日経新聞連載 ］

［ BS朝日 特集 ］



受賞歴・著書

［ 書籍］

受賞歴 

2017年　CCJAチャンピオンオブチェンジ入賞「医療人材 よる地域コミュニティ作り」 

2018年　日経B ウーマンオブザイヤー「超高齢化社会 希望賞」受賞 

2018年　公益財団法人日本ユースリーダー協会第9回「ユースリーダー賞」受賞 

2018年　WI ED Audi I VA I  AWA D受賞 

2019年　Business Insider Innovation Award「BEY D I E IA  2019」受賞 

2019年　第7回DBJ女性新ビジネスプランコンペティション「ソーシャルデザイン賞」受賞 

2020年　2019年度シチズン・オブ・ザ・イヤー受賞 

 

著書 

2019年2月9日刊行：木楽舎「コミュニティナース まちを元気 する“おせ かい”焼き 看
護師」 



課題 現状認識 い

33



社会背景 CNを通し 解決したい社会課題

34

社会背景

疾病予防 早期発見を支え合い 関係構築
を通し 健康寿命を延伸するこ が社会

も、個人 も、より重要 時代

• 「人口減」「労働人口減」 よる「治療」 担い手 不足。
医療機関 数が減少や、人不足 より、適切 医療をうけ

らくおそれがある。

• 「高齢者 増加」 より社会保障費 負担が増大。個人 医
療 対する行政的支援 縮小し いく可能性が高い。

• 社会的 医療制度 崩壊が見込まれ、結果、不健康 、生き
らい余生を長く生きざるを得 い生活者が増大する可能性

が高い。

▽

• 打開策 し 社会全体 し 有病率を下げるこ が求められる
が、現行環境 予防医療 い 自己責任 任せられ
いる。

解決したい社会課題

予防医療 自己責任化 よる健康 豊か
生活 逸失
それ よる日本社会 活力低下

• 予防や早期発見 関する制度や技術 今後発展されるこ
見込まれるが、それ自体が個人 意識や行動を変化させられ
る 言え い。予防を自己責任 任せた結果、健康格差が
大きく るこ が推察される。

• まず、物理的 医療機関や、健康 関する適切 情報 アク
セスし らい高齢者や健康弱者が取り残される。

• い 、乳幼児を抱えた母親や、老老介護者、自営業者 、
自身 健康より行動 優先順位が高い事象を抱えた生活者

健康維持 危機が及ぶ。

• さら 、そもそも予防医療 意識が薄い多く 生活者も、潜在
的 リスクを抱えるこ る。



コミュニティナースが社会 提供する価値
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健康寿命延伸 ウェルビーング 向上、支え合い 社会構築 ため コミュニティを構築し、暮し
そ から健康 関する働きかけを行うこ 、個人 意識 行動 変化を促す

（機能的価値）
• 「看護」 民主化
• 社会的処方 よるケア 実践 伝播 ：

医療機関外 健康寿命延伸 対する活動 ふれる機会を創出 するこ 行動 変化を促
す。また、体 健康だけ く、個人 健康を脅かす 「孤独や不安、退屈」 い たストレス
を軽減し、生へ 活力が生み出される機会を創出し意識 変化を促す

• 多様 人材 巻き込み よる新しいコミュニティ 構築 ：
医療 専門家以外 ケア 知識をシェアし巻き込むこ 、 健康 くり 担い手を増やし 、
個人を包括的 ケアする仕組みを構築する

（情緒的価値）
• 親近感：

「専門家 受益者」 いう関係 く、住民 うしが相互 サポートし合う。生活 導線上、
まち 中 友人/隣人 い た立ち位置、心理的 安心 信頼を担保し、 医療情報/行政施
策へ接するこ 心理的障壁 を下げる

地域住民
よる協働

住民目線
コミュニ

ケーション



共感型コミュニティを くるこ 効果
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日本語がわから く
も病院 行けた！！！

足が不自由 も
地域イベント
出られた！！！

学校 行け か た
け 、地域 誰か 役

立 こ が きた！

足 痛みを抱え歩くこ が困難
しま たAさん。みん 話し

たい、地域 イベント 参加した
い、 思い がらも、一人 出か
けれ いし、誰か 迷惑をかける
が嫌 引きこも いた。それを聞
き けたおせ かい会議 メンバー

同じ地域 Bさん 相談。Bさん
「任せ け！」 一言 、Aさん

心 負担をおわせ い気さく 雰囲
気 、イベント れだし くれるよ
う た。Aさんも、Bさんも、い
も楽しそう。

外国からいら しゃ たCさん。子
宮不調が原因 病気 諸症状が

いたが日本語が話せ いため
う対処し いいか困 いた。

そ 様子を見たおせ かい人が、
地域内 医療英語が話せる方を
見 け、相談 あげた。そ

後、病院へも付添い、通訳をし
あげたこ 、治療を受けるこ が

き、症状が改善された。

興味が か た健康講
座 ハマ た！

ふ したこ がき かけ 学校 い
け く しま たDさん。昼間す
るこ も く、い も自宅 引きこ
も いた。それを聞き けたお
せ かい会議 メンバーがDさん

おせ かい会議 参加メンバー
るこ を提案。学校 いけ

く も、Dさん おせ かい会議
多く 大人 おせ かいをし が
ら、たくさん こ を学ん いる。

毎日、家事や子 も・孫 世話が
忙しく 健康 関心を向け いる
暇も か たFさん。地域 働くコ
ミュティーナース 仲良く た

試し 地域 健康講座 行 た
ら、普段 生活 役立 ヒントがも
りだくさん。しかもお友達も増えた。
以降、健康講座 敵的 顔をだ
し、自分 家族 健康維持 役立

いる。



参考 – コミュニティナースが果たした役割
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• コミュニティナース 、直接的 住民当事者だけ く、制度や周辺組織(ステークホ ルダー) アプローチす

るこ 、健康 くりや地域 くりが促進されるコミュニティを 再構築し いる。こ こ 、雲南市内 地

域 おける実践 おい も、必ずコミュ ニティナースが地域自主組織及び地域 主要 ステークホルダーを

巻き込ん 企画を運営し いるこ からも明らか ある。各ステークホルダーへ ヒアリングから 、実際 地

域行政や地縁組織、そし 住民グループ 主体性を引き出し、具体的 取り組みを支援し いるこ がわか

た。 

• コミュニティナースが生み出すシステミック 変化を模式的 表した が下図 ある。 医療分野 取り組み

、①住民（特 個別住民）へ 対応 変化 注目されがち あるが、雲南市内 事例 みられるよう 、コ

ミュニティナース ②③④ よう 複数 レイ ヤー 戦略的 アプローチするこ より広義 地域コミュニ

ティ 変化を生み出し い る。対処療法的 く予防的、か 地域住民 チャレンジを引き出すコミュニティ

ナース アプローチ 、雲南市 地方創生モデルをより進化させ いくうえ 、全国をリードする有効 モデ

ル るこ が期待される。 

雲南市CN
地方創生

インパクト評

価

業務報告

平成30年3月

より抜粋



参考 – コミュニティナース活動 よる経済効果
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コミュニティナース活動 よる社会保障費用削減効果 
コミュニティナース活動が生み出す「居場所」 、単 るコミュニケーション 場 く、医療や介護、リハビリ
テーション 関する知識を得る場所 あり、住民が主体的  活動する場 もある。こうした活動 関する既往研
究 存在し いため、そ インパクト を現時点 推計するこ 難しいが、本章 冒頭 整理した JAGES よ
るコミュニティが健康 及ぼす影響 関する研究結果を援用し、インパクトを推定した。 
当該研究 、月  1 回程度行われ いる高齢者サロン 参加し いる人たち 、非参加者 比べ 、要介護

る比率が約半分 抑制され いた。これ より健康 人がサロン 参加しやすい傾向 あるこ を考慮し
た調整済み 数値 ある。200 名が新た 定期的 サロン 参加したこ よる要介護認定者 削減期待値

 12 名 ある。
これをベース 平成 28 年度 平均月額費用 15.7 万円を用い 、平均介護期間を 10 年(132 ヶ月) 仮定す
る 、約 2.5 億円 介護給付費用 削減が見込まれる。これま サロン参加者数を 40 名 おい も、約 
4,140 万円 費用削減 る。 
本推計 医療知識 向上 よる健康へ インパクトが組み込まれ いため、実際  一層 社会保障費

削減効果が期待 きる可能性がある。 
また、こうした取り組み よ 居場所や活躍 出番を得た 200 名  OQL 向上 、 経済的指標 置き換
えられ い成果 ある いえるだろう。現時点 こうした主観的健康感や幸福感 変化を計測するこ 難し
いが、コミュニティナース活動が拡大し、年数を経るこ 、導入前後 比較が可能 る 考えられる。地域
くり活動 一環 し 全住民アンケートを実施し いる地域自主組織も多いため、あわせ こうした調査を実施
するこ 、今後さら 他地域 展開し、そ 知見を市外 も提供し いくうえ 極め 意義深いも る
期待される。 

 
※ ここ 平成  28 年4月 おける介護給付費用 受給者  1 人当たり費用額 ある  15.7 万円を基準 し、平成  28 年

時点 平均寿命 健康寿命 差異 (男性 9.79 年、女性 12.93 年) 人口比を考慮した平均値  11.4 年を要介護期
間 し 算出した。  

雲南市CN
地方創生

インパクト評

価

業務報告

平成30年3月

より抜粋



参考 – パンデミック下 「おせ かい」
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コロナ禍 よる緊急事態 、経験 エビデンス 基 き、様々 リソースを巻き込み がら活動する自主的
ソーシャ ルワーク 重要性を浮き彫り する。パンデミック時 、マスク 着用、手洗い、社会的距離感 実
践 、エビデンス 基 いたアプローチが求められる。人々 病気を広め いよう 最善を尽くすべき ある
が、コミュニティ内 社会的 がりやサポートを育み、維持するため お互い 依存し続けるべき ある。自
然 社会的距離感 高い日本 中山間地域 、エビデンス 基 いた予防法を実践し いる人 、医療従
事者 あるか うか 関わらず、協力し 地域社会を支え いくこ が きる あろう。 今回 パンデミック

、合理的 地域医療従事者を じめ する専門家へ 信用が高まり、日本  中山間地域 パニック 回
避され、中山間地域 高齢者 COVID-19 関する適切 情報が提供された。

こ 未曾有 パンデミック 、慣習的 医療習慣や感染予防 重要性だけ く、日本 伝統的 ソーシャル
ワーク ある「おせ かい」を例 、社会 激動 中 も柔軟か 効果的 対応 きるコ ミュニティ 社会的

がりを育むこ 重要性を教え くれた ある。

 

「おせ かい」

活性化。 
COVID-19パ

ンデミック

日本 自主

的ソーシャル

ワーク  重
要性をいか

強調したか

より抜粋



よくあるご質問 



よくあるご質問
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1. コミュニティナース 、 ぜ暮らし 中 関わ いく すか？　 

A. 1947年 採択されたWH 憲章 、前文 おい 「健康」を次 よう 定義し います。「健康 、病気 い か、弱 い い いうこ

く、肉体的 も、精神的 も、そし 社会的 も、すべ が満たされた状態 あるこ をいいます。（日本WH 協会訳）」。コミュニティ

ナース 、暮らし そ 地域 人たち 一緒 がりを育むこ 、健康 毎日を一緒 作り出します。そし 誰もが誰か 健康・元気を

応援 きる社会を目指し います。 

2. コミュニティナース 、 ぜ「楽しい」を活動 キーワード し いる すか？　 

A. 社会的健康 、嬉しいや楽しいを起点 した繋がりから生まれるも あるため、こ キーワードを大切 し います。一方 、健康へ

関心が薄い方や、仕事や子育 時間が れ い方 も出会 いくため 、医療 枠組み 捉われ い楽しい場を くるこ や、住民

サークルやお祭り す まち ある楽しい活動 入 いくこ を大切 し います。 



よくあるご質問
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3. 地域 活動する自治体や医療従事者 コミュニティナース 違い 何 すか？ 

A. コミュニティナース 実践 あり方 、自治体や医療従事者もそ 役割を担 いる例もあります。自治体や医療福祉 方々もまち

一員 し 連携し がら、地域 実情 あわせ 、多様 自由 実践を行 います。 

4. コミュニティナース 、看護資格が必要 すか？　 

A. コミュニティナース 、資格や認定を必要 するも ありません。「看護」 本来 役割 、「人が持 いる力を引き出し、より健康 、

より幸福 暮らしを支えるこ 」 あり、コミュニティナースもそ 本来 役割を、社会 中 誰もが実現するこ を目指し います。さら 、まち

中 地域 人たち 関わり合い、共 生み出すあり方を指し います。 

5. コミュニティナースプロジェクト これま 実績を教え ください。　 

A. 2016年 第1期を開始し、400名以上が講座を修了し（2021年8月現在）、実践家 し 活動し います。実際 コミュニティナース 活動が

地域 健康や幸福 よう 変化を生みだし いるか い 、修了生や住民 方々、行政、研究者 様々 人 一緒 検証をし

います。 いまま 受講者 看護師が約９割 いますが、医療福祉 限らず多様 方々 地域 実践を広げるため、医療福祉分野

資格保有者 限らず募集し います。 



よくあるご質問
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6. コミュニティナースを実践する人たち 主 収入源 い 　 

収入源 さまざま す。郵便局 方や企業 方がコミュニティナース 実践を行うケースもあり、そ 地域やそ 人 実情 併せ 、それぞ

れ 実践 収入を得 います。地域おこし協力隊 予算を活用した自治体 よる雇用 ほか、医療機関や一般企業、 雇用さ

れるケースが増え き います。また、フリーランス し 複数 プロジェクト 参加したり、地域振興や農業、福祉 領域 自ら事業を立

ち上げるケースもあります。 

地域おこし協力隊：京都府綾部市、愛媛県久万高原町、岩手県紫波町、
奈良県奥大和地域、長崎県対馬市、宮城県石巻市

医療機関：愛媛県久那高原町病院、医療法人オレンジ（訪問看護）

一般企業：医療法人オレンジ（カフェ店員）、西部ガス（まち くり事業）、
日本郵便（雲南市局長さん）、産業保健師

NPO：愛知県岡崎市（若者へ 訪問型サービス）、宮城県亘理町（地域交流）
島根県江津市、静岡県島田市

起業：カフェ運営、訪問看護サービス、一般社団法人 わ（山端さん）、

　　　コミュニティライフケア（江津・津和野・益田）

 



誰もが誰か
心 身体 健康を
応援 きる社会へ

THANK YOU

Community Nurse Company 株式会社 


