
公益社団法人日本看護協会御中

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。

令和3年5月の「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進

するための医療法等の一部を改正する法律」の成立に伴い、令和6年に向けた医

師の労働時間の把握及び時間外・休日労働時間の上限への対応など、医療機関に

おいては働き方改革への取組の必要性が増しています。

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、各医療機関で多職種が連携して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、現場のマネジメントに関わるミドル

マネジメント・チームリーダー等)を対象とした標記セミナーを厚生労働省委

託事業として本年度も開催することといたしました。

本セミナーでは、医師・看護師・薬斉拍市・管理栄養士・事務職など、様々な

職種における勤務環境改善の事例紹介、医療勤務環境改善支援センターによる

支援の紹介等を予定しています。また本年度はひとつのテーマとして、ノーベ

ル経済学賞受賞でも話題になった行動経済学の「ナッジ理論」を医療機関にお

ける働き方改革へ活用する可能性についても取り上げてまいります。

つきましては、貴管下会員に対し、本セミナーの開催についてご案内いただけ

ますと幸いです。

また、セミナーリーフレットを添付しておりますので、併せてご活用ください。

医療機関の働き方改革セミナーの開催について(情報提供)

厚生労働省

事務連絡

令和4年1月26日

医政局医事課

労働基準局労働条件政策課

担当】医政局医事課・労働基準局労働条件政策課
医療労働企画官坪井宏徳(内線5352)

医政局医事課

課長補佐

代表03-5253-1111 直通03-3595-2196
FAX 03-3591-9072

e-mail : tsuboi-hironori@mhlw. go. jp (ガF,ギ)

hirano-takayuki.314@mhlw. go. jp (平野)

平野貴之(内線4408)

収受

地三仁タ
4.1.31

卦着1生゛ケ



令和3年度医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業
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医療を未来1、なげるためにψ

.
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き方改革で魅力ある職場づくりを
~あなたの働き方や職場を変えるヒントがここにあります~

1

人は 1日に3万回以上の意思決定をしていると

言われています。さらに医療者においては、日々

臨床現場での重要な判断を求められる状況の中で

仕事をしています。

そんななかで、しっかりと本来の業務に集中して、

判断すべきことに注意を向けていくためには、日常

の業務の中で、ルーティンに出来ること、深く考え

なくても自然に出来てしまうようなことを少しでも

増やしていくことが重要です。

そこで本セミナーでは、医療機関の働き方改革

への、より具体的な取組ヒントを提供すべく「ナッ

ジ理論」をで紹介いたします。

,▼ ^^

種対い!

^

【厚生労働省委託事業実施機関】

株式会社日本能率協会総合研究所

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

Mini5tryof H●ヨ1th,LabourandW●Ⅱヨ「●

■セミナー概要(オンライン開催)

き勿開催回数全6回(職種別編:全5回、総括セミナー:1回)

2022年2月14日(月)~3月4日(金)全6回開催 '.邑
催 日開

13:30 ~ 16:00 (最終回のみ 13:00 開始)

開催方法ウェビナー(ZOOMを使ったオンラインセミナー)※質問はチャットにて受付

院長事務長現場のマネジメントに関わるミドルマネジメント・チームリーダーの方
隷現場の職員ほか医療機関の働き方改革にで興味のある方(どなたでも)対

(詳しくは申込みサイトをこ覧ください)

員 1開催あたり200名程度(先着順)

加費無料

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

A

とは・

ナッジ理論は、「人の行動は不合理だ」という前提のも

とに人問の行動を心理学、経済学の側面から研究する「行

動経済学」の教授によって発表され、この行動経済学を

実社会で役に立てるーつの方向性として示された理論です。

2017年にりチャード・セイラー教授がこの「ナッジ理

論」でノーベル経済学賞を受賞したことを皮切りに実社会

の様々なシーンでの利用が始まっています。

(厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック明日から使えるナッジ理論」

から抜粋)

医療機関での有名な取組の一例としては、夜勤時のユ

ニフォームの色を変更することで、夜勤者を明確にして、

引継ぎ等のコミユニケーションをしやすくしたり、時間で

業務終了しやすい心理的作用をもたらしています。

注) COV旧.19対応の在宅勤務のために電話対応に時問がかかる場合がこざいますので、出来るだけお問い合わせボタンからこ連絡ください

.

「医療機関の働き方改革セミナー」事務局担当:布施/千田(ちだ)、岡田、吉田、谷口

メール:申込みサイトの「お問い合わせ」ボタンから

お問い合わせフリーダイヤル 0120-304603 (平日:10:00・17:00)
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^^

●お問い合わせ先
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ナープログラム(予定) いきサホの七ミナー楽内を※内容はf定です{

●職種別(全5回) 2022年2/14帽)、
時問 項目

113:30~1355 開会事務局説明

2 13:35~14:10 行政説明「医療機関の働き方改革について」(厚生労働省担当官)

3 14:10~14:30 講演1 「医療勤務環境改善支援センターができる支援について」(勤改センター)

「医療機関の職場をより良く、働き方を変える仕掛け
~ナッジ理論の活用~」

講演2 小池智子氏慶應義塾大学看護医療学部/大学院
健康マネジメント研究科准教授
医療・介護勤務環境改善ナッジ研究会会長 ^

医療機関の事例講演※質疑応答込み
2/14 (月)[薬剤師編]亀井健人氏公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構

倉敷中央病院薬剤部病棟薬剤室長

2ハ8 (金)[医療マネジメント職(事務職)編]笠井直也氏芳賀赤十字病院事務部
総務課企画係長講演3

2/21(月)[管理栄養士編編]宮島功氏社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部部長
2/25 (金)[医師編]金城僚氏沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

小児外科部長

2/28 (月)[看護師編]国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

15:45~15:55 質疑応答全体を通じての質疑応答&意見交換

「いきサボ」解説(事務局)

4 14:30 ~ 15:15

回回参加申込みは

こちらから!

牌

回、,汎裂

5 15:15 ~ 15:45

いきサボ Q

18 (金)、 21(月)、 25 (金)、 28 (月) 13:30 ~ 16:00 (13:00 開場)

内容

亙
^ 15:55~ 16:00
^ 16:00 閉会挨拶閉 ^

●総括セミナー/最終回開催 2022年3/4(金)13心0~ 16:00 (12:30 開場)

口 内容項目時間

^ 13:00~ 13:05 開会挨拶開会挨拶*事務局説明を含む

目13:05~13:45 行政説明「医療機関の働き方改革にっいて」(厚生労働省担当官)
「医療機関の働き方改革とナッジの活用」

基調講演3 13:45~ 14BO 小池智子氏慶應義塾大学看護医療学部/大学院健康マネジメント研究科准教授
医療・介護勤務環境改善ナッジ研究会会長

「ナッジ研究の最前線から

~医療施設の長時問労働削減対策のための『ナッジ』の活用~」講演4 14BO~ 15:00
藤原聡子氏慶應義塾大学健康マネジメント研究科看護学専攻看護管理/政策分野

医療経営コンサルタント/看護師

「医療機関の働き方改革とナッジの活用~働き方や職場を変えるヒント~」
コーディネーター:小池智子氏(基調講演)慶應義塾大学准教授

<パネリスト(予定)>

・酒井一博氏(労働安全の視点)公益財団法人大原記念労働科学研究所主管研究員
・木戸道子氏(医師の視点)日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長
・福島通子氏(社労士の視点)塩原公認会計士事務所特定社会保険労務士/医療経営パネルディス

5 15:00 ~ 16:00
コンサルタントカツション

・藤原聡子氏(ナッジ研究者の視点)
慶應義塾大学健康マネジメント研究科看護学専攻看護管理/政策分野
医療経営コンサルタント/看護師

^

申込み方法
「いきいき働く医療機関サボートVveb」より「[セミナーノ研修会]参加申込み」をクリツクして、本研修の申込みフォー

ムに必要事項をこ入力の上、お申込みください。

後日、オンライン研修に参加するためのアクセス方法を、参加申込み時に登録されたメールアドレス宛にお送りします。

なお、申込みフォームの送信が出来ない場合等はお問い合わせボタンよりこ連絡ください。

※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。

※申込み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。

閉=

いき
サボ

(全体を通じての質疑応答&意見交換)

閉会挨拶

いきいき働く医療機関サボートWeb
https://iryou・kinmukenkyou.mhlvv.目0.jp/

ほか、職種別事例講演者が登壇予定。

^ 16:00



令和3年度医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業
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~あなたの働き方や職場を変えるヒントがここにあります~

医療機関⑫職場をより良く、働き方を変える仕掛陟

<ナッジ理論@》活突>
^^

^^

人は1固健3万回以上の意思決定を山ていると言枸れて、、ます.さらに医療者にお

山ては、圖々臨床現場での重要な判断を求められる状,況の申で仕事をして、、ます.

そんななかで、レつか句々本来の業務1垂集申し弓判断すべきこと1丞漢意を向ぱてW

《ためには、圖常の業務の申で、ルーティシに出来る置之.深《考えなくても自然に出
来てしまうような巳とを少レでも増やしてW《巳とか重要です.

そ巳で本セミナーで嵐医療'機関の働き方改革への、よ句具体的な

取組ヒントを提供すべく、「ナッジ理論」を置蛋价、、たします@

またその他、職種刑の働き方改革等に関連する医療機関の取組事

例もこ紹介し、よ句具体的鄰現場での取組ヒシトをこ提供し洗します.

"
^^

月三目目(月)<看護師編>

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

魯勿
御

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

Mini5tNof Heatth,Labourand welfaro

■セミナー

開催回数

開催圓

圀偶方法

要オンラインr催)

看護師編:1回(職種別セミナーは全5回開催)

対

2022年2月28日(月) 13:30~ 16:00 (13:00 開場)

ウエビナー(ZOOMを使ったオンラインセミナー)※質問はチャットにて受付

長事務長現場のマネジメントに関わるミドルマネジメント・チームリーダーの

現場の職員ほか医療機関の働き方改革にで興味のある方(どなたでも)

信羊しくは申込みサイトをで覧ください)

1 開催あたり200名程度(先着順)

料

定

象

参加費

^

^

申込期限

,、^

、J

＼_ノ

無
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●セミナープログラム(予定)納容は予定です確定情報は

[Ξ]時間 項目

会1 13:30~13:35 開

2 13:35~ 14:10 行政説明

3 14:10~ 14:30 講演 1

4 14:30 ~ 15:15

5

事務局説明

「医療機関の働き方改革について」(厚生労働省担当官)

「医療勤務環境改善支援センターができる支援について」愛媛県勤改センター

「医療機関の職場をより良く、働き方を変える仕掛け
~ナッジ理論の活用~」

小池智子氏慶應義塾大学看護医療学部大学院

健康マネジメント研究科准教授

会医療・介護勤務環境改善ナッジ研究会

医療機関の事例講演※質疑応答込み

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

全体を通じての質疑応答&意見交換

「いきサボ」解説(事務局)

閉会挨拶

15:15 ~ 15:45

15:45 ~ 15:55

講演2

15:55 ~ 16:00

16:00

講演3

質疑応答

いきサポ」のセミナー案内をご確認下さい

内容

とは・

ナッジ理論は、「人の行動は不合理だ」という前提のもとに人間の行動を心理学、経済学の

側面から研究する「行動経済学」の教授によって発表され、この行動経済学を実社会で役に立

てるーつの方向性として示された理論です。

2017年にりチャード・セイラー教授がこの「ナッジ理論」でノーベル経済学賞を受賞したこ

とを皮切りに実社会の様々なシーンでの利用が始まつています。

(厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック明日から使えるナッジ理論」から抜粋)

医療機関での有名な取組の一例としては、夜勤時のユニフォームの色を変更することで、夜

勤者を明確にして、引継ぎ等のコミュニケーションをしやすくしたり、時間で業務終了しやすい

心理的作用をもたらしています。

閉

申込み方法

「いきいき働く医療機関サボートVveb」より「[セミナー/研修会]参加申込み」をクリッ

クして、本研修の申込みフォームに必要事項をで入力の上、お申込みください。

後日、オンライン研修に参加するためのアクセス方法を、参加申込み時に登録されたメー

ルアドレス宛にお送りします。

なお、申込みフォームの送信が出来ない場合等はお問い合わせボタンよりこ連絡ください。

※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

申込み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
サボ

●お問い合わせ先

いきいき働く医療機関サボートVveb
https://iryou・kinmukankyou.mhlvv.目0.jp/

【厚生労働省委託事業実施機関】

株式会社日本能率協会総合研究所

注)COV旧、19対応の在宅勤務のために電話対応に時問がかかる場合がでざいますので、出来るだけお問い合わせボタンからこ連絡ください。

「医療機関の働き方改革セミナー」事務局担当:布施/千田(ちだ)、岡田、吉田、谷口

メール:申込みサイトの「お問い合わせ」ポタンから

お問い合わせフリーダイヤル 0120-304603 (平日:10:00-17:00)

、,●●舌血,●電サ゛、^

いきサポ

いきサポ公式
キヤラクター

回回参加申込みは

こちらから!

朧

回、,謝嚢いきサボ Q

会

6
 
7
 
8



令和3年度医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業

^

多職種対応!

E含.二t f "
^^

ず、

医療を未来につなけるために、働き方改革で魅力ある職場づくりを!

加

申処囲國

無料

あよたの働き方や職場を
変えるヒントがここにあります

基調講演&コーディネータ

小池智子氏
慶應義塾大学看護医療学部/大学院

健康マネジメント研究科准教授

看護学専攻這護管理・政策分野主幹

医療・介護勤務環境改善ナッジ研究会会長

現在、医療機関における働き方改革への取組は喫緊の課題

です。昨年の法改正をうけ、いよいよ現場では、 2024年4

月からの医師への時間外労働の上限規制適用に向けた本格的

な対応が求められており、そのためには職場の多職種が共に

連携して協働していくことの重要性が注目されるところです。

そこで本セミナーでは、医療機関における職場での働き方

改革へ資する具体的な取組ヒントを提供すべく「ナッジ理論」

をそ紹介しながら、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、医

療マネジメント職(事務職)といった様々な多職種の視点か

ら医療機関{こおける働き方改革を考えます。

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

Mini5tryof Health, Labour and welfare

総括セミナー
^

匪セミナー概要(オンライン開催)

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

催

催方

膚,勿

対

2022年3月4日(金) 13:00 ~ 16:00 (12:30 開場)

ウエビナー(ZOOMをったオンラインセミナー)※質問はチャットにて受付

長事務長現場のマネジメントに関わるミドルマネジメント・チームリーダーの方

現場の職員ほか医療機関の働き方改革にこ興味のある方(どなたでも)

(詳しくは申込みサイトをで覧ください)

200名程度(先着順)
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●セミナープログラム(予定)

時問

13:00 ~ 13:05

13:05 ~ 13:45

3 13:45~ 14BO

行政説明

4 14BO ~ 15:00

※内容は予定です

開会挨拶*事務局説明を含む

「医療機関の働き方改革について」(厚生労働省担当官)

「医療機関の働き方改革とナッジの活用」
小池智子氏慶應義塾大学看護医療学部大学院

健康マネジメント研究科准教授

医療・介護勤務環境改善ナッジ研究会会長

基調講演

5 15:00 ~ 16:00

^ 16:00

UXネル丁イスカノンヨン】

確定情報はいきサホのセミナー案内をご確認下さい

内容

コーディネーター:小池智子氏(基調講演)慶應義塾大学准教授

◆パネリスト(予定)

・酒井一博氏(労働安全の視点)

公益財団法人大原記念労働科学研究所主管研究員

・木戸道子氏(医師の視点)

日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長

・福島通子氏(社労士の視点)

塩原公認会計士事務所特定社会保険労務士医療経営コンサルタント

・藤原聡子氏(ナッジ研究者の視点)

慶應義塾大学健康マネジメント研究科看護学専攻看護管理/政策分野

医療経営コンサルタント/看護師

・金城僚氏(医師の視点職種別事例演者)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児外科部長

・亀井健人氏(薬剤師の視点職種別事例演者)
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部

病棟薬剤室長

・宮島功氏(管理栄養士の視点職種別事例演者)
社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部部長

・笠井直也氏(事務方の視点職種別事例演者)

芳賀赤十字病院事務部総務課企画係長

「ナッジ研究の最前線から

~医療施設の長時間労働削減対策のためのナッジ』の活用~」
藤原聡子氏

慶應義塾大学健康マネジメント研究科看護学専攻看護管理/政策分野

医療経営コンサルタント/看護師

テーマ「医療機関の働き方改革とナッジの活用

~働き方や職場を変えるヒント~」
(全体を通じての質疑応答&意見交換)

閉会挨拶

パネルディス
カッション

閉

申込み方法
「いきいき働く医療機関サボートVveb」より「[セミナー/研修会]参加申込み」をクリックして、本研修の申込みフォー

ムに必要事項をこ入力の上、お申込みください。

後日、オンライン研修に参加するためのアクセス方法を、参加申込み時に登録されたメールアドレス宛にお送りします。

なお、申込みフォームの送信が出来ない場合等はお問い合わせボタンよりこ連絡ください。

※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

※申込み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

ナッジ理論は、「人の行動は不合理だ」という

前提のもとに人間の行動を心理学、経済学の側

面から研究する「行動経済学」の教授によって

発表され、この行動経済学を実社会で役に立て

るーつの方向性として示された理論です。

20]7年にりチャード・セイラー教授がこの

「ナッジ理論」でノーベル経済学賞を受賞したこ

とを皮切りに実社会の様々なシーンでの利用が

始まっています。

(厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック明日から使える

ナッジ理論」から抜粋)

医療機関での有名な取組の一例としては、夜

勤時のユニフォームの色を変更することで、夜

勤者を明確にして、引継ぎ等のコミユニケーショ

ンをしやすくしたり、時間で業務終了しやすい

心理的作用をもたらしています。

いき
サホ

●お問い合わせ先

いきいき働く医療機関サボートVveb
https://iry u・kinmukankyou,mhlvv.目0.jp/

とは・

【厚生労働省委託事業実施機関】

株式会社日本能率協会総合研究所

注)C0ⅥD・19対応の在宅勤務のために電話対応に時問がかかる場合がこざいますので、出来るだけお問い合わせボタンからこ連絡ください。

「医療機関の働き方改革セミナー」事務局担当:布施/千田(ちだ)、岡田、吉田、谷口

メール:申込みサイトの「お問い合わせ」ボタンから

お問い合わせフリーダイヤル 0120-304603 (平日:10:00-17:00)

参加申込みは、回回
こちらから!
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医療機関のみなさまへ

絲呈営者・管理者・職員)
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ひと、くらし、みらいのために

Ministryof Health,Labourand welfare

「働きがい」感じいすか?

いき回'回
サボ回、,山縫

あなオ・の働き方や職場を変えるヒノトカ

まずは「いきサポ」ヘ

アクセス!

h杜PS://iryou・kinmukankyou.mhlvv.go.jp/

あります。
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未来につなぐ「働き方改革」

ごで手じですか"
N倦サポ

国の療従事者の働き方'

勤務環境ι、関する

政策情報約・提供います

国の施策情報、各種法令・通知、審議会等についての

情報といった、医療従事者の働き方や勤務環境に関

する政策情報であれぱ、検索エンジンで探すよりも、

より効率的に探せるように集約して提供しています。

医療機関の組伊が検索できます
医療機関が勤務環境改善に取り

I PICKUP取組事伊」・提案組んだ具体的な事例を紹介しています。

取組のきっかけ、背景、取組前の問題点

から実施後の成果、院内の声・反応とい^
道、】

つた時系列での取組把握や、より具体

的な各医療機関内の関係者インタビュ
能】

一記事なども掲載しています。

1 インタビュー記事はこちら

見つけてください!

あなたの職場でも始められそうな取り組み。

このサイトは、医療機関の勤務環境の改善に

役立つ各種情報や医療機関の取組み事例を ^ .

紹介しています。
翻弁 ^b

(各都道府県の勤改センターの連絡先も検索可能)

ず 二τ一

いきいき働く

医療機関サポートVveb

(通称:いきサポ)

ht如S://iryou・kinmukankyou.mhlwgo.jp/
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皿拝の伍き方改奉に閏オる鯛説岬生労皿告)

勤務環境改善に関する
相談対応

青報提伊等
..

すべての都道府県に「医療勤務環境改善支援センター」が設置されています。

備えは備入ずか?

医師革医改革き方改革

~4

これまでに開催された国のミー資料や講演動百を
鄭過去7年分

見ることができます。
掲載

<令和2年度の場合>

医療機関の働き方改革セミナー:行政説明+職種別セミナー等(全5回・9講演)

トップマネジメント研修:行政説明十ブロック別セミナー(全31の事例講演)

これ以外にも、自院の取組状況を他の医療機関と比較できる「自己診断」機能等もあります。

リーフレットは、この面を職場に掲示するなどしてご活用ください

365
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繋息的に取に向けて

飾のき万改革1一閏する検討会麹
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連携

専門的な助言や情報提供により

医療機関を支援

創

口

【菊南病院、熊本県、回復期機能】

口し、
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医業経営
アドバイザー

(医業経営コンサルタント等)

OFF

2024年4月からは、医師にも時間外労働の

上限規制適用が開始されます。

図医師の働き方改革の制度概要や政策の動向を
ご存じですか?

図医師の労働時間を把握していますか?
(副業・兼業先での労働時間も自己申告等により把握する必要があります)

図 2024年4月から、どの水準の適用を目指すか
決めていますか?
(年960時間超の時間外・休日労働を可能とするためには都道府県知事
指定を受ける必要があります一連携B・B・C水準)

これら項目をクリアしていなければ、

まずは、いきサポ」をチェックしましょう!

取組事伊」・提案の紹介

勤務形態整備による負担軽減と制度利用向上に向けた取組

【愛心メモリアル病院、北海

【新潟白根総合病院、新潟県、急性期機

2024年4月に向けて、目指す水準に

よっては、時短計画の作成や手続き

等が必要な場合もあります。

そのために、医師の労働時間を把握

するなど、今から必要な取組内容を

確認しておきましょう。

車望.盛寓竜紅要

駒険単偉での取岨章縮老

並人畠

新君白捜註合寓院病附名

鐵人(調モの他松益法人、私立学牧法人、牡会襖祉法人、匡俸生罫
則Φ■段会牡、モの他の注A】

主体

断調R葺雪市高区上下黄訪太所晝地
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寛、爰センターにご相談ください

働き方改革や勤務環境改善に関することは、

三ミ:を噐しましょう!
、,、

医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)の
、

゛,亀、

都道府県医療勤務環境改盖支援センター

各都道府県に設置された、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点
ワー
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相談・支援内容(例

研修云等による導入支援

勤務

いきサポ
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境の改

医師の働き方改革の制度解脱ページ
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PDCAサイクルで
取組を回していく

とが重要

^

この勤務環境改善の取り組みを一時的なものではなく、継続的

な活動として無理なく取り組んで実効的な成果をあげていくた

めには、勤務環境改善のためのPDCAサイクルを確立し、継続的

にそのサイクルを回していくことが重要です。

下図にあるように、plan(計画片DO(実行片Check(評価片Act(改善)と

手順を踏んで、ステップ・バイ・ステップで着実に取り組みを進めていき

ましょう。

現状の

分析

課題の

抽出

^

、、゛

、

矗

改善
言十画の
策定

ガイドラインを参考に

改善計画を策定

院内で、院長、各部

門責任者やスタッフ

が集まり協議

巨劇の'骨昏方電阜」へ膚けた

巨壷動芯量靖章野,ネリ'ントカユ▲

尋入Φ阜引宅

慎^偶

き方改革への
取組が生み出す
好循環

勤務環境改善

マネジメントシステム導入の手引き
「いきサポ」から入手可能です

ht如S:ノノiryou・ kinmukankyou.mhlw.go.jp/
Ouuine downloed

働き方改革へ取り組

み、働きやすい職場

づくりを行うことが

医療機関に好循環

を生み出します!
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更なる改善
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勤務環境改善に

向けた投資

DO
取り組みの

実施

◆◆●

Check
定期的な評価

「雇用の質」

の向上

経営の

安定化

ノ 患者から
選ぱれる施設へ

す、

゛. ,

、

人材の確保・定着

生産性の向上
スキル・アップ

「医療の質」

の向上

患者

満足度

の向上
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安全で質の局い
医療の提供
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