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理念 

 心・技・体・責任 
（まごころ・医療技術・健康、健全・信頼と責任） 

病院基本方針 

一、患者さま中心の医療 

一、安全な医療 

一、公正な医療 

一、生きがいを実現できる医療 

 これら4つの医療実現のため、 私たちは組織をよりよく変革し続けます。 

病院理念・基本方針 

職員数；医師：11、看護師：52、事務職員：24、MSW：4、薬剤師：1、医療技術：14、看護補助者：26、その他：5 
病床数；地域包括ケア病床55床、在宅復帰強化型療養病床26床      (社会医療法人仁寿会のうちの病院部門） 

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



病院の機能、一言でいえば 

加藤病院は、 
在宅療養支援病院です。 

「在宅療養支援こそ、 
人の尊厳を保持し、地域をまもり、 

そして社会の連帯を高める力がある」 
と信じています 



病院の機能、箇条書きにすると 

1. 地域住民に密着した急性期医療（軽症～中等症対応型） 
2. 重症救急患者に対するゲートキーパーとしての急性期医療 
3. 在宅医療の受け皿としての急性期医療                 

（在宅療養者の急性増悪への対応） 
4. 機能回復および維持のための亜急性期・慢性期医療 
5. 在宅復帰支援としての亜急性期・慢性期医療             

（老人保健施設仁寿苑と機能連携） 
6. 在宅医療支援機能（地域医療介護連携支援・遠隔診療システム）  
7. 地域リハビリテーション機能 
8. 緩和ケア機能 
9. 健康増進・疾病予防機能/産業保健・学校保健機能 
10. 地域臨床研究機能 
11. 僻地医療支援機能 
12. サテライト医療機能（仁寿各診療所支援機能） 
13. 地域医療人育成機能 
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加藤病院の入職率と離職率 



加藤病院看護師の離職率推移 
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 ※ 全国平均の数値は、公益社団法人日本看護協会発表の「病院看護実態調査」による。 

2015全国
平均未公表 



ワークライフインテグレーションプログラムー健康支援と成長支援への取り組み 

•県資格取得支援制度 1997 

•職業感染予防支援制度 2000 

•目標管理制度(MBO)/育児介護深夜労働制限制度 2003 

•育児・介護時間外労働制限制度/奨学金制度 2004 

•全福ネット福利厚生共済会加入/子の看護休暇制度 2005 

•心の健診制度導入/国家資格取得支援制度/親の介護休暇制度 2006 

•仁寿会新人事制度「成長を支援する制度」導入/出産休暇制度 2007 

•セキュリティ強化(院内監視モニター・静脈認証システム導入)      2008 

•厚労省次育対推法認定事業主「くるみん」取得/ 安全運転向上支援 2009 

•知事表彰 「こっころ大賞」/表彰・報奨制度  2010 

•退職金制度改定（島根県医機関厚生年金基金上乗せ制度含） 2011 

•人事考課にチーム評価制導入/育児・介護休業資格要件緩和 2012 

•知事表彰 「いきいき雇用賞」/仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト 2015 



加藤病院職員年次有給休暇取得率 

 ※ 全国平均の数値は、厚生労働省発表の「就労条件総合調査」による。 
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加藤病院職員 月あたり平均所定時間外労働時間数 

 ※ 全国平均の数値は、厚生労働省発表の「就労条件総合調査」による。 
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県医療勤務環境改善支援センターの支援を受けることを決めた理由 

 第六次改正医療法；地域医療の今後を支える人材確保策としての取り組みの法的位置づけ 

 県支援センターの開設 

 職員満足度調査；かねてより計画していた「勤務環境に関する自己評価」を外部の力と目で 

 第一回島根いきいき雇用賞の受賞；襟を正して「仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト」開始 

 プラチナくるみん認定に向けた取り組み；行動計画遂行への弾み 

 



勤務時間・休憩等に関する満足度調査ー低いものを抽出する 

   テーマ  NO.  内容 基準1 基準2 基準3 個数 

A 
 勤務時間と休憩、
休日・休暇  

1 
 休日、年次有給休暇が
取れる  

        

2 
 勤務時間内で、決めら
れている休憩時間・仮眠
時間が取れている  

○ ○ ○ 3  

3 
 職員に著しく時間外の
多い人はいない  

        

4 
 職員の仕事量は適切だ
と思う  

        

5 
 職員確保について経営
者側は努力している  

        

6 
 職員の業務の内容を管
理職が理解している  

  ○   1  

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



職員の健康支援に関する満足度調査ー低いものを抽出する 

 

   テーマ  NO.  内容 基準1 基準2 基準3 個数 

B  職員の健康支援  

7 
 管理職が職員の健康に
ついて気を使っている  

  ○   1  

8 
 職場で適切な情報提
供がある  

  ○   1  

9 
 産業医への相談方法・
手順が確立されている  

        

10 
 職員本人の守秘義務
が守られている  

  ○   1  

11 
 定期的に健康診断が
行われている  

        

12 

 特殊な勤務部署の職
員は通常の健康診断以
外にも健康診断を受診
している  

        

13 
 職員に対して感染症等
特殊な症例について教
育を実施している  

        

14 

 職員およびその家族に
対して、職員の健康状
態について正しい情報提
供がなされている  

        



勤務環境の改善に関する満足度調査ー低いものを抽出する 

   テーマ  NO.  内容 基準1 基準2 基準3 個数 

C  勤務環境の改善  

15 
 休憩室および当直室は
清潔である  

        

16 
 院内で提供される食事
について不満はない  

        

17 
 休憩室では十分な休
憩が取れる  

○ ○ ○ 3  

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



業務手順・ストレス軽減等に関する満足度調査ー低いものを抽出する 

   テーマ  NO.  内容 基準1 基準2 基準3 個数 

D 
 業務手順・ストレ
ス軽減  

18 
 院内での暴力行為に対
して、対処方法が決まっ
ている  

        

19 

 パワーハラスメント、セク
シャルハラスメントに対し
て独立した窓口が設置さ
れている  

○ ○   2  

20 
 職員の業務量を軽減す
ることが、経営者側によっ
て検討されている  

        

21 
 業務改善を行い、本来
の業務に専念できるよう
に各自が努力している  

        

22 
 業務改善を徹底するた
めに委員会等が設置さ
れている  

        



気持ちの良い仕事の進め方に関する満足度調査ー低いものを抽出する 

   テーマ  NO.  内容 基準1 基準2 基準3 個数 

E 
 気持ちのよい仕事
の進め方  

23 
 同僚間で何事でも話し
合える雰囲気がある  

  ○   1  

24 
 職員同士互いに挨拶を
している  

        

25 

 職員間の意思疎通を
図るために連絡会、ミー
ティングを頻繁に行ってい
る  

○ ○   2  

26 
 掲示板等でいつでも情
報が職員に正確に伝
わっている  

        

27 
 病院（診療所）の運
営に関して、職員の意見
も傾聴している  

○ ○   2  

28 
 医療事故等に対して、
組織的に対応している  

        

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



職員満足度調査から抽出された課題 

 ハード面・施設に対する満足度が低い 

 満足度に部署間格差がある 

（少人数職種の満足度が低い傾向） 

 満足度に世代間格差がある 

（若い職員、勤務期間の短い職員の満足度が高い一方で、30－40代の職員満足度が低い傾向） 

自由意見 

 コミュニケーションに課題がある 

 施設に対する満足度（トイレ、休憩室、待合室）が低い 

 ハラスメント等相談窓口が周知不足で使えない 
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職員インタビューから顕在化した課題 

 更衣室/休憩室の整備 

 少人数職種の職員の満足度向上 
 

 人事労務管理制度の精度を高める 

 ・部門間のバランスを考慮した人事考課制度を充実する必要がある 
 

 看護職と介護職/医師と事務職等階層的構造に係るコミュニケーションの改善 

 ワークライフインテグレーションシステムのさらなる充実 
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参照；http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ 

　

・ハード面・施設に対する満足度が低い(休憩室）

・満足度に部署間格差がある

（少人数職種の満足度が低い傾向）

・満足度に世代間格差がある

（若い職員、勤務期間の短い職員の満足度が高い一方

で、30－40代の職員満足度が低い傾向）

・コミュニケーションに階層構造的な課題がある

・各種表彰で評価されたように、経営方針に基づき、組織的に職員

が働きやすい職場づくりを進めていること　(ﾜｰｸﾗｲﾌｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ)

・職員特に看護師が働きやすい制度が構築されている　育児休暇、

介護休暇、短時間勤務体制、夜勤免除、周囲の十分な理解等組

織風土

・有給取得率が高く、時間外労働がほとんどない

・キャリアアップへの支援が手厚い

 研修実施、外部研修参加、学会参加費全支給

・良好な人間関係

Better Health, Better Jobs, Better Lives；

健康と成長の支援を通じ、職員満足を極める

日本一の快適職場づくりを通じて医療介護サービスの質向上を図り、地域創生に

貢献する

ミッション

(理念）

ビジョン

(中期的な目標）

仁寿会の長所（職員が満足している、不満がない）勤務環境に対する職員要望（不満な点）

今後３年間の取組

取り組む課題・目標の抽出 課題が生じている原因

対策(課題解決策）

2015年度の取組

・更衣室/休憩室の整備

・少人数職種の職員の満足度向上

・人事労務管理制度の精度を高める

　部門間のバランスを考慮した人事考課制度

・看護職と介護職/医師と看護事務職等階層的構造に係

るコミュニケーションの改善

・ワークライフインテグレーションシステムのさらなる充実

・勤務環境改善に関する独立した進捗管理チームがない

・新しい情報へのアクセス経路と方法が周知不足/整備不

足

・制度改革/人員増に現組織機構での対応が困難

・施設スペースの不足

・ハラスメント等安衛法改定に伴う制度改正に関する研修

の不足

・仁寿ﾍﾙｼｰﾜｰｸプレイスﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（仁寿会医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン策定）

・仁寿会組織機構改革　ガバナンス強化

・仁寿会在宅療養支援センター整備(医療と介護の完全一体化を目指す；病院内環境整備）

・更衣室・休憩棟の新築と休憩室の整備

・地域医療介護連携推進

・ガバナンス/マネジメント強化；研修＆ＩＣＴ活用

・仁寿会研修体系に基づく研修推進（基幹研修・管理職研修・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）

・プラチナくるみん取得

・介護ロボット導入

・気づきの木導入

JHWPP課題解決シート 



課題解決策 

 仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクトJHWPP開始 

（仁寿会医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン策定） 

 仁寿会組織機構改革 ガバナンス強化         

 仁寿会在宅療養支援センター整備(医療と介護の完全一体化を目指す院内環境整備）  

 更衣室・休憩棟の新築と休憩室の整備                                                                                                                                    
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①仁寿会医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン（以下「指針」）の策定  

 本指針は、プロジェクトチームを中心に雇用の質向上のPDCAサイクルを回すことを規程として定めた。 

②7つの視点 

・作業環境管理と改善 

・作業管理と改善 

・健康管理 

・健康行動促進と支援 

・成長活動と支援 

・リスクアセスメント 

・労働衛生等快適職場づくり研修 

仁寿ヘルシーワークプレイスプロジェクト(JHWPP) 

• 改善計画の

作成 

• 改善計画

の実施 

• さらなる 

• 改善 

• 評価 

A P 

D C 

JHWPP向上チーム 



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



すでに、介護事業所はセンター化して
いたが、病院内に連携拠点を整備し、
医療と介護の完全一体化を実現した。 

仁寿会在宅療養支援センター整備 
-医療と介護の完全一体化を目指す院内環境整備 



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

    平成28年3月25日完成 
【2階】 女性用更衣室136名分 

【1階】 男性用更衣室40名分＋男女兼用休憩スペース 

更衣・休憩棟を院外に新築することで… 
 
 

院内レイアウトの見直しが可能 
 
 

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

“寄りんさい屋 進化Ver.” 

更衣室・休憩棟の新築と院内休憩室の整備 



まとめ 

 おかげさまで医療勤務環境改善マネジメントシステムガイドライン策定ほか仁寿ヘルシー
ワークプレイスプロジェクトを立ち上げることができました。 

 職員満足度調査により医療勤務環境にかかる課題抽出・SWOT分析を行うことができま
した。 

 更衣室・休憩棟を新築し、院内には新たな休憩室ほか有用なスペースを確保することが
できました。 

 今後も医療勤務環境改善にあたっては、物心両面にわたる多大なるご支援をよろしくお
願いいたします。 
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