
平成 29年 11月

公益社団法人全日本病院協会

会長 猪口雄二様

厚生労働省委託事業「医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進事業」事務局

（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）

「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J地域版

ご送付について

拝啓時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社では、本年度、厚生労働省からの委託により、「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Jを全国 9都市 10ヶ所で、開催いたします。

本セミナーにおいては、有識者の講師より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・活用方法や最新の動向等の解説、地域の支援センターの取組の紹介に加え、既に勤務

環境改善に取り組んでいる医療機関からの事例発表などをご紹介させて頂きます。

また、セミナーの中では、ご、参加頂いた皆様で、グノレープワークを行い、勤務環境改善の進め方や実践

上の課題などについて意見交換し、有識者等より直接ご助言を頂く時間も設けております。

つきましては、各地域版のセミナーパンフレットをお送りさせていただきますので、各支部・傘下の

会員様への配布等、広く周知していただければ幸いでございます。

ご多用中のところ誠に恐縮ですが、何卒、本事業の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたくよろしくお

願い申し上げます。

※なお、セミナーパンフレットにつきましては、厚生労働省「いきいき働く医療機関サポート WebJ

(htto ://irvou-kinmu ka nkvou.mh lw .go. i oβにおいてもダウンロー ドができます。

また、セミナーへの参加申込についてもこちらのサイトから受け付けております。

【お問い合わせ先】

＜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社会環境研究事業本部福祉・医療政策支援チーム

担当：布施和美 （kazumifuse@imar.co.io) ／川村静香（shizukakawamura@imar.co.io) 

敬具

’Tel : 03・6206・3046（部門代表） / Fax: 03・3432・1837

干105・0011 東京都港区芝公園 3・1・22 日本能率協会ピル（htto://www.imar.co.in)

＜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

室長補佐 峰岸健 Tel 03・5253・1111（内線 2651)

労働基準局労働条件政策課

労働条件改善係長 安武寿和 設定改善係 寺脇悠太郎

Tel 03・5253・1111 （内線 5380)
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医療勤務環境改善マネジメントシステム

普及促進セミナー開催のご案内
・・・・・・園 田圃

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 10月の改正医療法施行以降、各医療機関の管理者は、
計画的な勤務環境改善に向け自主的な取組を進めていくことが求められています。

そこで、医療機関の管理者等が、 POCA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。

【・セミナー概要 I 
開催日時

平成 29年 12月 13日（水）

包 囲13: 30～ 16 : 40 (13 : 00開場）

開催会場
高松商工会議所 5階 501会議室

香川県高松市番町 2・2-2

【講師】塩原公認会計士事務所特定社会保険労務土 福島通子氏

講演者
［支援センター説明］愛媛県医療勤務環境改善支援センター医業経宮アド）＼.イザー 一色美敏氏

［事例発表①］鬼北町立北宇和病院（代理発表）愛媛県医療勤務環境改善支援センター吉良明宏氏

【事例発表②］社会医療法人仁寿会加藤病院理事長 加藤節司氏

－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

対 象 （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）

－都道府県労働局担当者職員・都道府県担当者職員等

定員 100名

申込期限 開催日の 1週間前、ちしくは定員に達した時点で受付を終了致します。

ブロク、フム

時間 項目 内容
13: 30 開会 －挨拶、セミナー概要等の説明

13:35～14:10 説明 －医療勤務環境改善の仕組みと最新の動向

14:10～14:25 説明 －支援センターの取組について
14:25～15:30 事例発表 ・医療機関 2事例発表

15:30～15:40 休憩

15:40～16:40 意見父換と －現在の取組内容の紹介

グループ討議 －共通テーマの設定
－取り組むための指標の設定と施策の検討

・発表、講評

（・申込方法

「いきいき働く医療機関サポート Web」より『セミナー情報』をクリックして、申込フォ－ "" 
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、申込フォームの送信が出来ない場合等は、裏面のお間合ぜ窓口のフリーダイヤル

までご連絡下さい。

※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。
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医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進事業

〔・会場アクセス ｜ 

高松商工会議所 5階 501会議室

香川県高松市番町 2-2-2

TEL : (087) 825-3500 

FAX : (087) 825『 3525

【交通機関】

JR高松駅より 徒歩 10分、タクシー 3分

琴電E町駅より徒歩 15分

公営駐車場より徒歩7分

（高松高校地下及び中央公園地下）

高松空港より リムヲンパス約 30分

（県庁通りパス停下車）徒歩9分
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アクセスURL:http://www.takacci.or.jp/about/access.html 

志度街道

（・セミナー開催予定 I 

平成 29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。

平成 30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「TOPセミナーJを開催する予定です。

4砂地織セミナー

開催地（エリア） 時期 会場

東京（関東・甲信越） 9月 23日（土・祝） AP東京八重洲通り 13階A会議室 （東京都中央区京橋1-10-7KPP八重洲ピル13階）

札幌（北海道） 10月 3日（火） 札幌国際ビル 8階国際ホール （北海道札幌市中央区北4条西4丁目 1番地）

仙台（東北） 10月 17日（火） 仙台国際セシター会議棟3階中会議室自橿1 （宮城県仙台市青葉区青葉山無番地）

大阪（近畿） 10月 28日（土） AP大阪淀屋橋 4階 南B （大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪）JEI屋橋ピル4階）

福岡（九州・沖縄） 11月 3日（金・祝） 天神チクモクピル 5階大ホール （福岡県福岡市中央区天神3-10-27)

富山（北陸） 11月 15日（水） 富山県民会館 6階 611号室 （富山県富山市新総曲輪4-18)

名古屋｛東海） 12月 4日（月） 名古屋国際会議場 1号館3階会議室 131+132 （愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1)

高松｛四国） 12月 13日（水） 高松商工会議所 5階 501会議室 （香川県高松市番町2÷2)

広島（中国） 1月 15日（月） RCC文化セシター 7階 701 （広島県広島市中区橋本町5-11)

・TOPセミナー

開催地（工リア） 時期 会場

東京｛全国） 2月 3日（土） AP浜松町 Bl階 F （東京都港区芝公園2-4-1芝パークピルB館地下1階）

〔・お問合せ先

【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

医療勤務環境改善マネラメントシステム普及促進セミナー 事務局

本件担当：河野（力ワノ）

TEL ：フリーダイヤル 0120-676-715（平日： 10:00-17:00)

園いきいき働く医療機関サポートWeb
http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 

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

回距抽転回

爵鍛


