
都道府県医師会担当理事殿

医療勤務環境改善マネジメントシステムのセミナー開催案内

及びり一フレットの送付について(依頼)

今般、厚生労働省より、各医療機関において、医療勤務環境改善マネジメン

トシステムを活用して勤務環境改善の取組を自主的に推進していただけるよう、
「医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー」を厚生労働省委託
事業として全国9都市(10 ケ所)で開催するので周知をお願いしたい旨、連絡

がありました。

医療機関の皆様に勤務環境改善の意義をご理解いただき、具体的な勤務環
境改善に取弊且んでいただく上で参考となるセミナーです。

現在、決まっているセミナーは大宮(8月29田と熊本四月18田ですが、他の
地区についても判明した段階で随時、ご案内いたします。

(健 169)

平成30年8月1日

日本医師会程隠市司
常任理事松本吉郎謎尚翻1
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つきましては、貴会の管下の医療機関に対して、周知をいただきますよう、

よろしくぉ願い申し上げます。

以上





【開催スケジユールと申込状況】
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聞伸

大冨(関東甲侮越)

セミナー開催予定

熊本(九州沖)

20↓8年8f129口休)

札峨【北海道)

仙台(東北)

20 8奪、9月玲凹(火)

静岡(東海)

TKP大寓駅西ロカンファレンスセンター

1アクセス】大冨駅西口;配長2分

大宮開催案内炉D円

金沢【北陵)

会、

TKP力ーデンシティ熊本

{アクセス】然本市電花畑町駅1起長3分

※聞催桑内準偏中

ガーデンシ丁イ札.燐駅(〒オ')

1アクセス1キ,幌ER南口で沙S分

仙台カンファレンスセンタ(〒オ')

【アクセス】仙台駅西口砲炉3分

静工会領所'争乎務再沿館(予定)

{アクせス】静伺駅健1鼻7分

念沢カンファレンスセンター(〒オ)

【アクセス】金沢駅兼六園口く東口)バス

3分

神戸E宮カンファレンスセンタ(予定)

【アクセス】三ノ寓駅東口徒歩5分

カーデンシティ両山(〒オ)

【アクセス】岡山駅中央改1,01起1'10分

神戸(近厳)

岡山(中国

◆TOPセミ

g月以降

次閉催

四国)

東京

(2回開催予定)凩泉駅八重洲カンファレ

20均鮪1月~2月ンスセンタ(予定)

{アクセス】東亨駅ノ入靈中央口1彪b5分

は順次こちらのへージやい蓬サ,1ミのTM比臼' FeN1玲okにてお加らせいたします,円

「ブログラム概要】
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臺調謂苅

暴調講演

パネルフィスカッション

、以外

込み

申込受村訂口始まで今しばらく

お符ちぐださい

内斉

厩羅勃務瑞境改の号新の勃向とマネジメントシスナムの仕

露羅柵闘へのデー勧告から誇える臣揮従乎糖の゛き方改革

(メ丁イカルケノ'ノークフゞザイン研究会)

那,の先行敢亊(2つの語羅1器ヲから

支指センター0浮諾磁明とアドバイザ 介

き方改革と厩羅勳務環境改需~墨新の動向

(網疑中)

穫探,5<の是正勧告から湾える懐捧従事肴の「働毒0改革

(メディカルケアワクーザイン研究会)

医揮の敬亊紹介(問鬮擬起として)とパネラによる劃頴

申込受付闘まで今しばらく

お1.ちください

J ( 者)



申し込みはこのHPから

いきいき働く医療機関サポートVveb(いきサボ)
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医師の労

TKPガーデンシティ髞本

【アウセユ1"F'H 電花畑司駅徒:少3分

禦間催弐内唯侑中
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役に立つ

惰報

このサイトは、医療機関の勤務環境の改善に役立っ各種f太報や医療機関の
取組事伊」を紹介してぃます。ぜひ、皆さまの取組事例やこ提案もお寄せいただき、
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厚生屶働省委託事業

時問短縮に向けて緊急的に取り組みましょう!
~医師のき方改革に関する検討会~
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医療勤務環境改善マネシメントシステム
普及促進セミナー2018

開催のご案内

き方改革?!めていますか?医
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カスタム検率
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竿庄き0年急月下旬~平成31年1月末【予定】
閲催日時

13;30 ~ 17:00 {TOP セミナーは13:00 ~1

閲催増所余田宜8プロ亨クに分け ミナーを8団、及びトッフセミナー安2回(東京】予定

対皐 1騨盡セミナー

江部撰関(朽・'り二Wクを念む)にお,'勃諾境墳改再1こ車先し取つ組むことが期11'れる立

者及τj事捌部門のスタ・ワ否の劣働者)傷」る方(碇暴、珊乎長牢捌局

都出府.弓表識切都譜府県掴者園貝響

けOPセミナーj

驫郵提闘における勃刷境堤改蓄に率先て敬η相むこと 1丁され立場1一栃6方

(院長.1甲亭、亭調局 1'徴者)

四無料

定n 1闘催あたり100名授虚(先勇鬮)

申込方途下記の閲催地毎に 村を閲始いたします.

(いきサボのTW1壮or FaC●"kでもお知らせいたします)
イヤルまでこ寶下さいつま井一△の送偏、ない豐n等ほ合

申込期四閲催臼の3日爺、もしく{ネ定口に瑶した時盧で受付を終了致します

樫関】株式会社日本謡率協金合研究所お国合せ先【母生劣働質慶託事
医貸動務袋堤改羨マネジメントシスデム昔及置球セミナー事裂局

'村握当:川烏.先樹.岡田

TLL つりータイヤル0120・3叫・60き(T口 10 D0 17!0山

丁'

FAQ
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熊本(九州・沖縄)
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公益社団法人

常任理事

日本医師会

松本吉郎

医療勤務環境改善マネジメントシステムのセミナー開催案内及び医療勤務

環境改善マネジメントシステムのり一フレットの送付について(依頼)

医療従事者の勤務環境改善の推進につきましては、平素よりご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

厚生労働省では、各医療機関において、医療勤務環境改善マネジメントシステムを活

用して勤務環境改善の取組を自主的に推進していただけるよう、「医療勤務環境改善マ

ネジメントシステム普及促進セミナー」を厚生労働省委託事業として全国9都市(10ケ

所)で開催する予定です。本セミナーでは、医療勤務環境改善の概要や医療勤務環境改

善マネジメントシステムの導入・活用方法等の解説の他、医療機関の勤務環境改善の事

例、地域の支援センターの取組等をご紹介させていただきます。また、セミナーにご参

加いただいた皆様でグループワークを行い勤務環境改善の進め方を演習していただく時

間を設けております。

各医療機関の皆様に勤務環境改善の意義をご理解いただき、具体的な勤務環境改善に

取り組んでいただく上で参考となるセミナーですので、多くの医療機関の関係者の皆様

にご参加いただきたいと考えております。

つきましては、委託先の株式会社日本能率協会総合研究所より、セミナーリーフレッ

ト及び医療勤務環境改善マネジメントシステムのり一フレットをお送りいたしますの

で、貴会の支部への配布等、広く周知にご協力をお願いいたします。

ご多用中の折、誠に恐縮ですが、事業の趣旨をご理解の上、何とぞご協力賜りたく、

よろしくお願いいたします。

殿

厚生労働省医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室長

労働基準局労働条件政策課医療労働企画官

平成3 0年7月18日

【担当】
医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室

西井(内線265D
労働基準局労働条件政策課

下田(内線弱45)
代表 03-52認一1111





進めていますか?医療現場の働き方改革?!
ここ数年、一億総活躍社会を開く最大のチャレンジである「働き方改革」

について、様々な業界の多くの企業・機関が取組を始めています。しかし

医療機関においては、まだまだ長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務等に

より、医療従事者が厳しい勤務環境に置かれているケースも多く、依然と

して大きな課題です。

本セミナーでは、各医療機関で勤務環境改善に向けた取組を推進してい

ただくため、医療機関の管理者等に向けた、 PDCA サイクルにより計画

的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み(医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム)と、医療現場の勤務環境改善に関わる事例や最新の動

向についてこ紹介いたします。

●セミナー概要・プログラム予定
平成30年8月下旬~平成31年1月末(予定)

開催日時
13:30~ 17:00 (TOPセミナーは 13:00~)

全国を8ブロックに分け、地域セミナーを8回、及ぴトップセミナーを2回(東京)
開催会場

実施予定

【地域セミナー】

・医療機関(有床診療所、クリニックを含む)における勤境改に率先して

取り組むことが期待される立場にある方

(院長、理事長、事務局長等の経営者及ぴ事務部門のスタッフ等の労働者)
対象

・都道府県労働局担当者職員・都道府県担当者職員等

【TOPセミナー】

・医療機関における勤見改に率先して取り組むことが期待される立場にある方

(院長、理事長、事務局長等の経営者)

1 開催あたり 100名程度(先順)疋貝

無料参加費

申込期限 開催日の3日前、もしくは定員に達した時点で受付を終了致します
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まずは「いきいきく

「いきいき働く医療機関サボートWeb(いきサボ)」は、医療機関が医療従事者の

勤務環境改善に取り組む際に参考となるさまざまな情報(国・都道府県の関係施策、

医療機関の取組事例、全国の医療勤務環境改善支援センターのウエブサイトのりン

ク等)を掲載しているウエブサイトです。

セミナーのお申込みや医療勤務環境改善マネジメントシステムの詳細はこちらへ

いきいきいき働く医療機サボートWeb「誌亨r-1 ""
サホ httPゾノ汁yo"・kmm"k■"kyo".mhlw.Ξ0.jp/

^
^

関サボートWeb(いきサボ)」にアクセス!
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ープログラム(予定)

※内容は予定です確定情報は「いきサポ」のセミナー案内をご確認下さい

◆地域セミナ
項目時間

開会13:30

講演113:35 ~ 14:15 (40分)

14:15 ~ 15:00 (45分)

15:00 ~ 16:00 (60分)

16:00 ~(40分)

16:40~ 16:55 (15分程度)

16:55

東一

時問

13:00 ~ 13:05

13:05 ~ 13:35 (30分)

13:35 ~ 1420 (45分)

..

講演2

・挨拶、セミナー概要等の説明

・医療勤務環境改善の新の向とマネジメントシステムの仕組み

・医機関への是正勧告から考える医従事者の「働き方改革」
平成29年度都道府県立病院を対象とした調査研究結果から
メディカルケア・ワークデザイン研究会

(代表:福島通子/本委員会委員)

・医療機関2事例発表(1事例20分程度)※質疑応答+休憩を含む

・支援センターの事業説明とアドバイザーの紹介
アドバイザーが支援できること(支援例)※質疑応答を含む

・名刺交換+アドバイザーへの個別相談など

事例発表

講演3

個別交流

閉会

1420 ~ 15:05 (45分)

15:05 ~ 15:20 (15分)

15:20 ~ 17:00 (100分)

項目

開会

行政説明

基調講演1

内容

●セミナー開催スケジユール(予定会場)

※時期・会場は予定です。確定情報は「いきサポ」のセミナー案内をご確認下さい

◆地域セミナ
時期開催地

2018年B月下旬大宮(関東・甲信越)

札幌(北海道)

仙台(東北)

静岡(東海)
9月以降

金沢(北陸)
順次催

神戸(近畿)

岡山(中国・四国)

熊本(九州・沖縄)

..

17:00

基調講演2

・挨拶、セミナー概要等の説明

き方改革と医療勤務環境改善~最新の向

(調整中)

・医療機関への是正勧告から考える医療従事者の「働き方改革」
平成29年度都道府県立病院を対象とした調査研究結果から
メディカルケア・ワークデザイン研究会
(代表:福島通子/本委員会委員)

休憩

事例発表&
バネルディス
カッション

閉会

洲カンファレンスセンター(予定)【アクセス】東京駅八重洲中央口徒歩5分

・医療機関等の取組事例紹介(問題提起として)
・バネラーによる討議

内容

会場

大宮西ロカンファレンスセンター(予定)【アクセス】大宮駅西口徒歩2分

ガーデンシティ札幌駅前(予定)【アクセス】札幌駅南口徒歩5分

仙台カンファレンスセンター(予定)【アクセス】仙台駅西口徒歩3分

岡商工本祈静岡務所会館(予定) 1アクセス】静岡駅徒歩7分

金沢カンファレンスセンター(予定)【アクセス】金沢駅兼六園口<東口>バス3分

神戸三カンファレンスセンター(予定)【アクセス】三ノ宮駅東口徒歩5分

ガーデンシティ岡山(予定)【アクセス】岡山駅中央改札口徒歩10分

ガーデンシティ熊本(予定)【アクセス】熊本市電花畑町駅徒歩3分

医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー事務局
本件担当:川島、布施、岡田

フリーダイヤル 0120-304・603 (平日:] 0:00-17:00)TEL

東京

お問い合わせ先

【厚生労省委託事業実施機関】

株式会社日本能率協会総合研究所

2019年1月~2月

(2回開催予定)



医療機閔の経営三・管理者・職員のみなさまへ
(1)厚生労働省

健康で安心して働くことができる職場を目指し、
勤務環境の改善に取り組みましょう!

いきいき

いきサボをこ存じですかっ

「いきいき働く医療機関サポートVveb
(いきサポ)」は、医療機関が医療従事者
の勤務環境改善に取り組む際に参考とな
るさまざまな情報を掲載しているウエブ
サイトです。

どんなふうに取り組んたらいいか
迷ったら、事例を参考1』しましょう

勤務環境改善に取り組み、成果を出し
ている医療機関の事例も紹介しています
(平成30年5月末で92事伊D。

く医療関サポート゛1eb(いきサハ)を
活用しましょう

医療機関の勤務境改善にかかわる情報の宝庫です

●国の施策や各種通知・審議会等の最新動向
●各種イベントや過去に実施したセミナー資料
●相談先となる支援センター連絡先

●医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き、支援ツール
●セミナーの開催情報や参加申込み等

.盲'●^●●,'●鳳

^゛●●司.制,^"^^亀^゛亀●^
^^^亀EI,〒二^吃'具

いき
サポ

いきサポのURL

http:ノノiryou・kinmukankyou.mhlvv.目0.jp/

もしくは

^

^

※このり一フレットを畷場にΠ占る
などしてご活用ください

^

殴物二..

.

P寄宗一1

●置重^^
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こ存知ですか?

すべての都道府県に「医療勤務境改善支援センター」
か設置されています

都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターには、医療勤
務環境改善マネジメントシステム等に関する周知・啓発、医療機関の
実態や二ーズの把握、医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入
等の支援業務を無料で行う医療労務管理アドバイザーと医業経営アド
バイザーが配置されています。

取組について迷ったら、医療勤務環境改善支援センターにこ相談ください

医療勤務環境改善支援センターに
で相談ください

検索

..

＼か・・4
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回'回

■暫
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<マネジメントシステム入の手引き(改訂版)>

1.勤務境改善マネジメントシステム入のねらい・目的
2.マネジメントシステム入のフローと具体的な進め方
3.マネジメントシステム導入に関する取組事例の紹介
4.マネジメントシステム'入の支援ツールの使い方
5.「雇用の質」向上の取組メニュー
6.「雇用の」向上の取組メニューの実施例
フ.その他の支援ツール
8.参考情報

医勤務環境改善マネジメントシステム
導入の手引きをこ利用ください

、シ'ソテ
(平成3口年8月下旬~

ロく)

★「いきサボ」のホームページからタウンロードできます

>「役に立つ情報」>「2.各種通知・審議会等」

にアクセス!

^
^

全国 1ロケ所)

巨分野の厘の質」と岳卜めの
甫邑駅墳改善キネリメントシス,ム

尋入の阜引●

^訂哉)

詳しくは

《
・



PDCAサイクルを確立し、継続的な取組にしましょう

勤務環境改善マネジメントシステムの入フローは、「方針表明」から「評価・改善」にいたる、以下

のような7つのステッブによって構成されています

マネジメントシステム

導入準

スデップ1

方針表

<医療機関の勤務境改の7つのステップ>

勤務環境改善の取組を一時的なものでなく、継続的な活動として、着実な成果を創り出していくため

こは勤務環境改善のためのPDCAサイクルを確立し、継続的にサイクルを回していくことが重要です。

スデウブ2

体制堅僧

優先順位の高い領域から、取組を「見える化」しましょう

スデウプ3

現状分析

Plan

計

4つの領域のうち、ますは自機関にとって優先順位の高い領域から
取り組んでみましょう

勤務環境改善についての検討には、

の規模など、自機関の特性を踏まえ、

く医

ステツプ4
目

ステヅプE

定

DO

行

西き方・休み方の
改

ス

Check&Act

・改

ツプ6

の族

・時問外労昏の削減
・休圃の取得促進
負担の穀減策
多根な動務形態の活用

大きく4つの領域が想定されます現在の取組状況や医療機関

優先順位や着手しやすそうな領域から取り組んでみましょう。

の勤環改の4つの領>

スツブフ

評価・善

^

指標を設定し、取組の成果を数値で把握しましょう

指標を設定し、数値の変化を把握することで、目標がどの程度達成されたかを「見える化」できます。
それら指標となるデータ例については、「いきサボ」で提供している「手引き」の中に「現状を把握・分
析する際に参考となるデータ例」として紹介していますので、ぜひ参照してください。

F',
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こ存知ですか?「医療勤務環境改善マネジメントシステム」

「医療勤務環境改善マネジメントシステム」とは、それぞれの職場の実状にあった形
で、自主的に継続的に行っていただく仕組みです。

※、r成26年10打の改正医療雅ゴ厄行以醗、各医療機関の管理者は、,1両的な勤務環境改善に

向け山主的な取細を逃めていくことが求められています。

「医療の質」の向上

働きやすさ保の
ための境

取組例

・匿スタノフの
一車向上

・メジタ1レヘルス対
・鼻染

の
支援

医療勤務環境の改善に取り組みましょう

'

診断の ・男性の児休業敬桐
て・介慶中の職に

する夜動
・時閏舛労■の免除

内保育所や携保所
の整

・敷主治医制の探用等
等

勤務環境改善

に向けた投資

"

きがいの
向上

(う厚生労働省

・キャリアアップ支の充実
専門戦としてのキャリア形成
産休・休中Φ融の叡鳳
支擾

等

経営の安定化

求められる「医師の労時間短縮」

医師の働き方改革に関する検討会において、医師の労働時問短縮に向けた緊急
な取組をとりまとめられました。(以下抜粋)

医師の労時問短縮に向けた緊急的な取組(平成30年2月27日)のポイント

1)医師の労働時問管理の適正化に向けた取組
2) 36協定等の自己点検

3)既存の産業保健の仕組みの活用
4)タスク・シフティング(業務の移管)の推進
5)女性医師等に対する支援
6)医療機関の状況に応じた医師の労働時問短縮に向けた取組

「雇用の」

の向上

患者から

選ばれる施。窒へ

人材の確保・定着生産

性の向上スキル・アップ

患者満足度

の向上

「医療の」

の向上

安全での高い

医療の提供

詳しくは
いき
サボ

にアクセス!
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