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「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）」の送付について（ご案内） 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、日医より、厚労省から、標記について周知が依頼されたとして通知がありました。 

 厚生労働省では平成２６年の医療法改正で医療従事者の勤務環境改善に関する法律上の規定が創

設されており、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

に取り組む仕組みを活用した多職種連携の勤務環境改善に向けた取組を進めていくため、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を対象に、医療機関の働

き方改革セミナーを開催しています。 

 この研修会を本年度も委託事業により開催することとなりました。開催スケジュール等の詳細や

セミナーへのお申し込みは、直接「いきいき働く医療機関サポートWeb（いきサポ）」ホームページ

の「医療機関の働き方改革セミナー参加申込（https://www.jmar-llg.jp/ikisapo2020.html）」を

ご確認ください。 

なお、本件の詳細については、県医師会ホームページ・メディカルトピックスに掲載しています。 

 

記 

 

〔職種別・医療機関の働き方改革セミナー〕 

日   程 開始時間 開催方法 

１月２５日（月）、２月２日（火） 

２月 ３日（水）、２月９日（火） 
１３：００～１５：３０ 

ウェビナー 

（Zoom を使用したオンラインセ

ミナー） 

 

〔総括セミナー・医療機関の働き方改革セミナー〕 

日   程 開始時間 開催方法 

２月２７日（土） １３：００～１５：３０ 

ウェビナー 

（Zoom を使用したオンラインセ

ミナー） 

 

佐賀県医師会事務局 

業務課 担当 佐藤・中山・冨吉 

Ｅ-mail：staff-sato＠saga.med.or.jp 

Tel 0952－37－1414   Fax 0952－37－1434 

https://www.jmar-llg.jp/ikisapo2020.html


(健Ⅰ226) 

令和3年1月25日 

 

都道府県医師会 

担当理事(医師の働き方・産業保健) 殿 

 

日本医師会 

常任理事 松本吉郎 

 

 

「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）」の送付について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素、本会医師の働き方分野並

びに産業保健分野に関し種々ご理解賜わり、厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省では平成26年の医療法改正で医療従事者の勤務環境改善に関する

法律上の規定が創設されております。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※１を活用した多職種連携

の勤務環境改善に向けた取組を進めていくため、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※２を対象に、医療機関の働き方改革セ

ミナーを開催しております。 

この研修会を本年度も委託事業※３により開催することとなり、この度、厚生労働省

医政局医事課ならびに労働基準局労働条件政策課から本会に情報提供の案内があり

ました。 

つきましては下記のとおりお送り申し上げますので、貴職におかれましては、関係

の郡市区医師会および会員宛にご案内いただきますよう、お願いします。 

なお、開催スケジュール等の詳細やセミナーへのお申し込みは、希望する医療機関

が直接「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」ホームページ※４をご確認の

うえご対応いただくよう、併せて周知いただきますよう、お願いします。 

参考までに、予定されているセミナーのプログラム、開催情報、申し込み手順につ

いて別添のとおりご案内します。 

なお、各病院には先行して委託業者（日本能率協会総合研究所）からリーフレット

を郵送し情報提供していると厚生労働省より連絡がありましたことを申し添えます。 

 

【註】 
※１：医療勤務環境改善マネジメントシステム 

※２：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 

※３：医療勤務環境マネジメントシステムの普及促進等事業 

※４：いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ) ホームページ 

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

医療機関の働き方改革セミナー参加申込《医業務委託先 ㈱日本能率協会総合研究所》 

 https://www.jmar-llg.jp/ikisapo2020.html 

 

以上 

  

（公印省略） 



事 務 連 絡 

令和３年１月 18 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省 医 政 局 医 事 課 

労働基準局労働条件政策課 

 

 

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） 

 

 

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・事務職・臨床検査技師・薬剤師など、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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

  

【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 安里 賀奈子（内線 5352） 

医政局医事課 

課長補佐    西井 章浩 （内線 4408） 

 

代表 03-5253-1111 直通 03-3595-2196 

FAX 03-3591-9072 

e-mail： asato-kanako@mhlw.go.jp（安里） 

nishii-akihiro@mhlw.go.jp（西井） 



● セミナー概要
開催回数 全 5回（職種別編：全4回、総括セミナー：1回）

開 催 日 2021年1月25日（月）～2月27日（土）全 5回開催
13:00～ 15:30（最終回のみ ～ 16:00）

開催方法 ウェビナー（ZOOMを使ったオンラインセミナー）
　　　　　　　　　　　※質問は基本チャットで受付

対　 象

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／ほか 医療機関の働き方改革
にご興味のある方（どなたでも）
（詳しくは申込みサイトをご覧ください）

定　 員 1開催あたり200 名程度（先着順）
参 加 費 無　料

申込期限 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

医療機関の働き方改革セミナー
開催のご案内

令和2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

オンライン
開催

● COVID-19 の感染拡大の影響ですべてオ
ンラインで開催いたします。
●オンライン開催では、ご自分の環境からパ
ソコンを通じて参加していただきます。
●その際、本研修ではオンラインのためのリ
モート会議用アプリ「ZOOM」を使用します。
●ご参加いただく際には、事前に ZOOMア
プリ「ZOOM Meeting」をインストール
していただくか、ウェブブラウザを使って
ZOOMウェビナーにご参加ください。
●アプリのインストールなどオンライン開催
に関する詳しい情報は「いきサポ」の申込
みサイトをご覧ください。

オンライン開催について

多職種対応！

未来へつなぐ医療を支える
チームビルディング
どんな時も「働きがい」のある
仕事・職場であるために
　新型コロナウイルス感染症の流行という未曾有の危機。
　そんな中でも多職種が連携して、難しい局面に対応して
いける「働きがい」のあるチームづくりの重要性が増して
います。
　本セミナーでは、医師・看護師・事務職・臨床検査技師・
薬剤師など、様々な職種における事例の紹介を通して、多
職種の視点から医療機関における働き方改革を考えます。

参加無料

【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　0120-304-603（平日：10:00-17:00）

●お問い合わせ先

注）COVID-19 対応の在宅勤務のために電話対応に時間がかかる場合がございますので、出来るだけお問い合わせボタンからご連絡ください。
※各職種の取組のうち、「医師」の働き方改革についてより深く学ばれたい院長様、事務長様は、上記「いきいき働く医療機関サポートWeb」に掲載している
　「トップマネジメント研修」をご参照ください。



時　間 項　目 内　容
1 13:00～13:05 開会挨拶 ＊事務局説明を含む

2 13:05～13:50 行政説明1 「医療機関の働き方改革について」（厚生労働省）　
3 13:50～14:10 行政説明2 「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）

4 14:10～14:40 事例講演１

（医師編）：
　「医師の働き方改革の取組事例について（仮）」
　　　柴田 綾子 氏　淀川キリスト教病院 産婦人科　医長
　「へき地における働き方改革の試み」＜2/3（水）のみ＞
　　　石田 岳史 氏　社会医療法人 さいたま市民医療センター　副院長・内科診療部長

5 14:40～15:20 事例講演２

1/25（月）［薬剤師］前田 幹広 氏　聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部　主査
2/2（火）   ［看護師］本舘 教子 氏　聖マリアンナ医科大学病院　副院長・看護部長　
2/3（水）   ［臨床検査技師］柴田 昭浩 氏　社団医療法人 養生会　かしま病院 医療技術部
2/9（火）   ［事務職］久保田 巧 氏　一般社団法人 上尾中央医科グループ協議会　総局長

6 15:20～15:30 質疑応答

7 15:30 閉会

※内容は予定です。確定情報は「いきサポ」のセミナー案内をご確認下さい。●セミナープログラム（予定）

医療機関の働き方改革セミナー ＜職種別＞（全4回）

医療機関の働き方改革セミナー ＜総括セミナー＞（2/27（土）13:00～開催）
時　間 項　目 内　容

1 13:00～13:05 開会挨拶 ＊事務局説明を含む

2 13:05～13:50 行政説明 「医療機関の働き方改革について」（厚生労働省）　

3 13:50～14:50 基調講演

「働き方改革のカギ！～未来志向のチームビルディング～」
裵 英洙（はい  えいしゅ）氏
　　ハイズ株式会社代表／慶應義塾大学特任教授
　　医師・医学博士・MBA

4 14:50～15:50 パネル
ディスカッション

コーディネーター：裵 英洙 氏
パネリスト：
　［医師］木戸 道子 氏　日本赤十字社医療センター　第一産婦人科部長
　［看護師］中島 美津子 氏　東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科
　　　　　　　　　　　　　大学院看護学研究科　教授（RN, Ph.D）
　［薬剤師］前田 幹広 氏　聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部　主査
　［臨床検査技師］柴田 昭浩 氏　社団医療法人 養生会　かしま病院 医療技術部
　［理学療法士］丸 貴仁 氏　一般社団法人 巨樹の会　所沢明生病院
   　　　　　　　　　　　　リハビリテーション科
　［事務職］久保田 巧 氏　一般社団法人 上尾中央医科グループ協議会　総局長

5 15:50～16:00 質疑応答

6 16:00 閉会

いき
サポ https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/

いきいき働く医療機関サポートWeb
参加申込みは
こちらから！

いきサポ

申込み方法
　「いきいき働く医療機関サポート Web」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ご入力の上、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ご連絡ください。

※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。



(参考) 

【セミナーのプログラム（１）】 
セミナー全体版開催案内（PDF） 

（1）医療機関の働き方改革セミナー＜職種別編＞ *全 4 回 

開催回数 職種別編：全 4回 

開催日時 

2021 年 1 月 25 日（月）、2月 2日（火）、2月 3 日（水）、2月 9日

（火） 

13:00～15:30（12:00 開場） 

開催方法 ウェビナー（ZOOM を使ったオンラインセミナー） 

対象 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／ほか 医療機関の働き方改革にご興味のある方

（どなたでも） 

参加費 無料 

定員 200 名程度（先着順） 

申込方法 下記の申込ボタンよりお申し込みください。 

申込フォームの送信が出来ない場合等はお問合せ窓口のフリーダイヤ

ルまでご連絡下さい 

※参加者は 1名ずつの登録となります。また同一のメールアドレスで

の複数登録はできません。 

※ご案内のメールで送られる URL を複数人で共有する事はできませ

ん。 

※Zoom の仕様上、登録や案内メールが「名・姓」の順となりますの

でご了承ください。 

申込期限 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 

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 

医療機関の働き方改革セミナー事務局 

本件担当：布施／千田（ちだ）、岡田、吉田、谷口 

TEL ：フリーダイヤル 0120-304-603（平日：10:00-17:00） 

MAIL：iryou3@jmar-llg.jp 

 
※プログラム中に、「行政説明『医療機関の働き方改革について』厚生労働省」と

ありますが、こちらは医師の働き方改革を中心に据えたものではありませんの

で、ご留意ください。 

  

別添 



【セミナーのプログラム（２）】 

（2）医療機関の働き方改革セミナー＜総括セミナー＞ 

 *全 1 回 

総括セミナー開催案内（PDF） 

開催日時 2021 年 2 月 27 日（土）13:00～16:00（12:00 開場） 

開催方法 ウェビナー（ZOOM を使ったオンラインセミナー） 

対象 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／ほか 医療機関の働き方改革にご興味のある方

（どなたでも） 

参加費 無料 

定員 200 名程度（先着順） 

申込方法 下記の申込ボタンよりお申し込みください。 

申込フォームの送信が出来ない場合等はお問合せ窓口のフリーダイヤ

ルまでご連絡下さい 

申込期限 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 

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 

医療機関の働き方改革セミナー事務局 

本件担当：布施／千田（ちだ）、岡田、吉田、谷口 

TEL ：フリーダイヤル 0120-304-603（平日：10:00-17:00） 

MAIL：iryou3@jmar-llg.jp 

 
  



 
 

申し込み方法（いきサポ）https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 

←下方へスクロールすると、 

開催概要、プログラム、申込方法

が確認できます 
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