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は じ め に 

 

私たち看護職は、ライセンスを活かして生涯働き続けられる職種です。病院・介護

施設・クリニック・訪問看護ステーション等活躍する場は異なっても、看護職がいき

いきと働くことが、患者・家族の願いであり、病院・施設の活性化につながります。

そうした看護職の勤務環境を考え、能力のある看護職が辞めなくてすむようにしてい

くことは、結果として、医療・看護の質をあげることになります。 

愛知県看護協会は、２年間の準備期間を経て、平成 24 年度から、日本看護協会の

「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ事業」（以下、WLB 事業）

に参加しました。端的にはこのWLB事業は、どんな病院・施設を目指しているのか、

そのために何が課題であるのかを明らかにして、看護職を中心にして具体策を PDCA

により展開していくことで、自ら設定したゴールに向かう取り組みです。この事業を

推進していくために、推進委員会、地域支援者、社会経済福祉委員会等から成る愛知

県独自の推進体制を構築しました。本報告書では、平成 24年から平成 26年までに参

加された 18 施設が、推進体制のスタッフの強い支援を受けながら WLB の推進に取

り組んだ成果をご紹介します。このWLB事業については、そのキックオフから、看

護協会だよりで取組状況を会員の皆さまにはご紹介してきましたが、この報告書の冒

頭に改めて掲載いたしました。 

なお、平成 26 年度の愛知県の看護職の離職率は 11.8％（日本看護協会調査）でし

たが、このWLB事業参加施設のうち 15施設の離職率は、6.3～8.9％と一桁になって

います。また、設置主体により定められた就労日数が異なるため、一概に比較はでき

ませんが、18施設の平均有休取得率は 43.6％です。 

愛知県看護協会としての最終目標は、600余会員施設全ての看護職が、笑顔でいき

いきと看護職としての職務を全うする職場環境です。この報告書が皆さまのご参考に

なることを願っております。 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＬＢ推進事業に関する記事 

2012～2014 
 



看護協会だよりvol.109　2012 winter



 

看護協会だよりvol.109　2012 winter



看護協会だよりvol.112　2012 autumn



看護協会だよりvol.112　2012 autumn



1 看護協会だよりvol.114　2013 spring



2看護協会だよりvol.114　2013 spring



 

 
 

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック 第２版（2013 年４月発行）P.68 より 

（春日井市民病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護協会だより vol.109 2012 winter 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本看護協会ニュース vol.545（2012年 12月発行）より 

 



看護協会だよりvol.120　2014 autumn



看護協会だよりvol.120　2014 autumn
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春日井市民病院 

取り組み開始年度：平成２４年（取り組み年数：３年） 

１．施設概要 
 

春日井市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 春日井市 

 

562 床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

- - 

83.7% 

1261.5 人 

12.3 日 

443.2 人 

576 人 

479 人 

24 人 

73 人 

42 人 

35.5 歳 

9 年 0 か月 

38 時間 45 分 

6.7 時間 

完全週休２日制 

122 日 

45.6% 

7.8% 

7.6% 

10.7% 

有 

3 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

地域医療へ貢献する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

看護職が働き続けられる環境にすることで、 

1、地域医療が提供できる人材がそろっている職場 

2、経験知が高い人材が定着でき、キャリアを継続できる職場 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

〈強み〉 

1． 休暇（有給・厚生）が 10 日取得できている  

2．多様な勤務形態がある 

3．職員の年代構成に偏りがない 

4．休憩・休息の基準が明確で、概ね取得でき、取れない場合も手当が支給される 

5．能力開発に対しバックアップ支援があり、認識が高い 

6．手当・処遇の工夫がされている 

7．子育て支援が充実し、利用者も多い 

8．事務局との連携がよい 

9．夜勤回数の自由性（個人に合わせた夜勤回数） 

10．パート職員が長く勤務している 

 

〈弱み〉 

1．中堅以上のキャリア開発の支援が少ない 

2．海外・進学等のキャリアアップへの支援（休職制度）がない 

3．年休の取得に個人差があり、必要な時に取れないと感じている 

4．サービス残業をしていると感じている人が多い 

5．支援制度が子育て中の人に偏っている 

6．主査の人数が少なく昇格のチャンスが少ない 

7．働き方として、仕事を次に渡しにくい環境がある 

8．経験年数が 10 年以上になると、役割が重荷に感じる 

9．各部署で新人、部外者に対しウェルカム姿勢に差がある 

10．管理職自身がフレックス制を導入していない 

11．40 歳代の WLB の満足度が低い 

 

〈機会〉 

1．キャリア開発・能力開発の機会がある 

2．男性看護師も育児休暇を活用している 

3．制度を使い始めている 

4．大学卒の看護師の入職が多い 

5．近隣に大学（看護大学、看護学部）が 2 校ある 

6．急性期 25 対 1 看護補助加算が取れている 

7．退職者の再就職希望がある 

8．既卒の就職希望者が多い 

9．定年退職後の再雇用ができている 

10．WLB 推進業務に参加している 

11．来年度健康管理医療センター（仮称）が新設される 

12．県下公立病院の情報が共有できる組織がある 

 

〈脅威〉 

1．4～5 年後には小学校就学を迎える看護師が多くなると予測され、それに対しての支援制度がない 

2．育児休暇中の看護師が 40 名以上いる 

3．ワークよりライフに重点を置いている 

《定着に関する分析》 

1．中堅看護師のキャリア継続に対する支援体制が少ない 

2．制度が周知されていない 

3．超過勤務ありきの意識がある（サービス残業の把握ができていない） 

4．時間内に帰れない環境にある 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

1．40 歳代の職員の多くは働き方に満足できていない職員が多い。 

中堅ﾅｰｽ以上のキャリア開発の支援がない 

・役割が過重になっている 

・やりがいを感じない 

・役割負担が大きいのに報われていない 

2．年休取得にバラつきがあることより、必要時取れていないと感じている人がいる 

3．時間外のサービス残業をしていると感じている人が多い。 

管理職自身がフレックスに対応できていない。師長代行する人材の育成ができていない。 

4．支援が子育てに偏っている。 

5．主査の人数が少ないことにより昇格のチャンスが少ない。 

6．仕事を次に渡しにくい環境がある 

春日井市民病院
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３年後の 

ゴール 

1．窓口が明確になり、自分の利用できる休暇を知っている 

2．全員が年次有給休暇を 13 日取得する（平成 23 年度 8.6 日） 

3．離職率を 9.4％以下に抑える→1 年後 10％以下（平成 23 年度 10.7％） 

4．40 歳代全体が職員を大切にする組織であると 50％以上認識する（平成 23 年度 40％） 

5．超過勤務が申請と実態が一致し、5 時間以下となる 

→1 年後 6 時間以下（平成 23 度平均 8 時間以上） 

6．キャリア継続のための休職制度の構築 （2 年後） 

7．子育て支援は、学童児童を持つ職員への支援も含んで構築されている 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

「渡す・引き受ける・逆算する」に対してのシステムを構築する 

職員全てにフレックスタイム制を行う 

キャリア開発のための休職制度システムを構築する 

制度が活用されるために、院内ＬＡＮに検索機能を構築する 

40 歳代の働き方のついての課題が明確にされ支援策を活用する 

学童児童を持つ職員に対しての調査を開始する 

インセンティブとして（頑張ろうと思える）年次有給休暇取得の促進を行う 

1年間の取り組み 

個人の働き続けられる課題の把握 

小グループでの活動が開始され 3 年後のゴールに対して行動が開始されている 

制度の洗い出しを行い周知する 

スタッフの時間外に対しての認識調査を実施する 

時間外削減に対してのシステム化に対しての検討ができる 

中堅看護師の自己のアンカーの確認と検討ができる 

中堅看護師の求める能力開発に対しての調査を開始する 

主査同士での横の連携ができることにより、各部署でのＷＬＢの取り組みが検討できている 

年次有給休暇取得についての計画的取得について検討する 

今後４カ月の 

取り組み 

全職員（パート看護師も含め）が自分の年次有給休暇の付与日数を把握できている 

WLB の推進委員の立ち上げをし、全部署での WLB に対しての討議を開始する 

院内でのグループ活動を開始する 

「渡す」「引き受ける」「逆算する」について、各部署で話し合いが開始される 

システム化についての討議ができる 

超過勤務の実態把握方法の確認について着手を始める 

既存の勤務形態の周知をおこなう 

県内の公立病院の休職制度を把握し、人事課と検討、調整を開始する 

ＷＬＢ広報活動が開始されている 

春日井市民病院
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

（１年目） 

アクションプランを具現化するために、主査を構成員としたワーキンググループを立ち上げた。ワーキ

ンググループは各アクションプランに対し、問題抽出を主とするグループと、対策を考えるグループの

2 つとし、1 グループ 5 名、計 6 グループとした。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

（１年目） 

「春日井市民病院で活用できる制度の浸透」 

・現在ある制度を見やすいように一覧表にし、職員に配布した。育児短時間制度や、育児時間を利用し

ている職員に対して、学童期を迎える時期と、支援がないことにより働けなくなることが予測される

人がどの程度いるか調査を開始した。 

・インデックス調査を踏まえ、WLB における当院の課題とその取り組みについて看護師長に説明した。

看護師長は担当部署のスタッフに伝達し、その伝達方法を看護師長会で発表してもらうことで、職員

への周知を強化した。また、他職種への意思表明を目的にワークショップ参加のポスターを作成し、

院内に掲示した。 

（2 年目） 

デジタル掲示板・フェイスブック・コミュニケーションツールとしてのホワイトボードを活用し、ＷＬ

Ｂの取り組みを病院全体へ発信することができた。制度に対しては特に関心が高い産休・育休・介護

休に対し、デジタル掲示板・イントラネットで取得方法を提示した。 

看護局全体会や「部長通信」により病院の動向が周知される機会が多くなった。 

（3 年目） 

・3 年間の各チーム（ワーク・ライフ・バランスチーム）の取り組みを看護局全体会で発表し、WLB の

取り組みの進捗状況を周知し、今後の課題を確認した。また、フェイスブックに各チームの進捗状況

を更新した。 

・現状の親睦会が催す「ボーリング大会」や「飲み会」に参加できない職員のために、院内での「もの

作り・・しめ縄飾り」を開催し、日頃、話さない他部署の職員と交流することができた。今後も院内

でできる交流会もス続けていく予定である。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

（3 年目） 

・190 種類以上の勤務形態があるが、十分活用されていなかった。このことから「小学校 1 年の壁」な

どの対策のため、短縮夜勤勤務などをさらに提案した、また、非正規職員でも短時間の夜勤は可能な

場合もあり、多様な勤務形態を用意することによって、辞めずに働ける環境に取り組んだ。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

（１年目） 

「時間外削減(渡す・引き受ける・逆算する)の具現化及びサービス残業の撲滅」 

担当患者の情報収集のために始業前から業務を開始し、超過勤務の請求をしていなかったことが明らか

になったため、情報収集の時間を設けるようにし、始業前残業は減少した。その他超過勤務になる原因

を調査するためにアンケートを実施する予定である。 

（2 年目） 

各部署の時間外勤務の状況を把握できるようにし、各師長へのタイムマネジメント指導ができるよう工

夫した。時間外の多くが、記録が残り次に渡せないことが要因だったため、「実施⇔記録」が一つの流

れにできるように働きかけた。また、電子カルテの研修を行い単語登録の方法など、電子カルテの活用

術を伝え、始業前残業の削減に取り組んだ。 

（3 年目） 

・部署内の係りの業務に関する超過勤務の申請がしにくかったため「時間外申請用紙」を作成し申請し

やすくした。しかし、その後の活用状況のアンケート調査で、周知不足がわかり、再度各部署で説明

春日井市民病院
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を行った。 

・タイム・アウト制の運用方法のグッドプラティクスを広め、超過勤務削減に有効なものを取り入れた。

例えばタイムアウト表を一部署で用いた結果、効果があったため他部署でも活用するなど、積極的に

グッドプラティクスを取り入れるようになった。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

（3 年目） 

・手術室勤務のオンコール制を廃止し、12 時間 2 交代に変更した。そのため、緊急手術がなければ、

夜勤帯であっても、管理師長の判断で、他部署へのリリーフを実施できるようにした。 

・看護補助者、非正規職員の夜勤勤務者を募集し、夜勤勤務者の仮眠確保や業務負担を軽減できるよう

にした。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

  

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

（２年目） 

看護局全体会を開催するにあたり、その間の託児を実施した。０歳～小学校低学年までの 5 人の一次預

かりを看護スタッフで実施した。児の安全確保のために傷害保険を利用した。 

（3 年目） 

・研修時の子どもの一時預かりを看護局職員だけでなく、病院職員全体に広げた。 

・看護休暇、介護休暇等、利用しやすくするため、イントラネットで利用方法の説明と、院内共有フォ

ルダーから、簡単に申請書類をプリントアウトできるようにし、制度の活用をしやすくした。 

 ＋ 看護ケアの充実 

（2 年目） 

インデックス調査で低かった「看護ケアにかける時間が少ない」に対しアンケート調査を実施し今後分

析を行う予定である。 

（3 年目） 

・アンケート結果から各自の看護ケアのとらえ方が多様であったことがわかり、「看護ケア」とは何か

というテーマで看護局全体会で看護部長から問題提起をした。その後、各部署で話し合いが行われた。

その結果「看護を語る会」の定期的開催、看護実践報告会で具体的な事例発表が増加し、各自の看護

ケアの認識の変化に取り組んだ。 

 ＋ キャリア支援 

（１年目） 

「35～45 歳の中堅看護師のキャリア開発」 

キャリアに関するアンケート調査を行ったが、WLB とキャリア開発が繋がっていなかったため、働き続

けるためには、どのように働きたいか、また、仕事にやりがいを持ちながら働くためには、どのような

支援が必要かを考えるためであることを職員に啓蒙した。 

（２年目） 

中堅看護師に対して行ったアンケートをＫＪ法で分析した結果、産休・育休中スタッフの対応も必要な

事が分かった。 

ケアマネジメントを担う、クリニカルリーダーナース（ＣＬＮ）が 1 年 6 カ月の研修を終え 28 名誕生

した。今後ケアマネージャーとしての活躍が期待できる。 

（3 年目） 

・CLN のネットワークを活用し、看護ケア提供体制を構築した。「CLN 通信」の発行や、ケアマネジメ

ントの実際を年 2 回実践報告会で発表し、その効果を看護局全体が承認することにつながった。、 

・大学院進学希望者が多くなったため、「自己啓発休業制度」が条例化された。その結果、学業との両

立がしやすくなり、中堅以上の看護師がキャリア支援を受けやすくなった。 

・育児休業中の看護師が、院内研修に参加できる環境を求めていることから、希望者がフェイスブック

から、研修計画を知り参加できるようにした。 

春日井市民病院
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・スタッフがやりがいをもってキャリア継続ができるよう看護師長が目標管理について正しく理解し支

援できるよう看護師長会でランチョン・セミナーを定期的に開催し、学習した。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

（3 年目） 

部署別の腰痛のある職員数を調査し、安全労働衛生委員会で腰痛予防策を検討した。対策として、移動

介助用具を導入し、普及 DVD を作成し、腰痛予防に取り組んだ。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

（3 年目） 

育児休業後の多職種に育児支援をするため、「院内保育所」の増築と定員増加（40 人→60 人）が決定し、

27 年度から運用開始となった。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

刈谷豊田総合病院 

取り組み開始年度：平成２４年（取り組み年数：３年） 

１．施設概要 
 

刈谷豊田総合病院 

愛知県 

医療法人 

 

635床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

６床 感染症病床 

99.9% 

2074 人 

11.4 日 

638人 

673人 

613人 

34人 

26人 

18人 

31歳 

6 年 8か月 

39時間 

8.3 時間 

４週８休制 

103日 

49.9% 

8.9% 

9.9% 

10.5% 

有 

3 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

社会に貢献するため、温かい思いをこめた、質の高い保健・医療・福祉サービスを提供する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

病院は、「飛躍的な病院力(医療技術力・看護力)の向上」をスローガンとして、最先端の急性期

医療に取り組むとともに、地域連携を強化して県の重要拠点病院の地位を確立する。 

看護部門は、病院設立の精神(社会貢献)を基盤として、社会の変化、医療の進歩に伴いその時

代の要請に応じた、質の高い医療・看護サービスが 24 時間を通して提供できている。結果、地

域の人々に親しまれ信頼されるマグネットホスピタル(顧客満足、職員満足、経営参画、人材育

成、質の高い看護の提供)として機能している。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜病院＞ 

・H23 年度救命救急センター認可を受け、救急車受け入れ件数（2011 年 9500 台）や重症患者が増えている。

H24 年度は、内容の充実度段階評価 A 取得をめざし、診療・看護体制の整備に取り組んでいる。 

・がん治療認定医、認定看護師、専門看護師など専門の医療職を育成・確保するための継続的な活動や研修

医研修プログラムを充実し人材確保に取り組んでいる。 

＜施設調査から＞ 

・病床：635 床 病床稼働率：101％（2011 年） 

・1 日平均外来患者数（直近 3 ヶ月）：2041 人 

・平均在院日数（直近 3 ヶ月）：11.76 日 

・年間の休日日数 112 日、所定労働時間：39 時間／週、有給休暇取得率：65.4％ 

＜看護部＞ 

・2009 年離職率 10.2％、2010 年離職率 9.7％、2011 年度離職率 9.3％（新人離職率 0％）、離職率は徐々に

減っている。専従の教育担当者を配置し新人看護師教育体制を含め現任教育の充実に取り組んでいる。 

＜インデックス調査から＞ 

・平均勤続年数 6.67 年、今の勤務先にできるだけ長く勤めたい 59.9％ 

 

・組織の制度があり認知度が高い 

■給与：給与規定 77％、 

■倫理に関する規定 76.11％ 

■医療安全・リスク管理：全ての項目で 50％以上認知されている 

■定期健康診断の実施 86.1％ 

 

・組織ではいろいろな制度があるが、認知度が低い。 

制度はあるがない・わからないと 50％以上の回答があった。 

■産前（妊婦）：1 生理休暇、7 保健指導・健診受診時間の確保、8 業務軽減のための配置転換、 

■産後（1 年未満の者）：11 配偶者が出産したときに男性職員が取得できる配偶者出産休暇、15 超過勤務の

免除、16 変形労働時間制、18 時差出勤 

■育児支援：23 育児のために所定外労働時間を免除する、24 育児のために所定外労働時間を制限する、25

育児のための夜勤免除、26 子供の看護休暇 

■育児休業：28 育児休業終了後、休業前と同様の職位・地位へ復帰、29 復職しやすくするための育休中の

情報提供、30 育児休業終了後の復帰のための能力開発の提供、 

■その他育児支援：37 就学前・中の子を持つ看護職への夜勤回数の軽減、 

■介護法：38 法廷の範囲を超える介護休業制度、39 介護のために勤務時間を短縮できる制度、40 介護休暇

制度、 

■介護休職中：42 介護休業後、休業前と同等の職位、地位への復帰、43 復職しやすくするための介護休業

中の情報提供、44 介護休業後の職場復帰のための能力開発の機会、 

■その他の介護支援：46 介護のために所定労働時間を制限する制度、48 介護を行う看護職に対する夜勤へ

の配慮 

■能力開発や社会活動：52 能力開発のための休職や休暇の制度、53 社会貢献・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのための休職や休

暇 

■労働時間と勤務体制：58 夜勤への配慮、59 長時間労働の是正や解消のための施策、60 有給休暇の取得促

進のための施策、 

■人事考課と処遇：62 人事考課の基準公開、65 短時間勤務者に対する処遇の基準、 

■健康管理：74 腰痛を防止する取り組み、75、メンタルヘルス等の研修開催、 

■配置とｷｬﾘｱ：81 看護師が自らｷｬﾘｱを考えるための研修開催、82 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの窓口の設置 

■労使関係：84 職員の過半数を代表する「過半数代表者」の制度 

 

・制度はないが利用したいと 50％以上の回答があったもの 

■産前（妊婦）：4 夜勤回数を減らすことができる、5 超過勤務の免除、9 業務軽減のための配置転換、10 つ

わり休暇、 

■産後（1 年未満の者）：14 夜勤回数を減らすことができる、19 業務軽減のための配置転換、20 保育所送迎

のための出退勤務時間柔軟性 

■育児休業中支援：27 育児休業中の看護師への経済的援助制度、31 男性看護職の育児休業取得を促進する

ための対策 

■その他の育児支援：32 始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ、33 育児のためのﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度、35 育児サ

ービス費用を補助または貸与する制度、36 学校休業期間中の休暇・時間外 

刈谷豊田総合病院
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■介護休業中の支援：41 介護休業中の看護職への経済的援助制度 

■その他の介護支援：45 始業・就業時刻の繰上げ・繰り下げ、47 回後のためのﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度、49 回後サ

ービス費用の助成その他これに準ずる 

■労働時間と勤務体制：55 育児や介護の理由以外に一定期間勤務時間を短くする制度、56 ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制や

裁量労働制の柔軟な労働時間 

■配置とｷｬﾘｱ：78 家族が転勤する場合に、職員の勤務を配慮する、79 看護職をローテーションする場合生

活事情の配慮、80 退職した看護職の再雇用制度 

 

・制度はないがあると 50％の回答があったもの（現場で運用している） 

■産前（妊婦）：4 夜勤回数を減らすことができる、9 業務軽減のための配置転換、10 つわり休暇、 

 

・「定時で終えることができる業務である」は、そう思わないと 44.8％が答えている。 

（ややを含めると 79％）年齢は全体的にどの年代もそう思うと答えている。 

・「一週間程度の連続した休暇を必要に応じて取得できる」はそう思わないと 41.6％が答えている。 

・「有給休暇は必要に応じて取得できる」はそう思わないと 32.4％が答えている。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

1．『大切にする組織』じゃない・『将来に不安がある』⇒真意がわからない：看護師の意識調査 

2．広報活動（職員・院外に向けて）：就業規則の周知、教育⇒院内広報の活用 

3．リフレッシュできる有給休暇の取得 

4．超過勤務時間の減少 

5．看護師が看護業務に専念できる職場環境づくり 

 

３年後の 

ゴール 

当院の制度を周知し、活用ができている。 

勤務体制の見直し（12時間夜勤導入など）ができており、新しい勤務体制が導入されている。 

有給取得率が上がり、連続休暇（5日以上）が取得できるようになっている。 

【成果指標】 

・制度の認知：インデックス調査「制度のある項目」をあると答えた割合30.5％が70％以上になっている。 

・残業時間の削減：インデックス調査「定時で終えることができる業務である」に対して、そう思わないと

答えた者が30％以下になっている。 

・有給休暇の計画的取得：有給休暇取得率が70％以上となっている。 

・有給休暇の計画的取得：インデックス調査｢1週間程度の連続した休暇を必要に応じて取得できる｣に対して、

そう思わないと答えた者が30%以下となっている。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

1）当院の制度について個人のライフステージに合わせた情報がいつでも、どこでも、誰にでも活用できるよ

うなシステムの構築 

2）タイムマネジメントの考え方が浸透し、「定時で終えることができる業務である」と言える職場づくりが

できる。 

3）連続 5 日間以上の休暇が取得できる。 

1年間の取り組み 

1）当院の制度の浸透を図る 

①制度の説明会の実施 

（師長へ説明し各部署へ伝達、新人師長のオリエンテーションへ組み込み継続を図る） 

②職員に制度の周知と利用方法の検討 

③制度になく運用で実施しているものの洗い出し、制度化する必要があるか検討 

2）職場風土の醸成の具体策を実施する。 

①業務改善による残業削減の継続的な活動推進 

・看護助手の業務見直しと拡大（看護助手配置 25:1 を目指す） 

②タイムマネジメントの考え方が師長へ浸透する 

③多様な勤務体制の検討 

・12 時間夜勤をモデル病棟で実施 

・パートナーシップをモデル病棟で実施 

・短時間正規職員制度の検討 

3）連続 3 日間以上の休暇取得できるような仕組みづくり 

今後４カ月の 

取り組み 

1）WLB 推進体制の検討 

2）当院の制度の浸透を図る 

①制度の説明会の開催 

3）職場風土の醸成の具体策を検討する 

①インデックス調査の結果を説明し、師長の意識改革を図る 

②「タイムマネージメント」の考え方を師長へ伝達する 

③残業削減の現状把握と意識付け 

④多様な勤務体制の検討 

4） ①有給休暇取得についての現状把握 

②アニバーサリー休暇の取得検討 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

（１年目） 

・WLB プロジェクトチームとして: 

看護部長、看護副部長、人事企画室室長、看護師長 7 名 

・院内制度浸透グループとして: 

看護師長 2 名、男性ナース、独身ナース、子育て中のナース 

・有給休暇グループとして: 

看護師長 2 名、男性ナース、多趣味ナース、子育て中のナース 

・職場風土醸成グループとして: 

看護師長 3 名、2011 年度残業時間の多い部署のナース 

・制度説明会や 12 時間夜勤導入などは人事企画室総務グループ担当者と共同で進めた。 

・ワーキング会議、プロジェクト会議は月 1 回の開催とした。 

（２年目） 

ＷＬＢプロジェクトメンバーに看護管理部長が加わり、月 1 回の会議を 3 回へ変更した。 

アクションプラン進捗計画表を作成し、定例会議で進捗状況を確認した。 

（３年目） 

WLB プロジェクトチームメンバーには看護副部長の変更はあったが、看護師長７名は前年から継続して

活動した。:月 1～2 回の会議を定例で開催し、アクションプラン進捗計画表を作成し、進捗状況を確認

した。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

（１年目） 

「院内各種制度の浸透を図る」 

利用頻度の高い妊娠・出産・介護制度について、師長・主任を対象に制度説明会を開催し、各部署での

指導を依頼した。また、全スタッフが使いやすい制度の検索方法を検討し、事務部と共にグループウ

ェア(CoMedix)に院内制度検索ツールの作成を開始した。 

（２年目） 

・インデックス調査参加率向上を目的に、「制度かみくだき表」を用いて制度の理解浸透を図った。師

長会では、インデックス調査結果報告、ＷＬＢプロジェクトの具体的な取り組み内容を伝達し浸透を

依頼した。 

・院内イントラネットで制度の検索を可能とし、制度の内容･申請方法・申請用紙を掲載している。今年

度は、新たに「引越し・家族の死亡・診療費関連」を追加（計 8 項目）し、師長、主任、スタッフを

対象に制度説明会を開催した。このシステムの認知度は 44％で、今後も院内各種制度の周知・活用

をさらに推進して行く。 

・バースデイ休暇のポスター掲示、部署担当者のラウンドを実施した。 

（3 年目） 

・スタッフが相談しやすい立場にある主任のうち、新主任対象に制度説明会を開催した。来年度からは

新主任研修に、制度説明を取り入れることに決まった。 

・院内イントラで制度の検索を可能にしたこと、制度説明会の開催、育児休業取得中の復職面談で制度

説明などを実施することで、育児時間短縮の取得以外に育児のための所定外労働免除を活用されるよ

うになった。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

  

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

（１年目） 

「定時で帰る職場風土の醸成」 

「定時で帰る職場風土」の啓蒙活動のため、「早く帰ろう」ポスターの作成・掲示、副部長の終業時ラ

刈谷豊田総合病院
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ウンド、タイムアウトの実施、残業時間申告表の活用などを紹介し、実施を推奨した。また、「時間管

理」の意識付けのため、タイムマネジメントの師長勉強会を開催した。働きやすい勤務体制として、12

時間夜勤、パートナーシップ体制について検討した。 

（2 年目） 

残業時間の削減として、患者情報ワークシートの検討、タイムアウト制の全部署導入、パートナーシッ

プ体制の推進、看護助手業務量調査を実施した。パートナーシップ体制は、4 部署から 8 部署へ拡大し

た。 

（3 年目） 

『定時で帰る職場風土』の啓蒙のため、「早く帰ろう」  ポスター掲示やパソコンの待ち受け画面での

提示、WLB の広報活動として推進プロジェクトの活動内容について看護師長会で説明し、各部署へ協力

を依頼した。タイムアウトの定義を明文化し、全病棟で導入した。また、各部署の業務手順書にタイム

アウトの内容も追加した。パートナーシップ体制は、16 部署へ拡大した。 

 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

（3 年目） 

12 時間夜勤を 2 部署で本稼働した。１２時間夜勤を実施している部署でも希望者には 16 時間夜勤も選

択できるようにした。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

（１年目） 

有給休暇の年間取得数を 1 日増やすことを目的に、アニバーサリー休暇制度(案)を策定した。 

（2 年目） 

全看護職員の有休取得推進のためバースデイ休暇・3 連続休暇取得について活動してきた。バースデイ

休暇は「誕生月の前後を含めた 3 ヶ月間に、土曜日年休を 1 回取得する」と定義し、3 連続休暇は「週

休と年休で 3 日間連続とする」と定義した。バースデイ休暇取得は定着し、昨年と比較し 2.9％上昇し、

92.4％が取得できた。3 連続休暇も昨年と比較し 36.6％上昇し、74.6％が取得できた。しかし、3 連続

休暇取得とバースデイ休暇はそれぞれ別々に取得する休暇であるが、曖昧な理解をしていたことがわか

り再度周知した。また入院基本料 7:1 の充足率も併せて確認し、休暇取得の推進をすすめている。 

（3 年目） 

４月に看護部長より全看護師に向け有給休暇の取得推進と有給休暇希望の方法を具体的に説明した。各

個人の有給取得率 50％と目標を掲げ、活動した結果、今年度は、有給休暇の取得理由は病気によるも

のより、研修や私用など個人的な理由によるものが 4％増加した。バースデイ休暇は徐々に定着し、今

年 4 月～12 月の実績は 92.4％、3 月末には 100％取得する見込みである。 

 

 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

（2 年目） 

3 年後のゴールに「5 日連続休暇の取得」をあげている。定義を「年休・土曜日年休または夏休を 2.5

日以上含む 5 日連続休暇」としたが、入院基本料 7:1 の充足率を継続することも重要であり、実現可能

であるかを検討していく。 

（3 年目） 

連続休暇の取得が出来るように環境を整えた。入院基本料 7:1 の充足率を継続することも重要であり、

計画的な連休取得を推進していく。３連続休暇取得については、所属長へ勤務表作成時に意識づけられ

るよう依頼した。4 月～12 月の実績は、ほぼ 100％で前年より 25.4％上昇した。５連続休暇取得につ

いては、更にスタッフが必要時に長期休暇取得ができるよう、全部署で年間計画表を活用し、希望する

スタッフが取得しやすい環境を整えた。これはスタッフ同士が時期的に重ならないように、前もって計

画ができるよう配慮したもので、今年度の５連続休暇は全体の３４％で希望したスタッフのほぼ１00％

が取得できた。  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

（3 年目） 

刈谷豊田総合病院
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平成 26 年 10 月から 24 時間保育を開始した。看護師だけでなく全職員が対象である。 

 ＋ 看護ケアの充実 

（3 年目） 

看護助手業務の拡大として配置人員の増員を実施した。３部署で看護助手配置を３人配置とし、早出・

遅出を取り入れた３６５日勤務体制を実施した。他の部署は休日の看護助手は全体で２人から４人へ増

員した。 

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

（２年目） 

働きやすい勤務体制として 12 時間夜勤の拡大と日本看護協会「勤務編成の基準ガイドライン」を参考

に当院の現状を調査し、比較検討した。 

（3 年目） 

・12 時間夜勤の本稼働を 2 部署実施した。 

・日本看護協会「勤務編成の基準ガイドライン」を参考に、取り組みやすく改善の見込める、勤務編成

の基準 9「週末の連続休日、少なくとも 1 ヶ月に 1 回は、土日ともに前後に夜勤のない休日をつくる」

を師長会で啓蒙した結果、実施できた割合が全体の 34％から 70％に増加した。 

・勤務作成上、部署間に差が出来ないよう、当院の看護部出勤表作成の取り決めを浸透するために、取

り決め内容の自己チェックシートを活用し各所属長へ働きやすい勤務表を作成するように働きかけ

た。 

・早出、遅出勤務に手当が付くようになった。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

（3 年目） 

来年度からの活動は、ＷＬＢプロジェクトチームから看護部委員会等で継続して取り組んでいく。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

総合病院南生協病院 

取り組み開始年度：平成２４年（取り組み年数：３年） 

１．施設概要 
 

総合病院南生協病院 

愛知県 

医療生協 

 

313床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

- - 

97.2% 

929.5人 

13.2 日 

275.8人 

317人 

238人 

26人 

53人 

22人 

34.2 歳 

6 年 4か月 

40時間 

3.8 時間 

1 ヶ月単位の変形労働時間制 

117日 

41.6% 

12.4% 

16.4% 

14.3% 

有 

3 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

①みんなちがってみんないい ひとりひとりいのち輝くまちづくり  

②市民の協同でつくる健康なまちづくり支援病院 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

①ともにあゆむ医療で笑顔と「ありがとう」があふれる病院 

②やりがいをもって様々な勤務形態で働き続けることができる組織 

③キャリアアップできる組織 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

●労働環境がきつい。（ベッド稼働率99％以上、救急車の受け入れ1.5倍、前後の残業あり、有給休暇とれな

い、妊婦が多く体制不安定で人手が足りない） 

●今の勤務先の将来に7割の人は不安がある。 

●上司との関係はよく、主張すべきことが言え、自由に話し合える人が6割。風通しは悪くない。 

●大切にされていないと思っている看護師が24歳までは36.2％だが、25歳以上過ぎると70％をと逆転する。 

●業務が多忙すぎて、看護の実感が持てない。 

●就業規則、福利厚生の制度はあるが、十分に理解されず分からないと解答するスタッフが多い。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

●今の勤務先にできるだけ長く勤めたいと思っている人が少ない。 

●病院の将来計画が十分皆へ伝えきれていない。 

●大切にされていると思われる風土作りが必要。 

●日頃の職場での看護の見える化（カンファレンス、症例検討など）が十分でない。 

●現在ある就業規則、福利厚生の制度を伝えきれていない。 

 

３年後の 

ゴール 

●仕事にやりがいを持ち皆が働き続けられる職場環境づくり（残業軽減  平均11時間→8時間、          

有給休暇取得率アップ 37.9％→40％） 

●今の勤務先に出来るだけ長く勤めたい 36.6％→50％ 

●現在の働き方に満足している 33.8％→45％ 

●看護職員を大切にされている組織であると思う 33％→50％ 

●看護ケアに費やす時間を十分にとることができる（看護の実感）17.7％→35％ 

●就業規則、福利厚生に明記されているもの15項目が、分からないという人が50％以下になる 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
●働き続けられる制度の活用推進と改善の取り組み 

●キャリアアップを支援できる取り組み 

1年間の取り組み 

●リサーチにより課題を明確化し、対策の立案・実行 

●計画的な有給取得の推進 

●残業の削減：業務の整理 

●多様な勤務形態の周知・運用の検討 

●職責者への就業規則、福利厚生の周知 

今後４カ月の 

取り組み 

●ワークライフバランス（以下 WLB）拡大推進プロジェクトチームの立ち上げ 

（人員構成―各職場 1 名（主任・子育て中含む）＋課長、人事事務職、患者組合員、病院管理等） 

●ワークライフバランスの広報（病院管理会議への提案・ニュースの発行・、病院ビジョンを職員へ伝える。

WLB インデックス調査結果と今後の取り組み報告会：課長：係長・主任等） 

●満足度を高める取り組みの手段、不満足の理由をリサーチする。（懇談会、アンケートなど） 

●定時で帰る取り組み：残業申請用紙の検討と運用   

●就業規則・WLB 支援策の周知：職責者向け実施 

 

総合病院南生協病院

14



３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

（１年目） 

看護師が働き続けられる環境を整えるために、WLB の取り組みを総看護課長より院長・事務長へ報告し、

病院管理会議へ提案した。 

当院は医療生協母体の病院であり、病院だけではなく法人の事務にも参加を依頼し、メンバーを構成し

た。 

人事育成課次長・総看護課長・副総看護課長・病棟課長 1 人・病棟主任 2 人の計 6 名、及び推進拡大メ

ンバーを各病棟主任とした。 

(活動内容)1 回/月の WLB 事務局会議開催、WLB ニュースの発行 

（２年目～） 

メンバーの変更あり：人事育成課次長より人事育成課課長へ。副総看護課長より病棟課長へ。他はかわ

りなし。活動内容も２年目、３年目と続行 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

（１年目） 

「ワークライフバランスの周知活動」 

・主任会議内で WLB ワークショップに参加した内容を報告した。 

・WLB ニュースの発行;1～3 号と発行し、院内イントラに掲載した。 

・就業規則の周知・制度紹介;管理者向けに労働基準法(子育て支援を中心に)・労務管理・就業規則・福

利厚生について学習会を開催した。 

・主任・課長拡大会議にて、インデックス調査報告会を行い、WLB のアクションプラン、取り組み状況

について報告した。 

（2 年目） 

・WLB ニュースは４号～8 号を発行した。内容は制度・インデックス調査結果・各職場づくりの取り組

みなどであった。特に 5 号は特大サイズで病院の各階に掲示したため、他職種からの反響もあり、Ｗ

ＬＢ活動をアピールできた。 

・インデックス調査結果の報告会を管理会議・課長会議・主任会議、スタッフ向けに開催した。スタッ

フの参加は少数であり全体に浸透できなかった。 

・課長・主任向けの制度の学習会は２年目も継続できている。また人事育成課にスタッフ相談窓口を置

いた。相談内容は、出産・育児関係の制度についてであった。 

今後は制度への理解のためのハンドブック作成をすすめる。 

（３年目） 

・WLB ニュースは９号～１２号を発行した。内容は２年間の取り組み、各職場のノー残業デーの取り組

み、インデックス調査報告会の様子などであった。 

・６月に看護師集会を５日間開き、総看護課長より方針説明を行った。ほぼ全員が参加でき、「方針が

よくわかった」「法人から自部署のつながりが理解できた」と好評であった。 

・就業規則・福利厚生のハンドブックを作成し、全部署に配布した。改めて有給や制度を知らない職員

が多いことがわかった。 

・１０月～１１月に看護課長会議、管理会議、各職場への出前インデックス調査結果報告会を行い、１

２０名に伝えることができた。スタッフの反応より WLB への関心は高まっていることを感じた。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

（2 年目） 

短時間雇用者が 1.6%から 5％に上昇し、今までなら退職していた職員が働き続けられるようになった。 

（３年目） 

短時間雇用者が５％から 5.9％に上昇した。時短で働き続けられる制度が浸透してきた。 

 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

（３年目） 

外来・病棟すべての部署に短時間雇用者が勤務できている。制度の活用が職員に理解されてきている。 

総合病院南生協病院
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 ＋ 超過勤務時間の削減 

（１年目） 

「ナースの帰るプロジェクト」 

・残業申請の仕組みを整える;残業申請用紙を作成し、看護部で統一した。また残業の申請方法も統一を

行った。 

・残業内容の把握・分析;残業申請用紙から残業内容を把握し、主任会議にて分析を行った。その結果マ

ンパワー不足と業務改善が必要と意見が出された。 

・残業のない職場作り;残り仕事を分担するように、病棟責任者が終業 1 時間前にスタッフに残り仕事の

報告と手の空いた人への仕事の分担をするようにした。またみんなで定時に帰るキャンペーンの実

施、ノー残業デーをテスト病棟で行った。 

（2 年目） 

・終業１時間前の残業自己申請は定着してきた。 

・残業の分析では、日勤の記録・時間外の病状説明の同席と記録・カンファレンスなどであった。これ

を受けて重複しない記録にする、電子カルテの機能を使用するなどの改善に取り組んだ。 

また、課長により残業の取り扱いにばらつきがあった為、残業の考え方を統一した。引き続き残業分析

を行い、改善が必要である。 

・職場全体のノー残業デーの普及は継続して取り組む。 

今後は残業軽減への取り組みとして、残業分析を継続しながら、記録の簡素化、電子カルテの整備、他

職種との協力をすすめる。 

（３年目） 

・残業申請用紙の変更を行った。変更することで、傾向・要因がわかりやすくなった。外来関係にはマ

ッチしていなかったので、病棟と外来にわけ使用することにした。 

・毎月の残業の実態から、傾向・要因・対策を分析し課長会議で共有した。「残業の傾向」は、記録、

病状説明、入退院対応、会議関係などであった。「要因」は入退院が多い、手術の帰室時間が遅い、

病状説明の時間が遅い、せん妄・認知症の患者対応、会議の保証ができない、欠員・体制の不安定さ

などであった。「対策」として、残り仕事の声かけと分担、順番に会議の保障をする、医師と相談し

病状説明・入退院・手術時間の対策をおこなう、病状説明が重ならないようにカレンダーを活用する

などであった。 

・残業時間数には変化はなく削減には至らなかったが、残業申請促進は高まった。 

・欠員・体制の不安定さについての対策として、助手業務の見直し、病棟クラーク配置、派遣看護師導

入が進んだ。 

・記録残業の対策として、重複しない記録のしかた、テンプレートの活用、クリニカルパスの活用など

を行った。 

・電子カルテのバージョンアップに向け検討会を開始しした。 

・ノー残業デーの取り組みをニュースで共有できた。月１日から毎週取り組めている部署など取り組み

に差はあるが、全部署で取り組むことができている。 

・残業時間数には変化はなく削減には至らなかったが、残業申請促進は高まった。 

・欠員・体制の不安定さについての対策として、助手業務の見直し、病棟クラーク配置、派遣看護師導

入が進んだ。 

・記録残業の対策として、重複しない記録のしかた、テンプレートの活用、クリニカルパスの活用など

を行った。 

・電子カルテのバージョンアップに向け検討会を開始しした。 

・ノー残業デーの取り組みをニュースで共有できた。月１日から毎週取り組めている部署など取り組み

に差はあるが、全部署で取り組むことができている。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

  

 ＋ 有給休暇の取得促進 

（2 年目） 

今後の有休消化への取り組みとして、制度の理解と勤務表作成のルールの見直しを行う。 

総合病院南生協病院
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（３年目） 

有給取得促進に向け、課長は勤務表作成時点で意識的に有給を組み入れた。また、今年度の人員数には

有給取得促進も加味した人員数とした。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

  

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

（２年目） 

・看護職４年目以降の満足度を高めるため、ラダーの活用をすすめた。職責者の支援は出来るようにな

ったが、スタッフ自身が活用するところまではいかなかった。 

・「働き続けられる職場づくりアンケート」結果より、研修参加への支援の要求が出された。 

結果をもとに、研修参加の補助制度として、出張扱いや参加費の支援を開始した。 

（３年目） 

・ラダーを活用しスキルアップ・昇格を支援した。主任がスタッフ面接時、ラダーについて説明し必要

な研修をすすめてきた。ラダーを理解し目標を立てることができるスタッフは増えた。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

（１年目） 

「職場満足度を高める取り組み」 

・承認(アクノリッジ)学習会;課長会議にて学習会を実施した。 

・満足・不満足調査;満足・不満足の調査を各病棟で行った。出された不満足の内容の意見をインデック

ス調査の項目にそって分析した。 

（２年目） 

・課長・主任対象の承認学習会は２年目も継続してできた。受講者の満足度は高く意識の変化につなが

った。スタッフ側の評価を今後行っていく予定である。 

・インデックス調査の不満の高い項目の分析のために、「働き続けられる職場づくりアンケート」を実

施した。改善ポイントとして、給料・スタッフ同士の人間関係・看護のやりがい・残業・有給消化と

いうことが明確になった。 

（２年目～３年目） 

２年目の「働き続けられる職場づくりアンケート」結果より、「給料」「スタッフ関係」「看護のやりが

い」が明確になった。それをもとに、３年目は各職場の職場目標にその視点を組み入れた。各部署の

チーム作りの取り組みとして、承認のメッセージカードの交換、腰痛予防ストレッチ体操の実施、毎

月の食事会などが行われた。そして、部署の協力状況は７８％が「良くなった」と答えている。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

  

 

  

総合病院南生協病院
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（ＭＥＭＯ） 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

半田市立半田病院 

取り組み開始年度：平成２４年（取り組み年数：３年） 

１．施設概要 
 

半田市立半田病院 

愛知県 

半田市 

 

499床 10対１ 

- - 

- - 

- - 

- - 

80.6% 

971人 

10.9 日 

439人 

465人 

383人 

7 人 

75人 

87人 

37.7 歳（看護補助者含む） 

7 年 8か月 

38時間 45 分 

7 時間 

完全週休２日制 

121日 

46.4% 

7.3% 

10.1% 

8.9% 

有 

3 年目 

- 

半田市立半田病院
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

地域の基幹病院として、質の高い急性期医療の提供に努める。 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

1．患者さんや職員から選んで頂ける職場をつくる。 

2．仕事と生活のバランスを取りながらキャリアアップできる職場をつくる。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

【労務環境】 

・超過勤務が多い・看護師不足・看護師配置に差がある・有給休暇の取得率が低い 

・休憩がとれない・業務整理(看護助手の活用) 

【組織】 

・復職支援・就業規則を知らないスタッフが多い・人間関係・給与関係質問多い 

・休職者への情報提供 

【上司】 

・インデックス調査高値・人事考課制度の充実 

・離職率が低い・勤務希望 100％要望を聞いている 

【教育】 

・現任教育の充実・院外研修が公費負担・院内認定制度の充実・クリニカルラダーの充実 

【その他】 

・Ns 不足により Pt1 人に対応できる時間が短い 

・療養環境が古く、Pt のプライバシーが守れない 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

1．『大切にする組織』じゃない・『将来に不安がある』⇒真意がわからない：看護師の意識調査 

2．広報活動（職員・院外に向けて）：就業規則の周知、教育⇒院内広報の活用 

3．リフレッシュできる有給休暇の取得 

4．超過勤務時間の減少 

5．看護師が看護業務に専念できる職場環境づくり 

 

３年後の 

ゴール 

1．離職率の減少 8.2％⇒5％ 

2．職員が大切にされているという意識 37.9％⇒60％ 

3．職員のすべてが WLB に関する就業規則が理解できる（必要な時に必要な制度が利用できる） 

⇒100％ 

4．有給休暇取得 年間 7 日⇒10 日以上 

5．超過勤務時間 9 時間⇒6 時間/月 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
1．安定かつ必要に応じた人員配置ができるように看護師が定着する 

2．制度が理解され「おたがい様」の気持ちで活用できる職場の風土づくりをする 

3．多様な勤務形態の導入（ミックス型夜勤の選択） 

1年間の取り組み 

1．委員会への位置づけ（システム化） 

2．意識調査からの解決策の推進 

3．キャリアアップの支援・院内認定制度の活用 

4．キャリアアップのための短時間勤務の導入 

今後４カ月の 

取り組み 

1．課題解決への推進体制の確立（プロジェクトチームメンバーの適正な人選） 

2．本音を知る意識調査 

3．WLB の取組について周知（結果の開示・協力依頼） 

4．広報活動支援（ホームページ・フェイスブック・半田病院だより・産休育休者への情報提供） 

 

半田市立半田病院
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

（１年目） 

WLB 推進ワークショップ事業に参加するにあたり、病院長・副院長・事務局長に報告した。副院長をト

ップとした【WLB 推進プロジェクトチーム】の立ち上げに対して、幹部会・運営委員会で承認を得た。 

「WLB 推進体制の立ち上げ」 

フィッシュ哲学に基づいた既存の有志の会である「わくわく隊」・看護長会で集団活動を通して労務管

理に携わっている 1 つのグループを巻き込んだ。 

（２年目） 

1 年目に立ち上げた「WLB 推進プロジェクトチーム」を「WLB 推進委員会」とした。副院長・各職種長

を委員会構成員として月 1 回の開催が継続している。 

（3 年目） 

院長交代に伴い副院長が院長となり、かつ事務局長が構成員に加わり月 1 回の開催を継続している。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

（１年目） 

「WLB の取り組みについて周知徹底」 

・インデックス調査結果、及びアクションプランの結果及びコメント内容を看護職員に開示した。全職

員に対して WLB 推進啓蒙のため「わくわくニュース」を発行し、取り組みを始めた事や WLB という

言葉の浸透も図った。 

・当院の福利厚生、育児との両立支援制度の情報を掲示板に示した。 

（2 年目） 

管理課廊下に「WLB コーナー」を設置した。 

（3 年目） 

「わくわくニュース」の発行や職員互助会発行の「互助会だより」の掲示をしている。事務職員が積極

的に最新の情報掲示をするようになり掲示数が増加した。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

（2 年目） 

看護補助者の準夜勤務（13:30～22:00、18:00～26:30）を募集した。 

（3 年目） 

看護補助者の深夜勤務（22:00～6:30、0:30～9:00）を追加募集募した。夜勤対応の看護補助者は 9 名

まで増員した。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

(3 年目） 

制度の適正活用をするために、年度初めに各管理者へ福利厚生の手引きを配布した。必要時に管理者と

スタッフが手引きを基に相談が出来、個々で必要な場合に制度利用について確認する行動が増えた。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

（3 年目） 

WLB 推進委員会で今年度のアクションプランを 3 つ立案する事を決定した。院内各部署で共通項目で目

標値を挙げ WLB 管理表を作成し、中間評価を 10 月に実施した。アクションプランの 3 つの中の 1 つに

「時間外労働時間の短縮」を挙げている。数値化することで各部署の意識は高まり短縮に繋がっている

部署が見受けられる。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

（3 年目） 

夜勤看護職員の業務負担軽減のため、夜勤対応看護補助者の定数を増員することが出来た。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

（3 年目） 

WLB 推進委員会で今年度のアクションプランを 3 つ立案する事を決定した。院内各部署で共通項目で目

標値を挙げ WLB 管理表を作成し、中間評価を 10 月に実施した。アクションプランの 3 つの中の 1 つに

半田市立半田病院
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「有給休暇の取得推進」を挙げている。意識化する部署が増加した。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

（3 年目） 

「女性医師と語る会」を実施し、女性医師支援制度をまとめ周知を図った。 

 ＋ 看護ケアの充実 

（２年目） 

看護師が看護業務に専念できる環境づくりの一環として、看護補助者や医師事務補助員が増員された。

同時に、増員された職員の教育や業務調整を現在検討している。 

 ＋ キャリア支援 

（2 年目） 

看護職員個々人がキャリアアップでき、やりたい看護の言語化が図れるよう、既存の院内認定制度の利

用を促した。14 コースがあり、前年度より参加希望者が増加した。 

今年度から自己啓発等休業の条例化を図った。制度の浸透には充分な周知が出来なかった。 

（3 年目） 

当院のジェネラリストナースの定義を明確化した。そこで、院内研修参加職員や育成職員の目線あわせ

ができ、自己のキャリアアップを意識するようになってきた。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

（3 年目) 

看護補完職員（病棟ｋｙラーク・看護補助者）を増員し、定着を図った。看護師が看護業務に専念でき

る環境を整えることで看護へのやりがい感や達成感を得られ定着の確保を期待している。そのためには

看護補完職員のマンパワーが欠かせない。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

（3 年目） 

「女性医師と語る会」を実施し、女性医師の働きやすい職場環境の整備として、ユニホームの種類を増

やし、医局部屋の変更、仮眠室の増加をした。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

（１年目） 

「本音を知る意識調査」 

インデックス調査の結果から、「上司について」「仕事に対する自己評価」が高値であるものの、「看護

職員を大切にする組織」ではない、「将来に不安がある」という項目も高値であった。また、調査その

ものの回収率が 36%だったことから、インデックス調査内容と比較検討が可能で、コメント欄を設けた

「本音を知る意識調査」を実施し、矛盾の原因を探った。意識調査は全職員に実施し回収率は 52.2%・

看護職員は 61.4%であった。コメント記載の内容を年齢別で丁寧に拾い上げていく作業を実施している。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

愛知県がんセンター愛知病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

愛知県がんセンター愛知病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

220床 7 対１ 

- - 

50床 7 対１ 

- - 

6 床 感染病床 

73.6% 

238.8人 

12日 

151.6人 

240人 

194人 

11人 

35人 

4 人 

33.8 歳 

9 年 8か月 

38時間 45 分 

8.7 時間 

４週８休制 

126日 

54% 

7.4% 

16.5% 

13% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

三河地域において緩和ケアを含む、高度で良質ながん医療を提供する。 

政策医療と地域医療への貢献（二次救急・結核・感染症・へき地医療） 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

三河地域におけるがんの中核的医療機関として、高度で良質ながん医療を提供するとともに、緩和ケア機能

の一層の強化を図り、先進的な地域包括緩和ケアシステムの構築を目指す。 

「看護師個々のライフステージに合わせた、働き続けられる職場を作る。」 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

〈強み〉 

・組織に大切にされていると思っている職員が多い。 

・今の勤務先にできるだけ長く勤めたい 53.9%が思っている。 

・上司についての項目は、仕事の評価をしている。70%以上のスタッフが思っている。 

・現在の仕事に対する自己評価は高く、自分の能力を生かせる仕事、自分の能力向上の機会になっていると感じて

いる。 

・勤務表作成時に個人の希望が通りやすいについて肯定的意見が多い。65.7% 

・育児に関する制度の認知が高い。育児するスタッフが多い。 

〈弱み〉 

・今の勤務先に将来不安と思っている人が 69.2%。年齢別では 35～39 才が 80%である。 

・給与に不満を持っている職員が多い。62%以上のスタッフが現在の給与が妥当と思っていない。 

・現在の仕事は自分の描く将来像に繋がる仕事でないと、25~29 歳の職員 50%が答えている。  

・定時で終える事ができる業務かどうかについては否定的意見が多く 68.7%である。時間外の研修に対する参加が影

響か。 

・有給休暇日の取得日数のわからないスタッフが 20 代 60~80%、30 代 30~40%必要に応じて取得できないと 60%と

思っている。 

・深夜入りなど時間休を合算した休暇取得となり、一日単位の取得が少ない。 

・現在の働き方に満足していない 57.4%特に 25~29 才 30~34 才に多い。 

・個人のＷＬＢ評価に関する指標について職場環境が低い。労働環境全般に 25~29 才の職員が不満に思っている。 

・制度認知に対する指標は人事制度・労働条件・介護に低い。看護休暇が取られていない。その制度を知らない。 

〈機会〉 

・支援制度では生活支援とキャリアは 100%である。 

・スタッフの 48%が既婚者で 42％のスタッフに子供がいる。 

・院内託児所はないが地域の保育園に預ける事ができている。地域に協力できる家族がいる地域性がある。 

・多様な勤務形態を取り入れている。今年度病院機能評価を受審予定である。 

〈脅威〉 

・離職率が 16.5%と高い。・部分休業取得 20 名、育児短時間制度取得 8 名とフルタイム勤務者への負担 

・病児保育及び夜間保育の保育園がない。近隣に託児所のある総合病院がある。 

・25%の職員が健康状態を不調と答えている。フルタイムで働いている。25～29 才のスタッフが体調不良と訴えて

いる。 

・キャリアの指標制度は高いがキャリアの自己評価は低い。 

・看護休暇取得時、書類の提出があり届け出が必要で取得しにくい。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

１ キャリア開発の制度があるがしっかりと活用できない． 

・30 歳前後に自分の描く将来像を描けない。求められる役割が多く心身の負担を感じている。 

・院内外の研修等がキャリア開発に繋がっているという認識が低い。 

２ ３０歳前後の離職者が多い。結婚・妊娠・育児の退職者が多くサポートが必要。 

３ 定時退庁ができない。 

・業務を早く終わらせ次の勤務へ業務を引き継ぐことができない。 

・20 歳代では気兼ねなく帰ることができない、時間外勤務はやむを得ないという傾向がある。 

４ 各種制度があっても認知度が低く、実際に使用している人が少ない。（看護・介護休暇・年次休暇） 

 

３年後の 

ゴール 

・離職率の低下 16％→10% 

・年次休暇の取得 11 日→13 日（記念日休暇を入れ一日取得が 2 日間増加する） 

・看護師一人あたり時間外勤務の実績 12 時間とインデックス調査結果 15 時間の整合性。 

・フルタイムで働いている人の満足度４０％→５0％以上となる。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

・制度の認知度を上げ取得推進を図る。【年次休暇有給休暇・家族休暇】 

・時間外プロジェクトトチームを活用して時間外分析と内容確認から業務改善と病棟単位の取り組みの発表会 

・看護管理者が行う労務管理の推進【時間外勤務事前命令事後確認による定時帰宅の推進】 

・院内看護職のＷＬＢ検討会による他部門との調整 

1年間の取り組み 

・中堅看護師の能力開発（ラダーレベルⅡ・Ⅲ）の意識調査と院内の研修の企画検討 

・看護研究等の学会発表促進や担当する役割での達成感が持てる研修等の支援 

・年次有給休暇の計画的取得の推進 

・働きやすい職場づくりプロジェクトのメンバーと管理者を中心にＷＬＢの推進をする。(院内保育について調査) 

今後４カ月の 

取り組み 

・インデックス調査の報告と WLB の認知度を高める・報告会４回（フルタイムと育児短時間と育休対象） 

・時間外業務の内容分析と病棟目標にＷＬＢの目標を組み入れ計画・実践・報告 

・病院全体の取り組みとして院内の看護職のＷＬＢの検討会を設置し検討をする。 

・各種制度についてスタッフマナー手帳を活用して利用できるようにする。 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

・平成 24 年度よりプロジェクトを立ち上げ、「時間外勤務削減」「離職率の減少」「一人がよくなるので

はなく、みんなが働きやすい職場」「積極的に患者と関わることが出来、看護が提供できたと思える

職場」となるような改善に取り組んでいた。 

今年度は推進体制づくりとして、看護職のＷＬＢ推進検討会を設立し、院内の幹部会議において位置づ

けを明確にして組織化を図った。 

・平成 26 年度も、①「看護職の WLB 推進検討会」 ②「師長室の WLB 推進会議」 ③「働きやすい

職場環境作りプロジェクトチーム（以下 PJT)」は継続し、組織全体での取り組みを推進した。①は 9

月と 2 月の２回／年、②③は 1 回／月開催した。 

・所属の取り組み発表会に他職種の職員が参加できるよう企画し、事務部・薬剤部・医師の参加があり、

看護部の取り組み内容を共有した。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・看護職員にインデックス調査結果のフィードバック報告会を 10 回実施し、参加率は 97%であった。 

・各所属のＷＬＢ推進活動を、プロジェクトメンバー(以下メンバー)と看護管理者で今年度の所属目標

として取り組んだ。各種制度はあるが認知度が低いため、制度活用の方法として、メンバーで内容を

検討し、マナー手帳へ制度(権利と義務)を掲載した。 

・インデックス調査 2 年目、日めくりカレンダー入りポスターを更衣室に掲示し調査への協力を呼びか

け、87％の参加率を得た。 

・調査結果の報告会を４回開催し、158 名（７０％）が参加した。参加できなかった職員に対しては、

所属の管理者と PJT メンバーより伝達した。 

・制度認知度の低かった項目に対して、ワンポイントレッスンとして瓦版に掲載し更衣室に掲示した。 

・産休・育休を取得する職員向けに、「安心して産休・育休をむかえるためのパス（仮）」を作成した。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・2 交替勤務の導入検討にて勤務状況が分からないという意見が多くあり、導入した施設の看護管理者

を招き、学習会を開催し、アンケートにて意識調査を実施した。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

・育児休暇中の職員対象に、研修会を開催し、育児短時間制度（以下、育短）取得で復帰した看護師と

情報交換会を実施した。情報交換ができたことで、制度を利用しながら働けることの理解が深まり、

復帰への安心感と、制度活用者の増加へ繋がった。平成 27 年度、復帰予定 8 名の内、6 名が育短を

取得する。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・時間外勤務の実態把握とインデックス調査の比較を行い時間外勤務の内容を検討した。 

・各所属が時間外勤務削減に向けて、①リリーフ体制の見直し②遅出業務の２人体制③申し送りの短縮

④育児短時間勤務者の活用⑤手術室勤務者による患者送迎等の業務改善や業務調整を検討した。 

・管理者が行う労務管理は、師長・副師長が労務管理の研修に参加し、「事前命令・事後確認」と「時

間外として認める研修」の取り決めを再周知し実践した。 

・インデックス調査結果のフィードバック報告会を実施したことにより、自分たちも意識改革が必要と

いう事に気づき、時間外勤務削減への認識が向上した。昨年度より時間外勤務時間は減少傾向である。 

・各所属の PJT メンバーが中心となり、超過勤務時間の削減に向けて、時間外要因の分析や業務改善に

取り組み、その成果をまとめた発表会を開催した。 

具体的な取り組みとして、 

①手術室看護師による患者送迎の拡大 

②申し送りの削減 

③業務内容の明文化 

④看護記録の工夫などを行った。 

・始業前残業削減対策として、ミーティング開始時間と情報収集の時間について検討し、3 月より試行

開始予定である。 
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 ＋ 夜勤負担の軽減 

・準夜勤務の負担を軽減するため、遅出勤務を導入した。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

・お誕生日、アニバーサリー休暇の取得促進。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

・制度としてある夏季休暇 6 日間と、有給休暇 2 日間をつけ合計 8 日間を、夏季 6 月～10 月の間で取

得可能とした。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・既にある制度の活用、取得した場合の支援を実施。 

 ＋ 看護ケアの充実 

・リリーフ体制を取り、朝の師長ミーティングの時点で人員が必要な所属・時間等を考慮して配置の調

整をしている。 

・育短を利用している職員を有効活用し、時間内でできる業務の調整をしている。 

 ＋ キャリア支援 

・中堅看護師(ラダーレベルⅡ･Ⅲ)のキャリア開発を推進するための調査方法の検討を行った。   

・働き方に満足していない中堅看護師(30 歳前後)の働き方について、調査方法を検討した。 

・昨年度実施した調査結果をもとに、中堅看護師を対象とした「倫理研修」と『医療安全研修」を企画

した。 

 また、医療安全研修については、新人からベテランまで受講できるようラダー別とした。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

 
 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・研修費の公費負担について、事務部と検討した。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

・年 1 回、メンタルストレスチェックの実施。 

・月 1 回の労働安全衛生委員による巡回で職場環境の改善。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

・委員会の会議録や持ち帰り業務を勤務時間内に行えるよう調整し確保した。 

 ＋ その他 

・インデックス調査結果報告会開催後に、「ＷＬＢに関する意識調査」を昨年と同様の内容で実施した。

参加者 158 名に対し、回答者 158 名（100％）「組織が支援すること」「個人が取り組むこと」の質問

に対しては、様々な意見があり、実践に結びつけていくことが今後の課題。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

常滑市民病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

常滑市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

270 床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

- - 

84.2% 

585 人 

19.4 日 

209.7 人 

256 人 

183 人 

16 人 

57 人 

37 人 

36.5 歳 

11 年 9 か月 

38 時間 45 分 

1.2 時間 

完全週休２日制 

129 日 

44% 

6.3% 

7.4% 

3.8% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

地域住民に安心・安全な医療を提供する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

生き生き働き続けられる職場づくりを土台とした、 

コミュニケーション日本１の病院を目指す 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

看護職員の平均年齢：36.2 歳 離職率：7.4％（2012 年） 

 INDEX 調査結果より 

 <プラス面>        

・看護職員を大切にする組織である （60％）  

・上司について、公正な評価（71％）話を聞いてくれる（67％）  

  的確なアドバイスをくれる（76％）  

・キャリア支援・能力開発を支援してくれる（66％）  

※新人～３年目、パート職員、時短職員の評価は良い 

 <マイナス面> 

・仕事内容に対して給与は低い(70％) 病院の将来が不安(70％) 

・看護ケアに費やす時間が十分に取れない（58％）  

・連続休暇が取れない(65％) 定時に終われない（68％）  

・有給休暇・連続休暇・希望日の休暇取得が出来ない  

（週休二日制で、Ｈ24 年の平均休暇取得は、有給休暇 8 日+夏季休暇 5 日＋リフレッシュ休暇 1 日の計

14 日）  

※35 歳以上の正規職員に不満が多い  

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

１．35 歳以上の中堅職員の不満を減らし、生き生き働けるような環境づくり  

２．管理者・スタッフともに、WLB 支援制度を理解する  

３．経営状況・新病院建設の進行状況を伝えていく  

４．部署間の業務量や負担感の差をうめる  

５．年間で計画的に休暇取得を勧める取り組み  

６．人事考課が給与に反映できる体制の検討 

 

３年後の 

ゴール 

１．今の勤務先にできるだけ長く勤めたいと答えるスタッフが、50％→70％になる 

２．有給休暇取得率の上昇 8 日→13 日以上取得 

３．看護業務に専念できる時間が十分にあると答える看護師が、42％→70％になる 

４．人事考課に反映した給与体制になる 

５．「お互いさま」と気兼ねなく帰れると答える職員が、42％→70％以上になる 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
１．週に 2 回の夜間院内保育の実施 

２．公平な評価制度を作り、給与体系に反映する。 

３．柔軟な勤務形態を増やす 

1年間の取り組み 

１．WLB に関する研修制度の確立と各部署の取り組み状況の報告会づくり 

２．中堅職員に対して、働きやすい職場づくりに関する研修の企画・運営 

３．中堅職員の権限拡大・・新病院の看護支援システム決定に参画できるような体制を作る 

４．定年退職者（再雇用）に向けた研修プランの作成     

５．各種の手当を見直す 

６．計画的な休暇取得できる仕組みづくり 

７．休暇取得を計算した人員確保 

８．現場に活用できる看護補助者研修の充実 

今後４カ月の 

取り組み 

１．インデックス調査の結果と 3 年目の目指すゴールについて、全看護職員と企画会議の場で伝達する。 

２．WLB 推進プロジェクトチームを作る（各年齢、未婚・既婚、労働組合職員など） 

３．各現場にタイムアウト制度を導入する 

４．現在の経営状況について学習会を開催する 

５．現在の WLB に関する利用できる制度の説明会を開催する 

６．インデックス調査を受けて、追加調査の実施 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

・①看護局長より、幹部会議で WLB 推進ワークショップに参加する趣旨を説明し承諾を得た。②WLB

推進ワークショップについて看護局に説明した。③取り組みコアメンバーを、看護局長・看護副局長

(2 名)・看護師長(1 名)・主任看護師(3 名)・管理課長補佐(1 名)とし、各部署にアナウンスし、活動開

始した。 

・INDEX 調査結果をもとに取り組み課題を決め、様々なライフイベントの職員を人選し、WLB 推進ワー

キンググループを結成した。（４グループで計 30 名） 

・コアメンバー会議 1 回/月、ワーキンググループ会議 1 回/月開催 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・「INDEX 調査の結果と、取り組み 3 年目のゴールについて、管理職を含め職員全体に伝える」: 

病院幹部と看護師長会で結果報告を行った。全看護職員に対し、16 日間、計 32 回にわたり報告会を

開催した。3～6 名の少人数制で実施した為、活発な意見交換となり、スタッフから、“生の声”を聞

くことが出来た。休職中の職員には、書面報告とし郵送した。 

・「現在の経営状況と WLB に関する制度についての学習会の開催」: 

師長・主任合同会議で、管理課職員より“過去 10 年間と平成 24 年度の経営状況”と“利用できる休

暇制度”について説明を受けた。経営状況が著しく改善していること、WLB 支援制度について中間管

理者の共通理解を得た。 

・「ＷＬＢに活用できるもっと知りたい研修会」を開催した。院内全体に案内したので、検査技師・放

射線技師・理学療法士などコメディカルの参加もあった。 

・ＷＬＢに活用できる制度の簡易版説明書と、よくある質問回答書を作成し各部署に配布 

・平成 26 年度ＩＮＤＥＸ調査結果を、看護職員・事務長・院長・副院長参加の学習会で伝達した。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・個人の生活背景に合わせ、夜勤専従を導入している。 

・働くことのできる、時間単位のパート職員を採用している。 

・病棟ごとで、夜勤時間を１２時間と１６時間に分けている。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

・地方公務員法により、3 年間の育児休業制度や小学校就学前までの夜勤免除及び育児短時間勤務就労

の制度がある。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・「残業時間削減の為タイムアウト制を導入する」： 

タイムアウトマニュアルを作成し、看護師長会で説明後開始した。(タイムアウト制：16 時に各部署

が日勤の残務を確認する。看護師長は、残務状況を病棟担当・外来担当の看護副局長に報告し、双方

が連絡を取り合い応援体制をとる。必要時残業の指示を出す。） 

・タイムアウト制を導入したことで、残業が指示・承認で発生することを管理者、スタッフともに再確

認できた。 

・夜勤看護師への交代時間（20 時頃）のタイムアウト導入。管理当直師長に報告する体制をつくった。

現場は、業務整理でき、管理当直者は、病棟の状況を把握し、部署間の応援体制を指示する。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

・夜間・休日の救急外来の当直体制を、夜勤 16 時間の交代勤務へ変更した。 

・病棟の特殊性に合わせ、夜間の休息が確保しやすい病棟は 16 時間夜勤、急性期の病棟は 12 時間夜勤

とした。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

年休取得の為のシステム作りに着手した。 

・月ごとの休暇希望表を年間の休暇希望表に変更し、活用を開始した。 

・年休取得に対して、各部署のワーキングメンバーが声掛けをし、取得状況を確認した。 

・優先的に休暇希望が入る、自分で設定した自分の記念日休暇をつくった。 

 

常滑市民病院

29



 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

・以前より夏季休暇（7 月から 9 月）５日間＋有給休暇２日取得の推進をしている。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・平成２４年より日勤帯だけではあるが、定員 8 名、対象 3 歳未満の院内託児所を開設した。 

 ＋ 看護ケアの充実 

看護補助員が活用できるシステム作りに着手した。また、看護職がいきいき働き続けるための業務改善

にも着手した。 

・補助職員を看護チームに組み込み申し送り、チーム会議への参加を促した。 

・看護補助員が、院内の技術研修で受けた技術を、看護師とともに実践できるような勤務体制を組んだ。 

・ＷＬＢワーキングチーム会に補助員が参加し、協力体制の検討を続けていく。 

 ＋ キャリア支援 

中堅職員向けの研修を企画し運営した。 

・中堅職員のモチベーションを上げるためにはどうすればよいか、ワーキンググループメンバーで話し

合いを重ね、看護師長のかかわりが重要という結果を、看護師長・主任に報告した。 

・看護師長・主任に向けたモチベーションアップのための研修会の開催。 

・今年度末に中堅職員に向け、外部講師によるモチベーションアップのための研修会開催予定。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

・看護ガイダンスへの参加や、４校の看護学校より実習生を受け入れている。 

・毎年、臨地実習指導者講習会への受講や、受講後の伝達講習会を開催し、実習環境を整えている。 

・中学校・高校への職業説明会や、職場体験を受け入れている。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・休日夜間救急外来の勤務体制を、夜勤 16 時間の交代勤務に変更した。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

「インデックス調査の追加調査」： 

正規職員を対象に、特に不満の多かった 6 項目の内容と“自院のいいところ・改善すべきところ”を

記述式で再調査し具体的な不満要因について明確にした。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

豊橋市民病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

豊橋市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

810 床 7 対１ 

- - 

10 床 7 対１ 

- - 

- - 

85.7% 

1913 人 

13.1 日 

695 人 

809 人 

709 人 

- 

100 人 

74 人 

36.5 歳 

11.0 年 

38 時間 45 分 

10.9 時間 

４週８休制 

128 日 

46.3% 

6.7% 

6.7% 

8.2% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

信頼に応える技術、人に優しい思いやりのある心、地域に開かれた安らぎのある病院 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

生命の尊厳と人間性を尊重した看護の提供に努めます 

安全、安楽を基本に患者さんに安心していただける、優しくあたたかい看護を目指します 

住民のニーズに対応した適正な看護を提供します 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜インデックス調査の結果より＞ 

経営・組織について：仕事の内容と給与が妥当でないと 76.5％が答えている。能力開発のための支援がある

と 66％が答えている。職員を大切にする組織ではないと 61.8％が答えている。看護ケアに費やす時間は 60％

以上が不足感を示している。 

上司について：上司との関係は 60％以上が概ね良好と答えている。 

現在の仕事に対する自己評価：自分の能力を活かせる仕事であると 70％以上が答えている。「自分の能力向

上の機会になっている。将来像につながる仕事である」と思っているのは 43％である。 

労働環境について：有給休暇消化率 51％。有給休暇がとりにくいと 80％が答えている。超過勤務時間の平

均は 11.8 時間。施設調査では 9.7 時間で差がある。有給休暇消化への関心は高いが、各自が消化した日数を

把握していない。83％が連続した休みが取れない、70％が勤務表の希望が通らないと答えている。72.9％の

職員は、定時に業務終了できない。 

現在の働き方及び生活への満足度は低い。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

・福利厚生、制度についての認知度が低い 

・定時で帰れない環境。大切にされていないと感じている職員が多い 

・年休がとりにくい 

・看護ケアに費やす時間が少ない 

 

３年後の 

ゴール 

お互いを認め合う「お互い様」精神が根付き、職員が大切にされていると感じられる職場環境になる 

１）ベンチマーク「制度認知に対する指標」の項目が 50％となり、利用したい制度を活用できる 

２）看護ケアに費やす時間を確保し満足度が高くなる（40％→60％） 

３）「看護職員を大切する組織である」と感じられる（35.9％→60％）） 

４）「労働環境について」の評価が上がる（各項目 50％） 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
１）職員に制度が周知でき、利用したい制度を活用できる体制作り 

２）多様な勤務形態を導入し、夜勤前 11 時間を確保するための検討 

３）業務内容を見直し「ＨＯＰＥ・ＨＡＰＰＹ・ＨＡＲＭＯＮＹ」への取り組み 

1年間の取り組み 

１）当院の制度の周知と浸透を図る 

①職員への制度の周知と利用方法の検討  

②制度の説明会 

２）働きやすい職場風土作りの具体策の検討 

①定時に業務終了するための業務改善  

②時間管理の意識づけ  

③働きやすい勤務形態について検討 

今後４カ月の 

取り組み 

１）WLB 推進事業の位置づけ･目的を全体向けに説明し理解を得る 

（ＷＬＢ取り組みキックオフ宣言） 

２）ワーキンググループの立ち上げとメンバー構成 

・制度グループ 

利用している制度についてワーキングメンバーとヒアリング調査 

周知のための体制作りの検討 

・業務グループ 

定時に終われない現状の把握 

時間外勤務を減らすための取り組みの検討 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

WLB 推進プロジェクトチームを立ち上げ、メンバーを看護局長・人事科長・人事科長補佐・業務科長補

佐・看護師長・事務職で構成した。毎月第２火曜日を定例会とした。 

WLB 推進プロジェクトチームの下部組織として、制度グループ（人事科長・人事科長補佐・看護師長・

主任・スタッフ・事務職：定例会 第３木曜日）、業務グループ（業務科長補佐・看護師長・主任・ス

タッフ：定例会 第３木曜日）を設けた。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

当院で利用されている制度について、ワーキングメンバーでヒアリングを実施した。それぞれのライフ

ステージ毎に必要としている制度、使える制度について検討した。 

・「制度の手引き」を作成し配布した。 

・院内 LAN に掲載している「福利厚生説明」を印刷し、冊子として各部署に配置した。 

師長・主任を対象とした制度説明会の検討をした。 

「キックオフ宣言」を行ったが、開催日数や時間帯に問題があり、参加人数が少なかった。そのため、

看護職全員に周知するために「WLB ニュース」を 2 ヶ月毎の定期発行とした。 

周知活動を行った結果、院内で周知されている制度、認知されていない制度が明らかになった。 

・ライフステージ毎に利用できる制度一覧「Hope・Happy・Harmony サポートガイド（正規職員用、嘱

託・パート用）」を作成した。サポートガイドについては師長会で説明し、その後 師長が自部署でス

タッフに伝達講習を行った。                     

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・夜勤専従勤務、2 交代勤務、正循環勤務について制度グループで学習会を行い、それぞれメリット・

デメリットを話し合った。その中で、当院の課題である勤務と勤務の間隔を 11 時間以上確保するた

めにはどうしたらよいかを検討した。「看護する自分たちが健康でいること」「働き続けられる職場環

境を目指す」の 2 点を目標とし正循環勤務を組合と協議を重ね、試行することにした。日本看護協会

の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」による正循環勤務は、就労時間数による問題

があることや、正循環勤務のみでは人員的に不可能なため逆循環との混合勤務とし、モデル病棟 3 部

署で平成 26 年 12 月～平成 27 年 3 月まで実施した。現在、モデル病棟 3 部署にアンケート調査中で

ある。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・定時に業務終了できない要因を調査した。日々リーダーによる業務調整が出来ない事に対し、総括す

るリーダーを中心に業務調整ができる体制作りについて検討した。この体制を「司令塔・業務整理大

作戦」とし、5 病棟にて実施した。H２６年 4 月に全部署にて実施予定である。 

・日勤残り番の超過勤務が日常化している事に対し、遅番シフト及び日勤深夜入りの時間年休利用を検

討中である。 

・平成 26 年 10 月より「司令塔業務調整大作戦」を一般病棟 15 部署で導入を始めた。また部署向けの

啓蒙活動として「みんなで定時に帰ろう！」とネーミングしたポスターを作成し、全部署に配布した。 

・超過勤務時間になってしまう項目として、記録・持参薬処理・ベッドコントロールが上がった。                     

①記録については、重複記録見直しのための記録の監査・記録短縮のためのテンプレート作成・記録

にかかる時間の調査を行っている。②持参薬処理については、入院期間に見合わせた持参薬の管理の

取決めを行った。③ベッドコントロールについては、毎朝、師長による院内全体のベッド調整カンフ

ァレンス「Starting Support Conference：SSC」を平成 26 年 5 月より実施している。 

・日勤深夜入りの時間年休利用について 2 月より開始した。時間年休の取得が増加した部署もあるが取

得できない部署もあった。しかし、深夜入りのスタッフが早く帰るための業務調整や声を掛け合う、

時間を意識した報告ができるようになった。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 
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 ＋ 有給休暇の取得促進 

日勤残り番の超過勤務が日常化している事に対し、遅番シフト及び日勤深夜入りの時間年休利用を検討

中である。 

・日勤深夜入りの時間年休利用について 2 月より開始した。時間年休の取得が増加した部署もあるが取

得できない部署もあった。しかし、深夜入りのスタッフが早く帰るための業務調整や声を掛け合う、

時間を意識した報告ができるようになった。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

勤務予定表作成の時点で、隔週の土日が連続した休暇になるような勤務体制である。 

6 月 15 日～10 月までの 4 か月半の間に夏季休暇 5 日の休暇制度がある。看護職では、61%(401 人）の

職員が 5 日から 7 日の連続した休暇を取得できた。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・育児休業中のスタッフと育児休業復帰者との情報交流「ぶっちゃけトーク」を年 2 回（7 月・11 月）

開催した。 

・2 月 16 日から 18 日までの 3 日間、育児休業復帰者への研修会（WLB 事業について、看護実践の実

際について、電子カルテ操作について、感染対策についてなど）を開催した。参加者（延べ人数１５

名） 

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・平成 25 年度から夜勤 8 回を超えた勤務者に対して、夜勤手当以外に一回 1200 円の支給を実施し、

さらに平成 26 年度からは増額し一回 1500 円にした。 

・育復者で夜勤可能な職員には、子が 3 才になる 3 月まで夜勤回数を４～５回としている。 

・平成 26 年度の復帰者 26 名中 8 名が夜勤を 4～５回行っている、18 名が就学前までの夜勤免除者で

ある。また、子育て中の職員に対して部分休業制度があるが、現在、最長 2 時間取得している職員が

56 名申請している。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

平成 20 年度よりメンタルヘルス対策として、新規採用者、育復者、昇格者、中途採用者、中途異動者

に対して保健師による定期面談を行っている。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

豊橋ハートセンター 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

豊橋ハートセンター 

愛知県 

医療法人 

 

130床 10対１ 

- - 

- - 

- - 

- - 

50% 

210人 

10日 

54.6 人 

95人 

59人 

18人 

18人 

10人 

39.8 歳 

4 年 4か月 

40時間 

40時間 

４週８休制 

120日 

35.2% 

6.5% 

4.9% 

16.3% 

有 

2 年目 

- 

豊橋ハートセンター
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

循環器疾患治療の「最後の砦」としての医療を実践する。 

 ・患者様に優しく心温まる医療を行う・患者様中心の医療の提供を行う 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

・職員がそれぞれの立場で達成感や満足感が得られる職場作り 

・マグネットホスピタルを目指す(すべての職員がここで働きたいと思えるような職場作り) 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

「強み」 

・医療水準が高く知名度が高い・雇用形態が色々ある・３病院がある(名古屋・岐阜・豊橋）・地域に対する

貢献度が高い・看護師の平均年齢が高い(スキルや技術が高い)・コメディカルのレベルが高い・研修に参加

しやすい(６４％)(サポート体制の充実)・看護学生対象の無料国家試験対策講義を年 4 回実施している・託児

所がある・現在の仕事は自分の能力向上の機会になっている（68.9％） 

「弱み」 

・ルール整備の不足(就業規則を知らない人が多い)・残業が多い。(78.7％)・正規雇用とパートとの差がある

(休みが取りにくい)・コメディカルの負担が大きい・夜勤回数が多い(63 名中 17 名の夜勤可能者) ・働き方

には満足していない・自分の職場の意見を主張しお互い様の精神に欠ける・有給休暇取得率が低い。・看護ケ

アに費やす時間が少ない(82％)・メンタルに対する支援がない・中堅看護師(35 歳から 39 歳)に上司の考えが

十分理解されていない→中間管理職(中堅看護師)と上司とのコミュニケーション不足・若い人(25 歳から 39

歳)は上司が意見を聞いてくれないと思っている 

「機会」 

・認定看護師などの教育のチャンスがある・院長がたくさんの将来構想を持っている・移転構想がある・脳

外科の診療開始・TAVI の認定施設である・多職種間での意見交換の場がある 

「脅威」 

・突発的なミッション・災害は発生時の危機的状況に陥る可能性あり・増床に伴う看護師不足・看護師の不

安・看護師募集の「目玉」がない・看護師の平均年齢が高い・若いスタッフの結婚や妊娠・医療事故発生時

の対応の不備・後継者問題に不安がある。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

①ルールや規則整備の不足→就業規則の周知不足 

②働き方に満足していない:残業が多く夜勤回数が多い。ケアに費やす時間が少ない。 

③上司と中間管理職（中堅看護師）のコミュニケーション不足（若い人ほど上司は話を聞いてくれないと感

じている。中堅看護師には上司の意見が十分理解されていない） 

 

３年後の 

ゴール 

①職員の制度認知に対する指標が 2 倍にふえる 

②「定時に帰れない」→現状 78.7％を 50％に減らすことができる・「夜勤回数」を５回に減らすことができ

る・「看護ケアに費やす時間が少ない」→82％を 50％に減らすことができる 

③上司に対するインデックス調査の結果が 50％に改善することができる。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3 年間の取り組み 
１．職員の制度認知ができる・公平な有給休暇の取得ができる 

２．業務整理を行い、「働き方に満足していない」を６３．９％→５０％に減らすことができる 

1 年間の取り組み 
１．活用出来る制度・規約について、いつでも閲覧できるシステム作り 

２．時間外削減に向け、各部署単位で意見交換と業務の見直し 

３．問題意識が強かった中堅看護師とのヒアリング（目標管理シートを活用して） 

今後４カ月の 

取り組み 

・WLB の取り組みを院内に周知する。（業務改善委員会や他のコメディカルも巻き込みリンクさせる） 

・スタッフ一人一人が WLB に取り組んでいると言う意識が持てる。 

・師長の意識改革。（○○強化週間や強化月間） 

・スタッフとの面談の実施（勤務形態の見直し、キャリアプランの確認） 

 

豊橋ハートセンター
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

開院より 15 年目、病床数の増加に伴う看護師の確保ができず、残業や夜勤回数が多く休日も少ない状

況であった。業務改善に苦慮していた時、愛知県看護協会の WLB 推進ワークショップ事業を知り参加

することになった。院長、事務長に参加の趣旨を説明し、推進体制づくりの協力を依頼した。 

その結果、朝礼など看護部のみならず病院職員全員に WLB について院長・副院長から話してもらう機

会が多くなった。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・就業規則の見直しを行い、閲覧できるシステムが整った。 

・医療法人澄心会 3 病院合同研修会にて、「医療機関におけるワークライフバランス」講演会を実施し

た（演者：東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長、渥美由喜氏）。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・当院看護師の日勤は 8：30～17：00 である。安静室（カテーテル検査・治療を受ける患者様受け入

れを担当する部署）勤務の看護師は、患者様に 8：10 に来院をお願しているため、30 分の早出残業

を恒常的に依頼していた。業務の見直しを行うと共に、早出勤務（8：00～16：30）を作り、当番制

で早出勤務を行う事で恒常的な残業をなくした。 

・カテ室勤務の看護師に遅出勤務（13：30～22：00）を作り、17：00 過ぎても治療中のカテには遅出

勤務の看護師が勤務し、日勤者は帰宅するようにした。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・スタッフの意見を参考に電子カルテ業者へワークシートの修正を依頼、10 月～内容変更したものを

使用開始した。 

それに伴い申し送り廃止をした。 

・残業事前申告制導入し、時間外残業が発生しそうな時はリーダーに報告し、残っている業務があれば

再分担をして、みんなができるだけ早く帰れるよう配慮をした。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

病棟の夜勤回数を減らす目的で、カテ室専属で勤務していた看護師にも病棟夜勤を依頼、実施している。 

平日夜勤スタッフを増員した（4 名→5 名へ）。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

  

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

  

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

愛知県看護協会男性看護職員の会（JUMP)に参加、当院でも男性看護師の会「スーパーメンズクラブ」

を発足。 

定期的に集まり、交流を深め、男性職員の離職防止に貢献している。 

 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

豊橋ハートセンター
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 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

・病棟勤務者を 3 人１組程度のグループに分け、グループ内でまず協力しあって仕事を進める体制をと

った（小チーム制）。 

それにより日勤リーダーの負担が軽減した。 

 ＋ その他 

「看護管理者の意識改革」 

全体プランより、上司と中堅看護師のコミュニケーション不足が課題となった。ハートセンター3 病院

が看護管理者の教育を共通問題として挙げたのを機に、医師、事務部を含め管理者の目標と教育プラン

を作成して行く予定であったが、看護部は教育ラダーに管理者教育のプランを作成中。4 月より実施予

定。 

 

豊橋ハートセンター
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

名古屋掖済会病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

名古屋掖済会病院 

愛知県 

一般社団法人 

 

495床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

167床 救命救急、小児、特定集中、緩和ケア 

90.0% 

1451 人 

14.4 日 

488.2人 

652人 

578人 

 

7４人 

9６人 

32歳 

7 年 1か月 

38時間 45 分 

4.5 時間 

４週８休制 

121日 

42% 

8.3% 

11.1% 

12.6% 

有 

2 年目 

- 

名古屋掖済会病院

39



２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

えきさい（導き、たすける）の精神に基づき、すべての救急患者を受け入れる基幹病院として、

安心で安全な医療を提供する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

働き甲斐のある病院で、看護専門職としての誇りとやりがいを持ち、仕事と生活をエンジョイす

る 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜強み＞ 

1.現在の仕事に対する自己評価が高い 2.研修参加支援に対してどの年代も満足度が高い 

3.キャリア開発窓口がある 4.若い年齢や高年齢者が上司からの支援があると感じている 

5.若い年齢や高年齢者が看護職は大事にされていると感じている 

6.時間外が５時間未満の比率が高い 7.若い世代でケアに時間がとれていると感じている 

8.勤務希望がとりやすい 9.腰痛対策を行っている 

10.メンタルヘルス窓口がある 11.医療安全・リスク管理に関する制度の認知度が高い 

 

＜弱み＞ 

1.病院の将来に不安を感じている職員がいる 

2.仕事が終わっても周囲に気兼ねをして帰れないと感じている 

3.上下関係から自由な主張ができない 4.有給休暇が取りづらい 

5.時間外と実態との手当の差がある 6.労使関係・母性保護・育児等の制度の認知度が低い 

7.給与に妥当性があると思っていない 8.健康状態が非常に不調と感じている人がいる 

 

＜機会＞ 

1.現在の仕事は能力向上の機会になっている   2.医療安全教育の機会が多い. 

3.急性期加算 25 対１看護補助加算がとれている 4.WLB 推進事業に参加している 

 

＜脅威＞ 

1.近隣に同規模病院が多数ある 2.育休終了後にパート希望の職員が多い 

3.当院での勤務年数 3 年目以下が半数近くおり、労務管理制度の周知が低い 

4.今の勤務先に長くいたいと思えない人がいる 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

1.制度認知（人事･母性保護･育児･介護･労働条件）の低さ 

2.有給休暇が自由に取れていない      3.勤務表作成基準があるが曖昧 

4.時間外の実態との差がある        5.健康状態の不調 

6.主張すべきことが自由に発言できない   7.生活の満足度に比べ働き方の満足度が低い 

 

３年後の 

ゴール 

1.当院で活用できる制度が必要時にいつでも閲覧でき、活用できる 

2.自由に発言できる職場環境の醸成 

([上下関係にこだわらず、主張すべきことが自由に話しあえる]（47.5%→70%）) 

3.有給休暇取得日数を増やす 

(9.1 日(48.9%)→12 日(60%) (リフレッシュ休暇を含む) 

4.定時で終えることができ、適切に時間外が申請できる職場づくり 

([定時で終えることができる業務である](36.6%→60%)) 

5.働き方の満足度を 51%→65%にあげる 

6.個々の看護師の就業ニーズに対応した勤務形態の導入 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

・当院で活用できる制度が必要時にいつでも閲覧でき、必要な人が活用できるシステムの構築 

・お互い様の考え方が浸透し、互いを補完しあって有給休暇が取得できる 

・定時で終えることが出来る職場で、適切な時間外申請ができる 

・多様な勤務形態の検討と導入 

1年間の取り組み 
・当院の制度の周知を図る         ・計画的な有給休暇取得の推進 

・時間外について共通認識を図る      ・タイムマネジメントの実践活用と業務改善活動 

・個人のライフステージにあわせた情報を整理する 

今後４カ月の 

取り組み 

・WLB の推進(WLB の周知、WLB の見える化、ワーキングチームの立ち上げ) 

・労務管理制度(労働条件・母性・育児・介護等)の洗い出しと、周知項目・検討項目の確認 

・インデックス調査の結果を説明し、師長の意識統一を図る 

・有給休暇取得促進の周知         ・職場環境改善の検討 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

・看護師確保の目標が達成でき、量から質への転換期を迎えた。看護職員一人ひとりが働きがいのある

病院で、看護専門職として誇りとやりがいを持ち、仕事と生活をエンジョイできる職場づくり、即ち

WLB を実現する機会と考え WLB 推進統括チーム（看護部長・副看護部長・看護師長・事務部次長・

情報管理部主任）を結成し、本事業に参加した。病院幹部にキックオフ宣言後、院内全体の取り組み

として看護部から活動を開始した。 

・「ワーキングチームの立ち上げ」：看護師長による労務管理と職場環境改善の２チームを立ち上げた。

両チームと推進統括チームの進捗状況等の会議を毎月実施している。また労務管理チームには有給休

暇と Q&A、職場環境改善チームには一般病棟と特殊単位の下部チームを設け、主任看護師を加え計画

的活動を実施している。今後は、スタッフを活動に巻き込むことが課題である。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・「WLB の周知」：初年度は、病院幹部にキックオフ宣言後、看護師長と主任看護師をはじめ看護職員全

員に、WLB の基本的考え方とインデックス調査の概要説明及び意見交換を行った。また、労務管理チ

ームは、労務に関する専門用語とインデックス調査の注釈集を作成した。2 年目のインデックス調査

では、９１％の回答率となった。 

・「WLB の見える化」：院内 LAN 上でインデックス調査結果・課題・取組みシート・議事録・広報・労

務管理知識編(看護協会出版物）・制度周知と制度利用ができるように ｢WLB 支援に関する制度の有無

と制度認知及び制度利用希望状況の 84 項目の注釈集作成」などを閲覧できる環境を整備したことで、

これまでの経過、進捗状況、看護協会での報告等リアルタイムに閲覧できている。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・「特殊単位」：これまで 3 交代、変則 2 交代（12 時間夜勤）などを取入れ、現在、個人の希望を考慮

し 3 交代が混在しているが、16 時間夜勤が主流となっている。今回職場環境チームから提案され平

成 26 年 5 月より初療室では 12 時間夜勤の試行を終え検討段階である。 

・12 時間夜勤の 2 交代を実施することにより、看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン「勤

務編成の基準」11 項目を 3 項目から 7 項目の遵守となった。・日給者には、3 時間から数十分刻みで

20 種類以上の勤務者が存在する。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

・病院の就業規則には、短時間正職員制度は存在するが、他部門に比較して看護師からの利用申し出は

少ない。 

・今後は利用促進への取組が課題の 1 つである。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・「職場環境改善チーム」：タイムアウトのルールを作成し実施。同時にノー残業デーの普及に取組み全

病棟が実施している。また 9 病棟が時間内病棟会議を行い、結果年間の総時間外２６％減少、1 人当

たり年間約 52 時間の時間外が 37 時間に減少した。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

・ ｢一般病棟チーム」：看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン「勤務編成の基準」11 項目の

遵守に取り組むこととした。 

・「特殊単位チーム」：初療室の 12 時間夜勤体制を平成 26 年 5 月から試行を行い、今後に向けて検討

中である。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

・「有給休暇チーム」：職場環境改善チームにより、誕生日休暇などのアニバーサリー休暇取得の推進や

統括チームによる勤務表作成基準の見直しと有給休暇取得状況を公開するなど積極的取得に向けて

啓発活動を実施した。2 年目に入り労務管理チームに担当を変更し、有給休暇の計画的付与を提案、

実施方向で進んでいる。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

・現在勤務作成上のルールとして土日の連続休暇は毎月入れることとなっていて、実施している。長期

休暇は、夏期休暇を含み 7 日～10 日程度の休暇を多くの看護師は取得している。 
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 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・「Q&A チーム」：インデックス調査結果から労務に関する要望が高い子育て、介護について「プレママ」

「育ママ」「育メン」「介護」それぞれのパスを作成段階である。電子カルテ上から制度の閲覧および

Q&A を確認することができるシステム作りを行い、長く働き続けられる支援として着手している。 

・託児所の利用者の希望を受け、休日祝日、夜間利用拡大をした。 

 ＋ 看護ケアの充実 

・認定看護師（感染・皮膚創傷・摂食嚥下・緩和等）がコンサルテーション手順に基づき横断的に活動

したり、専門領域の勉強会を続けている。 

・糖尿病看護外来とストーマ看護外来開催日を増やした。 

 ＋ キャリア支援 

・新人教育制度はもとより、1 段階～6 段階の教育プログラムや受講者のニーズに則したトピックス研

修、認定看護師会が開催する専門分野の研修等、院内では演習を含めた様々な研修を継続している。 

・看護協会等の研修は出張で参加、認定看護師には、病院から支援を受け受講している。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

・看護大学・専門学校には学校訪問を実施、看護フォーラムへの参加、病院内ではインターンシップを

実施し看護師確保をしている。 

・定着では、育休明けの復帰支援等個々看護師の WLB を考慮し託児所の確保、夜勤免除、勤務形態、

勤務場所等対応している。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・看護師がベッドサイドケアに専念できる環境づくりとして、薬剤師の病棟常駐、検査技師による早朝

病棟採血、業者によるベッド清掃・ベッドメイク業務を継続させている。 

・夜勤看護師の仮眠時間を確保できるように 4 人夜勤体制を開始した。また看護補助者は土日祝日も早

番・遅番勤務をしている。一部の病棟は夜勤補助者が３６５日勤務している。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

・メンタルヘルス対策は、全看護師に対してメンタルヘルスチェック（１年目は年 3 回）を実施し、カ

ウンセラーが係わりを継続している。 

・全職員を対象に腰痛予防体操を週 1 回実施している。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

・「統括チーム」：インデックス調査からも中堅ナースの負担感が高い結果となった。統括チームは、看

護部長主催の茶話会を 3 回開催し忌憚なく話ができる場を設けた。また主任看護師には、「自由に発

言できる職場環境」とはどのような職場であるか主任看護師自らが日々の行動でを実践するように主

任会で話し合いをした。 

 ＋ その他 

・新人看護師には、月 1 回のつどう会（17 時から 19 時、自由参加）と称し、終業後に軽食付き語らい

の場を設定している。ストレスの発散等の場になり明日への労働につなげている。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

名古屋市立大学病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

名古屋市立大学病院 

愛知県 

公立大学法人 

 

772床 7 対１ 

- - 

- - 

36床 10対１ 

- - 

83.2% 

1819 人 

14.2 日 

665人 

797人 

777人 

- 

20人 

52人 

30.1 歳 

7 年 3か月 

38時間 45 分 

9.5 時間 

４週８休制 

128日 

55% 

13.6% 

11% 

13% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

当病院は、地域の中核機関として、高度かつ安全で開かれた医療を提供するとともに、質の高い医療人を育

成します 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

働きやすい職場環境を実現して、職員が定着するマグネットホスピタルとなる 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

【 病院・大学 】 

１．子育て支援・介護の制度はあるが、多様な勤務形態（フレックス、時間差出勤等）は導入していない 

２．固有職員と名古屋市の派遣職員がおり、名古屋市に準拠した給与体系や規程等の裁量権がない 

３．男女共同参画室にキャリアカウンセリングやワークライフバランスの窓口がある 

【 看護部 】 

１．看護師の平均年齢 30.1 歳。在職年数６年７カ月で 20 代が 63.5%、30 代が 22.8% 

２．離職率 11.3%(3 年平均)で、退職理由が妊娠・出産・結婚＞転院＞家事専念(帰郷を含む)  

３．夜勤は、２・３交替選択制(２交替は１６時間)であるが、ガイドラインへの対応は進んでいない 

４．勤務表作成基準はあるが WLB の観点が弱い 

【インデックス調査の結果 】 

１．看護職員を大切にする職場である（70％）であるが、業務量や給料に不満を感じている者が多く（60％）、今の勤務先に

長く勤めたいと思っている職員が少ない（53％）。 

２．職員は、上司への信頼は高い（49％）が、主張すべきことが自由に言えない（50％）。 

３．「自分の能力を活かせる仕事」であり、「能力の向上の機会になっている」と思っている職員が多い（56％）が、「自分の

描く将来像につながる仕事である」と思っている人は低い（60％）。  

４．勤務表作成時に個人の希望が通りやすいが、休暇や勤務時間に関して否定的な意見が多い 

５．安全倫理等の規定は浸透していることから職務遂行への意識が高く、「気兼ねなく帰ることができる」、「定時で終えるこ

とができる」と思っている職員が少ない。 

６．労働条件や休暇制度に対する認知度は低い。 

７．休憩時間・仮眠時間が短い結果となっているが、実態がはっきりしていない 

８．働き方、生活に関する満足度は高いが半数である。 

９．体調不良の自覚症状としては、肩こり・倦怠感・腰痛・疲れ目等で、40 歳以上になると健康への不安が高まる傾向にあ

る。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

１．WLB の基本的な考え方を浸透させて、言えない、帰れない、休めない職場風土をお互い様の風土に変える 

２．現行の制度の認知度を高め、利用を促進する必要がある 

３．夜勤交代制ガイドラインに沿った勤務制度や柔軟な制度を整備し、健康で働き続けられる環境を提供する 

 

３年後の 

ゴール 

１．職員が WLB の基本的な考え方を理解し、お互い様の風土となっている 

１）主張すべきことを自由に話し合える、気兼ねなく帰ることができるの“そう思う”の比率を 10％上昇する 

２）現在の働き方に満足するが 50％以上となる 

２．労働環境の見直しにより、健康で働き続けられる勤務体制が確立できている。 

①時間外勤務（現在 10.6 時間→7 時間 ） 

②ガイドラインに沿った夜勤・交替勤務の 11 項目の中で 4 項目のクリアを 9 項目にする 

３．職員がライフサイクルに合わせて、制度を利用して休暇をとれている 

１）希望に合わせた休暇取得ができる 

①職員全員が、年次休暇取得を 10 日間取得できる 

②連続した休暇の回数が増える（夏季休暇以外で 4～5 連休を 1 回以上） 

２）制度を理解し、有効活用できている 

①子育て支援に関する休暇（子の看護）の取得者数の増加（3 名以上）  

②男性職員の子育て支援に関する休暇の取得の増加 

③家族看護（有給）の取得者の増加 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
１．WLBの基本的な考え方を周知し、お互い様の職場風土を醸成する 

２．現行の勤務体制の見直しにより、新たな勤務体制を確立する 

３．必要時に休暇が取得でき、仕事と生活の調和がとれる 

1年間の取り組み 
１．ＷＬＢの理念の浸透とお互い様の風土醸成の具体策を実施する 

２．新たな勤務体制の導入に向けての具体策を実施する 

３．制度の周知と有効な休暇利用に関する仕組みづくりをする 

今後４カ月の 

取り組み 

１．ＷＬＢの基本的な考え方の周知と推進体制づくり 

１）プロジェクト体制づくり ２）追加アンケート調査（インデックス調査での不足分） 

３）方針説明会の実施（キックオフ） 

２．現行の勤務体制の実態調査と対策の検討 

１）12 時間夜勤の検討 ２）アンケート調査の準備 ３）休暇取得に関する工夫と検討 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

看護部長より病院長・事務課長へアクションプランについて説明後、看護部長・副看護部長・看護師長

3 名事務職員 2 名でＷＬＢ推進プロジェクトを発足した。4 か月間の取り組みでは、看護部ＷＬＢ推進

委員会が中心に活動した。 

ＷＬＢ推進のための体制作りでは、病院執行部会で、活動の主旨と取り組み内容について賛同を得た。 

＜26 年度＞ 

看護部ＷＬＢ推進委員会を中心に、各アクションプランごとに 3 つのグループを再編成した。（お互い

様・身体に優しい・仕事と生活のバランスグループ）各部署には、ＷＬＢ担当者を配置し、部署での具

体策の推進が図れるようにした。 

大学全体でのＷＬＢの取り組みとして、看護部長が男女共同参画推進センターのＷＬＢ担当委員とし

て、病院全体での推進活動を開始した。（病院他職種のインデックッス調査） 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

ＷＬＢの基本的な考え方の周知に取り組み、師長会と主任会への説明後、全看護職員対象に“ＷＬＢを

知る会”を 10 月 25 日から 5 回開催した。参加者は 613 名（参加率 86％）あり、不参加者については

師長が内容を伝達した。参加者アンケートでは、94％がおおむね理解できたと回答した。また、大学の

男女共同参画室主催のシンポジウムで、看護部長が現在の取り組みを発表し、大学内へ周知し賛同を得

ることができた。 

・働きやすい職場環境を整えるための基盤作りとして、WLB の基本的な考え方は周知できた。 

<26 年度＞ 

ＷＬＢの広報活動として、ＷＬＢ新聞の発刊を計画し、6・9・11・2 月に発刊し、ＷＬＢ推進活動を職

場に周知していった。各種制度に関する情報をまとめたファイルを各部署に配布し、利用できる制度に

ついて電子情報以外でも、すぐに確認できるようにした。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

<26 年度＞ 

勤務開始時間の変更等、職場の状況に合わせて、勤務形態を追加できるかどうかを事務課と検討した。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

気兼ねなく帰ることができるように、各部署でＷＬＢ担当者が中心となって「業務終了宣言」や「残り

業務の調整（依頼）」を行っていった。日常業務を見直し、チーム内で業務調整することで、超過勤務

時間を削減できた部署もあった。 

同時に、休憩時間の確保について取り組み、昨年度の調査で平均３５分であった休憩時間は、４０分前

後となった部署が増えていたが、休憩の中断により、そのまま業務を続けていることが多いことがわか

った。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

勤務体制の見直しの基本となる「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」について、師長検討会で検

討し、ガイドライン 1 項目毎に当院の現状と比較して師長間で意見交換した。その後、３部署で話し合

いを実施した。また、夜勤体制については、委員会内で 12 時間夜勤の仮勤務表を作成し、勤務時間に

ついて検討した。休憩時間と仮眠時間の実態を知るために、勤務実態調査を 12 月に 8 日間実施した。 

＜26 年度＞ 

ＷＬＢ担当者会で、他施設での勤務パターンについて紹介するとともに、8 月に３回、夜勤交代制ガイ

ドラインの学習会をＷＬＢ担当者と希望者に実施した。その後、各部署で夜勤についての意見交換会を

実施した。夜勤時間の変更については、１２時間夜勤は２部署で、変則３交代での１２時間夜勤が２部

署で賛同する意見があったが、長日勤への不安から否定的な意見も多かった。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

年次休暇は、年間 10 日の取得を目指しているが、部署間での取得日数の差があった。制度の周知によ

り、子の看護休暇や家族看護等の特別休暇の取得は増加した。現場の意見を得るため、それぞれの段階
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別に対象者を集めて意見交換会を実施した。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

子育て期の意見交換会は、2 回開催し 56 名が参加し、不安や悩み等を共有することができた。男性職

員とは、男性看護師会を活用して意見交換会を実施し、今後も継続していく予定である。 

<２６年度＞ 

子育て中の職員と妊娠中の職員を対象にランチョンセミナーを２回開催し、５６名の参加があった。産

休育休に関する制度の説明後に意見交換を行い、参加者からは好評であった。 

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 

リリーフ体制基準を作成し、８月より、リリーフ体制を開始した。当直師長が作成した案に基づいて、

副看護部長が各部署の職員状況に合わせてリリーフを決定している。開始当初は、不安もあったが、徐々

に浸透し、年末年始も実施することができた。 

リリーフ体制の実施を通じて、お互い様の職場風土が、少しずつ浸透してきているのではないかと考え

る。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

名古屋大学医学部附属病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

名古屋大学医学部附属病院 

愛知県 

国立大学法人 

 

985床 7 対１ 

- - 

- - 

50床 10対１ 

- - 

85.2% 

2400 人 

13.9 日 

884.6 人 

1042 人 

984人 

- 

58人 

64人 

31.1 歳 

7 年 6か月 

38時間 45 分 

10.6 時間 

４週８休制 

126日 

35.5% 

13.2% 

10.4% 

13.7% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

よりよい看護サービスを提供するために愛しく温かく安全な看護を提供する 

地域の中核病院として高度先進医療を提供する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

＊仕事と生活を両立できる労働環境を整備し、働き続けられる職場になる 

＊キャリアが継続でき経験知の高い看護師が定着する 

＊個々のキャリア形成を支援し、看護職として地域社会貢献できる人材が育つ 

＊獲得した臨床実践能力が評価される新しい人事労務の仕組みを構築する 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

1．経営・組織について 

①看護師を大切にする組織⇒47％が肯定だが、25 歳～49 歳までは 50％以上がそう思わない。 

⑭仕事の量と内容に対して給与は妥当⇒66.7％が否定的である。始業前勤務 1 人当たり 24 分／日、持ち

帰り仕事は 45％で平均 5 時間、残業は 88％で平均 13.7 時間／月である。 

2．現在の仕事に対する自己評価 ⑮将来像につながる（47.1％）⇒キャリアラダ―が進んでいない。 

3．労働環境について ⑤気兼ねなく帰れる（42％）⇒帰りづらい雰囲気がある 

⑲有給休暇が取れる（25.8％）⇒年休消化率 33.3％（1 人 6.3 日／年、夏季休暇 5 日） 

4．満足度  ㉓働き方に満足（36.7％）⇒満足度が低いのは 25～49 歳（約 30％） 

5．その他  介護休暇制度等の有無や詳細を知らない。管理者も知らない。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

・急激な人員増加により看護部の方針・取り組みが 1 人 1 人の職員に伝わりにくい 

・急性期化、職員の低年齢化により中堅以上の職員への負担が多く勤務継続希望が少ない 

・定時帰宅・希望する時に有給取得ができていない 

・就業前残業や持ち帰り仕事が多く、仕事量と内容に合った給与が支給されていると思う職員が少ない 

・各自のライフステージにあったキャリアパスが開発段階であるため将来が見えにくい 

・子育て支援対策が進んでいないため、結婚・出産後の勤務継続ができにくい ・制度の認知度が低い 

 

３年後の 

ゴール 

①1 人 1 人の看護師が病院・看護部の理念や方針を理解できる 

②キャリアパスが完成し、「現在の仕事が将来像につながる」と思う 30 歳以上が 50％以上になる 

③「今の勤務先にできるだけ長く勤めたい」人が 50％以上になる。 

④退職率が 10％未満になる。 

⑤超過勤務を 10 時間以内にする。 

⑥有休取得率を年 10 日取得できる。 

⑦子育て・介護など制度が拡充され、お互いさまの職場風土になる。 

⑧多様な勤務形態ができ、勤務継続の選択肢が広がり、働き続けられる職場になる。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

①獲得した臨床実践能力が評価される新しい人事労務の仕組みの完成 

②人材確保対策の継続的な取り組み 

③働き続けられる制度の活用推進と改善の取り組み 

④お互いさまの職場風土を作るための取り組み 

1年間の取り組み 

①記録の効率化と記録時間の短縮 

②情報発信・・ネット配信、メール 

③年間の休暇取得計画の立案     

④管理者教育 

⑤超勤の実態調査 

⑥24時間保育所の開設準備・設置 

⑦教育体制の見直しと完成 

⑧子育て支援対策の検討 

⑨多様な勤務形態の検討  ⑩人材確保対策 

今後４カ月の 

取り組み 

①WLB推進プロジェクトの立ち上げ 

②職員全体へのWLB事業取り組みキックオフ  

③師長会グループワーク・・ＷＬＢ調査結果の報告、分析、改善策の検討 

④提案改善策の実施方法の検討（看護部・部署での取り組み） 

・就業前残業を無くすための情報収集 

・各自が時間管理を行い、協働しかつ気兼ねなく帰れる職場作り ・ノー残業デイの実施 

・既存勤務時間帯の有効利用 ・記録の見直し・・内容や記録方法など  ・看護部ニュースの発行 

・管理者研修・・労務管理、就労規則について  ・看護助手や病棟クラークの雇用を見直す 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

病院全体の WLB 推進チームとして運営委員会(病院長・看護部長他)をおき、その下に看護師 WLB 実行

委員会（副部長１名、師長３名）を設置した。実行委員会の下に看護師 WLB プロジェクト（副部長１

名、師長３名、副師長３名）、看護サービス委員会、電算委員会、応援体制プロジェクトを設置した。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

テーマ「しっかり働き、ゆっくり休む、効果的に働くワークスタイルの確立」、スローガン「見直そう

仕事時間、見つめよう自分時間」で取り組みをアピールし、各部署のアクションプラン、実施状況のま

とめを発行し、管理者間の情報共有と啓発活動をした。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

・多様な勤務形態を導入し、退職した職員の再雇用を促進した。 

・多様な勤務時間形態を導入することで退職者の再雇用希望者の増加、部署間の応援体制の実施により

急な病欠や繁忙状態に対して支援体制ができた。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・始業前残業の削減、タイムアウト制の実施、勤務管理（ノー残業デイ、管理者の時間外会議日の遅番

勤務）について各部署でアクションプランを作成し、実施状況を調査した。 

・「残業時間の削減：業務整理（記録時間の短縮）」：看護データベースの必要時入力、看護サマリーは

継続ケアに重点を置いた内容に簡略化し、看護指示のセット化など、病院長采配で予算獲得ができシ

ステム改修を進めた。 

・始業前残業の削減、タイムアウト制（残務調整、タイムアウト制）の実施により、時間管理に対する

スタッフの意識が高まった。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

・夜勤の仮眠時間の確保：現状の仮眠時間・食事時間の確保状況を調査し、結果を各部署に戻し、仮眠

が取得できなかった理由を各部署で確認した。その結果で、夜勤中の仮眠時間の確保のための対策と

ルール作りを行う予定。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

・計画的な休暇取得の推進：夏期休暇や 7 対 1 の維持など各種データを基に年間の休暇取得計画を提示

した。 

・リフレッシュ休暇・アニバーサリー休暇の取得：リフレッシュ休暇は今年度より、入職 8 年目、10

年目、15 年目、20 年目の看護職員に 2 日間連続の休暇取得、20 年目以上の看護職員に 26 年度また

は 27 年度の内に 2 日間連続の休暇取得を計画した。 

・自己研鑽休暇：ラダー2 以上の職員が研修参加希望の場合、優先的に休暇を取得できる。運用や研修

参加費の捻出は検討中。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・妊娠者を対象に、助産師による妊娠中の保健指導と交流会「マタニティママの集い」を開催。 

 ＋ 看護ケアの充実 

「残業時間の削減：業務整理（記録時間の短縮）」： 

看護データベースの必要時入力、看護サマリーは継続ケアに重点を置いた内容に簡略化し、看護指示

のセット化など、病院長采配で予算獲得ができシステム改修を進めた。 

・部署間の応援体制を実施。 

・ＰＮＳを全病棟で導入。今年度の目標は、「ＰＮＳマインドの確立」とし、お互いを尊重し支え合え

る関係つくりと同時にパートナーで効率的な看護ケアの実践を目指した。 

 

 ＋ キャリア支援 
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・ラダーの獲得の支援（ラダー獲得に連動した研修の実施） 

・キャリア支援室の設置と運用。キャリア相談と進学支援の実施。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

・中途採用者の雇用と定着では有経験者交流会を行い、多様な勤務形態を導入し、退職した職員の再雇

用を促進した。 

・多様な勤務時間形態を導入することで退職者の再雇用希望者の増加、部署間の応援体制の実施により

急な病欠や繁忙状態に対して支援体制ができた。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・専門・認定看護師手当を新設 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

・リエゾン看護師によるメンタル相談を開始。 

・メンタル専門の産業医の雇用を開始。（週 1 回） 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

・新人教育体制の見直し：新人のローテーションを 3 クールから 2 クールへ。過去 5 年間の実績から 2

クールでも新人に必要な看護技術の習得が可能であることが分かり、26 年度から 2 クールへ。新人

の異動月を 4 月・8 月・11 月から 4 月・7 月の 2 回とし、10 月以降はフォローアップ期間として 2

クール目の延長とした。これにより、先輩看護師の新人教育や夜勤回数等の負担軽減を図った。 

・オールラウンドサポーターの活用：・今年度から教育専任者の役割として、従来の中央研修の企画・

運営に加え、部署担当を決め、新人の技術チェックなど各部署と連携しＯＪＴ活動も実践することと

した。加えて、担当部署の看護必要度・注射未実施などのチェックを行い部署のサポートを行った。 

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

名鉄病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

名鉄病院 

愛知県名古屋市 

会社（名古屋鉄道健康保険組合） 

 

373床 7 対 1 

- - 

- - 

- - 

- - 

82.0% 

860人 

13.8 日 

280人 

351人 

323人 

0 人 

28人 

40人 

29.8 歳 

7.2 年 

40時間 

5､5 時間 (5/11~6/10 間での 1 ヶ月平均) 

1 ヶ月 10休制+完全週休 2 日制 

121日 

75.3% 

8.2% 

10.6% 

16.0% 

平成 25 年から 

2 年目 

‐ 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

名古屋市西区に唯一の二次総合病院であり、地域医師会との連携と近隣の三次救急病院への橋渡しの役割を

担う。 

病院理念： 名鉄病院は医療倫理を守り、良質な医療を提供いたします。 

看護部理念：看護部は患者さまの権利と看護倫理を守り、満足していただける看護をいたします。 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

○急性期医療の充実と健康診断の強化・・・二次救急医療の更なる活性化、健診と診療のパッケージ 

○専門性を進展したチーム医療の導入・・・医療のチーム化 

○連携強化・・・他施設との連携強化 

○職場環境の再構築・・・積極的なＩＴ化と教育制度の充実 

○看護部門は、社会の変化に対応できる人材の育成に力を入れ、長く働き続けられる環境を提供し、チーム

医療の要となる。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

○29 歳までの看護師が全体の 72％（1 年目 12.9％・2 年目 13.3％・3 年目 11.2％）を占めており、 

 30 歳・40 歳代の看護師が 27％（平均勤続年数 7.8 年）という年齢構成である。 

（キャリア自己評価） 

１）働き方に満足していない人が、111／233 名 47.6％いる。 

22～24 歳では 51.1％、25～29 歳では 47.3％が満足していない。 

２）現在の生活に満足していない人が 100／233 名 42.9％いる。⇒30～34 歳では 66.7％が満足していな

い。 

３）「看護ケアの時間が十分にとれていない。」と 60％の人が感じている。 

（経営・組織） 

１）長く働きたくないと思っている人が 62％いる。また勤務先に不安を感じている人が 68％いる。 

２）離職率 平成 24 年度 全体：32 名・10.6％ 内訳：22～29 歳 21 名・65.6％（25～29 歳は 11 名 35％） 

（労働時間・夜勤勤務形態） 

１）時間外労働をしていると 81.9％の人が答えている。 

病棟看護師の８３％は残業をしている。夜勤配慮を希望する人が 60.9%いる。 

（時間外管理） 

１）気兼ねがあり、帰れないと 60％が答えている。⇒看護ケアとは違う理由で帰れない。人間関係、上下関

係も影響 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

１）看護ケアに費やす時間を十分にとることができると考える人は 41％であり、組織の 72％を占める 20 歳

代においては 39.9％に留まる。そのため、やりたい看護ができない、満足感がない、そして不満につなが

る。 

２）能力開発の支援をしてくれると考えている人が 75％いるにも拘らず、将来に不安を持っている人が

66.9％あり、特に 20 歳代 67.2％、30 歳代では 72.7％と若い年齢層に不安感が強い。更に長く勤めたい

と考えている人は全体の 36％にとどまり、年代別では 20 歳代が 30.3％と最低となっている。 

３）仕事量と仕事内容に対して給与は妥当でないと 74%が思っている。25～29 歳では 83・5%が妥当でない

と答えている。その年代はリーダー看護師の役割を任され仕事上での重責を担い、ライフスタイルの変化

と相まって不安定になりやすいと考える。 

４）81.9％が時間外勤務をしており、60％は気兼ねがあり、帰れないと感じている。 

 

３年後の 

ゴール 

 働き続けられる職場をつくる 

①25～29 歳の年代を輝かせる。現在の生活や、働き方に満足している。 

  30～39 歳の構成比率を 14％ ⇒ 20％に維持する。 

  看護ケアに十分な時間がとれると考えている人の割合 41％を ⇒ 60％にする。 

②25～29 歳の離職者が減る。 

  22～29 歳までの正規職員の離職率（H24 年度データ 21 名・65.6％） ⇒ 10 名 30％にする。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

3 年後のゴール項目に向けた取り組みを繰り返し実施。 

職務満足度調査は毎年 9 月に実施する。 

新病棟の完成と電子カルテの導入により、更に業務整理の実施と、人材育成を図り、看護師の定着率を安定

させる。 

1年間の取り組み 

①25～29 歳の人材育成を強化する。25～29 歳をターゲットにする。 

②母性保護、介護、労働時間、人的資源管理制度の周知。 

③職員満足度調査の結果を分析し、課題解決に向けた施策を構築する。 

④２年目の計画を立案する。 

今後４カ月の 

取り組み 

①ＷＬＢの支援策の周知、職員向けの説明会の開催。（3 回） 

②職員満足度の調査を 9 月上旬に実施。 

③残業時間調査、残業の多い部署は早急な業務改善の実施と人員配置を見直す。 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

病院上層部に今回の事業参加の報告を行い、理解と協力を得た。特に人事労務担当者の協力を得ること

ができた。看護部においては各部署責任者を中心に、WLB 推進体制を整えた。 

所属も年代も異なるメンバーで WLB について考えるプロジェクトチームを作り、意見を出し合った。

初回は看護師を続けていくために必要な条件、職場環境について考えた。今後も看護部主導で定例会議

としていく。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・「WLB の基本的な考え方」を看護職員対象に 3 日間にわたり同じ内容を講義形式で説明した。 

人事労務担当者から部署責任者への各種制度の説明は、予定内容のうちの「積み立て休暇制度」につ

いてのみ実施した。 

・勤続 2 年から 8 年目の看護師 27 名で WLB に関するディスカッションを実施し、その意見も参考にし

た。 

・「WLB の基本的な考え方」をテーマに看護職員に説明会を開催したことにより、WLB に関する認知度

が高まった。 

院内 LAN を利用しての支援制度を周知させる方法に取り組み中。院内 LAN を利用し、デジタルサイ

ネージ等を活用する。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

  

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

育児休暇明けの職員の短時間勤務が多く、以前は終業時間の短縮のみだったが、始業時間、就業時間の

両方で適応できるようにした。現在は短時間制度が子が満 3 歳までであるため、小学校入学までの延長

を検討していく。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

残業時間に関しては、当院の勤務体制は 4 週 10 休制のため拘束時間が長い事から、時間外が少なく業

務整理まで至っていない。 

看護補助者にシミュレーション研修を行い、清拭、オムツ交換などの業務に参加し、看護業務を助けて

いる。 

PNS を 2 病棟で試験実施を開始した。超過勤務時間の削減に効果が出てきている。順次拡大する予定。 

タイムアウトの導入検討。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

夜勤看護師の業務負担を軽減するため、ヘルパーの夜勤導入に取り組んだ。看護部内にヘルパー夜勤検

討チームを立ち上げ、業務内容や夜勤環境調整を図り、11 月から導入を実施した。 

一部の病棟では 4 人夜勤を 3 人にできている。（1 名ヘルパーが夜勤を行うため） 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

今ではほぼ 100%近い取得率であり、それを維持するように管理者が勤務配慮している。今後も継続す

る。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

院内保育所の利用枠を拡大した。（定員 30 名・看護師のみ→看護師以外も 3 名受け入れ） 

暴風警報のため、保育困難となった児童の臨時保育のルール化→実際に 5～６名利用できた 

 ＋ 看護ケアの充実 

経営コンサルタントをいれ、業務を見直し、経営改善策を構築するため、検証チームを作った。 

①HCU ②地域包括ケア病棟 ③緩和ケア病棟 ④病床管理 のチームがあり、開設できるようにスケ

ジュールを立て、準備を始めた。そこに参加しモチベーションアップとなり、職員の満足度を上げ、

看護ケアの充実に繋げていく。 
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 ＋ キャリア支援 

認定看護師は毎年 2 名、研修に出すように管理会議で決め、順調に支援できている。（昨年は 4 名） 

臨地実習指導者の研修は名古屋市と愛知県、大学とそれぞれ行ってもらっており毎年６～8 名の指導者

を輩出できている 

看護部の研修費の予算を増やすことができた。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

付属の看護専門学校に病院への就職をアピールするための、企画を実施。 

病院のパンフレットを作り直し、看護師確保のために、ホームページを一新し、定期的に更新する委員

を決めた。 

ナースセンターに登録し、看護師の求人活動を開始。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

「職員満足度調査の実施」： 

職員満足度を実施し、調査結果を看護長・主任でグループワークを行い、ＫＪ法を用いて７つのカテ

ゴリー「給料」「職業的地位」「看護業務」「専門職としての自律」「医師との関係」「看護管理」「看護

師間相互の影響」に分類した。その内容をインデックス調査と比較分析し､30 歳前後の看護師に焦点

をあて課題を抽出した。 

 ＋ その他 

新病棟のオープンに向けての活動に参加することで、モチベーションをアップさせる。 

職員の満足度をあげるため、多くの意見を聞き、意見を取り入れていく。多くのワーキンググループに

看護師が参加している。 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

八千代病院 

取り組み開始年度：平成２５年（取り組み年数：２年） 

１．施設概要 
 

八千代病院 

愛知県 

社会医療法人 

 

316床 7 対１ 

104床 療養病棟入院基本料 2 

- - 

- - 

- 回復期リハビリ、地域包括ケア病棟 

85.5% 

780人 

16日 

206人 

391人 

241人 

57人 

93人 

86人 

33歳 

7 年 1か月 

40時間 

11.9 時間 

４週８休制 

116日 

48% 

8.8% 

11.4% 

7% 

有 

2 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

スーパーケアミックス病院として地域医療に貢献する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

病院で働く職員が働き続けられる環境づくりをめざす 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

①制度の活用が十分にされていない（有給制度、労働時間、産休・育児・介護休暇制度） 

・利用しにくい、わかりにくい、管理者が具体的に知らない 

   インデックス調査結果より） 労働時間を知らない４６％ 

                 制度がわからない ８０％ 

②働き続けることへの将来設計 

職員全体の４０％を占める中堅（４～９年）のインデックス調査結果より 

・ケアに活かす時間がない  ８０％ 

・上司に大切にされていない ６０％ 

 ・能力を活かし、向上ができる風土。将来像につながる仕事と感じている。研修支援に積極的である。 

③健康面への不調・不安 

  不調者３０％ うち 腰痛 ５０％ 肩こり ５０％ 

  仮眠ができない５０％  残業時間 10 時間以内４０％ 20 時間以上２０％、40 時間以上２．７％ 

              →調査結果と実態の時間との間に開きがある印象がある。  

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

①制度の見直し 

・窓口がない、または統一されていない。 

・ＷＬＢの制度を紙面または見える形で存在していない（口頭での説明）。 

・時間外労働の削減（意識的にも） 

 →時間外勤務の調査結果、数値は高くないが、いわゆる「付き合い残業」の傾向がある。 

②ジャネラリストの育成 

・全体の４０％を占める中堅層が、働き続けることへの漫然とした不安を持っている。 

 →放置すると退職をすることになりかねない。 

③健康障害の予防 

・検診後のフォロー（所見者への対応）が十分にされていない。 

 腰痛体操（ボディメカニクス）が必要。 

 メンタル面の研修（外部講師の招くことも視野に）が必要。 

 

３年後の 

ゴール 

①制度の周知 80％ 管理者の周知 100％  

②教育プログラムの確立 ケア時間がない・能力を活かすことができない 60％→８０％ 

③健康不調 30％→10％ 予防研修の定期化 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

１）制度が整備され、毎年管理者向け及び新入社員にＷＬＢ制度及び労働条件について説明会を実施 

２）研修制度及び勉強する機会がある教育プログラムを作成し、ジェネラリストを育成。 

３）健康障害の予防について、健康センターでの検診に基づき、腰痛・肩こりへの事後サポートがされ。ま

た予防の研修等を実施。 

1年間の取り組み 
１）ワーキンググループ及び顧問社労士を含めたチームでの諸制度の作成 

２）決定機関である理事会への諸制度改定の提示・承認 

３）決定後 3 か月をかけて、全部署への説明会実施 

今後４カ月の 

取り組み 

１）ワーキンググループの結成 

２）顧問社労士への計画の説明およびアドバイス 

３）アクションプランのタイムスケジュール作成 

４）決定機関である理事会へのアクションプランの提示・承認 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

WLB 推進ワークショップ事業の取り組みについて病院幹部会・看護課長会の承認を得て活動を開始し

た。WLB 推進体制のメンバーは、看護部長を推進責任者として「楽しく働き隊」看護副部長、看護課長

11 名、総務課長、社会保険労務士で構成した。 

また、アクションプランを実現する為に「制度を知り隊」看護課長 3 名、総務課長、社会保険労務士、

「看護を学び隊」看護課長 4 名、「健康になり隊」看護課長 4 名、衛生委員会、理学療法士の３つのチ

ームを作り、病院全体で取り組んだ。活動内容は、月 1 回のワーキング会議、看護部長から 2 ヶ月に 1

回のやちよナーシングレター発行と看護師意見交換会を実施した。平成 26 年度より WLB 委員会を設置

した。各部署よりスタッフ 1 名を選出し、スタッフレベルで意見が言えることやアイデアを出す仕組み

を作った。前残業に取り組み、実態調査から点滴のミキシングが多かった。点滴の時間を変更し、約 20

分間前残業が減少した。楽しい職場つくりとして、非公式部分の中で「山登り」「フットサル」「野球」

「スキー」等のレクリェーション活動を推進し、多職種と「楽しい職場」を実践している。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・平成 25 年度 12 月に就業規則を見直し、より働きやすい環境をめざし、職員全員が共有できる制度設

計を２月の理事会で承認する予定である。育児に関する制度は、育児休業、短時間勤務所定外労働の

免除、子の看護休暇、介護に関する制度をイントラやちよにて周知徹底していく。 

・WLB 推進していくうちに、看護部だけではなく、病院全体で考える機会になった。 

・社会保険労務士が介入し、就業規則の見直しと周知徹底ができた。看護部長より、3 か月毎に全体研

修で WLB の進捗状況を説明した。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

育児支援として、本人のニーズに合わせた時間に変更するなどで、114 種類の勤務形態となった。また、

週 3 回勤務や日曜日だけの勤務希望者を 1 名採用した。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

産休明けは、短時間正職員制度が利用できることを産休前より説明している。そのため、25 名へと増

加傾向にある。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

「看護補助者を適切に配置し、残業時間を短縮する」: 

看護師とクラークと看護補助者の業務分担を明確にする。看護補助者を 20 名配置し、11 月より夜勤 4

回/月を導入した。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

看護補助者の配置と夜勤導入によって、看護師の業務改善が図れた。看護助手の夜勤導入の中では、必

要な時に連絡し、看護師以外の職員でもできる業務を委譲した。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

3 か月毎に有給取得を確認した。取得状況が少ないスタッフには、部署責任者に依頼し、不公平がない

ように取得を推進した。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

連続休暇は、必ず 1 か月に 1 回入れるようにルール化した。長期休暇は、部署で年間を通して休みが重

ならないように、全員が計画的にとれるようにした。3 日間のリフレッシュ休暇が病院で設定されてい

る。週休や有給を加えて 1 週間前後の長期休暇が不公平のないようにとれるようにした。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

産休前に、人事課より冊子を用いて説明するようにした。産後は、病院内で行っている育児サークルに

参加させた。その時に、看護部長、副部長のいずれかと今後のことを話し合う機会を作った。産休明け

は、全員が復帰した。その中で、95%が育児短時間制度を利用するようになった。子育て・介護休暇の

就業規則について説明会を行った。 

 ＋ 看護ケアの充実 

看護補助者の配置と夜勤導入によって、看護師の業務改善が図れた。部署でどんな看護がしたいのかを

話し合い、コンピテンシーの中に入れて教育研修で活かすことができるようにした。また、看護補助者
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の研修を強化てケア（おむつ交換、口腔ケア、トイレ誘導等）を看護師といっしょに行うようにするこ

とで、看護ケアの充実が少しでも図れるようにした。 

 ＋ キャリア支援 

「看護部教育体制の見直し、ジェネラリスト育成を目指す教育プログラムを作成」： 

ジェネラリスト支援プログラムの枠組みを作成し、専従看護師を配置し、キャリア支援活動の充実を図

った。クリニカルラダーではジェネラリストをラダーⅡとし、認定までのプロセスを決定した。本年度

よりシミュレーション教育プランを増加した。シミュレーター指導者を育成して教育活動を行った。さ

らに、e ラーニングを活用し、新人、中途採用者に教育を行った。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

就業規則を改定し、看護課長に説明した。さらに意見を聞き、PDCA サイクルを回した。看護師確保は、

ナースセンター・奨学金鮮度の紹介、実習生に選ばれる病院をめざした。さらに、時間外勤務現象をめ

ざし、看護助手の早・遅番ｂ業務を導入し、看護師の負担軽減をした。職員がお互い様精神を大切にす

る風習を構築中。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

前残業で何を行っているのかを調査し、前残業を減らす努力をした。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

・「健康障害の予防」： 

衛生委員会で健康診断後のフォロー対策を徹底するよう働きかけた。看護部課長会で腰痛予防対策を

紹介し、各部署で朝申し送りの後に実施している。衛生委員会で看護部腰痛予防体操を紹介し、3 月

に病院全職員に紹介する。 

・腰痛予防体操を取り入れ、バランスボールに挑戦しようという動きに繋がった。メンタルヘルスでは、

病院レベルで対策を考案中。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

医師の指示や指示変更が夕方に多く、医局と問題を抽出した。指示が不明確で確認が多いことがわかり、

電子カルテの指示部分を改善させた。看護助手の夜勤導入や病棟間でのリリーフ体制の強化を行った。 

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

岡崎市民病院 

取り組み開始年度：平成２６年（取り組み年数：１年） 

１．施設概要 
 

岡崎市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

601 床 7 対１ 

- - 

- - 

- - 

99床 救命救急、小児、NICU 

87.1% 

1178.7 人 

15.1 日 

574.4 人 

724 人 

611 人 

8 人 

105 人 

86人 

32.9 歳 

8 年 1か月 

38時間 45 分 

6.8 時間 

４週８休制 

123 日 

32.2% 

8.3% 

8% 

7.6% 

有 

1 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

地域住民に信頼され期待される病院（急性期病院） 
・人間愛を基本とした患者中心の医療を提供 
・公正・安全な医療を提供 
・地域の急性期中核病院としての高度な医療、救急医療を推進 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

1）労働環境を整備し、職員が満足して働き続けられる環境を作る。 

2）良質な人材を確保・育成する。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜病院＞ 

平成 24 年度より 7 対 1 看護体制開始、平成 25 年度西棟稼動、さらに平成 27 年 9 月に救急棟稼動予定のた

め、業務拡大している。 

＜看護局＞ 

１）急激な人員増加により、経験年数の少ない若い看護師が多い。 

・看護師の平均年齢は 32.9 歳だが、20 歳代の看護師が 46％を占めている。 

・経験年数 3 年目未満の看護師が 28.2%いる。 

２）就学前までの子どもを持つ職員全員が育児短縮勤務を希望した場合、多様な勤務形態が必要。 

・こどもの数 0 歳から就学前の合計人数が 90 人と多くいる。育児短縮勤務を希望している人が 52.3％い

る。 

３）育児に関連した制度の利用希望者が多くいる。今後も制度の利用者は増加していく。 

・こどもの年齢０～３歳で、こどもの数 1 人の人が 46 人いて、今後妊娠し、産休・育児休業を取得して

いく可能性がある。 

・こどもの数が０歳～就学前までが 90 人、うち部分休業取得者が 15 名（19％）いる。 

・平成 25 年度の育児休暇利用者 59 名で、今後も増加の可能性がある。 

・託児所の受け入れ体制が弱い。（定員 30 名で利用制限している） 

４）現在の働き方に満足できていない割合が高く、今後の退職率の増加へとつながる危険性がある。 

・現在の働き方に満足できていない割合は平均 59.9％その中でも、25歳～２９歳 69.2％、45～49歳 79.2％

になっていて、新人の指導的立場の 5 年目前後と看護長補佐が疲弊していると予測できる。 

・定時で終えることができる業務であると思っている割合は 28.3％、残業時間数 1 人平均 10.3 時間/月、

始業前残業時間 1 人平均 10.1 時間/月あり、時間に終われないことが働き方の満足度の低さにつながっ

ているのかと考えて見たが、外来勤務者の残業は、病棟勤務者に比べ低く残業なし 12.1％、5 時間未満

60.6％であるが働き方に満足している割合は、39.4％と高くない。時間外手当の支払われている時間数

が 6.2 時間/月でサービス残業がある。また 0～100 時間/月と個人差がある。 

・看護ケアに費やす時間がないと思っている割合が 61.1％と高く、特に 30 歳から 49 歳までは 70％以上

である。 

・看護職員を大切にする組織でないと答えている人が 53.7％いる。 

・現在の健康状態に不調な人が 146 人いる。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

・育児支援制度を利用する人も、支える人も納得できるルール作りを作る必要がある。 

・働く全員が WLB について理解が不足している。 

・残業時間（就業前残業も含む）が多く、現在の働き方に満足していない原因の一つになっている。 

・現在の働き方に満足している人が少なく、離職者の拡大に繋がる。（良質な人材低下） 

 

３年後の 

ゴール 

１）WLB 推進体制が普及し、院内の職員全体が満足して働き続けられる環境を作る。 

①育児支援制度を利用する人を 1 セクション 3 人は受け入れられる体制をつくる。 

②就業前残業を「なし」にする。（10 時間/月を０時間/月に削減） 

③時間外勤務時間を 50％/月に削減。（10 時間/月を 5 時間/月に削減） 

２）良質な人材確保・育成のために、離職率を 7％以下にする。 

①現在の働き方に満足している人を 37.4％から 55％に増やす。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
①多様な勤務形態の導入・導入後の改善点の見直し 

②育児支援の充実  託児所の充実 

③就業前残業「なし」の取り組み 時間外勤務時間を「50％削減」の取り組み 

1年間の取り組み 
①他部門を含めた WLB の周知・浸透 ④満足度の低い項目の洗い出し・改善 

②院内保育の充実（現状把握・分析） 

③時間外削減の取組み 

今後４カ月の 

取り組み 

①WLB 推進委員会の立ち上げ ④満足度の低い項目の洗い出し  

②多様な勤務形態の検討 ⑤時間外勤務の現状把握・分析・対策 

③託児所の利用状況の現状把握 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

看護職員 7 名（看護局長・看護局次長 2 名・看護長 2 名・看護長補佐 2 名）と人事担当事務職員 1 名

でプロジェクトチームをつくり進めている。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

 WLB 通信を 8 回発行し、看護職員へ周知できるように各セクションに 2 部配布（1 部は掲示、1 部は

申し送り簿）している。院内メールの掲示板に載せ全職員が閲覧できるようにした。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

2 交代、2 交代・3 交代混合の勤務導入や、早出・遅出など時差勤務を積極的に取り入れていく方向で

進めている。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

部分休業の利用を進めている。平成 24 年度より 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・就業前残業０を目指した取り組みの実施。 

・超過勤務削減のための業務改善の取り組みの実施（目標管理） 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

  

 ＋ 有給休暇の取得促進 

看護長が有給休暇を取得し易いように、職免のない宿日直実施時は、週内に有給休暇を取得するように

看護局長から発信した。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

夏期休暇(5 日間）を利用して年 1 回は長期休暇が取れるようにしている（最大 9 日まで） 

リフレッシュ休暇制度がある。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

保育士 1 名の増員により院内託児所の利用定員を 30 名から 35 名に増加。平成 27 年度より制度の充実

（育児休暇、就学までの子の看護 5 日間/年、介護休暇 6 ヶ月）院内託児所（平日 7 時 30 分～19 時、

火・木曜日の準夜、水・金曜日の深夜利用可能） 

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

認定看護師取得のための、公費出張。平成 3 年度より 

大学院進学者の学業専念のための休職制度。平成 25 年度より） 

助産師学校進学のための休職及び希望者への修学資金貸与。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

パートナーシップナーシングシステムの取り組み（看護師が安全に質の高い看護が提供できることを目

的） 

3 回/年以上の面接の実施。 

学校訪問、企業の就職説明会への参加。 

看護学生への就学資金貸与。（全体予算枠の増額要求） 

スタッフ個々へ自己申告書を 1 回/年記入し、勤務異動・進学希望等を把握し対応。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

資格手当ての支給（認定看護師・専門看護師等）平成 24 年度より 

委員会（看護局長諮問委員会）手当ての支給。平成 26 年度より 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

院内臨床心理士によるカウンセリング依頼（随時）平成 15 年度より 

市が契約している大学のカウンセリング利用（1 回/月）無料 

市の保健師によるカウンセリング 

各種感染症の抗体価測定及び必要者への予防接種（HB、ムンプス、風疹、麻疹、水痘）の無料化 
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インフルエンザ予防接種（職員無料化） 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

新人指導者を 3 年目以上の職員でできるようにした。平成 26 年度より 

委員会などの役割が一人に重ならないようにした。 

パートナーシップナーシングでの年間パートナーによる補完体制（委員会活動など） 

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

江南厚生病院 

取り組み開始年度：平成２６年（取り組み年数：１年） 

１．施設概要 
 

江南厚生病院 

愛知県 

厚生連 

 

630床 7 対１ 

54床 療養病棟入院基本料 2 

- - 

- - 

- - 

91.5% 

1548.5 人 

13.2 日 

622.9 人 

766人 

684人 

10人 

72人 

86人 

34.5 歳 

8 年 4か月 

38時間 20 分 

1.4 時間 

完全週休２日制 

109日 

43.9% 

7.4% 

8% 

8.2% 

有 

1 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

①安心して暮らせる地域を目指し、安全で質の高い医療の提供 

②地域の中核病院として地域医療を守る 

③8 病院が地域で存続できるように統合性を発揮する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

「一生のシゴト」 ＊安心して働ける職場 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜強み＞ 

離職率の低下 8.2→7.4％ 新人離職率 1.8％ 有休取得日数 13.3 日（前年対比 103.1％）多様な勤務形態（均

等割 2 交代、変則 2 交代、3 交代、夜勤専従）24 時間託児所完備（50 名まで受け入れ可）育児休業利用者

29 名/年 育児短時間勤務 17 名/年 所定外労働・法定外労働の免除及び制限 67 名/年 夜勤免除 34 名/

年  

研修参加支援を受けている 80%→スパイラル教育と個人に合わせた新人教育、係長以上は年 1 回の学会参加、

院内外研修は業務免除及び出張)、厚生連研修会《多職種による研修（通い・宿泊、年代別研修、前期・後期

監督者研修、係長養成研修など）） 

リスク管理ベンチマーク 18 点→医療安全・ハラスメント対策、メンタルヘルス、暴言暴力（コード BB）の

制度の確立 

＜弱み＞ 

各種制度の認識不足→リスク以外 50%前後、時間外勤務時間が申請されていない→実際：平均 12 時間 申請：

2.5 時間変動係数 1.54：部署格差、定時で終われない業務量→63.4％、仕事量と給料が妥当でない→35～39

歳：72.8％、定時に帰れない→36％、気がねなく帰れない→49.7％ 持ち帰り仕事→30％、自由に話せない

→35～39 歳：53.1％・50～54 歳：50％、 上司が考えを理解してくれない→35～39 歳：39.5％・50 歳以

上：36～40％、看護ケアができない→35 歳以上：50％以上、40 歳以上の健康不調(肩こり･腰痛･疲れ目)→

30％・憂鬱感→17.4%、長く勤めたいと思わない→30 歳代：38％、大切にされていない→35-39 歳：43.2％、

キャリアを意識していない→35～39 歳：47％・50～54 歳：56％ 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

①各種制度の周知《女性の母性保護、育児・介護休業法、労働時間・人的資源管理（医療安全・リスク管理

以外）》 

②時間外勤務の適切な考え方と時間管理 

③中堅看護師のキャリアプラン  ★中年看護師ではなく、中堅看護師にする！ 

・キャリア支援の窓口がない(30～40 歳の間にキャリアプランの研修がない) 

④業務量実態把握 

⑤体調管理      ★セルフマネジメント→ストレスマネジメント、アンガーマネジメントなど 

＜確認事項＞ 

・大切にされていないと思う内容 ・看護ケアに時間が取れない理由 ・持ち帰り仕事の内容 

・体調管理に関して病院に臨むこと 

 

３年後の 

ゴール 

イキイキ･ワクワク やりがいを持って楽しく働ける。（あまりそう思わない・そう思わないが 5～10％減少す

る） 

(将来像△40%→30%、大切にされている△30％→20％、体調△26%→20%、気がねなく帰れる△50.3%→40%、

定時で終れる△63.4%→50%) 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
①キャリア支援の窓口開設と実施 

②WLB の制度を正しく理解し利用できる 

③多職種と共有し、病院全体で WLB の推進に取り組める 

1年間の取り組み 

①WLB 推進体制の確立 ・制度(育児･キャリア･時間外勤務･有給休暇等)について周知・浸透 

②始礼・終礼の確立 

③ノー残業デーの確立、拡大 

④業務量調査実施･検討･改善 

⑤キャリア支援の窓口の準備 

今後４カ月の 

取り組み 

①WLB 推進プロジェクトの立ち上げ（8 月末まで 総務課事務員、人材確保プロジェクト委員） 

②ヒアリングの開始 → 内容で取り組みを検討（8 月～10 月質問内容等の検討、11 月から調査開始、12 月

集計・課題の抽出） 

③始礼・終礼の実施（9 月開始） 

④ノー残業デーの設定とシステム化（9 月中旬開始） 

⑤育児支援のキャリアパス(10 月試行開始、1 月中間評価) 

⑥業務量調査の方法検討（11 月検討） 

⑦有休･時間外勤務の就業規則、育児･介護支援制度の周知準備（11 月検討） 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

院長・事務部長・看護部長の支援のもと、看護部人材確保プロジェクト委員会よりコアメンバーを選出

した。またサブコアメンバーとして、総務課長、総務事務員にも協力依頼をした。「イキイキ・ワクワ

クかえる隊」と命名し、推進チームを結成した。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

  

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

  

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

・時間外勤務の削減のためには、適正な時間管理行動がとれることが必要と考えた。そのため「メリハ

リのある時間管理」として「始礼・終礼・ノー残業デー」の実施を計画した。しかし、時間管理につ

いての認識が各部署でまちまちであったため、看護部運営会議で検討する事にした。テーマ「始礼・

終礼・時間外勤務について考える」とし、課長達でグループワークを行った。話し合いの結果「①時

間外勤務とは」「②時間外勤務の承認方法」「③始礼・終礼の方法」「④ノー残業デーの考え方」の 4

点の認識を統一し適正な時間外勤務申請ができるようにした。 

・各部署では、始礼・終礼をプレ試行しており、スタッフからは「帰りやすくなった」「届出が出しや

すくなった」などの声も聞かれるようになり、時間外勤務が減少した部署もあった。また、時間外勤

務をしていても申請のない部署では、課長が時間外勤務の判断をし申請を促すことで時間外申請をし

やすい風土となり時間外勤務が増加してきている。1 月からは始礼・終礼が全面開始となり、結果を

まとめている段階である。ノー残業デーは、月 1 回給与支払日とし、2 月から開始したところである。 

・全体の時間外勤務時間としては、25 年度よりも月平均約 100 時間超となり増加している。しかし、

緊急時の時間外時間は約 90 時間少しており、緊急時間外比率も 5%減となった。また近年は月平均約

1200 時間前後で推移していたが、11 月頃から 1500～1600 時間と時間外勤務が増加してきた。これ

は新入院患者数、手術件数、病床稼働率、平均在院日数などが昨年度より上回り病院自体が多忙であ

ったことと WLB 推進の取り組みにより適正な時間外申請が行われるようになった結果と考える。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

55 歳以上の夜勤免除について対象者に希望の有無のアンケート調査を行い希望者の概数を把握した。

対象者の概ねは夜勤免除ではなく回数制限の希望をしていた。そのため回数については各部署対応とし

た。夜勤免除希望者が予想以上に少なかったため希望者が夜勤免除をしても通常の夜勤者の確保数は可

能と考え、10 月より外来 4 名・病棟 1 名の夜勤免除を開始した。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

  

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

  

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

妊娠・出産・育児キャリアパスおよび制度のパンフレットを総務課と協力し作成した。看護部運営会議

で説明し、制度とパンフレットの利用方法の周知をした。移行措置として現在、産休・育児休暇中のス

タッフには、復帰時に看護管理室で説明を行い、妊娠中および育児支援対象者については各部署対応と

した。現在までに約 30 名ほどに説明し使用している。看護課長からは各種制度の内容の理解と説明が

しやすいと評価を得る。また対象職員も必要な時期に書類な申請が各自で行えるようになった。産休・

育休後は、当たり前のように「時間短縮+夜勤免除」のセットではなく、自分の生活スタイルに合わせ

て申請をするようになった。 

 ＋ 看護ケアの充実 

インデックス調査では、35 歳以上の 50%が「看護ケアに費やす時間が取れない」と感じていた。その

ため十分に看護ケアに費やすためには、どのような看護ケアを見直すことがよいのか 1 月に実態調査を
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行った。現在そのアンケート調査のまとめ・分析を行っている最中である。 

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

  

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

知多厚生病院 

取り組み開始年度：平成２６年（取り組み年数：１年） 

１．施設概要 
 

知多厚生病院 

愛知県 

厚生連 

 

199床（急性期 149・回復期 50）7 対１ 

54床 療養病棟入院基本料 2 

- - 

- - 

- 回復期リハビリ 

83.6% 

705.2人 

18.2 日 

190.2人 

221人 

180人 

4 人 

37人 

15人 

35歳 

10年 9 か月 

38時間 20 分 

2.1 時間 

４週８休制 

120日 

8.7% 

8.2% 

10.6% 

5.9% 

有 

1 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

私たちは保健・医療・福祉の活動をつうじて、地域住民が安心して暮らせる地域社会づくりに貢

献します。 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

地域に存続し続けられる病院である。 

職員が働き続けられる職場づくりを目指す。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

〈病院〉 

・地域の過疎化が進んでおり、患者数の減少に伴い収益も減少傾向にある。経営陣は規模縮小や人件費の

削減に取り組もうとしている。 

・離島含む知多南部地域の医療を担う中核病院として存続しなければならない。 

〈看護部〉 

・制度の認知度が低く、「わからない」と回答するスタッフが多い。 

  ⇒知っている人は 3 割 

  ⇒課長（師長）クラスが制度や勤務管理に関して勉強する機会がない。 

  ⇒就業規則はイントラネットで閲覧可能だが、活用されていない。 

・20 代の職場満足度が低い。 

  ⇒長く勤めたいと思わない 

  ⇒健康に不安がある 

  ⇒大事に思ってもらえていない 

・時間外関係 

⇒申請（月平均 2.1 時間）と職員の感覚（15～20 時間）にギャップがある。 

⇒定時で終えることができる業務であると思うスタッフが 3 割と少ない 

⇒業務が終わっても気兼ねして帰れない（20 代が 8 割） 

⇒長日勤が定時で終わらず時間外が発生している（本来 21 時終了が 1～2 時間延長） 

・休暇関係 

⇒自分の有休取得数を把握していないスタッフが多い（5 割近い） 

⇒長期休暇（1 週間以上）を取得できると思っているスタッフが少ない（3 割程度） 

⇒20 代の 5 割は必要に応じて休暇が認められると思っていない。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

・制度や労務管理に関して知る機会を設ける必要がある。（課長・スタッフ） 

・相談窓口を周知する必要がある。 

・時間外勤務に関しての実態を把握する必要がある。（どの年代・時間帯で多いか） 

・休暇取得に関する周知とアピールを行う必要がある。 

・満足度が低い 20 代へのヒアリングが必要。 

 

３年後の 

ゴール 
①20 代の看護師が離職せずに働き続けられる（残りたいと思う）職場づくりを目指す。 

②20 代の「看護職員を大切にする組織である」割合を３９％から６０％に上げる。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
①WLB の制度を正しく理解し利用できる。 

②多職種と共有し、病院全体で WLB に取り組む。 

1年間の取り組み 

①WLB の周知・浸透 

②「帰る」ラウンドの体制づくり（目的・方法・結果評価の確立）。 

③制度と労務管理に関する看護課長クラスの勉強会を実施する。 

④出産・育児に関する制度利用のフローチャートを作成する。 

今後４カ月の 

取り組み 

①WLB 推進体制を立ち上げる。 

②インデックス調査の結果を共有する。 

③実態調査とヒアリング（離職率と原因・時間外勤務の実態・休暇取得・20 代職員の不満点）を行う。 

④制度の周知方法を検討する。 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

●看護部長・副看護部長・看護課長・総務課の計５名による WLB 推進メンバーを中心に、活動の中心

となる各部署の代表スタッフ７名からなるプロジェクトグループ結成。 

●看護部長より、病院長・事務部長に WLB 推進活動について説明し、許可を得た。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

●看護部長より、全看護職員に対象に「WLB 推進キックオフ宣言」として、インデックス調査結果をも

とに今後の取り組みについて説明会を 2回実施。 

●他部門を含めた全部署に、WLB 推進ニュースを配布、院内広報誌にも WLB 推進体制が発足したこと

が記事となった。 

●看護部長は、毎月、病院管理者に対し WLB 取り組みの経過を報告。 

●看護課長会議で、毎月取り組みの経過を報告。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

●均等割３交代勤務から均等割２交代勤務へ変更。 

●看護部長は、非常勤職員全員に面接を行い、勤務曜日や時間の希望を確認した。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

●育児休暇明けの職員が、ほぼ短時間制度を利用。（利用者率 75％） 

●育児支援パスの作成中。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

●勤務管理システム（ナースエイド）を活用し、超過勤務の実態を把握。 

●看護課長会議で、毎月部署別の超過勤務の実態を報告。 

●看護部全部署へ超過勤務の実態のヒヤリングを実施を計画中。 

●業務改善として、夜間・休日入院時記録範囲のルールを決めた。 

●「今日私は定時で帰ります」宣言として、「かえるマーク」の活用継続。 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

●労働組合との協定により、看護部長と事務部長は、毎月夜勤回数の実態を報告。協定違反の夜勤回数

の多いスタッフが出た場合、看護課長は 2 ヶ月間で回数を調整することを継続。 

●新たに均等割３交代勤務から均等割２交代勤務へ変更した部署に対して、仮眠室の確保。 

●看護補助者の早出勤務・遅出勤務の継続。 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

●バースデー有給休暇の計画的付与 

●看護部目標として、有給取得目標値を示す。 

●看護課長会で、毎月部署別の有給休暇取得の実態を報告。 

●看護部全部署へ有給取得の実態のヒヤリングを実施を計画中。 

●7 対 1看護配置数基準を満たしたうえで、その月の有給取得可能な日数を月 2回アナウンス。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

●部署で長期休暇取得計画カレンダーの使用。●勤務表作成基準を見直し、長期休暇の取得も可能であ

ることを明記。 

 ＋ 子育て・介護との両立支援 

●院内保育所（かもめ園）利用スタッフが休日や夜勤の勤務をしやすくするため、かもめ園の勤務日を

増加。そのために、かもめ園のスタッフを 1名採用し増員。 

●時短勤務や夜勤免除を申請する育児明けの職員が増えた。 

●介護休暇利用者が出た。 

 ＋ 看護ケアの充実 

●固定チームを 2 チームから３チームに変更。業務の集中する夕方にスタッフの配置し、業務改善。 

 ＋ キャリア支援 

●看護部長は、全正職看護師対象に、毎年キャリアアップ調査実施。 

●本人の希望する研修に参加出来るように計画。 
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 ＋ 看護職員の確保定着 

●看護部長は、全正職看護師対象に、毎年キャリアアップ調査実施。調査により、退職を迷っているス

タッフに対して早期に面接実施。希望を確認し、勤務場所や雇用形態の変更を検討。 

●院内リクルーター研修受講者が、就職説明会に参加しプレゼンテーション。 

●初任給手当の継続。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

●時間有給取得可能な日数が、１日から２日に増加。 

●夜間看護手当の継続。 

●腰痛対策として自動体位変換マット（オスカー）増設や、高機能オムツ（テーナ）使用促進。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

●院内に、産業医を中心としたメンタルヘルス対策あり。 

●定期的に、全職員を対象にメンタルヘルス研修実施。 

●本年度メンタル不調による休職者０名。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

●院内保育所（かもめ園）利用スタッフの休日や夜勤勤務日が増えたことで、休日や夜勤の勤務が公平

となり負担軽減。 

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

津島市民病院 

取り組み開始年度：平成２６年（取り組み年数：１年） 

１．施設概要 
 

津島市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

375床 7 対１（経過措置） 

- - 

- - 

- - 

65床 回復期リハビリ、緩和ケア 

91.2% 

779.6人 

16.8 日 

356.1人 

372人 

274人 

5 人 

93人 

69人 

38.7 歳 

9 年 7か月 

38時間 45 分 

9.4 時間 

４週８休制 

122日 

37.5% 

6.3% 

3.9% 

5.9% 

有 

1 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

地域の人が安心して過ごせる。地域の人の健康を守る。二次救急の役割。「つなぐ」役割。病院

から地域へ 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

働く人が笑顔でいきいきと出来る病院。患者、職員の声が届くような病院。 

職員が辞めない職場作りが出来る病院。 

 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

＜年休について＞ 

・年休取得ができないと思っている人が６割。→特に子供がいない、未婚の２５～29 歳の人が思っている。

自分の年休について把握していない人が多い。連続して休暇が取れないのが不満？ 

＜職場環境について＞ 

・離職が少ない。・家庭があっても働ける、育児制度が充実している、働きやすい環境。 

・満足なケアができていないと感じている人が多い。 

・業務過多と感じている人が６割。 

＜２５～２９歳への負担＞ 

・２５～２９歳の人では長く続けたいと思わないが５割。関連して看護職員を大切にしていないと思ってい

る人が多い。新人教育の負担がかかっている。 

・２４歳までの人は業務が終われば周囲に気兼ねなく帰れない、上下関係に関係なく意見を言えないと思っ

ている人が４０％以上。→新人の離職につながっている？ 

・時間外が多い。時間になってもスタッフが帰らない。→定時で終えることができる業務であると思わない

人が６割以上だが、生活に満足していると思っている人が多い。  

＜給与＞・給与に不満７割 

＜再任用＞ 

・６０歳以上は上司に不満（公平でない。能力が活かせていないと思っている。） 

＜健康管理＞ 

・腰痛予防の取り組みがないが利用希望６割。メンタルヘルス等の相談利用希望が５割。メンタル面の支援

についての利用方法もわからない。（２９歳未満は将来に夢がある） 

＜制度について＞ 

・制度について６割以上が知らない。育児、介護支援の制度は比較的利用度が高い。復職するための情報提

供として、e ナースなど自宅で見ることができる。しかし、情報提供は不十分。子の看護休暇を知らない。

介護支援策がない。・託児施設はあるが、利用度は低い。・イントラを見る意識が薄い。 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

・いろいろな制度を利用しない（できない）25～29 歳年代に対しての支援を考える。（メンタル） 

・制度の周知（申請制）（電子媒体では困難？イントラの台数が少ない） 

・腰痛予防→いざえもん 用具の利用を検討。 

・再任用の人たちへの配慮（ヒアリング・能力を活かせていないと思っている・介護） 

・業務過多、十分なケアをする時間がない。 

・年休がとりにくい（年休についての意識が低い、連続した年休がとりにくい） 

・給料への不満（給料の説明・手当の見方） 

 

３年後の 

ゴール 
職員が笑顔でいきいきと働き続けられる病院。 

患者、職員の声が届く病院。 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 

①制度を利用していない人への負担軽減への方策 

②腰痛対策についての取り組みの業務改善が出来る 

③給料明細の研修会の実施のシステムが出来る 

④メンタル面の支援体制のシステム化が効率よく行われているか確認を行う 

⑤制度についての周知を毎年行うシステムが出来る 

1年間の取り組み 

①腰痛対策についての取り組み 

②給料明細の研修会の実施 

③メンタル面の支援体制のシステム化が効率よく行われているか確認を行う 

④制度についての周知を毎年行うシステムを作る 

⑤改善できる課題の提案が出来る 

今後４カ月の 

取り組み 

①WLB 推進活動のメンバー決定・キックオフ 

 ・アンケート結果の公表についての検討 

 ・ヒアリングについての方法を検討 

②WLB の活動内容・目的を８割の人が周知 

③制度を利用している人の見える化 

④制度の整備の方法を考える 

⑤WLB 成功病院への施設見学 

⑥メンタル面の支援体制のシステム化 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

・病院執行部（院長、副院長（看護局長含む）、診療技術局長、事務局長）参加の検討会議において、

看護局長より、インデックス調査の結果と予定している活動について報告した。院長より「看護職の

みではなく、病院全体の取り組みとしてほしい」旨の発言があり、他職種に向けてもインデックス調

査に基づいたアンケートを実施した。（回収率 48.2％） 

・看護職、診療技術職代表（理学療法士）、事務職の計 6 名で、WLB プロジェクトチームを結成し、毎

月 1 回、定例会議を開催することとした。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・１．WLB の目的とプロジェクトチームの活動内容を全職員に周知した 

１）検討会議において、適宜、看護局長より、進捗状況と活動計画について報告することとした。 

２）診療技術局会議において、WLB プロジェクトメンバーである理学療法士から進捗状況と活動計画

について報告することとした。 

３）看護師長会において、WLB プロジェクトメンバーである看護師長から、進捗状況と活動計画につ

いて報告することとした。 

４）WLB 新聞を定期的に発行することとした。現在まで、WLB 推進ワークショップ事業の内容とプ

ロジェクトチーム結成について（1 号）インデックス調査結果と腰痛予防の取り組みについて（2

号）を発行した。今後は「年休取得」「給与明細」「時間外の考え方」などについて発行を予定して

いる。 

５）WLB の取り組みを、今年度の病院の TQM 活動に位置付けて展開し、1 月 31 日の発表会において

成果を報告した。 

２．インデックス調査結果について検討し公表を行った 

１）看護師のインデックス調査結果は看護協会のデータを、検討会議、看護師長会において報告した。 

２）他職種（診療局・診療技術局・事務局）のアンケート結果は、看護師のインデックス調査と比較

したデータを作成し、検討会議、診療技術局会議、看護師長会、院内イントラネットにて報告した。 

３）インデックス調査とアンケートの結果をふまえ、 腰痛予防対策を実施することとした。平成 27

年 1 月・2 月・3 月の各月に腰痛予防対策の学習を企画した。また、3 月以降、学習会に参加でき

ない人のために、プロジェクトメンバーが部署を訪問し、腰痛予防対策とストレッチの方法を啓蒙

する活動を実施する予定である。腰痛予防対策の備品として『いざえもん』を試用し取り入れる事

としたが、有用性をどのように評価していくかを具体化する必要がある。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

  

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

  

 ＋ 超過勤務時間の削減 

  

 ＋ 夜勤負担の軽減 

  

 ＋ 有給休暇の取得促進 

・看護職の有給休暇の取得状況を確認した結果、1 人当たりの平均が、平成 25 年度は 7.59 日、平成 26

年度は 7.95 日と、わずかではあるが増加していた。しかし、本人の意向により病気休暇に利用した

分も含まれており、さらに取得が増えるような取り組みが必要であると考える。 

・インデックス調査の「有給休暇の取得に対する満足感」が、他職種では、”そう思う”ややそう思う”

が 65%を占めているのに対し、看護職は”あまりそう思わない”、”そう思わない”が 60%を占めてい

た。厳しい人員配置で“７対１看護体制”の維持を図る必要性はあるが、満足感の向上を目指し、効

果的に有休休暇を取得できる方策を検討していくこととする。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 
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 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・過去 3 年間（平成 24 年、25 年、26 年）、看護職が子育て支援制度（産前産後休暇・育児休業・子の

介護休暇・出産介添え休暇・育児部分休業・育児短時間制度）をどれくらい利用しているかを確認し

た結果、子育て支援制度の利用者は年々増加傾向にあることが分かった。 

・妊娠から、産前産後、育児期間を通して利用できる制度に関する行程表を作成し、利用者と管理者の

双方で確認ができるようにした。今後は行程表の利用状況を確認し、管理者からが統一した方法で関

わることができるよう見守っていきたい。また、必要に応じて制度の利用ができているか、制度を利

用した職員が定着出来ているのか等を確認していく必要がある。 

・最終的には、子育て支援制度に関する解説集を作成する予定である。 

 ＋ 看護ケアの充実 

  

 ＋ キャリア支援 

  

 ＋ 看護職員の確保定着 

  

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

  

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

１．メンタル支援のシステム作りを行う 

１）メンタル症状が出現し、初期状態で発見し相談できる機能を確立し周知する。 

２）メンタル相談の利用状況を把握する。 

２．メンタルセルフチェックを行う：中災防発行のメンタルチェックをどの様式を活用するかを検討し

ているが、再度臨床心理士と相談しながら内容と方法について検討する。 

３．メンタル支援体制の見える化を図る 

１）イントラネット内に病院職員のメンタルヘルス相談についての案内があるが、全体への周知が十

分ではない。よって、フローチャートを作成して見える化を図っていくこととする 

２）労働安全衛生研修（メンタルヘルス）に参加し、得た知識を対策に繋げることとする。 

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

  

 ＋ その他 
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許可病床数 入院基本料

一般病床

療養病床

結核病床

精神病床

その他

 （2013年度）

フルタイム正規看護職員

短時間正規看護職員

非正規看護職員

2013年度

2012年度

2011年度

設置主体

施設名

所在地

許可病床数

／

入院基本料

病床稼働率

1日あたりの平均外来患者数

2013年4-6月の平均一般病棟の平均在院日数

1日あたりの平均在院患者数

看護職員数

内訳

看護補助者

平均年齢

平均勤続年数

所定労働時間（週）

平均超過勤務時間

週休形態

年間休日数

有給休暇取得率

離職率

WLBワークショップ事業参加

参加年数

備考

 

豊川市民病院 

取り組み開始年度：平成２６年（取り組み年数：１年） 

１．施設概要 
 

豊川市民病院 

愛知県 

都道府県・市町村 

 

440 床 7 対１ 

- - 

8 床 7 対１ 

106 床 13 対１ 

  

82.2% 

1258 人 

14 日 

425 人 

484 人 

402 人 

25 人 

57 人 

73 人 

40 歳 

17 年 6 か月 

40 時間 

4.5 時間 

完全週休２日制 

140 日 

42.5% 

8.7% 

5.1% 

4.4% 

有 

1 年目 

- 
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２．アクションプラン 
 

ミッション 
（組織の存在理由） 

信頼される医療の提供を通じて地域住民の健康づくりに貢献する 

ビジョン 
（組織が目指す将来像） 

職員が健康で働き続けられる環境を作ることで 

１．仕事と生活のバランスがとれる職場  ２．キャリアを継続できる職場 
 

 

現状分析 

 
（ミッション・ビジョンに 

対して、WLBの観点 

から現状を分析） 

≪強み≫ 
勤務体制：早出・遅出などの勤務形態を活用している 職場にあった勤務体制（2 交代導入など）の検討がされている  

勤務希望を受け入れ対応している  勤務配置は希望にそった配置が検討されている 
深夜入りの前勤務（日勤）を時間休（年休）で対応している部署がある 勤務表は 2 か月前に作成されている  
休日勤務回数の平等を考慮し勤務表を作成している 連休の確保（月 2 回） 体調不良時の休みが取れている 

 業務 ：時間外勤務申請の記入のルールがあり、勤務以外の部分で時間外の記入ができる（病棟会議・リーダー会議） 
育児休暇：育児休業制度（3 年）・時間短縮勤務制度の利用者が多い（26 名就業＋30 名産休育休）産休・育児休暇が取りやすい 

復帰がしやすく（夜勤免除）子育て支援が充足している 男性職員も出産付き添い休暇・子の看護休暇などを取
得している 

福利厚生：職員が健康 夜勤回数が 9 回以上の場合に手当てをつけている（1 回 1200 円） 
職員の殆どが正規職員である（81.7％） 院内保育所の設置あり離職率が低い（平成 24 年度 5.1％ 平成 25 年
度 8.7％） 

 教育 ：段階的に研修を受ける機会があたえられている キャリア開発支援が整っており、平成 25 年度から新人ペア体
制を実施している  
自分の能力を活かせる仕事と思っている職員が 61.2％あり 自分の能力向上の機会になっていると思う職員が
67.4%である 

人材確保：実習受け入れ（７学科）が多い 実習を受けている学校からの就職が多い 口コミで幅広い学校から入職者がいる 
多職種 ：看護局で看護事務員・看護補助者を採用している 看護補助者は早出・遅出があり業務が明確である 看護事務

員を各部署配置している 
≪弱み≫ 
勤務体制：夜勤回数が多い（平均 8.8 回）（中堅看護師の夜勤負担９～10 回） 夜勤回数に個人・部署で差がある（５～９回） 

平成 24 年度の看護師への調査より「勤務形態で辛い時がある」と 70％の職員が回答している 日勤→深夜勤務
時の休息が取れない（定時で終了出来ずきつい）（遠方通勤で休息できない）休日勤務が嫌と思う職員がいる 
子育て中の職員とそれ以外の職員に意識の差がある ２交代勤務を希望する職員がいるが一部の職員の反対で実
施に至っていない 

 業務 ：56.1％の職員が定時で仕事が終了していない 時間外勤務が常態化している 部署により時間外勤務時間に差が
ある（月１～50 時間） 
中堅看護師の時間外勤務時間が多く疲弊している 新病院になり職員数が多くなり新人との勤務が多く負担（平
成 24 年度 38 名 平成 25 年度 69 名 平成 26 年度 43 名 3 年間で 150 名採用） 
始業前の業務が 69.2％ある 昼休憩が取れない 看護ケアに費やす時間が十分と思っていない職員が 53.5％（30
～34 歳 63.5％） 

     業務が修了しても 49.1％の職員が気兼ねなく帰る事ができていない 
 教育 ：3 年目以降の研修時間の減少（７：１導入時より） 新人育成に時間がかかる（一人前になるまでの時間を要す

2 年間の育成計画） 
有給休暇：部署・経験年数により有給休暇取得にばらつきがある 平成 24 年度と比較して有給休暇の取得が減少している  

中堅看護師は有給休暇が取れていても満足していない（30～34 歳 51.0％ 35～39 歳 50.9％） 
制度認知：制度認知でわからないと答えている職員が 50～80％いる 
給与 ：給与は妥当でない 63.6％   

≪機会≫ 
有給休暇：有給休暇 12 回取得の推進をしている  
 施設 ：新病院になりハード面が充実 電子カルテで情報が共有できる 救急車は断らない方針である ICU 加算をとっ

ている バースセンター設置 地域連携センター設置 
≪脅威≫ 
病院状況：経営状況を知らない職員が多い  

病床稼働率（一般）が低下（平成 24 年度 101.9％ 平成 25 年度 82.2％ 平成 26 年 6 月 81.6％）移転時に 101
床増床 

課題 
（ミッション・ビジョンと 

現状との間にある 

ギャップ） 

１．時間外業務が減少し、気兼ねなく帰宅できる風土となる 

２．看護ケアに費やす時間を十分とることができる 

３．職員は労働環境・制度についての認識を向上させる 

４．多様な勤務形態の働き方の選択が出来る 

５．卒後 3 年以上の教育・研修を充実させる 

 

３年後の 

ゴール 

職場が健康で働き続けられる環境となる 

１．働き方が選択できるシステムができる 

２．インデックス調査の評価をあげる（自分の描く将来像につなげる項目を 60％にあげる） 

 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

スケジュール 課題解決に向けた取組 

3年間の取り組み 
①2 交代勤務導入を図り、多様な勤務形態の導入 

②時間外勤務の削減を促進する 

③卒後教育の計画・実施 

1年間の取り組み 

①テスト病棟で２交代勤務施行（1 病棟以上）する テスト（試行）結果の洗い出しを行い、労働組合・事

務局との協議を行う 

②キャリアアップ支援・教育計画の見直しをする 

③業務整理を行い、時間外勤務の削減をする（データの開示） 

今後４カ月の 

取り組み 

①看護職等の多様な勤務体制についての検討会議を定期的に開催する 

②WLB の取り組みに成功した病院の視察と当院の現状把握・比較 

③労働の制度・就業規則の周知を図るための学習会の実施、インデックス調査結果の周知 

④時間外勤務についての現状調査 
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３．取り組み 
 

 ＋ WLB 推進体制づくり 

・当院では、ＷＬＢワークショップに参加する前の平成 25 年から看護師対象に学習会等を行うなど導

入に向けた準備を実施してきた。今年度、看護協会のＷＬＢワークショップ推進事業に参加するため

看護科長 2 名と看護師長 4 名を中心としたワーキンググループの再結成を行った。各部署から委員を

選出し、現場の声が直接聞けるように体制を整え活動しているが、活動内容やインデックス調査結果

などは、直接参加していない師長の理解を深めるため師長会を通じてスタッフ全体に周知するように

した。定期的に実施しているＷＬＢ検討委員会には、メンバーとして事務局だけでなく、労働組合関

係者も出席している。ＷＬＢワークショップ事業参加前には実施していなかった就業制度や子育て支

援等の説明を事務局から聞く機会を設けた。他施設訪問や看護協会でのＷＬＢワークショップ事業に

事務局や労働組合関係者に同行してもらうこともでき、看護師の多様な働き方についての理解を深め

てもらう機会となった。あらゆる機会を捉えて一緒に行動してもらうことで事業推進の趣旨を理解さ

れ協力が得られている。 

 ＋ WLB 支援制度の周知 

・検討会議メンバーと所属師長からスタッフへの周知を図っている。 

来年度は、全体の報告会を検討している。 

 ＋ 多様な勤務形態の導入 

①2 交代勤務の導入 

これまで人材配置の関係上、2 人夜勤 3 交代を行っていた 2 部署について当該部署の希望もあり、2

交代での 3 人夜勤を行いたいと検討会議で提案した。会議や組合の承認のもと平成 26 年 11 月から

平成 27年 3 月まで 2 部署において 2 交代勤務（12 時間夜勤）を試行的に実施した。 

平成 27年 2 月の検討会議で最終評価を行い、4 月から 2 交代勤務を本格的に導入する予定でいる。 

2 部署以外の 2 交代勤務導入については、それぞれの部署の希望を取り入れ、導入を検討していく予

定である。 

②夜勤専従看護師の導入 

子育て支援の関係から夜勤のできる看護師が不足しており、夜勤専従者の導入について検討してき

た。現在、事務局や組合関係者とも処遇において調整中であるが、平成 27 年 4 月以降、夜勤専従の

導入も具体的に検討していく予定である。 

 ＋ 短時間正職員制度の利用促進・活用 

・現在は制度の採用はしていない。 

 ＋ 超過勤務時間の削減 

①時間外勤務時間の調査を実施し、分析した上で部署毎の業務改善を実施。 

・各部署の特殊性に応じた早出、遅出勤務を導入している。 

・看護補助者、看護事務員を配置し、業務内容の見直しと分担を行った。 

・次の勤務者への業務移譲を適切にするための指導をしている。（始業・終業の意識づけ） 

・各科での会議の見直しを行った。（会議の削減・内容の確認・時間内での短時間開催・メールでの

伝達など） 

 ＋ 夜勤負担の軽減 

・夜勤回数の軽減を図るため、旧病院では、夜勤の緊急入院に対応するため増員した 4 人夜勤から 3 人

夜勤に人数を調整した。新病院になって夜間の一般病棟への緊急入院は皆無となったが、高齢者の入

院患者増加に対応するため看護師および看護補助者の早出、遅出勤務により、朝・晩のケアに対する

負担軽減を図っている。救急、小児，産科病棟においては、時間帯や日によって患者数に変動がある

ため昼夜を問わず他病棟へ応援に行くなど柔軟な体制をとっている。 

 

 ＋ 有給休暇の取得促進 

・年間 12 日を目標に各部署の業務、人員の調整を行い取得促進を促している。 

 ＋ 連続休暇・長期休暇制度の導入 

・夏季休暇（5 日）は連続で取得できるよう、事前に個人の希望を聞き勤務計画を行っている。 
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 ＋ 子育て・介護との両立支援 

・育児短時間労働の利用、院内保育所の利用により、個人に合わせた働き方を選択させている。男性看

護師にも取得できる育児に関する休暇の利用について説明している。介護休暇については希望により

取得でき、勤務調整等を行い支援している。 

 ＋ 看護ケアの充実 

・看護補助者への看護技術トレーニング、研修の実施により業務の拡大を図り、看護ケアを一緒に行え

る体制づくりを実施している。看護事務員を配置し、電話応対や窓口業務、入院手続きなどの業務分

担により看護師が看護ケアに集中できる環境づくりに努めている。 

 ＋ キャリア支援 

・職能別、段階別、職種別等の院内研修と院外研修の希望は可能な限り勤務配慮している。育児短時間

労働を利用または育児休暇中の職員にはオンデマンド研修等で自宅で学習できる機会を与えている。

希望者には各種認定看護師教育を受講できるよう配慮している。 

 ＋ 看護職員の確保定着 

・ホームページ、広報へ募集の掲載、インターンシップ研修の募集と実施、近隣の看護学校からの実習

生の受け入れと指導体制を充実させることで看護職員確保につなげている。 

 ＋ 労働条件・処遇の改善 

・夜勤については、月平均 72 時間以上とならないように勤務計画に努力している。9 回以上となる場

合は割増の手当てをつけている。 

 ＋ 労働安全衛生・メンタルヘルス対策 

・委員により、職場環境の安全についてラウンド、改善事項については、対策を講じている。メンタル

ヘルスについては、各部署の師長および、看護局で面接しているが平成 27 年 4 月からは専任の看護

師が相談を受ける体制をつくる予定である。状況によっては、配置変更や長期休暇を取得させている。   

 ＋ 中堅ナースの負担軽減 

・新人および後輩の指導に関わることが多く負担がかかるため、屋根瓦方式を取り入れチームで指導が

できるような体制にし、個人の負担軽減に努力している。委員会に関わる業務は時間内に行えるよう

調整している。 

 ＋ その他 
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愛知県看護協会 看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業 

推進体制 

（平成 27 年 3 月） 

 

● WLB 推進委員会委員 ◎：委員長 

◎平岡  翠 名古屋市立大学病院 副病院長兼看護部長 

小川  忍 元日本看護協会 常任理事  

眞野 惠子 藤田保健衛生大学病院 副院長 看護部長 （兼 地域支援者） 

藤原奈佳子 愛知県立大学看護学部 教授 

大野 正之 愛知労働局労働基準部労働時間課 課長 

粟田 美幸 健康福祉部保健医療局医務国保課看護対策グループ 主任主査 

長谷川美鶴 愛知県ナースセンター 所長 （兼 地域支援者） 

久間美智子 愛知県看護協会 専務理事 （兼 地域推進者） 

東根 敦子 愛知県看護協会 常務理事 （兼 地域推進者） 

兵藤 千草 愛知県看護協会 常務理事 （兼 地域推進者） 

 

● WLB 推進委員会委員 ◎：リーダー 

◎東根 敦子 愛知県看護協会 常務理事 （兼 ＷＬＢ推進委員会委員） 

久間美智子 愛知県看護協会 専務理事 （兼 ＷＬＢ推進委員会委員） 

兵藤 千草 愛知県看護協会 常務理事 （兼 ＷＬＢ推進委員会委員） 

 

● 地域支援者 （ ）内は支援担当施設  ◎：地域支援調整者 

◎眞野 惠子 藤田保健衛生大学病院 副院長 看護部長 （刈谷豊田総合病院・名古屋市立大学病院） 

和田千代子 社会福祉法人愛生館 理事 （半田市立半田病院・豊橋市民病院） 

小池三奈美 愛知医科大学病院 副院長・看護部長 （春日井市民病院・名古屋掖済会病院） 

長谷川美鶴 愛知県ナースセンター 所長 （総合病院南生協病院・名古屋大学医学部附属病院） 

白井 麻希 半田市立半田病院 看護局長 （豊橋ハートセンター・愛知県がんセンター愛知病院） 

鈴江 智恵 春日井市民病院 看護部長 （八千代病院・津島市民病院） 

大矢 早苗 中京病院 看護部長  （常滑市民病院） 

世古美惠子 成田記念病院 看護部長 （名鉄病院） 

永坂 和子 八千代病院  副院長 看護部長 （江南厚生病院） 

伊藤 安惠 名古屋掖済会病院 副院長 看護部長 （岡崎市民病院） 

青山 良枝 愛知県がんセンター愛知病院 看護部長 （豊川市民病院） 

菱田由紀子 豊橋市民病院 看護局長 （知多厚生病院） 

 

 

 

 

〇この報告書の取り組み内容については、日本看護協会及び愛知県看護協会のホームページに掲載されます。 
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