
平成 2 6 年１１月７日 

 

各都道府県医療勤務環境改善担当者 殿 

 

厚生労働省医政局総務課 

 

    「いきいき働く医療機関づくりサポートセミナー」（厚生労

働省委託事業）の開催について（周知依頼） 

 

平素より、医療機関の勤務環境改善に向けて積極的に取り組んでいただいて

おりますことに、感謝申し上げます。 

医療勤務環境改善に係る改正医療法の規定が、平成 26 年 10 月１日に施行さ

れ、各医療機関が PDCA サイクルにより計画的に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）を導入すること等となり、今後、

各医療機関における自主的な勤務環境改善の取組が一層期待されるところです。 

厚生労働省においては、この機会を捉え、医療勤務環境改善マネジメントシ

ステムの普及を図り、医療勤務環境改善に向けた気運を醸成する観点から、今

般、医療機関の経営・労務管理の責任者を対象として、別添のとおり、標記セ

ミナーを開催することとしました。 

つきましては、管下の医療機関、関係団体等に対し、当該セミナーの開催に

ついて周知いただきますようお願いします。 

 なお、本件については、関係団体（日本医師会、日本看護協会、日本病院会、

全日本病院協会、日本精神科病院協会、日本医療法人協会、全国社会保険労務

士会連合会、日本医業経営コンサルタント協会）にも情報提供することとして

おりますことを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 
厚生労働省医政局総務課  課長補佐 山崎 剛 （内線：2515） 
 医療勤務環境改善推進室 室長補佐 井上 泰徳（内線：4105） 
             室員   山本 大誉（内線：2518） 
 代表 03-5253-1111、直通 03-3595-2189、FAX 03-3510-2048 
 e-mail：yamazaki-takeshi@mhlw.go.jp  （山崎） 
     inoue-yasunori@mhlw.go.jp   （井上） 
     yamamoto-hironori@mhlw.go.jp  （山本） 



いきいき働く医療機関づくりサポートセミナ-
～医療勤務環境改善マネジメントシステムについて～

【厚生労働省委託事業】

平成 26 年 12 月より全国各地で開催 【参加費無料】

労務管理面のみならず、ワーク・ライフ・バランスなどの幅広い視点を視野に入れた医療機関

の勤務環境の改善は、医療の質の向上、医療従事者の離職防止・定着などの観点からも喫緊

の課題となっております。

こうした中、医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が本年 10 月１日に施行さ

れ、各医療機関が PDCA サイクルにより計画的に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）を導入すること等となっています。

今後、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た自主的な勤務

環境改善の取組を推進していただくため、今般、医療勤務環境改善マネジメントシステムの概要

や活用方法などを解説するセミナー（厚生労働省委託）を下記のとおり開催いたします。

本セミナーは、医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する有識者を講師として実施しま

すので、是非ご参加いただきますようご案内いたします。

内容

 医療機関の勤務環境改善をめぐる現状と今後の取組

 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

対象者

 医療機関の経営・労務管理の責任者の方

開催地・開催日

開催地 開 催 日 （※1） 開 催 場 所(※2) 講師 定員

札幌
平成 27 年 2 月 19 日(木)

14:00-17:00（13:30 開場）

北海道札幌市中央区北 4西 5

アスティ 45

南東北グループ 人材開発センタ―
教育看護局長

中島 美津子 氏

150 名

盛岡
平成 26年 12 月 9日（火)

14:00-17:00（13:30 開場）

岩手県盛岡市盛岡駅西通

1-7-1

岩手県民情報交流センター

アイーナ

塩原公認会計士事務所
特定社会保険労務士
認定登録 医業経営コンサルタント

福島 通子 氏

150 名

仙台
平成 26 年 12 月 8 日(月)

14:00-17:00（13:30 開場）

宮城県仙台市青葉区中央

1-3-1

TKP ガーデンシティ仙台

公益社団法人日本看護協会
労働政策部
看護労働・確保対策担当専門職

奥村 元子 氏

150 名

東京

第１回

平成 27 年 2 月 3 日(火)

14:00-17:00（13:30 開場）

東京都千代田区有楽町 1-7-1

有楽町電気ビル 北館 17Ｆ

塩原公認会計士事務所
特定社会保険労務士
認定登録 医業経営コンサルタント

福島 通子 氏

160 名

東京

第２回

平成 27 年 2 月 4 日(水)

14:00-17:00（13:30 開場）

東京都千代田区有楽町 1-7-1

有楽町電気ビル 北館 17Ｆ

塩原公認会計士事務所
特定社会保険労務士
認定登録 医業経営コンサルタント

福島 通子 氏

160 名



名古屋

第１回

平成 26 年 12 月 2 日(火)

14:00-17:00（13:30 開場）

愛知県名古屋市中区錦

3-22-20

ダイテックサカエ

公益社団法人日本看護協会
労働政策部
看護労働・確保対策担当専門職

奥村 元子 氏

138 名

名古屋

第２回

平成 26 年 12 月 3 日(水)

14:00-17:00（13:30 開場）

愛知県名古屋市中区錦

3-22-20

ダイテックサカエ

公益社団法人日本看護協会
労働政策部 部長

橋本 美穂 氏

138 名

新潟
平成 26 年 12 月 5 日(金)

14:00-17:00（13:30 開場）

新潟県新潟市中央区東大通

1-1-1 第五マルカビル 7階

駅前オフィス会議室

塩原公認会計士事務所
特定社会保険労務士
認定登録 医業経営コンサルタント

福島 通子 氏

102 名

金沢
平成 27 年 1 月 14 日(水)

14:00-17:00（13:30 開場）

石川県金沢市尾山町 9-13

金沢商工会議所経済交流プラ

ザ

塩原公認会計士事務所
特定社会保険労務士
認定登録 医業経営コンサルタント

福島 通子 氏

144 名

大阪

第１回

平成 27 年 2 月 5 日(木)

14:00-17:00（13:30 開場）

大阪府大阪市中央区今橋

4-1-1

淀屋橋三井ビルディング 6F

南東北グループ 人材開発センタ―
教育看護局長

中島 美津子 氏

155 名

大阪

第２回

平成 27 年 2 月 6 日(金)

14:00-17:00（13:30 開場）

大阪府大阪市中央区今橋

4-1-1

淀屋橋三井ビルディング 6F

南東北グループ 人材開発センタ―
教育看護局長

中島 美津子 氏

155 名

広島
平成 27 年 1 月 9 日(金)

14:00-17:00（13:30 開場）

広島県広島市中区中島 1-5

広島国際会議場

公益社団法人日本看護協会
労働政策部 部長

橋本 美穂 氏

144 名

高松
平成26年12月 11日(木)

14:00-17:00（13:30 開場）

香川県高松市番町 2-2-2

高松商工会議所会館

公益社団法人日本看護協会
労働政策部 部長

橋本 美穂 氏

96 名

福岡
平成26年12月 16日(火)

14:00-17:00（13:30 開場）

福岡県福岡市博多区吉塚本

町 9-15 福岡中小企業振興セ

ンター

南東北グループ 人材開発センタ―
教育看護局長

中島 美津子 氏

144 名

熊本
平成26年12月 17日(水)

14:00-17:00（13:30 開場）

熊本県熊本市中央区水道町

14-1

メルパルク熊本

南東北グループ 人材開発センタ―
教育看護局長

中島 美津子 氏

120 名

※１ 開催時間は全日 13:30 開場 14:00-17:00 講演を予定しておりますが、変更の可能性が

ありますので申込時に時間をご確認ください。

※２ 各会場の定員になり次第、受付終了させていただきます。

本セミナーに関する問い合わせ先

有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 鈴木 徳朗/渡邊 佑介

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル

Tel： 03-6213-1660／ Fax： 03-6213-1625

E-Mail： hc-support-seminar@tohmatsu.co.jp



申込み方法

次のいずれかの方法でお申込ください。

 インターネットでの申込

下記アドレスより参加されるセミナーを選択し、必要事項をご入力の上、お申込み

ください。

http://www.deloitte.com/jp/semi2010
※検索サイトを使用する場合には【トーマツグループ セミナー 一覧】にて検索

してください。

 FAX での申込［送信先ＦＡＸ番号：０３-６２１３-１６２５］

下記申込書に記入の上、FAX でお申込ください。

 E メールでの申込

上記申込書の内容を本文にご記入の上、セミナー事務局までお送りください。

hc-support-seminar@tohmatsu.co.jp

各会場アクセス

 当日のお願い（全会場共通）
登録時にお送りした申込確認メールをお持ちください。

＜札幌会場＞

 会場名 会議・研修施設 ACU（アキュ）
〒060-0004 北海道札幌市中央区北 4西 5 アスティ 45 16F 大研修室 1606

Access

・JR札幌駅南口出口より西の方角に向かって徒歩 5

分

・地下鉄さっぽろ駅より徒歩 3分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。



＜盛岡会場＞

 会場名 岩手県民情報交流センター アイーナ
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1丁目 7-1 803 会議室

Access

・JR・IGR 盛岡駅から徒歩 4分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。

＜仙台会場＞
 会場名 TKP ガーデンシティ仙台

〒980-6121 宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 30F ホール C

Access

・JR 東北本線 仙台駅 徒歩 2分

・JR 仙石線 あおば通駅 徒歩 5分

・仙台市営地下鉄 南北線 広瀬通駅 徒歩 5分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。

＜東京会場＞

 会場名 有楽町電気ビル
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 北館 17F 17-03・04

Access

・JR 山手線 有楽町駅 日比谷口から徒歩 1分

・有楽町線 有楽町駅、千代田線・日比谷線・三田

線 日比谷駅 A3出口から有楽町電気ビル地下 1F

直結

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。



＜名古屋会場＞

 会場名 ダイテックサカエ
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三 3丁目 22-20 4Ｆ スターホール

Access

・地下鉄東山線 栄駅 8番出口より徒歩 8分

・名古屋駅「桜通口」よりタクシーにて約 10 分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交
通機関をご利用ください。

＜新潟会場＞

 会場名 駅まえオフィス貸会議室
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 1-1-1 第五マルカビル 7F 大会議室

Access

・JR 新潟駅目の前、万代口から徒歩 1分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。

＜金沢会場＞
 会場名 金沢商工会議所 経済交流プラザ

〒920-8639 金沢県金沢市尾山町 9-13 研修室１（A・B・C）

Access

・武蔵ヶ辻より金沢ふらっとバス材木ルートにて約 6

分

・金沢駅東口よりバス（7～10 番乗場）にて約 10 分

（南町バス停より徒歩 2分）

・JR 金沢駅から車で 5 分、徒歩 20 分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。



＜大阪会場＞

 会場名 淀屋橋三井ビルディング
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 6F 研修室（大）

Access

・地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10 番出口直結

・京阪本線 淀屋橋駅 3番出口から徒歩 1分

・地下鉄四ツ橋線 肥後橋駅 5-A 出口から徒歩 6

分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。

＜広島会場＞

 会場名 広島国際会議場
〒730-0811 広島県広島市中区中島町 1-5（平和記念公園内） 大会議室ダリア（1）

Access

・広島港①行「袋町」下車、徒歩約 10 分

・西広島②、 江波⑥、 宮島行「原爆ドーム前」下車、

徒歩約 10 分

・南口バスのりば A-3 ホームより、広島バス 24号線

吉島営業所または吉島病院行「平和記念公園」下車

すぐ

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機
関をご利用ください。

＜高松会場＞

 会場名 高松商工会議所
〒760-8515 香川県高松市番町 2-2-2 501 会議室

Access

・JR 高松駅より…徒歩 10 分、タクシー3分

・琴電瓦町駅より…徒歩 15 分

※駐車場のご用意はございませんので、公共
交通機関をご利用ください。

＜福岡会場＞



 会場名 福岡中小企業振興センター
〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 301 会議室

Access

・JR 吉塚駅東口より徒歩 1分

・馬出九大病院前より徒歩 10 分

※駐車場のご用意はございませんので、公共
交通機関をご利用ください。

＜熊本会場＞

 会場名 メルパルク熊本
〒860-8517 熊本市中央区水道町 14-1 2F 有明

Access

・路面電車「水道町電停」下車徒歩 3分

・JR 熊本駅よりタクシーで 10 分

※駐車場のご用意はございませんので、公共
交通機関をご利用ください。
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