
コミュニティナースについて
～地域の健康と暮らしを守る“コミュニティナース”活動～

社会福祉法人による

「青森県型地域共生社会」西北モデル強化事業

地域貢献活動研修会（合同研修会）

令和４年１２月２１日（水）９：４５～１１：００



自己紹介
所属
Community Nurse Company㈱

名前
西田 悠一郎（にっしー）

どんなコミナス？
アウトドア×健康！野遊びコミナス！

平成２５年４月愛知県豊田市に保健師として就職（障がい→介護→精神・難病→感染症）
平成３１年２月一般社団法人野遊びリーグ東海チーム監督に就任
令和２年１２月コミュニティナース実践講座＠雲南１期修了
令和３年以降、まちの保健室、地域おせっかい会議を主催。CNCとして東京、愛知、三重、愛媛、島
根でのコミュニティナース養成講座を実施。ナスくる愛知担当。
令和４年４月市役所を退職し株式会社野遊びヘルスケアを創業。代表取締役就任。



コミュニティナースとは
コミュニティナースは、職業や資格ではなく実践の在り方であり、

「コミュニティナーシング」という看護の実践からヒントを得たコンセプト。

地域の人の暮らしの身近な存在として
「毎日の嬉しいや楽しい」「心と身体の健康と安心」を

まちの人と一緒につくっていきます



行政保健師とコミュニティナースの違い

行政保健師 コミュニティナース

対 象

関係者

動き方

役 割
施策化並びに
経常事務の実施

住民の役割と機会、
嬉しい・楽しいの創出

所属・事業ごと
によって異なる

基本は全世代。マネタイ
ズできるかどうかは事業
フレームによって異なる

専門機関・公的機関 近隣住民、商店等

稟議制 井戸端的



コミュニティナースの沿革

• 島根県出雲市の和菓子屋の娘、矢田明子さん。OL時代に父をが
んで亡くし、病院で関わっていた医療専門職と暮らしの動線で
会うにはどうしたらよいか考え看護大学へ入学。

• １年生の時にコミュニティナーシングの手法を授業で知る。
• 学んだことを実践するため学生サークルとしてのコミュニティ

ナースがスタート。
• 活動の輪が広がり法人化。はじめはコミナス養成講座

からスタート。全国1,000人以上が受講。
• コミナスがいるまちづくり、ナスくる、調査研究

事業などを展開。
• 全国47都道府県でコミュニティナースが活動。



解決したい社会課題 仮説の仮説

病になることを防ぎ、元気な暮らし
を続ける環境、仕組みが不足してい
る。

病気になってはじめて医療介護専門
職のサービスを受けることができ、
自らの手でより健康により幸せに
なっていくための社会システムとし
ては不十分。予兆検知の知恵やかか
わりへの叡智が専門家に閉じている。

まちの中に「心地よい予兆検知」の
担い手を増やす

１.コミュニティナースの発掘・育成
２.コミュニティナーシングが提供さ
れる事業モデル開発/支援

３.調査研究

Community Nurse Companyの事業



Community Nurse Companyの事業

ナスくる
コミュニティナースの
いるまちづくり

コミュニティナース
育成

全国にコミュニティナースを育成し、
活動を支援する。

コミュニティナースの拠点を全国に
広げるための実践とコンサルティング

コミュニティナースが訪問し、１対１で
コミュニティナーシングを行う。

調査研究



コミュニティナースとして活動するには

ベーシック講座

実践講座

ステップアップ講座

コミュニティナース宣言 コミュニティナースを行う上で大切にしたいクレドを理解する

コミュニティナースの理解と小さな一歩への自信を持つ

実践を重ねながら自分らしいコミュニティナースを確立する

ビジネスとしてコミュニティナースをどのように継続させるか



既に暮らしの動線になっているところに、
どうやって定着させていくかがポイント



全国に広がるコミュニティナース



内閣府地方創生推進事務局「地域未来構想20」より抜粋



奈良県奥大和移住・交流推進室事業



あらためて、コミュニティナースとは
コミュニティナースは、職業や資格ではなく実践の在り方であり、

「コミュニティナーシング」という看護の実践からヒントを得たコンセプト。

地域の人の暮らしの身近な存在として
「毎日の嬉しいや楽しい」「心と身体の健康と安心」を

まちの人と一緒につくっていきます



100人いれば100通りの
コミュニティナース



コミュニティナース活動紹介

×
ガソリンスタンド！？ 移動販売！？

廃校！？おむすび屋！？



活動紹介①
ガソリンスタンドのコミュニティナース



活動紹介①
ガソリンスタンドのコミュニティナース

荏原 優子（えばら ゆうこ）さん

活動地域
奈良県山添村

活動内容

どうしてその活動をしているか

2017年に集落支援員としてガソリン
スタンドに週の半分常駐するナースと
して働き始めた。その後奈良県の奥山
と仕事づくり推進隊として村の保健師
や社会福祉協議会と連携した高齢者世
帯の訪問、住民さんとイベントを実施。
2021年に株式会社Good Support 
Nurseを起業し代表取締役を務める。

神奈川県出身で県内の総合病院のICUやERで看護師として勤
務している中、「もっと手前で病院に来ていないと救えない
命がたくさんある」と感じもやもやを確認するため青年海外
協力隊としてバングラデシュで２年会プライマリーケア推進
活動に従事。帰国後医療資源が少ない山間地域の集落支援員
に応募した。

新たな取り組みの一つとして、村の郵便局内に窓口を設置し
て、健康相談や認知症の啓発活動を行っている。

「看護師の人口が限られる中、コミュニティナースを週5日
専従でやる人を増やしていくことが必ずしもいいとは限らな

い。月に1回、郵便局のような身近なところにいる看護
師さんや医療職が増えるほうが、継続してやれるのかなっ
て。」

氏名



活動紹介②
移動販売にコミュニティナース



活動紹介②移動販売にコミュニティナース
佐藤 豊彦（さとう とよひこ）さん（栃木県那珂川町、まちまもり会社繋ごう農村代表）

活動内容：2018年に合同会社を設立。移動販売車にコミュニティナースが同乗する形で生活ケアサービス
を実施。「自分らしく幸せに生活していただくためのケアを行っています。具体的には洗濯や掃除などのいわゆ
る生活支援、さらにはご本人がやりたいこと、いきづらい場所などを引き出しながら、歩行困難な方の散歩付き
添い、茶飲み話、服薬の手伝い、外出の補助などケアを行っていきます。」

梅本 久美子（うめもと くみこ）さん（奈良県川上村、一般社団法人かわかみらいふ）
活動内容：移動スーパー、コープ宅配、看護師・歯科衛生士同行、ガソリンスタンド営業、コミュニティカフェ
運営、出張診療所・健康教室事業を実施。「病院の看護師だったときは、退院されるまでの看護師と患者という
人間関係でした。いまは、看護師と村民、同じ村に住む住民として出会い関わるといった広い人間関係です。看

護師として多くの方々に会って、みなさんの健康状態を観察しています。毎週同じ時間、同じ場所で出会い、
話すことで、みなさんに安心感を持っていただくと同時に、みなさんから元気をいただき、充実感が
あります。」

日野 春菜（ひの はるな）さん（愛媛県久万高原町、久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの）
活動内容：地域おこし協力隊として古民家を改装したまちづくり拠点「ゆりラボ」を中心に、コミナス保健室、
ナスくる、移動販売同行、子ども食堂事業を実施。現在は人員配置により訪問看護ステーションにて勤務。「私

のモットーは「久万高原町のみんながいきいき暮らせる」こと。商店街のフリースペースでコミナス保健室
を始め、『ゆりラボ』の拠点完成後はそこで開催しています。現在は訪問看護に所属し、医療に近い視点からゆ
りラボコミナスと連携し住民さんのいきがい作りができないか、新たに模索中です。」



活動紹介③
おむすび屋さんがコミュニティナース



活動紹介③
おむすび屋さんがコミュニティナース
氏名
小鹿 千秋（こしか ちあき）さん

活動地域
大阪府八尾市

活動内容
看護師として集中治療室、手術室、内科病棟、
がん病棟、訪問看護などを経験。自身の子育て
中に社会的孤立を感じたことを機に、赤ちゃん
から高齢者までが家のように集まれる地域食堂
「おかえり処お結びころりん」を立ち上げる。
住民のすぐ隣にいる看護師「コミュニティナー
ス」として人々と「日々の嬉しいや楽しい」を
作りながら、地域の場づくりを軸に活動。実家
のような居場所を作る「jikka」プロジェクトも
立ち上げた。

どうしてその活動をしているか

多世代の孤立や孤独を防ぎたいと考え、おむすびころりんを創
業。
「私がCCUで働いていたとき、退院予定の患者さんが当日に
なり「家は独りだから嫌だ！」と退院を嫌がることが度々あり
ました。病院にいるとカーテン越しにでも話をされる方も多く、
誰かと居るという安心感があったようです。私自身、第一子を
出産後誰とも話さない日が続き、「これが社会的孤立なん
だ。」と感じました。周囲に、お結びころりんのような場所が
あれば、もう少し円滑に退院が進んでいたかもしれません。
他にも心不全で入退院を繰り返す方で、足の浮腫が酷い・少し
動いただけでも息切れがするなどの症状を見逃し、治療が遅れ
てしまうことがあります。酷くなる前に来院していたら内服薬

の調整のみで済んだのかもしれません。些細なサインに気付
いて「病院に行ったほうがええで。」と伝える。それが
今のお結びころりんの日常にはあります。」



活動紹介④
廃校カフェでコミュニティナース



活動紹介④
廃校カフェでコミュニティナース
氏名
金子 文絵（かねこ ふみえ）さん

活動地域
三重県いなべ市

活動内容
看護師免許取得後、日本福祉大学社会福祉学部
社会福祉学科へ進学。専攻は障害者福祉。一般
病院、障害児施設のナースを経て、教員・障害
児施設指導員・手話通訳者・芸大生（京都芸術
大学通信過程）。地域おこし協力隊として廃校
を活用した桐林館喫茶室のスタッフをしつつ、
一般社団法人kinari代表として障害者アートに
も取り組む。

どうしてその活動をしているか

看護師や教員をしながらやっていたカフェなどの趣味
活動の中で看護師とは名乗らずとも「実は・・・」か
ら始まる健康相談があった。そんな時にコミュニティ
ナースを知り「これ私もうやっているかも」と感じ、
コミュニティナースプロジェクトに参加。

手話には高校生の時に出会いいろんな表現方法がある
ことに感動。高校３年生から登録手話通訳者になった。

聴覚障害者が普段から使っている筆談というツールを
通じて、一般の人にその世界を体感してもらいたいと
思い、筆談カフェを開始。月１回は暮らしの保健室と
してコミナスカレーも販売。カフェ内には障害者アー
トも展示。

「好きかどうか、やりたいかどうか、オモシロイを感
じられるか、そして感じてもらえるかを大切にしてい
ます。」



コミュニティナースが定着するポイント

●「あそこにいけばいつも応援してくれる○○さんがいる」という場所

●健康面のアプローチ以外のコンテンツがある

●住民と友達になる（プロセスコンサルテーションの考え方）

●コミュニティナース自身が得意とすることと、

地域から求められていることが重なるアクションがある

●想いを同じにする仲間がいる

●住民・専門機関に認知してもらう（発信が大切）

●理想の状態（劇場）をどんな人（俳優）と作りたいかを考え、

一緒に楽しそうに活動する



補足 プロセスコンサルテーション

支援の方法は大きく３種類

直接支援

間接支援

関係支援

個別援助技術（ケースワーク）、集団援助技術（グループワーク）

地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、
社会活動法、社会福祉計画法

ネットワーク、ケアマネジメント、スーパービジョン、

カウンセリング、コンサルテーション

「私とあなたの関係性に注目して支援します」
・特徴１：支援者は１up、被支援者は１downしている関係からスタートする
・特徴２：その高さを同じようにしてこそ良い支援ができる
・特徴３：何かしてもしなくてもそ、れはあなたの介入である

要約・抜粋元：エドガー・H・シャイン著“人を助けるとはどういうことか”



地域共生社会とコミュニティナース

地域共生社会とは、
世代や分野を超えてつながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに作っていく社会

厚生労働省,地域共生社会のポータルサイトより



全ての住民を対象に、どちらかが一方的に支えるのではなく、お互いにおせっかいを焼きな
がら、住民とコミュニティナース、住民と住民がつながり、役割と機会をつくり、暮らしや
地域を嬉しく楽しい状態にしていく

実装方法（案）

内容 メリット デメリット

既存事業をコミュニティナースにアップ
デート

人件費の変動が小さい 業務量の増加につながる可能性あ
り

生活支援体制整備事業の第２層生活支援
コーディネーターとして実施

ニーズ把握、活動の開発、サービスへ
の結び付け等業務として取り組みやす
い

実施範囲が中学校区などに固定さ
れる

重層的支援体制整備事業のアウトリーチ
等を通じた継続的支援事業として実施

生活の動線上での関わりが性質上向い
ている

行政のスキームにしっかりと乗る
必要がある（重層的支援会議等）

モデル事業として実施 自由に設計可能 KPIの設定、補助金が終了した後の
予算化の位置づけが難しい

地域共生社会とコミュニティナース



例えば
・カフェ
・ホームセンター
・郵便局
・コンビニ
・薬局
など、地域の暮らし
の動線の中で活動。
住民さんが集まる場
所や人の信頼貯金を
借りる。

健康を前面に出しす
ぎると住民さんも引
いてしまう。

自分では元気だと
思っている方へ予防
的に関わるためには
地域ナース自身が楽
しむことが大切！
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