
 

 

事 務 連 絡 

平成 27 年７月 30 日 

 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会          御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

全国社会保険労務士会連合会 

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 

 

 

厚生労働省 医 政 局 総 務 課 

労働基準局 労働条件政策課  

 

 

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 

（厚生労働省委託事業）の開催について（周知依頼） 

 

医療従事者の勤務環境改善の推進につきまして、平素よりご理解とご協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

平成２６年の医療法改正により医療従事者の勤務環境の改善に関する法律上

の規定が創設され、各医療機関が医療従事者の勤務環境の改善に取り組むよう

努めることとされました。 

そこで、医療機関の管理者等が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）

を活用して、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、

医療機関における勤務環境改善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び事務部門のスタッフ等）を対象

とした標記セミナーを開催することとしました。 

本セミナーでは、厚生労働省及び有識者による医療勤務環境改善の仕組み等

の説明、グループ討議、医療機関による勤務環境改善の取組事例の発表を予定

しています。 

本セミナーの概要及び８月２４日（月）に東京で開催するセミナーについて

は、別添をご参照下さい。他の開催地のセミナーについても、詳細が決定した

ものから順次お知らせします。 



つきましては、各医療機関からご参加いただけるよう、医療機関に対し、本

セミナーの開催について周知いただきますようお願いします。 

 

 
【担当】医政局総務課・労働基準局労働条件政策課 

    医療労働企画官 石川 賢司（内線 5352） 

医政局総務課医療勤務環境改善推進室 

  室長補佐    髙野 紀史（内線 4107） 

代表 03-5253-1111 直通 03-3595-2189 

FAX 03-3501-2048 

e-mail：ishikawa-kenji@mhlw.go.jp （石川） 

takano-norifumi@mhlw.go.jp （髙野） 

 



 

 

 

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の開催について 

（平成 27年 7月 16日現在） 

 

 

○ セミナーの開催地、開催月等（予定）は、下記のとおり。 

なお、下記のセミナー（計 14回）とは別に、平成 28年２月に東京で、全国の医療機関の院長・

副院長・部長クラスを対象とした「トップセミナー」を開催する予定（プログラムは検討中）。 

 

開催地 開催月 開催回数 
対象 

エリア 
対象都道府県 

札幌 10月 1 北海道 北海道 

盛岡 10月 1 東北① 青森、岩手、秋田 

仙台 11月 1 東北② 宮城、山形、福島 

東京 
8月 24日（月） 

1月 
2 関東・甲信 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、 

神奈川、山梨、長野 

新潟 11月 1 新潟 新潟 

名古屋 
9月 

1月 
2 東海 岐阜、静岡、愛知、三重 

金沢 12月 1 北陸 富山、石川、福井 

大阪 10月・2月 2 近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

広島 12月 1 中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

高松 1月 1 四国 徳島、香川、愛媛、高知 

福岡 9月 1 九州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、 

大分、沖縄 

※ いずれのセミナーも平日の午後に開催。所要時間は３時間程度。 

なお、8 月の東京でのセミナーは、8/24（月）13:30～16:40 連合会館大会議室（東京都千代

田区神田駿河台 3－2－11）で開催。 

※ 各会場とも、定員は 300名程度を予定。対象都道府県以外の方も参加できるが、定員に達した

場合は対象都道府県の方の申込みを優先。 

 

○ セミナーの対象者は、医療機関において医療従事者の勤務環境改善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び事務部門のスタッフ等）を

想定。 

 

  



 

 

 

 

○ セミナーのプログラム（案）は、下記のとおり。 

 

時間 項目 内容 説明等対応者 

13：30 開会 挨拶 事務局 

13:30～14:55 

（85分） 

行政説明 

有識者説明 

 医療勤務環境改善の仕組みと最新

動向を説明（30分） 

 手引き改訂版を詳細に説明（40分） 

 質疑応答（15分） 

厚生労働省 

有識者（委員） 

14:55～15:05 休憩 （グループ討議の準備）  

15:05～15:40 

（35分） 

グループ 

討議 

 行政説明等をもとにテーマを設定

してグループ討議（25分） 

（例：医療勤務環境改善マネジメン

トシステムを自組織で導入する

場合の課題や疑問点について討

議） 

 討議内容を簡単に発表し、ファシリ

テーターがコメント（10分） 

ファシリテーター 

・メインは有識者（委員） 

15:40～15:45 休憩 （事例発表の準備）  

15:45～16:35 

（50分） 

医療機関の 

事例発表 

・開催県や近隣県の医療機関から、勤

務環境改善の取組事例について発表 

発表①（20分） 

発表②（20分） 

・質疑応答（10分） 

コメンテーター 

・有識者（委員） 

・厚生労働省 等 

16:35～16:40 事務連絡 ＳＮＳ活用のご案内 事務局 

16:40 閉会  事務局 

 

 

以上 

 



 医療機関に勤務する医療従事者は、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務等により厳しい勤務環境
に置かれています。今後、質の高い医療の提供や医療安全の確保等を図るためには、医師や看護職等
の医療従事者が健康で安心して働くことができる環境の整備が喫緊の課題となっています。 
 
 このような中で、平成26年の医療法改正により医療従事者の勤務環境の改善に関する法律上の規
定が創設され、各医療機関が医療従事者の勤務環境の改善に取り組むよう努めることとされました。 
 
 そこで、医療機関の管理者等が、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）を活用して、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、標記セミナーを開催いたします。 
 
 ご多忙とは存じますが、本セミナーの趣旨をご理解いただき、関係者お誘いあわせの上、是非ご参
加くださいますようご案内申し上げます。 

開催日時 
 平成27年8月24日（月） 
 13：30～16：40（12：30開場） 

開催会場 
 連合会館 大会議室 
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 

講演者 

【厚生労働省】 医療労働企画官 石川 賢司氏 
【  有 識 者  】 塩原公認会計士事務所 特定社会保険労務士 福島 通子氏 
【事例発表①】（東京都） 社会医療法人社団慈生会 等潤病院 院長 伊藤 雅史氏 
【事例発表②】（東京都） 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 看護部 部長 嘉茂すみ代氏 

対 象 
 医療機関における勤務環境改善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び事務部門のスタッフ等） 

参加費  無料 

申込期限  各開催の1週間前、もしくは定員に達した時点で受付を終了します 

※事務局業務は株式会社日本能率協会総合研究所が厚生労働省の委託を受けて実施しております。 
※申込の際にご記入いただいた個人情報は事務局にて厳重に管理し、本事業以外での目的では使用いたしません。 

「いきいき働く医療機関サポートWeb」(「いきサポ」で検索 
できます)の「セミナーのお知らせ」をクリックして、 
申込フォームに必要事項をご入力の上、お申込みください。 
 

http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 
 

 申込後に送られてくる控えメールが参加証になりますので、 
当日受付にてご提出下さい。 
 なお、申込みフォームの送信が出来ない場合等は、裏面の 
お問合せ窓口のフリーダイヤルまでご連絡下さい 



http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 

いきいき働く医療機関サポートWeb 

 平成27年度のセミナーの開催地および開催月は、下記の予定となっております。 
 なお、下記のセミナーとは別に、平成28年２月に東京で、全国の医療機関の院長・副院
長・部長クラスを対象とした「トップセミナー」を開催する予定です。 

開催地 開催月 開催回数 対象エリア 対象都道府県 

札幌 10月 1 北海道 北海道 

盛岡 10月 1 東北① 青森、岩手、秋田 

仙台 11月 1 東北② 宮城、山形、福島 

東京 
8月24日 (月) 

1月 
2 関東・甲信 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野 

新潟 11月 1 新潟 新潟 

名古屋 
9月 
1月 

2 東海 岐阜、静岡、愛知、三重 

金沢 12月 1 北陸 富山、石川、福井 

大阪 
10月 
2月 

2 近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

広島 12月 1 中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

高松 1月 1 四国 徳島、香川、愛媛、高知 

福岡 9月 1 九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、大分、沖縄 

連合会館 大会議室 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 
TEL：03-3253-1771（代） FAX：03-3253-1765  
 
【交通機関】 
 ●地下鉄 
  丸ノ内線／新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ 
 
 東京メトロ千代田線 
   新御茶ノ水駅 B3出口（徒歩0分） 
 東京メトロ丸ノ内線 
  淡路町駅  B3出口 ※（ B3出口まで徒歩5分） 
 都営地下鉄 新宿線 
  小川町駅  B3出口 ※（ B3出口まで徒歩3分） 
 
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 

 
 ●JR 
 JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口（徒歩5分） 

株式会社 日本能率協会総合研究所 ヘルスケア研究部 本件担当 河野（カワノ） 

TEL：フリーダイアル 0120-202-795 (平日：10:00-17:00) 

勤務環境改善のため
の各種情報や取組事
例を紹介しています 


