
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30年12⽉18⽇（⽕）静岡会場

事例発表
『笑顔と笑顔が繋がる病院』

〜 職業⼈としてやりがいを感じ,仕事も⽣活も満⾜できる職場作り〜

公益社団法⼈有隣厚⽣会富⼠病院
看護部⻑ 鈴⽊由美⼦

｢HOP!･STEP!!･JUMP!!!」ワーク･ライフ･バランス5年間の取り組みの報告

H30.11.6
富士病院職員食堂から見える富士山

資料3-2

〜病 院 紹 介〜 病 院 理 念
「⼈にやさしく信頼される病院」

【役 割】・地域で唯⼀の総合病院として急性期医療を担う基幹病
院である。循環器･内科疾患の⾼度医療を実践し365⽇24時間
体制で広範囲の疾患への総合的な対応を果たしている。

・地域の医療･看護の質向上にむけて牽引していく。

【診療圏】御殿場市 ⼩⼭町 裾野市 神奈川県(箱根町･⼭北町) 
【教 育】・急性期看護のできる⾃律した看護師の育成

・地域の新⼈看護職員等も含めた、看護師や医療職者、
将来医療職を⽬指す⼈の⼈材育成

【実習施設】・昭和⼤学初年次、御殿場看護学校(新採⽤10名程度/毎年)
【看護基本料】7対1急性期⼀般病院

【診 療 科 ⽬】 23 科
【病 床 数】 160 床(3病棟)/透析20床
【看護職員数】 202名 (看･准･助⼿ 常⾮含む)
【職 員 数】 約515名 (常勤370名）
【医 師 数】 常勤換算 37名
【平均在院⽇数】15⽇



平成26年〜平成29年 静岡県看護協会事業
｢看護職のWLB推進ワークショップ｣に参加

「当院が看護職のＷＬＢ推進事業に参加を決めた理由」

看護師の離職者が増加し切⽻詰った状況で⾃施設
だけでは困難な課題解決するために第３者の
⽀援を受けながら取り組むことを決めました。

ミッション

『⼈に優しく信頼される病院』

3年後のビジョン

『笑顔と笑顔が繋がる病院』
〜職業⼈として仕事にやりがいを感じ、

仕事も⽣活も満⾜できる職場を作ります︕

＜⽬ 標＞ １. 働き続けられる職場づくり
２. 看護師の離職率の低下・⼈材の定着
３. 医療･看護の質の向上



WLBに取り組む前の状況
「もう︕

辞めたい︕」

原因が
わからな

い・・・。

どこから
⼿をつけた
らいいの︖ 「看護部はまとまりがない。」

「いくら注意しても改善されない。｣
「師⻑達がしっかりしないからだ︕」

看護師の離職者
激増!!

（H26年度看護師離職率23.9%）
他部⾨との衝突、キレツ

スタッフ

師⻑

病院全体の各部署が閉鎖的で連携がとれず

不満
疲弊感

⼈員不⾜の中
平成25年 4⽉ 新棟完成 4病棟⇒3病棟へ合併

10⽉ ICU開設 ⇒6ヵ⽉後閉鎖(⼈員不⾜)

1年⽬ HOP! 学び

研修会に参加
 １．ＷＬＢとは
 ２．労働基準法の基礎知識
 ３．看護職のＷＬＢインデックス調査

結果の読み⽅と分析の⽅法

多職種でインデックス調査の分析
１．看護職のＷＬＢインデックス調査

結果の分析
２．分析結果から当院のミッション・

ビジョン・問題点の抽出と課題の明確
３．ゴール設定

H26年「ＷＬＢ委員会の発⾜」



1. 看護師の離職率が⾼い （H25年度10.8% H26年度23.9% )

2. 慢性的な多⼤な残業時間による、職員･家族の精神的･
⾝体的な負担が⼤きい。 (残業時間13.9 時間/⽉)

3. ｢看護ケアに費やす時間が⼗分にある｣と感じる職員が3.6%
4. ｢組織から⼤切にされている」と感じる職員が少ない
5. 適正な個⼈の能⼒評価や⽬標管理ができていない
6. 看護管理者のマネージメント能⼒の不⾜

【課題】 H26年度 インデックス調査結果の分析より

看護供給量と質の
低下に繋がる看護師の離職

⼈材確保と定着を阻害する誘引

１.残業時間
削減

２.クリニカ
ルラダー運営
教育体制の整備

３.⽬標管理
適切な評価制度

の構築

４.HAPPY
⾵通しの良い

職場作り

ミッション・ビジョン達成のために…
「４つのプロジェクトチーム結成」

看護管理者のマネージメント⼒向上
(継続した管理者研修会の開催)

WLBの院内周知活動

看護部

病 院
全 体

全体委員会 1回/⽉ プロジェクト 1〜2回/⽉



継続した管理者教育研修会の開催

講師︓ＮＴＴ東⽇本伊⾖病院 塩⽥美佐代看護部⻑
【研修⽬的 】

職場において管理・監督の任務を遂⾏するために
必要な知識・技能を習得し、実践にあたっての⾃
分の仕⽅を⾒出す。

《看護管理者研修会》 1〜2ヶ⽉に１回開催
・看護管理の基本
・SWOT･クロス現状分析の⽅法
・MaINの看護管理⾃⼰評価について
・⽬標管理の⽅法

《看護部理念「質と責任の追究」の概念化》
⾃分たちの⼤切にする｢看護」とは何か︖共通認識するため
に師⻑主任でとことん話し合い、⾔語化･概念化した。

今ある看護部組織の基盤となった

看護部理念『質と責任の追究』の概念化
看護部職員全員に説明会を開催(全8回)



制度の周知『 スタッフハンドブック』 の配布
職員からの「わからない｣｢知らない｣という声に応え、ハンドブックを
配布。有給休暇の取得、その他制度の活⽤を推進した。

2年⽬ STEP!! できることから。そして、原因分析

その他
・制度の活⽤推進
・多様な勤務形態に対応
・有給休暇取得の推進

8.「パワハラ対策」
許さない、放置しない

衛⽣委員会で「職場のパワーハラ
スメント報告シート」完成。ケー
スによって対応し、必要時、病院
側も⾯談など⾏い解決に努める。

1.⼦供や家族が急な体調不良の時に
休みが取りやすい

2.年休が取りやすい
3.ほとんどの院外研修が公費負担で
出席できる(教育⽀援)
4.職員の受診や⼊院費⽤は、申請後
に全額無料になる

1.職員間、他部⾨とのコミニュ
ケーション不⾜

2.パワーハラスメントの対策がない
3.残業時間削減の対策がない
4.看護ケアに時間が費やせない
5.個⼈の能⼒が適正に評価されない
6.福利厚⽣や制度がわかりにくい

HAPPYプロジェクト 〜看護職を⼤切にする組織である(36.4%)〜
｢⼤切にされている」「⼤切にされていない」の要因調査

H27年10⽉実施 : ⽅法(看護職員全員対象。ラベルに⾃由記載しカテゴリ分類)

H27年3⽉実施 「看護職員離職者実態調査」の結果
調査対象︓過去5年に離職した看護職員103名

《離職理由》 1位 残業時間が多い･･･ 40.7％
2位 配偶者の転勤による転居･･･29.6%
3位 ⼈間関係、パワーハラスメント･･･25.0％

「⼤切にされている」と思う理由 「⼤切にされていない」と思う理由



新ユニフォームを、看護師全員投票で決定︕

『ユニフォームの洗濯サービスの充実』
回収⽇ 週1回⇒週3回に増加
各部署へ配布システムへ変更

残業時間削減プロジェクト〜看護師の時間外業務の内容の調査〜

看護業務（観察、保清）, 29.1

NS間情報共有, 24.4指⽰受け（医師対応）, 16

記録, 9.6

他部署との情報共有, 6.2

薬（与薬、ミキシング）, 5.8

リーダー業務, 5
I・C同席, 1.4

物品管理, 0.7

⼿洗い, 0.4

その他, 1.2

(%)

入院・急変対応

看護師の1⽇のタイムスタディー《2015年3⽉実施》



 1. 全病棟にペア制を導⼊
 2. ⻑時間残業者と部署の把握と指導(衛⽣委員会)
 3. 多忙な時間帯の勤務者の増員
 4. 急変時の記録の簡素化
 5. 薬剤科⇒  定期処⽅のセットを委譲
 6. リハビリ科⇒  リハビリ患者の移送の協⼒依頼
 7. 委員会を時間内で開催するように変更
 8．『かえるDAY』導⼊
 9． ＰＨＳの増設

かえるワッペン

残業時間削減の対策

さらに、
H30年5⽉〜「緊急⼊院チーム」稼動

3年⽬JUMP!!変⾰
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『有休取得率の向上と公平に取得できる⼯夫』
ＰＣで有休取得状況をデータ管理し師⻑に声かけする

『⼈材確保対策、離職対策』
1.新採⽤者の3ヵ⽉後⾯接
2.「看護部パンフレット｣とグッズの製作
3.｢看護部ホームページ｣のリニューアル
4.｢Facebook｣の開設
5.グループ病院内の⼈事交流
6.多様な勤務の形態の対応

わたしが取り組んだこと
『全病棟でペア制導⼊(補完･協⼒し合えるシステム)』

1.午後の「リシャッフル」で、チーム間の業務を補完し
残業時間削。

2.新⼊職者や中途採⽤者が、安⼼して急性期病院で勤務で
きる環境づくり

⾵通しの良い職場 ⇒ 積極的な異動

看護部職
員全体へ

全職員へ周知

病院全体へ

平成27年
衛⽣委員会
「パワハラ対策」
「残業時間削減」の取り組み
*院内で｢季節の⾵物詩｣の飾り
職員全員で新ユニフォーム決定
平成28年
サービス向上委員会
｢⾝だしなみ基準｣完成

連携の強化

平成26年
法⼈
「職員ハンドブック」作成
制度の活⽤推進

職場環境改善にむけた5年間のあゆみ

平成29年 「働き続けられる職場」の醸成

平成30年 さらなる⾶躍︕︕



5年⽬ 現在、取り組んでいること･･･

１．
H30年11⽉〜 職務分析・職務評価導⼊にむけて

厚⽣労働省の職務評価コンサルティングの指導(全6回)
を受けながら進めている

パート社員に能⼒を発揮してもらうための 3つのポイント
１．働きや貢献に⾒合った待遇にする
２．パート社員と正社員を均衡待遇とする
３．パート社員への説明責任を果たす

個⼈の評価をインセンティブに表し
⽬標達成にするための動機付け、やる気を引き出す

「地域の皆様にご満⾜いただける病院作り」

{

２．
平成30年8⽉30⽇ ｢特定⾏為研修指定研修機関｣に指定

平成30年10⽉1⽇(⽉)より
「特定⾏為研修 第1期開講」

特定⾏為区分︓10区分

研修期間︓6ヶ⽉
開講時期︓春コース 4⽉

秋コース 10⽉
対象︓看護師経験3〜5年以上
定員︓3名(各研修期間)



当院が指定研修機関になることによって

１．2045年に向けて、将来の在宅医療・看護の担い
⼿を地域で育成できる。医療看護の質向上に繋がる。

２．多くの病院･施設が⼈材不⾜のなか、⾃施設で勤務
しながら研修できる。

３．研修に関わる費⽤の負担軽減。
４．地域の看護師の⼈材確保と定着に貢献できる。
４．看護の専⾨性の発揮、やりがいを感じられる機会となる。

基幹病院としての役割の発揮、地域貢献する

３.「働き⽅改⾰」

地域包括⽀援システムの中で、急性期医療を提供していく
ために、全ての看護業務を限られた⼈材で、効率的かつ効
果的に患者様に提供するという｢意識改⾰と体制づくり｣

① 病棟外来の⼀元管理
⼊院に係る作業を外来看護師に移⾏。

在宅⇒外来⇒病棟⇒外来の連携強化と在宅⽀援
② ハイブリットナースの増員 (看護師の職域の拡⼤）

(部署の枠を超えて院内縦断的な⼈材の活⽤）
＊個⼈のスキルとライフスタイルを⼤切にすることを前提)

③ 働き⽅によるインセンティブの検討



Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Act

修正

ＷＬＢ(ワーク・ライフ・バランス)の実践において⼤切なこと

1.的確な現状把握と課題の明確化

2. 問題解決にむけた、的確な⽬
標設定と具体的な計画と、確実な
PDCAサイクルを実践していくこ
と。

3. 社会の変化、診療報酬等の逆
境もありますが、アンテナを⾼く
して早め⽅針と対策を⽴てること。

4. 思うようにいかない時や荒波、
内部の抵抗もあります。そんな時
は、ぶれない気持ちを秘めて、
じっと我慢です。

確実な「PDCAサイクル」の実践

{ {看護師離職率(％)
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看護師･准看護師(常勤・⾮常勤)
の総数の変化
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「定時で終えることので

きる業務である」と感じ

る(病棟) %
看護ケアに費やす時間を

十分にとることができる

(%)

看護職を大切にする組織

である(%)

業務が終われば気兼ねな

く帰ることができる(%)

組織は能力開発の研修を

実施し、参加を支援して

くれる(%)
上司は仕事の成果につい

て公平に評価する(%)

上司は自身の考え方や方

針を十分に説明している

(%)

上司はあなたの考え方を

よく聞いて理解している

(%)

勤務表作成時に個人の希

望が通りやすい

有給休暇は必要に応じて

取得できる(%）

「看護職のWLBインデックス調査」の結果の変化

H26年度 H27年度 H28年度 H30年度

WLB取り組みの成果

１．看護師の増員と、看護師離職率の低下

２．師⻑･主任の管理者教育によって、
①看護管理の基本的な技術･知識の習得ができた
②看護部組織の基盤を築くことができ、変化に

動じない組織⼒を実感

３．病院全体で「働き続けられる職場⾵⼟」の醸成

４．病院組織の結束⼒が強まり、職員みんなで
同じ⽬標にベクトルを合わせ、地域の医療の質
向上に取り組むことができるようになった。



ご清聴ありがとうございました

病院ロビー

エレベーター

正⾯⽞関

看護部⻑室⼊⼝

院内はクリスマス⾊に彩られています

⼿術室

病棟


