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働きやすい労働環境の整備 

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 
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【事例発表②】 



本日の内容 

働きやすい労働環境の整備 

 
1.在宅復帰支援、より良くするための方法論の構築 
  
2.仕事と生活の調和、両立支援 
 子育て支援 イクメン企業アワード受賞までの軌跡 



南東北春日リハビリテーション病院 
南東北春日リハビリテーション・ 

 ケアセンター 



～全ては患者さん・利用者さんのために～ 

「在宅復帰支援」 「リハビリテーション」 「地域ケア」 
Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

①南東北春日リハビリテーション病院 

②介護老人保健施設 
・南東北春日リハビリテーション・ケアセンター 

・通所リハ 

③在宅支援サービス 
通所リハ・訪問看護･居宅介護支援事業所 

④疾病予防管理施設  

メディカルフィットネス さくら) 

⑤南東北春日リハデイ石川(通所介護) 

  

 

 

施設概要 

平成16年9月 開設 
 職員数：２１８名 



  南東北春日リハビリテーション病院 
入院患者  60名  
回復期入院基本料1  
稼働率99％  
在宅復帰率83％  重症度アップ率80％ 
 
 スタッフ構成(病棟） 

医師 1名 看護職員 23名 

介護福祉士 13名   

リハビリスタッフ 45名 

MSW 3名 

リハビリテーション・在宅復帰支援･地域連携 

ブラッシュアップの為のリハビリテーション 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 



介護老人保健施設  
  南東北春日リハビリテーション・ケアセンター 

長期・短期入所定員 100名 
 

スタッフ構成 

医師 1名 看護職員 12名 

介護福祉士 36名   

リハビリスタッフ 9名 

歯科衛生士1名 

施設ケアマネ 2名 支援相談員 3名 

在宅復帰･在宅療養支援強化型施設 

ブラッシュアップ〔磨き上げる〕の為の老健 

 Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 



1.在宅復帰支援、より良くするための方法論の構築 
  
2.仕事と生活の調和、両立支援 
 子育て支援 イクメン企業アワード受賞までの軌跡 

 

働きやすい労働環境の整備 



  
 

・老健施設・回復期リハとしての役割をしっかり果たすこと 
・在宅との連携を図ること（地域・在宅の情報収集） 
・多職種によるチームアプローチができ、地域包括ケアに 
 関与できる人材育成 
・役割や機能分担を明確にし、地域の社会資源として認 
 知され、相互に連携できる施設になる 
 
 
 

これからの医療は 「地域・ 在宅へ」 

他職種専門職のチームアプローチによるケア提供 

より良くするための方法が分からない 



  ①病院・老健・在宅部門から核となるスタッフの選出 
    職種ごとに2名～3名   
 
  ②月2回の研修会 （日曜の午前9時～12時） 
    事例検討 
    情報収集・基本方針・ニーズの創造・実践・評価 

    マニュアル化 …3年         

 
  ③法人教育計画に事例検討会を企画（全職種対象） 
    月1回1事例を多職種で検討する1チーム(6～7名） 
     ・・・チームアプローチの醸成  
 
  ④教育プログラムとして活用 
 
 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

より良くするための方法論の確立 



 ブラッシュアッププログラムの構築（法人独自に開発） 
   
  ＩＣＦ×時間（過去・現在・未来）からの情報収集 
 
   行動・心理・環境の視点から悪循環の明確化 

ニーズの創造 

 

 多職種協働で   
行動・心理・環境の視点からアプローチ 

悪循環から良循環への転換 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

より良くするための方法論の確立 



  過 去 現 在 未 来 

健康状態 
既往歴 
病前保健行動 

現病歴 
解釈モデル(病識) 

自己管理能力向上 
決断能力 

適切な目標設定 

心身機能   

  身体構造 

既往障害 
運動機能歴 
認知機能歴など 

現在の運動機能 
HDS-Rの評価など 

運動機能 

認知機能の予後 

活動 

病前生活,ADL(BI) 

歩行量 
歩行歴など 

している活動 
できる活動 
(BI・FIM・看護必要度・歩
行の評価など) 

する活動 

参加 

家庭の役割 
社会の役割 
(病前職業・趣味など) 

患者 
学習者 
障害者 

生活者 
社会復帰 
(復職・役割復活など) 

環境因子 
家族構成・関係・介護力
自宅・地域・社会環境 

病院・施設の問題点 新しい環境への適応 

個人因子(QOL) 
病前QOL 

嗜好・生活習慣など 
QOLの低下 QOLの向上 

心理面 
病前ストレス 
性格 

訴え 
心理 
問題行動 

動機 

向上心 

｢社会モデル｣       ｢生活モデル｣ 



ニーズの創造 

悪循環を明確化しニーズを創造 

誤った 

認識 

不適切な 

行動 
マイナスの 

結果 

悪循環 



心理・行動・環境の視点で戦略を練る 
   

良循環への転換を図る 

正しい 

認識 

適切な 

行動 

プラスの 

結果 

良循環 



業務改善の結果 

1.ブラッシュアッププログラムを人材育成の 

 ツールとして活用 

 

2.申し送りの廃止 超過勤務「ゼロ」 

 

3.在院日数・在宅復帰等の実績アップ 

 

 



在宅強化型算定要件 10%以上 
在宅強化型算定要件 35%以上 

在宅強化型算定要件 50%以上 

施設の実績 



働きやすい労働環境の整備 

1.在宅復帰支援、より良くするための方法論の構築 

  

2.仕事と生活の調和、両立支援 

 子育て支援 イクメン企業アワード受賞までの軌跡 

 



課題の解決の方策として、政府は、H19.6にＷＬＢ憲章を策定(仕事
と生活の調和)し、これらの行動指針を普及している 
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介護分野における人材確保の現状 

働きやすい労働環境整備に向け取り組みを開始 

約70万人必要 

平成23年度の「医療・介護における実態調査」 

 2012 
１４２万人 

 2025 
211万人 



 背景    

 当法人では、 
（1）男性職員が育児の為、長期休暇

が取得できない 
(2)育児休暇後の就業継続が不安の

意見が上がった 

 職員の離職防止・定住化を目指す 
Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

現状に対して 
「男性労働者の育児と仕事との両立支援制度」を策定 

過去働いていた職場を退職した理由  
１位：出産・育児［31.7%］ 
２位：理念・運営に不満［25％］ 
３位：人間関係［24.7%］ 

「平成２４年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」 



≪目的≫ 
労働環境を整備し職員の離職防止、定住化を図る 
仕事と生活が両立するシステムの構築 
（ワークライフバランスの構築）  
≪期間≫ Ｈ20.4～Ｈ24.3 

子育て支援 計画の概要 

≪方法≫ 
①事務局面談による客観的な現状把握 
②中期目標 計画 事業計画の策定・実施 
③到達目標をＨ24.3 
④毎月1回の定期会議で進捗状況を確認 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

≪主な取り組み≫ 
①出産時における父親の休暇取得促進 
②職場復帰後の体制整備への取り組み 



結果 出産時における父親の休暇取得促進 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

育児のハンドブックを全職員へ配布 
ISO9001・14001による業務改善 
申送り廃止 教育体制の見なおし 超過勤務の廃止 

育児休暇支援制度の整備 
男性職員にも休業１ヶ月は基本給全額支給 
2～3ヶ月は基本給の半額を支給 

H22.3 
育児休暇取得した役職者4名に育児奮闘記の作成
職員全員に育児現状の周知  

Ｈ22.4 
育児休業期間の代替要員体制整備 
リハスタッフ2名・介護福祉士2名・看護師1名増員 

男性職員の育児休暇取得率 

85.3％ 

H20.4 

H21.4 



結果 職場復帰後の体制整備 
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H20.4 職場復帰プログラム作成 
4日間12時間の講習で復帰後全職員が受講 

託児補助制度を開始 
乳幼児1人託児料金内自己負担を2万円 
差額は法人負担 4年間を限度に支給決定 

Ｈ23.4 

H22.4 

結果、育児休暇取得者42名の内退職者1名 

有給休暇を時間休で取得 
就業規則の見なおし 
申し送りの廃止で超過勤務ゼロ達成 

育児休暇後の職場定着率は97.6％ 

有給休暇取得率は35％から73％へアップ 



人手不足・ケアの質の低下 
優秀な人材の損失＋新たな人材の育成コスト 

経営に大きな打撃 
 

結婚・出産・
育児 

の問題発生 

 

ストレス不満の
増強 

 

就労維持限界 

 

悪循環 

悪循環の施設・事業所のイメージ 



業務改善 

育児休暇奨励制度 

チームアプローチの醸成 

 

職員の意識の変化 

おたがい様精神 

仕事と生活の調和実現 

 

雇用の質の向上
医療の質の向上
患者満足度向上
経営の安定化 

 

良循環 

働きやすい労働環境の整備 



Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

Ｈ25.老健離職率 13.4% 

比較資料 平成25年度 「事業所における介護労働の実態調査」 

南東北春日の離職率 



平成22年ワーク・ライフ・バランス大賞 

仕事と生活の調和推進企業認証 子育て応援中小企業認証 

★仕事と家庭の調和 

★男女共同参画 

★業務改善 

 などが認証条件 

★子育てしやすい 

  職場環境づくり 

  を促進 

などが認証条件 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 

福島県次世代育成支援企業認証 



南東北春日の取り組みに好評価を得て 

2013年厚労省初代グランプリ 

に輝きました！ 

Southern TOHOKU KASUGA Rehabilitation Carecenter 



看護研究発表 

運動会・球技大会 
9年連続優勝 （入場行進） 



   


