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「どうなる！医師の働き方改革」
平素より、会務運営にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2017 年 3 月に決定された「働き方改革実行計画」において、長時間労働の是正が盛り込まれ、
医師についても時間外労働規制の対象とすることが明記されたことを受け、同年８月より開催されてい
る厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」において、2019 年３月を目途に、時間外労働規制
の具体的なあり方、労働時間の短縮化等について結論を得るとされています。
一方で、近年、病院への労働基準監督署の立ち入り調査などを通じた医師の長時間労働について是正
を求める動きも活発化しており、多くの病院が喫緊の対応を迫られる状況となっています。
こうした状況を踏まえ、本年末には「医師の働き方改革に関する検討会」において、
(1) 働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿（国民の医療のかかり方、タスク
・シフティング等の効率化、医療従事者の勤務環境改善等）
(2) 働き方改革の検討において考慮すべき、医師の特殊性を含む医療の特性
(3) 医師の働き方に関する制度上の論点（時間外労働の上限時間数の設定、宿日直や自己研鑽の取扱い等）
に係る「とりまとめ（案）骨子」が公表される予定です。
つきましては、この度、厚生労働省担当者からの検討会における議論の詳細な解説、検討会構成員で
ある東京大学の渋谷教授による医師の働き方の現状・問題解決に向けた考え方・今後の方向性に関す
る講演、実際に労働基準監督署から指導を受けた民間病院からの事例紹介、演者全員によるパネルデ
ィスカッション、によるセミナーを下記のとおり企画いたしました。
医師の働き方改革がどのような状況にあるのか、各病院にとって大きな関心事であるかと存じます。
関係役職員のご参加について、ご高配のほど宜しくお願い申し上げます。

記
１．日時
２．会場

２０１９年１月２４日（木）13：00 ～ 16：00
全日本病院協会 大会議室（※次頁会場案内図参照）
東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL : 03-5283-7441
３．演者（予定）
千正 康裕 氏：厚生労働省医政局総務課 医療政策企画官
演題：医師の働き方改革に関する検討会における議論について（仮）
渋谷 健司 氏：東京大学大学院 医学系研究科 国際保健政策学部 教授
演題：医師の働き方の現状・問題点・解決策について（仮）
吉田 純一 氏：社会医療法人中央会 尼崎中央病院 理事長
演題：民間病院への労働基準監督署の指導の実態 ( 仮 )

４．プログラム（予定）
時

間

講 演

演者（敬称略）

開会挨拶

全日本病院協会
会長 猪口 雄二

13:05 ～ 13:45 （40 分）

講演①
「医師の働き方改革に関する検討会における議論について（仮）」

厚生労働省医政局総務課
医療政策企画官
千正 康裕

13:45 ～ 14:25 （40 分）

講演②
「医師の働き方の現状、問題点、解決策について（仮）」

東京大学大学院 医学系研
究科 国際保健政策学部

14:25 ～ 15:05 （40 分）

事例紹介
「民間病院への労働基準監督署の指導の実態（仮）」

社会医療法人中央会
尼崎中央病院
理事長 吉田 純一

15:05 ～ 15:15 （10 分）

休憩（レイアウト変更）

15:15 ～ 16:00 （45 分）

パネルディスカッション（質疑応答含む）

13:00 ～ 13:05

（5 分）

教授 渋谷 健司

座
長：猪口
パネラー：千正
渋谷
吉田

雄二
康裕
健司
純一

※内容については、変更になる場合があります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

５．参加対象
６．参加費

医療機関の理事長、院長、事務長、各部門管理者、担当者など
定員 200 名（先着順とさせていただきます。
）
１名につき 会員病院
8,640 円（税抜価格 ８,０００円）
非会員病院 16,200 円 ( 税抜価格１５,０００円 )

７．申込方法
①全日本病院協会ホームページ ( https://www.ajha.or.jp/ ) より「教育研修」を選択
し、本研修の申込み画面をお開き下さい。
※スマートフォンをお持ちの方は右記 QR コードよりアクセス可能です。
※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。
②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。
※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。
③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが
届きます。送付された案内をご確認の上、参加費を指定期日までにお振込ください。
≪WEB 以外での申込みの場合≫
①WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。別紙申込書に必要事項を
ご記入の上、FAX 03-5283-7444にてお申し込み下さい。

お申込み用 QR コード

※お手持ちのスマートフォン等で
読み取ると直接申込フォームへア
クセスできます。

（必ずメールアドレスの記載をお願いします）。
②申込書の情報を事務局で WEB システムに入力後、ご登録のメールアドレスへ到着確認メールをお送りします。
③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きます。送付された案内をご確認の上、
参加費を指定期日までにお振込ください。
（送信日より 3 営業日経過いたしましても返信が無い場合、大変お手数ございますが、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
）
８．締切日
２０１９年１月１０日（木） ※定員に達し次第、締切となります。
９．その他
参加申込の際にお送りいただいた個人情報は適切に処理し、本セミナーの目的以外には使用いたしません。
会場案内図

＜JR 水道橋駅東口下車徒歩４分＞
全日本病院協会 大会議室
〒101-8378

東京都千代田区神田猿楽町２丁目８－８住友不動産猿楽町ビル７Ｆ
TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444
担当：長戸・中込・祝
E-mail: nakagome@ajha.or.jp
（TEL 受付時間：平日 9:30 ～ 17:30

土日祝を除く）

＜ FAX 用別紙 ＞
※WEB からの申込みが難しい場合のみご利用ください
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◆申込用紙に必要事項をご記入のうえＦＡＸ（03-5283-7444）よりお申込ください。
FAX 到着確認後、ご登録のメールアドレスへ申込書到着の返信メールをお送りします。申込受
理後、振込先等を記載した申込確認メールが届きます。なお、お申し込み時点ですでに定員に達
している場合にはキャンセル待ちとなりますので予めご了承ください。
◆参加料のご入金確認をもって、参加申込手続き完了とさせていただきます。
◆参加料の金額、振込み先は、申込確認メールに記載されています。

ＦＡＸ

０３－５２８３－７４４４

申込締切日平成 31 年１月 10 日（木）
※楷書にて正確にご記入ください

病院名
住

〒

所

－

ＴＥＬ

（

）

－

ＦＡＸ

（

）

－

E-mail
（必須）

＠
氏名

職種

所属部署 又は 役職

職種

所属部署 又は 役職

参加者

氏名
事務連絡担当者

※入金後のキャンセルにつきましては、ご返金いたしません。
※講習会申込者の個人情報は適切に処理し、本研修会の実施に関する目的以外には使用いたしません。

公益社団法人 全日本病院協会 事務局 （担当：長戸・中込）
〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7Ｆ
TEL:03-5283-7441 FAX:03-5283-7444
（TEL 受付時間：平日 9:30～17:30 土日祝を除く）
E-mail: nakagome@ajha.or.jp

