
事例発表

社会医療法⼈仁寿会 理事⻑
⽇本医療機能評価機構認定 島根県地域医療拠点病院 加藤病院 病院⻑
島根大学医学部 臨床教授
労働衛生コンサルタント ⽇本医師会認定産業医 加藤節司

地域医療の充実は私たち⾃⾝の健康から
〜⼀緒に考えましょう、快適な職場づくり
-「いつでも、いつまでも笑顔でつながる」仁寿会のチャレンジ

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
平成29年12月13日（水）高松開催

事例発表②

資料４

仁寿会 心とからだの健康増進センターかわもと
ー働く場・学ぶ場での産業医/労働衛生コンサルタントとしての保健予防活動

株式会社 ワイテック
島根県警川本警察署
JAおおち
社会福祉法人 川本福祉会
社会福祉法人 吾郷会大和サイト
島根県⽴島根中央⾼校
島根県⽴⽮上⾼校
川本町⽴中学校
川本町⽴川本⼩学校
川本町⽴川本・因原・北保育所
川本町役場

社会医療法人仁寿会初期医師臨床研修プログラム
島根大学医学部地域医療臨床実習
-職場巡視体験



ω３と認知症予防；エゴマ油【ω３】の持つ機能性から特産化へ
-週刊文春「認知症予防の最新レッスン」、週刊新潮「百寿者」天国でも紹介

平成29年11月30日号 週刊新潮

エゴマ油（食）

「エゴマ油摂取と七田式脳トレによる⾼齢者認知症予防効果の検証」
ー島根式認知症予防法のビジネスパッケージ化ー

経済産業省 平成27年度健康寿命延伸産業創出推進事業

七田式脳トレ



脳を愛護する10の方法 2015THE ALZHEIMER’S ASSOCIATION
1 ． Break a sweat汗をかく
⾝体活動で脳、⾝体への⾎流を増やす
2 ． Hit the books学び続ける
オンライン含めあらゆる機会で学び、脳を刺激する
３ ．Butt out
禁煙・アルコール・ドラッグなど悪い習慣から手を引く
４ ．Follow your heart心臓⾎管を守る
肥満・⾼⾎圧・糖尿病を予防することで脳卒中も予防する
５ ．Heads up! 頭を守る
シートベルト、ヘルメット、転倒予防を講じる
６． Fuel up right脳に栄養補給
魚油、野菜、果物等バランスよく摂取
７ ．Catch some Zzz's十分な休息と睡眠
８ ．Take care of your mental health心の健康を維持する
ストレスコントロール
９ ．Buddy up社会とのつながりを広げる
地域の⼀員として⼈のための活動を⾏う
10 ．Stump yourself前向きにチャレンジする
今⽇からトランプでも何でもできることをしよう

http://alz.org/brain-health/10_ways-to-love-your-brain.asp拙訳

働くひとを愛護する10の方法
平成28年度 全国労働衛生週間 「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」 重点事項

YOUR STAFF

平成29年度 全国労働衛生週間 「働き方改⾰で⾒直そうみんなが輝く 健康職場 」

仁寿会は在宅療養を⽀援する医療介護福祉複合事業体
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理念
心・技・体・責任

（まごころ・医療技術・健康、健全・信頼と責任）
病院基本方針
⼀、患者さま中心の医療
⼀、安全な医療
⼀、公正な医療
⼀、生きがいを実現できる医療
これら4つの医療を実現するため、 私たちは組織をよりよく変革し続けます。

病院理念・基本⽅針

職員数；医師：11、看護師：50、事務職員：26、MSW：4、薬剤師：1、医療技術：16、看護補助者：24
病床数；地域包括ケア病床55床、在宅復帰強化型療養病床26床 (社会医療法⼈仁寿会のうちの病院部門）

法⼈ミッション：健康⻑寿の実現
法⼈ビジョン：地域の⼈々を最もよく知り、その良き
⼈生に貢献することで地域社会を変えていく

「つながる」と
「ストレスモデル」 仁寿会の

取り組み
快適な職場づくりへのチャレンジ

社会医療法人仁寿会

地域医療の充実は私たち⾃⾝の健康から
ー⼀緒に考えましょう、快適な職場づくり



「つながる」と「ストレスモデル」
専門職連携をすすめ医療の質を向上させる快適職場づくり
社会医療法人仁寿会

つながるということ
ーそれは⾃分の生活習慣改善や健康づくりの⽀えとなっている
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（平成15年千葉県船橋市市⺠健康意識調査）



11

つながらない（＝社会的関係性の希薄さ）ということ
-それは、たばこ⼀箱/⽇と同程度危険で、肥満やﾜｸﾁﾝの未接種より危険

PLoS Med. 2010 July; 7(7): e1000316.
Published online 2010 July 27. doi: 10.1371/journal.pmed.1000316
PMCID: PMC2910600

Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review
Julianne Holt-Lunstad,#1,* Timothy B. Smith,#2 and J. Bradley Layton3

Social relationshipsが強固
であるならば、そうでないグルー
プと比較して8年後の生存率は

50%以上⾼い！

9

内外緩衝要因を⾼め、あるいはストレス反応時には休む

個人要因

仕事上のストレス要因

仕事外のストレス要因

緩衝要因

ストレス反応 疾病

NIOSH(⽶国⽴労働安全衛生研究所）
職業性ストレスモデル・職場の⼈間関係

・過重労働
・職場異動 など

・プライベートの問題
・家庭の問題 など

・年齢
・性格 など

・上司や同僚等のサポート
・家族や友⼈のサポート など

・心理的反応
無気⼒、抑うつ など

・⾏動的反応
遅刻、病欠、事故 など

外的緩衝要因
・上司や同僚等のサポート
・家族や友人のサポート など

・職場の⼈間関係
・過重労働
・職場異動 など

内的緩衝要因
・ストレスは健康に害があると信じ込
まないこと
・人への思いやりに時間を費やすこと

健康かつ⾃分
を信じて仲間
とともに人生に
⽴ち向かえる

・生理的反応
☆脈が速くなり全⾝重要臓器へ血
液供給
☆ため息、呼吸速迫で酸素を体内
に十分に取り⼊れる
⇒ストレスを集中⼒に変える



“Framework for action on interprofessional education & collaborative practice” © World Health Organization 2010
⽇本語版 専門職連携教育および連携医療のための⾏動の枠組み © 三重大学 2014

連携が健康アウトカムの改善を促進する
-専門職連携教育とそれにより強化された専門職協働の連携医療

仁寿会の取り組み
専門職連携をすすめ医療の質を向上させる快適職場づくり
社会医療法人仁寿会



1995年-経営危機

・職員数： 56名
・前年の経常利益：△ 8,196/年
（単位；万円）

・借⼊⾦ 12億円
・債務超過 5億円

1995.12.20 山陰中央新報

2006年ー⺠の⼒

2006.3.28．中国新聞



2007年
ーGRADUATES WILL MAINTAIN THEIR PERSONAL HEALTH AND WELL-BEING.

I. Life-Long Learning Skills
Graduates will be life-long learners.

II. The Biological Sciences
Graduates will understand the biological sciences underlying clinical medicine.

III. The Care of Patients
Graduates will be able to care for their patients under the supervision of faculty.

IV. Oral and Written Communication Skills
Graduates will be able to communicate effectively with patients, families and other healthcare providers.

V. Populational and Community Health
Graduates will appreciate the epidemiology of disease and the role of the physician in public health and global 
health issues important to Hawaii and the Asia-Pacific region.

VI. Professionalism
Graduates will be professional and ethical, demonstrate an enthusiasm for medicine, and value honor, 
integrity, altruism, respect, accountability, excellence, scholarship, and leadership while delivering 
compassionate care to their patients.

VII. Personal Health and Well-Being
Graduates will maintain their personal health and well-being.

（http://jabsom.hawaii.edu/JABSOM）

ハワイ大学医学部Objectives；島根大学FD UH研修

仁寿会の取り組み-人が集い、快適に働ける職場を作る

� 健康を⽀援する
� 成⻑を⽀援する
� つながりを強化する＝専門職連携⼒を強化する

・田舎で学ぶ専門職連携教育プログラム
・国在宅医療連携拠点事業＆県在宅医療介護連携推進事業



仁寿会の取り組みのあらましー健康⽀援 成⻑⽀援 つながる⽀援

健康

成⻑

より良くつ
ながる

患者
生活

質向上

ともに
満足

満⾜度
向上支援

不快回避
衛生支援

連携推進
支援 学習支援

衛生要因向上＝健康⽀援 と 動機づけ要因向上＝成⻑⽀援
セキュリティ強化：⼊退室静脈認証
管理システム、病院内監視カメラ
セキュリティ強化：⼊退室静脈認証
管理システム、病院内監視カメラ

職業感染予防⽀援：各種予防接
種の無料化、助成制度
職業感染予防⽀援：各種予防接
種の無料化、助成制度

健康増進⽀援：心の健診導⼊、リ
ワーク⽀援、禁煙⽀援、時間外
健康増進⽀援：心の健診導⼊、リ
ワーク⽀援、禁煙⽀援、時間外

安全運転向上⽀援：大会参加、安
全運転チャレンジ参加
安全運転向上⽀援：大会参加、安
全運転チャレンジ参加
育児⽀援：男性職員の出産休暇、
短時間勤務制度、⼦の看護休暇、
ベビーシッター、家事⽀援利⽤助成

育児⽀援：男性職員の出産休暇、
短時間勤務制度、⼦の看護休暇、
ベビーシッター、家事⽀援利⽤助成

介護⽀援：親の介護休暇介護⽀援：親の介護休暇

法人方針の共有化：目標管理
MBOと⾃⼰管理による法人運営
法人方針の共有化：目標管理
MBOと⾃⼰管理による法人運営

衛生要
因向上 職員成⻑⽀援：人事制度職員成⻑⽀援：人事制度

国家資格等取得⽀援：無資格→
ヘルパー→介護福祉士→准看護師
→看護師

国家資格等取得⽀援：無資格→
ヘルパー→介護福祉士→准看護師
→看護師
各種教育団体等資格取得⽀援：

ACLS,ICLS,JPTEC等

各種教育団体等資格取得⽀援：

ACLS,ICLS,JPTEC等

資格維持⽀援：学会費⽀給、学会
参加費⽀給、学会参加は業務扱い
資格維持⽀援：学会費⽀給、学会
参加費⽀給、学会参加は業務扱い
研修会参加⽀援：会費⽀給、研修
会参加費⽀給、研修参加は業務扱
い、託児助成

研修会参加⽀援：会費⽀給、研修
会参加費⽀給、研修参加は業務扱
い、託児助成
成⻑の機会提供：大学、県⽴大学、
企業との共同研究、共同研修
成⻑の機会提供：大学、県⽴大学、
企業との共同研究、共同研修

パーソナルライフ⽀援：全福ネット島
根県⻄部共済会加⼊⽀援
パーソナルライフ⽀援：全福ネット島
根県⻄部共済会加⼊⽀援

動機づ
け要因

犯罪
から守る

感染症
から守る

過
ストレス
から守る

事故から
守る

価値を
守る

経験
を豊かに

する

こころ
を豊かに

する

技術
を豊かに

する

つながり
を豊かに

する

知識
を豊かに

する

仁寿会ワークライフインテグレーションプログラム;仕事と生活を統合的に充実させ豊かな⼈生を送れるよう支援する



認定特定⾏為
従事者研修

報連相研修

KAIZEN研修

食中毒対応研修

移乗認定研修

よりよくつながると、
お互いに尊敬しあい、お互いに理解しあい、お互いに援けあい、お互いから学びあえる

島根大学医学部・広島国際大学薬学部医療栄養学部・島根県⽴大学看護学部 合同臨床実習

2011年〜
医・薬・看専門職学生連携教育プログラムの実践



快適な職場づくりへのチャレンジ
専門職連携をすすめ医療の質を向上させる快適職場づくり
社会医療法人仁寿会

快適職場が連携を強化し、質の向上を実現する
-医療勤務環境改善の目指すところ

仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト
-島根県医療勤務環境改善支援センターモデル支援事業

社会医療法⼈仁寿会では、これまで職員の健康と
成⻑を支援してきた。その取り組みは社会的にも⾼く評
価され多くの顕彰を受けた。2015年には第⼀回島根
いきいき雇⽤賞を受賞し、これを記念してさらなる改善
を目指し、このプロジェクトを⽴ちあげた。

東京都医療勤務環境改善支援センター活⽤マニュアル、2015年4月



県医療勤務環境改善⽀援センターの⽀援を受けることを決めた理由
ー医療勤務環境改善の背景

� 第⼀回島根いきいき雇⽤賞の受賞；襟を正して「仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト」開始
� 第六次改正医療法；地域医療の今後を支える⼈材確保・医療の質向上施策としての取り組

みの法的位置づけ
� 県支援センターの開設
� 職員満⾜度調査；かねてより計画していた「勤務環境に関する⾃⼰評価」を外部の⼒と目で
� プラチナくるみん認定に向けた取り組み；⾏動計画遂⾏への弾み、ギアチェンジが必要

職員満足度調査で満足度の低いものから課題を抽出する
ー勤務時間・休憩等テーマ

テーマ NO. 内容 基準1 基準2 基準3 個数

A 勤務時間と休憩、
休⽇・休暇

1 休⽇、年次有給休暇が
取れる

2
勤務時間内で、決めら
れている休憩時間・仮眠
時間が取れている

○ ○ ○ 3 

3 職員に著しく時間外の
多い⼈はいない

4 職員の仕事量は適切だ
と思う

5 職員確保について経営
者側は努⼒している

6 職員の業務の内容を管
理職が理解している ○ 1 

各項目ごとに満⾜度が低く早急に改善してほしいものに20点、満⾜度が低いものに10点、低くないものに0点を与え以下の基準で判定
基準1；部署単位の平均点が15点以上となる部署が1つでもある （満⾜が極めて低い状態がひとつの部署でも認められる）
基準2；部署単位の平均点が10点以上となる部署が2つ以上ある（満⾜が中等度に低い状態が複数部署で認められる）
基準3；全部署の平均点が5点以上 （満⾜はしていない状態が全体的に認められる）



職員満足度調査から抽出された課題

� ハード⾯・施設に対する満⾜度が低い
� 満⾜度に部署間格差がある（少⼈数職種の満⾜度が低い傾向）
� 満⾜度に世代間格差がある
� （若い職員、勤務期間の短い職員の満⾜度が⾼い⼀⽅で、30－40代の職員満⾜度が低い傾向）
� ⾃由意⾒
� コミュニケーションに課題がある
� 施設に対する満⾜度（トイレ、休憩室、待合室）が低い
� ハラスメント等相談窓⼝が周知不⾜で使えない

27

職員インタビュー（面接調査)から顕在化した課題

� 更⾐室/休憩室の未整備
� 少⼈数職種の職員の満⾜度に課題あり

� ⼈事労務管理制度の精度が低い
・部門間のバランスを考慮した⼈事考課制度を充実する必要がある

� 看護職と介護職/医師と事務職等階層的構造に係るコミュニケーションに課題
� ワークライフインテグレーションシステムに認められる不⾜

28



2015医療勤務環境改善の取り組み内容ー課題解決策

� 仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクトJHWPPを完遂させる
（仁寿会医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン策定）
� 仁寿会組織機構改革 ガバナンス強化
� 仁寿会在宅療養支援センター整備(医療と介護の完全⼀体化を目指す院内環境整備）
� 更⾐室・休憩棟の新築と休憩室の整備

29

①仁寿会医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン（以下「指針」）の策定
本指針は、プロジェクトチームを中心に雇⽤の質向上のPDCAサイクルを回すことを規程として定めた。

②7つの視点
・作業環境管理と改善
・作業管理と改善
・健康管理
・健康⾏動促進と支援
・成⻑活動と支援
・リスクアセスメント
・労働衛生等快適職場づくり研修

仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト(JHWPP；通称ジェイホップ)

• 計画実施• 実施評価

• 改善計画
作成

• さらなる
改善

A P

DC

JHWPP向上チーム
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参照；http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/

2015JHWPP課題解決シート

成果1；仁寿会組織機構改⾰

32

全職員を法⼈
事務局内の３つ
の統括管理部
門に分け、さらに
機能別にマネジ
メントできるよう
にした。



成果２；地域包括ケア推進室設置・同部会の開催
平成27年4月1⽇に社会医療法⼈仁寿会事務局事務統括部に地域包括ケア推進室を設置。

毎⽇8：00
地域包括ケア推進部会として医療介護関連専門職が⼀堂に会し、仁寿会への紹介患者・利

⽤者受⼊と他事業所への紹介患者・利⽤者について検討を⾏っている。

成果3；病院内に在宅医療介護連携拠点を整備

すでに、介護事業所はセンター化して
いたが、病院内に連携拠点を整備し、
医療と介護の完全⼀体化を実現し
た。
・フリーアドレスオフィスの⼀部導⼊
・階層的構造の解消



職員満⾜度調査の結果を受け、島根県医療勤務環境改善施設設備等整備事業の交付活⽤で建設開始
平成28年3月25⽇完成

【2階】 ⼥性⽤更⾐室136名分

【1階】 男性⽤更⾐室40名分＋男⼥兼⽤休憩スペース

更⾐・休憩棟を院外に新築することで…

院内レイアウトの⾒直しが可能

院内休憩室の整備・専門職連携・地域連携
強化で、地域包括ケアの推進を目指す。

“寄りんさい屋 進化Ver.”

成果４；更⾐室・休憩棟の新築と院内休憩室の整備

成果５；2016年ノーリフトケア導⼊
-職員の「腰」を守るポリシーの伝達研修会

※ 全国平均の数値は、公益社団法⼈⽇本看護協会発表の「病院看護実態調査」による。



成果６；2016年 腰痛予防対策研修会ー仁寿会ストレッチ導⼊

成果7；月あたり平均所定時間外労働時間のさらなる減少

※ 全国平均の数値は、厚生労働省発表の「就労条件総合調査」による。
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成果8；職員年次有給休暇取得率の再向上

※ 全国平均の数値は、厚生労働省発表の「就労条件総合調査」による。
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成果9；離職率のさらなる低下
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成果10；加藤病院職種別職員数も増加
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104
病院総職員数

127

若者雇⽤促進総合サイトhttps://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

[1] 学卒求⼈※１など、若者対象の正社員の求⼈申込みまたは募集を⾏っていること※２
[2] 若者の採⽤や⼈材育成に積極的に取り組む企業であること
[3] 以下の要件をすべて満たしていること

・直近３事業年度の新卒者等※３の正社員として就職した者の離職率が20％以下※４
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が５％以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70％以上または年平均取得⽇数が10⽇以上
・直近３事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が１人以上または⼥性労働者の育児休業等の取得率が75％以上※５

[4] 以下の雇⽤情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採⽤者数・離職者数、男⼥別採⽤者数、35歳未満の採⽤者数・離職者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、⾃⼰啓発⽀援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得⽇数、育児休業の取得対象者数・取得者数（男⼥別）、役員・管理職

の⼥性割合
[5] 過去に認定を取り消された場合、取り消しの⽇から起算して３年以上経過していること
[6] 過去に［7］から［12］までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの⽇から３年以上経過している
こと※６
[7] 過去３年間に新規学卒者の採⽤内定取消しを⾏っていないこと
[8] 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を⾏っていないこと
[9] 暴⼒団関係事業主でないこと
[10] 風俗営業等関係事業主でないこと
[11] 雇⽤関係助成⾦の不支給措置を受けていないこと
[12] 重大な労働関係法令違反を⾏っていないこと

外部評価成果1；島根初 ユースエール認定取得
若者の採⽤・育成に積極的で、若者の雇⽤管理の状況などが優良な中⼩企業を『若者雇⽤促進法」に基づき厚生労働大⾂が認定する制度

認定メリット
（１） ハローワーク等で重点的PRの実施

ハローワーク等の求⼈含めユースエール認定企業がHPで公表会社の魅⼒アピール
（２） 認定企業限定の就職⾯接会等への参加
（３） ⾃社の製品、広告などに認定マークの使⽤が可能
（４） 若者の採⽤・育成を支援する関係助成⾦を加算

キャリアアップ助成⾦やキャリア形成促進助成⾦の受給時に⼀定額の加算
（５） ⽇本政策⾦融公庫による低利融資
（６） 公共調達において加点評価http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169276.html
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プラチナくるみん認定企業数/くるみん認定企業数/⼀般⾏動計画策定届提出数

外部評価成果2；島根初 プラチナくるみん認定認定取得
厚生労働大⾂が認定した「⼦育てサポート企業」のうち、仕事と家庭の両⽴⽀援においてさらに⾼い⽔準の取り組みを⾏う企業を税優遇等で⽀援する制度

165/2810/73436

計画提出率98.2% に対し、
計画達成(＝認定)率わずか0.2%

平成29年9月末現在、厚生労働省

⽇本の労働環境を変えることのできる組織群

44

外部評価成果3；健康経営優良法人認定基準クリア
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として社会的に評価される環境を整備

http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20171109/index.htm



今後の取り組み
� 医療従事者働き⽅改革；
医師交代制勤務導⼊(勤務間インターバルの確保）、テレワーク導⼊、遠隔診療

� 専門職連携推進；
救命⼠の活⽤、資格取得支援・ライセンス制度推進、専門職事務補助拡大

� 特別休暇拡大；
介護支援休暇・育児支援休暇の要件緩和
インフルエンザ、ノロウィルス等罹患時の休業補償(感染制御休暇(仮）)

� ICT、IoT推進によるコミュニケーション支援；
フリーアドレスオフィスの拡充（シンクライアント活⽤） 45

私たちは、私たち⾃⾝が健康であり成⻑できる職場が、
こころ支え合うこころをつくり、専門職連携をすすめ、医療の質向上に資すると考えています。
そのために、職員⼀⼈⼀⼈が、主体的に、少しずつ、快適な職場づくりを進めています

くるみんとのダブル取得は全国4企業のみ

2009年厚生労働省
島根労働局認定次
世代育成支援対策

事業所
2010年しまね⼦育て応援企業

「こっころカンパニー」認定

2015年第1回しまね
いきいき

雇⽤賞受賞

2011年しまね⼦育て応援企業
「こっころ大賞」受賞

ご清聴を感謝申し上げます


