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医療分野の「雇用の質Jの向上のための取組について

人口減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在など

を背景として医療機関等による医療スタッフの確保が困難な中、国民が将来にわたり質の

高い医療サービスを受けるためには、医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備し、

「雇用の質Jを高めていくことにより、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが必要

不可欠である。

こうした中、本省では、平成 23年6月に取りまとめた「看護師等の『雇用の質』の向上

に関する省内プロジェクトチーム報告書J及び平成 23年6月 17日付け本職通知(r看護

師等の『雇用の質』の向上のための取組についてJ)に基づき、看護職員を中心とした医

療スタッフの勤務環境の改善に関する様々な取組を進めてきたところであるが、今般、こ

れまでの取組の更なる充実・強化を図るためには、医師、看護職員、薬剤師など幅広い医

療スタッフを含めた医療機関全体で「雇用の質Jの向上に取り組むことが重要であるとの

認識の下、平成 25年以降の対応を含めた検討の結果を、別紙3のとおり「医療分野の『雇

用の質』向上プロジェクトチーム報告J (以下 f報告書」という。)として取りまとめた。

報告書の基本的な考え方としては、医療機関全体の「雇用の質Jの向上に取り組むため、

行政として、医療関係者と共通認識を持ち、密接な連携を図りながら、医療機関等のニー

ズに応えられるよう、医療分野、労働分野の「縦割引を超えた政策連携を図った取組を



推進し、将来的には、各医療機関等が、医師、看護職員、薬剤師などの幅広い医療スタッ

フの協力の下、自主的な勤務環境改善活動を促進するシステム(以下 r~雇用の質』向上
マネジメントシステムJという。)の構築・普及を図るとともに、こうした各医療機関等

の活動に対する支援策を講じることとしている。

なお、今般の報告書において、当面、地方厚生(支)局(以下「厚生局Jという。)及び

都道府県労働局(以下「労働局Jという。)において取り組むべき事項等を下記のとおりま

とめたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

本取組を的確に推進するためには、医療分野や労働分野など各分野の施策の更なる連携

が必要不可欠であることから、貴職におかれても、引き続き、取組の必要性・重要性を理

解した上で、厚生局及び労働局の更なる連携強化に留意するとともに、都道府県衛生主管

部(局)及び労働主管部(局)並びに地域の関係団体等と連携し、取組の積極的な実施を

図ること。

特に労働局においては、労働基準行政、職業安定行政及び雇用均等行政の三行政が相互

に連携を密にして取り組むこと。

最後に、本件については、別紙1及び2のとおり、都道府県知事及び関係団体の長に対

し協力を依頼していることを申し添える。

記

第 1 労働局関係

1 労働基準行政関係

( 1 )報告書4 (2)① i ) 【医療スタッフ相互・補助職等の連携の推進】について

医療機関等の状況を踏まえ、医療機関等のニーズと経営方針にマッチした勤務環

境改善の方策の支援を行うため、労働局に配置している医療労働専門相談員又は医

療労働専門相談員が配置されていない労働局にあっては、働き方・休み方改善コン

サルタント(以下「医療労働専門相談員等Jという。)などが、経営面、労務管理面

の双方からワンストップで、アドバイスする相談支援体制を、平成 26年度以降に構築

することとしている。

その際、医療機関等に対し、特に経営面からのアドバイスをするに当たっては、

医療スタッフ以外の補助職等を活用した業務分担等による医師や看護職員などの負

担軽減を図ることなど、診療報酬制度も踏まえた助言が必要となってくると考えら

れる。

そのため、本省から関係資料は適宜送付することとするが、アドバイスの実施に

当たって必要が生じた場合等は、医療労働専門相談員等の診療報酬制度に関する知

識の習得を図るため、厚生局の協力を得るなど、厚生局との更なる連携を図ること。

(2)報告書4 (2)①溢)ア)及びウ) 【短時間正社員制度の活用促進】について

医療機関等における短時間正社員制度の活用促進を図るため、医療労働専門相談

員等による支援を実施することとしている。

短時間正社員制度の活用促進に向けては、既に、雇用均等室において、均衡待遇・

正社員化推進奨励金(平成 25年度から企業内のキャリアアップを促進するための包

括的な助成制度へ改組予定。以下同じ。)の支給、短時間正社員制度導入マニュアル

の配布等の各種施策を実施しているが、医療労働専門相談員等による支援を円滑に

実施するためには、これらの各種施策について、行政機関内での情報共有を図りつ

つ、地域の関係団体等に対して十分な周知を行うことが必要である。



そのため、雇用均等室から、上記の各種施策に関する資料等を入手するなど、積極

的な連携を図ること。

また、こうした連携を通じて、都道府県衛生主管部(局)や地域の関係団体等から

求めがあった場合には、短時間正社員制度の活用促進に向けた各種施策に関する情報

提供を行うこと。

(3)報告書4 (2)②【ワンストップの外部専門家チーム支援】について

医療機関等の勤務環境改善に関わる各種の相談支援制度や公的な支援(補助)制

度について、各医療機関等のニーズを踏まえた活用を図るため、医療労働専門相談

員等をはじめとする関係機関、関係団体の連携を強化し、平成 26年度以降に、地域

の医療機関等に対するワンストップの相談支援体制の構築に向けて取り組むことと

している。

その際、労働基準部が所管している施策のうち、連携が想定される相談支援・アド

バイザー機能の例としては、医療労働専門相談員等やメンタルヘルス対策支援センタ

ー相談員が考えられる。

また、連携が想定される職場環境整備のための支援制度の例としては、労働時間等

設定改善推進助成金の活用が考えられる。

平成 26年度以降に、ワンストップの相談支援体制を構築するためには、関係機関

や関係団体がこうした各種施策を十分に認識し、活用できる環境を整えることが重要

であることから、平成 25年度は、こうした各種施策について、行政機関内での情報

共有を図りつつ、地域の関係団体等に対し、十分な周知を行うことが必要である。

そのため、引き続き、企画委員会等を活用して、都道府県衛生主管部(局)や医療

関係者に対し、各種施策に関する資料を情報提供し、必要に応じて説明するなどの積

極的な連携・周知を図ること。

また、今後は、医療労働専門相談員等のほか、地域の関係団体にも労務管理などの

アドバイザーの配置を進めることにより、多様な主体からの専門的支援が受けられる

体制整備を図ることとしている。

そのため、地域の関係団体のアドバイザー配置に対する支援のーっとして、労働時

間等設定改善助成金の見直しを行い、平成 25年度からは、関係団体向けにも活用で

きる助成金とすることとしている。

そのため、労働時間等設定改善推進助成金の活用が図られるよう、地域の関係団体

に対して周知を行うことo

(4)報告書4 (3)①及び4 (4) 【労働時間管理者等の育成・地域レベルのネット

ワーク推進】について

医療分野の「雇用の質j の向上のための取組を推進するためには、労働時間管理

者等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材(院長、理事長、事務局長、看

護部長、看護師長及び管理職候補者など)の育成・資質向上が必要不可欠であるた

め、労働基準部が中心となり、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会の

充実強化を図ることとしている。

また、労働基準部が事務局となって開催する企画委員会を、地域の共通課題を持

ち込むプラットフォームとして機能させるため、地域レベルで、の更なるネットワー

クの強化が必要となっている。

そのため、上記研修会の企画や実施に当たって、また、企画委員会が行政や医療

関係者による連絡協議の場として活用されるよう、引き続き、職業安定部及び雇用



均等室との更なる連携の強化を図るとともに、都道府県衛生主管部(局)及び労働

主管部(局)並びに関係団体等との連携に努めること o

(5)報告書4 (3)②【医療労働専門相談員等の育成】について

医療労働専門相談員等については、その活動が医療機関等に十分認識されていな

いことから、支援の機会が少なくノウハウが蓄積されない状況にあるため、関係団

体等の協力も得ながら、医療労働専門相談員等が地域の医療機関等のパートナーと

して幅広く活用されるよう、その周知を行う必要がある。

そのため、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会など、あらゆる機会

を捉えて、医療機関等に対し、医療労働専門相談員等の活用が図られるよう、積極

的に周知すること。

2 職業安定行政関係

( 1 )報告書4 (2)①垣)イ)【公的職業紹介機関における看護職員のマッチング機能

の強化】について

公的職業紹介機関における看護職員のマッチング機能の強化を図るため、ナース

センターとハローワークの連携・協働による看護職員の人材確保に向けた取組を進

めることとしている。

具体的には、いくつかの地域を選定し、試行的にナースセンターとハローワークの

連携事業(ナースセンター・ハローワーク連携モデ、ル事業)を実施することとしてお

り、詳細については、追って通知する。このほかにも、都道府県ごとの判断により、

都道府県衛生主管部(局)と協議の上、地域の実情に応じたナースセンターとハロー

ワークの連携の推進を積極的に図ること。

また、職業紹介事業者を利用する医療機関等から、不適切な職業紹介事業者に関す

る相談等があった場合には、職業安定部・需給調整事業部が相談窓口として活用でき

る旨の案内をするよう、都道府県衛生主管部(局)からナースセンターに対し周知を

お願いしているため、この点について、適切に対応すること。

(2)報告書4 (2)②【ワンストップの外部専門家チーム支援】について

医療機関等の勤務環境改善に関わる各種の相談支援制度や公的な支援(補助)制

度について、各医療機関等のニーズを踏まえた活用を図るため、医療労働専門相談

員等をはじめとする関係機関、関係団体の連携を強化し、平成 26年度以降に、地域

の医療機関等に対するワンストップの相談支援体制の構築に向けて取り組むことと

している。

その際、職業安定部が所管している施策のうち、連携が想定される相談支援・アド

バイザー機能の例としては、ハローワークのアドバイザー(就労支援コーデ、ィネータ

ー等)の活用が考えられる。

平成 26年度以降に、ワンストップの相談支援体制を構築するためには、関係機関

や関係団体が、ハローワークのアドバイザーについて十分に認識し、活用できる環境

を整えることが重要であることから 平成 25年度は行政機関内での情報共有を図

りつつ、地域の関係団体等に対し、十分な周知を行うことが必要である。

そのため、労働基準部から上記の各種施策に関する資料の提供依頼及び疑義照会が

あった場合等には、求めに応じて、必要な資料を手交し、説明すること。また、企画

委員会等を活用して、都道府県衛生主管部(局)や関係団体等に対し、ハローワーク

のアドバイザーに関する資料を情報提供し、必要に応じて説明するなどの積極的な連



携・周知を図ること。

(3)報告書4 (3)①及び4 (4) 【労働時間管理者等の育成・地域レベルのネット

ワーク推進】について

医療分野の「雇用の質j の向上のための取組を推進するためには、労働時間管理

者等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材(院長、理事長、事務局長、看

護部長、看護師長及び管理職候補者など)の育成・資質向上が必要不可欠であるた

め、労働基準部が中心となり、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会の

充実強化を図ることとしている。

また、労働基準部が事務局となって開催する企画委員会を、地域の共通課題を持

ち込むプラットフォームとして機能させるため、地域レベルで、の更なるネットワー

クの強化が必要となっている。

そのため、上記研修会の企画や実施に当たって、また、企画委員会が行政や医療

関係者による連絡協議の場として活用されるよう、引き続き、労働基準部及び雇用

均等室との更なる連携の強化を図るとともに、都道府県衛生主管部(局)及び労働

主管部(局)並びに関係団体等との連携に努めること。

3 雇用均等行政関係

( 1 )報告書4 (2)①出)ア)及びウ) 【短時間正社員制度の活用促進】について

医療機関等における短時間正社員制度の活用促進を図るため、医療労働専門相談

員等による支援を実施することとしている。

短時間正社員制度の活用促進に向けては、既に、均衡待遇・正社員化推進奨励金

の支給、短時間正社員制度導入マニュアルの配布等の各種施策を実施しているが、

医療労働専門相談員等による支援を円滑に実施するためには、これらの各種施策に

ついて、行政機関内での情報共有を図りつつ、地域の関係団体等に対して十分な周

知を行うことが必要である。

そのため、労働基準部から上記の各種施策に関する資料の提供依頼及び疑義照会が

あった場合等には、求めに応じて、必要な資料を手交し、説明するなどの積極的な連

携を図ること。

また、都道府県衛生主管部(局)や地域の関係団体等から求めがあった場合には、

医療労働専門相談員等と協力し、短時間正社員制度の活用促進に向けた各種施策に関

する情報提供を行うこと。

(2)報告書4 (2)②【ワンストップの外部専門家チーム支援】について

医療機関等の勤務環境改善に関わる各種の相談支援制度や公的な支援(補助)制

度について、各医療機関等のニーズを踏まえた活用を図るため、医療労働専門相談

員等をはじめとする関係機関、関係団体の連携を強化し、平成 26年度以降に、地域

の医療機関等に対するワンストップの相談支援体制の構築に向けて取り組むことと

している。

その際、職場環境整備を支援・促進する制度の例としては、以下のような制度が考

えられる。

両立支援助成金(事業所内保育施設置・運営等支援助成金等)

-次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・公表制

度

一定の要件を満たした企業は「子育てサポート企業Jとして認定され、次世代



認定マーク(くるみん)の利用が可能となる制度、認定企業への税制措置制度

平成 26年度以降に、ワンストップの相談支援体制を構築するためには、関係機関

や関係団体がこうした各種施策を十分に認識し、活用できる環境を整えることが重

要であることから、平成 25年度は、こうした各種施策について、行政機関内での情

報共有を図りつつ、地域の関係団体等に対し、十分な周知を行うことが必要である。

そのため、引き続き、企画委員会等を活用して、都道府県衛生主管部(局)や関係

団体等に対し、各種施策に関する資料を情報提供し、必要に応じて説明するなどの積

極的な連携・周知を図ること。

(3 )報告書4 (3)①及び4 (4) 【労働時間管理者等の育成・地域レベルのネット

ワーク推進】について

医療分野の「雇用の質Jの向上のための取組を推進するためには、労働時間管理

者等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材(院長、理事長、事務局長、看

護部長、看護師長及び管理職候補者など)の育成・資質向上が必要不可欠であるた

め、労働基準部が中心となり、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会の

充実強化を図ることとしている。

また、労働基準部が事務局となって開催する企画委員会を、地域の共通課題を持

ち込むプラットフォームとして機能させるため、地域レベルでの更なるネットワー

クの強化が必要となっている。

そのため、上記研修会の企画や実施に当たって、また、企画委員会が行政や医療

関係者による連絡協議の場として活用されるよう、引き続き、労働基準部及び職業

安定部との更なる連携の強化を図るとともに、都道府県衛生主管部(局)及び労働

主管部(局)並びに関係団体等との連携に努めること。

第2 厚生局関係

上記第 1の1の(1 )の医療労働専門相談員等が行う相談支援や、第 1の1の (4)

の労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会及び企画委員会の準備等に際し、

労働局から厚生局・都道府県事務所に対し、診療報酬制度に関する資料の提供依頼及

び疑義照会があった場合には、求めに応じて必要な資料を手交し、説明するなど、適

切に対応すること。

第3 その他

報告書4 (1)にある rW雇用の質』向上マネジメントシステムJの構築に向けて、

本年 1月より、医療分野や労務管理などの専門知識を有する有識者から成る研究班を

立ち上げ、その具体化に向けた調査研究・検討をスタートさせているので、御承知お

き願いたい。

また、今後、当該調査研究を進めるに当たり、貴職に必要な協力を求めることがあ

りえるが、その際には、研究の円滑な実施に向け、積極的に協力すること。



都道府県知事宛

(別紙 1) 

医 政 発 0208第 1号

医薬発 0208第 1号

基発 0208第 3 号

職発 0208第 1 号

雇児発 0208第 4号

保発 0208第 1 号

平成 25年 2月 8 日

厚生労働省医政局 長

医薬食品局長

労働基準局長

職業安定局長

雇用均等・児童家庭局長

保 険局長

医療分野の「雇用の質Jの向上のための取組について

人口減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在など

を背景として医療機関等による医療スタッフの確保が困難な中、国民が将来にわたり質の

高い医療サービスを受けるためには、医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備し、

「雇用の質j を高めていくことにより、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが必要

不可欠です。

こうした中、厚生労働省では、平成 23年 6月に取りまとめた「看護師等の『雇用の質』

の向上に関する省内プロジェクトチーム報告書J及び平成23年 6月 17日付け本職通知(r看

護師等の『雇用の質』の向上のための取組についてJ)に基づき、看護職員を中心とした

医療スタッフの勤務環境の改善に関する様々な取組を進めてきたところですが、今般、こ

れまでの取組の更なる充実・強化を図るためには、医師、看護職員、薬剤師など幅広い医

療スタッフを含めた医療機関全体で「雇用の質j の向上に取り組むことが重要であるとの

認識の下、平成 25年以降の対応を含めた検討の結果を、別紙3のとおり「医療分野の『雇

用の質』向上プロジェクトチーム報告J (以下「報告書Jという。)として取りまとめま

した。

報告書の基本的な考え方としては、医療機関全体の「雇用の質jの向上に取り組むため、

行政として、医療関係者と共通認識を持ち、密接な連携を図りながら、医療機関等のニー

ズに応えられるよう、医療分野、労働分野の「縦割引を超えた政策連携を図った取組を



推進し、将来的には、各医療機関等が、医師、看護職員、薬剤師などの幅広い医療スタッ

フの協力の下、自主的な勤務環境改善活動を促進するシステム(以下 rW雇用の質』向上

マネジメントシステムJという。)の構築・普及を図るとともに、こうした各医療機関等

の活動に対する支援策を講じることとしています。

なお、今般の報告書において、当面、貴都道府県の衛生主管部(局)及び労働主管部

(局)に関係する事項等を下記のとおりまとめましたので、取組の実施に当たり、御理解、

御協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

本取組を的確に推進するためには、医療分野や労働分野など各分野の施策の更なる連携

が必要不可欠であることから、貴職におかれましても、引き続き、取組の必要性・重要性

を御理解いただいた上で、貴都道府県の衛生主管部(局)及び労働主管部(局)の十分な

連携に御留意いただくとともに、都道府県労働局(以下「労働局j という。)等と連携し、

取組の積極的な実施に向けて、御協力いただくようお願いいたします。

また、医療機関等のニーズに応じて、貴都道府県で実施している勤務環境の改善に資す

る各種施策が広く活用されるよう、地域の関係団体等に積極的に働きかけるなど、地域の

関係団体等との連携にも御配意いただくようお願いいたします。

最後に、本件については、別紙 1のとおり地方厚生(支)局長及び労働局長に対し指示

するとともに、別紙2のとおり関係団体の長に対し協力を依頼しておりますので申し添え

ます。

記

第 1 衛生主管部(局)関係、

1 報告書4 (2)① i )【医療スタッフ相互・補助職等の連携の推進】について

医師、看護職員、薬剤師などの業務負担の軽減を図るためには、多様な医療スタッ

フが相互に連携し、業務分担を図る「チーム医療Jの推進や補助職(し、わゆる医療ク

ラークや看護補助者)の活用が重要です。

このため、平成 25年度予算(案)において新たに計上している看護補助者活用推進

事業の活用を図っていただくようお願いいたします。

2 報告書4 (2)①益)イ)【公的職業紹介機関における看護職員のマッチング機能の

強化】について

公的職業紹介機関における看護職員のマッチング機能の強化を図るため、ナースセ

ンターとハローワークの連携・協働による看護職員の人材確保に向けた取組を進めま

す。

具体的には、いくつかの地域を選定し、試行的にナースセンターとハローワークの

連携事業(ナースセンター・ハローワーク連携モデ、ル事業)を実施することとしてお

り、詳細については、追って通知します。このほかにも、都道府県ごとの判断により、

労働局職業安定部と協議の上、地域の実情に応じたナースセンターとハローワークの

連携の推進を積極的に図っていただきますようお願いいたします。

また、ナースセンターに対して、職業紹介事業者を利用する医療機関等から、不適

切な職業紹介事業者に関する相談等があった場合には、労働局職業安定部・需給調整

事業部が相談窓口として活用できる旨の案内をしていただくよう、ナースセンターへ

の周知をお願いいたします。

3 報告書4 (2)①温)ア)及びウ)【短時間正社員制度の活用促進】について



医療機関等における短時間正社員制度の活用促進を図るため、労働局に配置してい

る医療労働専門相談員又は医療労働専門相談員が配置されていない労働局にあっては、

働き方・休み方改善コンサルタント(以下「医療労働専門相談員等Jという0)による

支援を実施することとしています。

短時間正社員制度の活用促進に向けては、既に、就労環境改善研修事業、就業環境

改善支援事業などの各種施策を実施しているところですが、医療労働専門相談員等に

よる支援を円滑に実施するためには、これらの各種施策について、行政機関内での情

報共有を図りつつ、地域の関係団体等に対して十分な周知を行うことが必要です。

そのため、労働局が事務局となり開催している企画委員会等を活用して、労働局や

地域の関係団体等に対し、短時間正社員制度の活用促進に向けた各種施策に関する資

料を情報提供していただき、必要に応じてご説明いただくなどの積極的な連携・周知

を図っていただくようお願いいたします。

4 報告書4 (2)②【ワンストップの外部専門家チーム支援】について

医療機関等の勤務環境改善に関わる各種の相談支援制度や公的な支援(補助)制度

について、各医療機関等のニーズを踏まえた活用を図るため、医療労働専門相談員等

をはじめとする関係機関、関係団体の連携を強化し、平成 26年度以降に、地域の医療

機関等に対するワンストップの相談支援体制の構築に向けて取り組むこととしていま

す。

その際、貴都道府県が所管している施策のうち、連携が想定される相談支援・アド

バイザー機能の例としては、ナースセンター就業相談員や女性医師支援相談窓口の相

談員が考えられます。

また、連携が想定される職場環境整備のための支援制度の例としては、以下のよう

な事業が考えられます。

-病院内保育所運営事業

・病院内保育所施設整備事業

.看護補助者活用推進事業

-就業環境改善相談・指導者派遣事業

・救急勤務医支援事業

-産科医等確保支援事業

-新生児医療担当医確保支援事業

.女性医師等就労支援事業

平成 26年度以降に、ワンストップの相談支援体制を構築するためには、関係機関や

関係団体がこうした各種施策を十分に認識し、活用できる環境を整えることが重要で、

あることから、平成 25年度は、こうした各種施策について、行政機関内での情報共有

を図りつつ、地域の関係団体等に対し、十分な周知を行うことが必要です。

そのため、貴職におかれては、労働局が事務局となり開催している企画委員会等を

活用して、労働局等や、地域の関係団体等に対して、各種施策に関する資料を情報提

供していただき、必要に応じてご説明いただくなどの積極的な連携・周知を図ってい

ただくようお願いいたします。

また、今後は、医療労働専門相談員等のほか、地域の関係団体にも労務管理などの

アドバイザーの配置を進めることにより、多様な主体からの専門的支援が受けられる

体制整備を図ることとしています。

そのため、貴職におかれては、地域の関係団体のアドバイザー配置に対する支援の

ーっとして、重点分野雇用創出事業や就業環境改善相談・指導者派遣事業を活用する



などの取組の実施についてご検討いただくようお願いいたします。なお、詳細につい

ては、追って通知します。

5 報告書4 (3)①及び4 (4)【労働時間管理者等の育成・地域レベルのネットワー

ク推進】について

医療分野の「雇用の質j の向上のための取組を推進するためには、労働時間管理者

等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材(院長、理事長、事務局長、看護部

長、看護師長及び管理職候補者など)の育成・資質向上が必要不可欠であるため、労

働局労働基準部が中心となり、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会の充

実強化を図ることとしています。

また、労働局が事務局となって開催する企画委員会を、地域の共通課題を持ち込む

プラットフォームとして機能させるため、地域レベルで、の更なるネットワークの強化

が必要となっています。

そのため、貴職におかれては、労働局労働基準部と連携し、上記研修会の周知など

に御協力いただくとともに、企画委員会が行政や医療関係者による連絡協議の場とし

て活用されるよう、引き続き、積極的に参画していただくようお願いいたします。併

せて、取組の積極的な実施に向けて、関係団体等への働きかけに御協力いただくよう

お願いいたします。

6 その他

上記に示した様々な取組を連携して推進するに当たり、貴都道府県において、医療

分野の「雇用の質Jの向上のための取組を担当する窓口となる担当者を決めていただ

き、別添をご参照の上、労働局労働基準部監督課又は労働時間課に連絡していただく

ようお願いいたします。

第2 労働主管部(局)関係

1 報告書4 (3)①及び4 (4) 【労働時間管理者等の育成・地域レベルのネットワ

ーク推進】について

医療分野の「雇用の質Jの向上のための取組を推進するためには、労働時間管理者

等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材(院長、理事長、事務局長、看護部

長、看護師長及び管理職候補者など)の育成・資質向上が必要不可欠であるため、労

働局労働基準部が中心となり、労働時間管理者等への労務管理等に関する研修会の充

実強化を図ることとしています。

また、労働局が事務局となって開催する企画委員会を、地域の共通課題を持ち込む

プラットフォームとして機能させるため、地域レベルでの更なるネットワークの強化

が必要となっています。

医療スタッフの確保については、多くの都道府県で喫緊の課題となっており、また、

依然として厳しい雇用情勢が続く中で、勤務環境の改善等を通じて人手不足の医療分

野への就業の促進を図ることは、都道府県民の労働条件の向上はもとより、雇用対策

としても重要であると考えます。

そのため、貴職におかれては、上記研修会の周知などに御協力いただくとともに、

企画委員会が行政や医療関係者による連絡協議の場として活用されるよう、積極的に

参画していただくようお願いいたします。併せて、取組の積極的な実施に向けて、関

係団体等への働きかけに御協力いただくようお願いいたします。

また、上記第 1の2にある重点分野雇用創出事業や就業環境改善相談・指導者派遣



事業の活用に向け、衛生主管部(局)担当者と連携し、取組が円滑に進むよう御協力

をお願いいたします。

第3 その他

報告書4 (1)にある rW雇用の質』向上マネジメントシステムJの構築に向けて、

本年 1月より、医療分野や労務管理などの専門知識を有する有識者から成る研究班を

立ち上げ、その具体化に向けた調査研究・検討をスタートさせていますので、ご承知

おきください。

また、今後、当該調査研究を進めるに当たり、貴職に必要な協力を求めることがあ

りえますが、その際には、研究の円滑な実施に向け御協力いただきますようお願いい

たします。



(別添)

労働局名 部課名 郵便番号
ー -- .-司ー.

住所 1 電話番号

北海道労働局 労働基準部監督課 干060-8566 札幌市北区北8条西2-1-1札幌第 1 (代)

合同庁舎 011-709-2311 

青森労働局 労働基準部監督課 干030-8558 青森市新町2-4-25青森合同庁舎 017-734-4112 

岩手労働局 労働基準部監督課 干020-8522 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15盛岡第2 019-604-3006 

合同庁舎5階

宮城労働局 労働基準部監督課 干983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町l仙台第4合同庁舎 022-299-8838 

秋田労働局 労働基準部監督課 干010-0951 秋田市山王 7-1-3号秋田合同庁舎 018-862-6682 

山形労働局 労働基準部監督課 干990-8567 山形市香澄町3-2-1山交ビル3階 023-624-8222 

福島労働局 労働基準部監督課 干960-8021 福島市霞町 1-46福島合同庁舎 5F 024-536-4602 

茨城労働局 労働基準部監督課 干310-8511 水戸市宮町 1-8-3茨城労働総合庁舎 029-224-6214 

栃木労働局 労働基準部監督課 干320-0845 宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2地 028-634-9115 

方合同庁舎

群馬労働局 労働基準部監督課 干371-8567 前橋市大渡町 1-10-7群馬県公社総 027-210-5003 

合ピル8F

埼玉労働局 労働基準部監督課 干330-6016 さいたま市中央区新都心 11ー2明 048-600-6204 

治安田生命さいたま新都心ピル

ランド・アクシス・タワー15F

千葉労働局 労働基準部監督課 干260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1千葉第2 043-221-2304 

地方合同庁舎

東京労働局 労働基準部 干102-8306 千代田区九段南 1-2-1九段第三合同 03-3512-1613 

労働時間課 庁舎

神奈川労働局 労働基準部監督課 干231-8434 横浜市中区北仲通 5-57横浜第2合同庁舎 045-211-7351 

新潟労働局 労働基準部監督課 干950-8625 新潟市中央区美咲町 1-2-1新潟美 025-288-3503 I 

咲合同庁舎2号館

富山労働局 労働基準部監督課 干930-8509 富山市神通本町 1-5-5富山労働総合庁舎 076-432-2730 

石川労働局 労働基準部監督課 干920-0024 金沢市西念 3-4-1金沢駅西合同庁 076-265-4423 

舎 5階・ 6階

福井労働局 労働基準部監督課 干910-8559 福井市春山 1-1-54福井春山合同庁舎 0776-22-2652 

山梨労働局 労働基準部監督課 干400-8577 甲府市丸の内ト1-11 055-225-2853 

長野労働局 労働基準部監督課 干380-8572 長野市中御所 1-22-1 026-223-0553 

岐阜労働局 労働基準部監督課 干500-8723 岐阜市金竜町 5-13岐阜合同庁舎 3階 058-245-8102 

静岡労働局 労働基準部監督課 干420-8639 静岡市葵区追手町9-50静岡地方合 054-254-6352 

同庁舎3階

愛知労働局 労働基準部 干460-8507 名古屋市中区三の丸 2ー5-1名古 052-972-0254 

労働時間課 屋合同庁舎第 2号館



三重労働局 労働基準部監督課 干514-8524 津市島崎町327-2津第2地方合同庁舎 059-226-2106 

滋賀労働局 労働基準部監督課 干520-0057'大津市御幸町6番 6号 077-522-6649 

京都労働局 労働基準部監督課 干604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金 075-241-3214 

吹町451

大阪労働局 労働基準部 干540-8527 大阪市中央区大手前 4-1-67大阪 06-6949-6494 

労働時間課 合同庁舎第2号館 9F

兵庫労働局 労働基準部監督課 干650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 078-367-9151 

神戸クリスタルタワー16F

奈良労働局 労働基準部監督課 干630-8570 奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎 0742-32-0204 

和歌山労働局 労働基準部監督課 干640-8581 和歌山市黒田 2-3-3 和歌山労働 073-488-1150 

総合庁舎

鳥取労働局 労働基準部監督課 干680-8522 鳥取市富安 2-89-9 0857-29-1703 

島根労働局 労働基準部監督課 干690-0841 松江市向島町 134-10松江地方合同 0852-31-1156 

庁舎 5F

岡山労働局 労働基準部監督課 干700-8611 岡山市北区下石井ト4-1岡山第2合同庁舎 086-225-2015 

広島労働局 労働基準部監督課 干730-8538 広島市中区上八丁堀 6-30広島合同 082-221-9242 

庁舎2号館4F・5F

山口労働局 労働基準部監督課 干753-8510 山口市中河原町6-16山口地方合同 083-995-0370 

庁舎2号館

徳島労働局 労働基準部監督課 干770-0851 徳島市徳島町城内 6-6徳島地方合 088-652-9163 

同庁舎

香川労働局 労働基準部監督課 干760-，0019 高松市サンポート 3-33高松サンポ 087-811-8918 

一ト合同庁舎 3階

愛媛労働局 労働基準部監督課 干790-8538 松山市若草町4-3松山若草合同庁舎 5F 089-935-5203 

高知労働局 労働基準部監督課 干780-8548 高知市南金田 1-39 088-885-6022 

福岡労働局 労働基準部監督課 干812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1福岡 092-411-4862 

合同庁舎新館4F

佐賀労働局 労働基準部監督課 干840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎 0952-32-7169 

長崎労働局 労働基準部監督課 干850-0033 長崎市万才町7-1住友生命長崎ピル 095-801-0030 

熊本労働局 労働基準部監督課 〒860-8514 熊本市西区春日 2-10-1熊本地方合 096-355-3181 

同庁舎9階

大分労働局 労働基準部監督課 干870-0037 大分市東春日町17-20大分第2ソフ 097-536-3212 

ィアプラザビル 6F

宮崎労働局 労働基準部監督課 干880-0805 宮崎市橘通東 3-1-22宮崎合同庁舎 0985-38-8834 

鹿児島労働局 労働基準部監督課 干892-8535 鹿児島市山下町 13-21鹿児島合同庁舎 099-223-8277 

沖縄労働局 労働基準部監督課 干900-0006 那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地 098-868-4303 

方合同庁舎 3F



別 記 団体の長宛

(別紙2)

医政発 0208第 3号

薬食発 0208第 3号

基発 0208第 5 号

職発 0208第 3 号

雇児発 0208第 6号

保発 0208第 3 号

平成 25年 2月 8 日

厚生労働省医政局 長

医薬食品局長

労働基準局長

職業安定局長

雇用均等・児童家庭局長

保 険局長

医療分野の「雇用の質」の向上のための取組について

人口減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在など

を背景として医療機関等による医療スタッフの確保が困難な中、国民が将来にわたり質の

高い医療サービスを受けるためには、医療従事者が健康で安心して働ける環境を整備し、

「雇用の質」を高めていくことにより、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが必要

不可欠です。

こうした中、厚生労働省では、平成 23年6月に取りまとめた「看護師等の『雇用の質』

の向上に関する省内プロジェクトチーム報告書J及び平成23年 6月 17日付け本職通知(r看

護師等の『雇用の質』の向上のための取組についてJ)に基づき、看護職員を中心とした

医療スタッフの勤務環境の改善に関する様々な取組を進めてきたところですが、今般、こ

れまでの取組の更なる充実・強化を図るためには、医師、看護職員、薬剤師など幅広い医

療スタッフを含めた医療機関全体で「雇用の質j の向上に取り組むことが重要であるとの

認識の下、平成 25年以降の対応を含めた検討の結果を、別紙3のとおり「医療分野の『雇

用の質』向上プロジェクトチーム報告J (以下「報告書Jという o )として取りまとめま

した。

報告書の基本的な考え方としては、医療機関全体の「雇用の質Jの向上に取り組むため、



行政として、医療関係者と共通認識を持ち、密接な連携を図りながら、医療機関等のニー

ズに応えられるよう、医療分野、労働分野の「縦割引を超えた政策連携を図った取組を

推進し、将来的には、各医療機関等が、医師、看護職員、薬剤師などの幅広い医療スタッ

フの協力の下、自主的な勤務環境改善活動を促進するシステム(以下 rW雇用の質』向上

マネジメントシステムj という。)の構築・普及を図るとともに、こうした各医療機関等

の活動に対する支援策を講じることとしています。

貴職におかれましては、.医療分野全体の「雇用の質Jの向上のため、医療機関等におけ

る取組の推進に御配意をいただくとともに、行政が行う取組への特段の御協力、御支援を

賜りますようお願いいたします。

また、当該取組を推進していくためには、行政や貴団体を含めた幅広い関係者が連携・

協働することが必要不可欠であることから、貴職におかれましでも、都道府県、地方厚生

(支)局及び都道府県労働局との十分な連携に御配意いただき、地域におけるネットワー

クの強化に向けて、積極的に取組に参画していただくようお願いいたします。

なお、本件については、別紙 1のとおり都道府県知事に対し協力を依頼するとともに、

別紙2のとおり地方厚生(支)局長及び都道府県労働局長に対し指示しておりますので申

し添えます。
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ブロラエクトチーム報告
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|1 医療分野の「雇用の質」向上の必要性

O 日本の人口が減少局面を迎え、若い世代の職業意識も変化し、医療二

ーズち多様化するととちに、医師等の偏在などを背景として医療機関等

による医療スタッフの確保が困難な状況が生じる中、国民が将来にわた

り質の高い医療サービスを受けるためには、医療分野の勤務環境を改善

することにより、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが不可欠で

ある。特に、医師や看護職員など医療スタッフについては、その大部分

が患者の生命や健康に関わる専門資格職で占められ、また、入院患者や

救急患者への対応など心身の緊張を伴う長時間労働や当直、夜勤・交代

制勤務などその厳しい勤務環境が指摘されるなど、医療スタッフが健康

で安心して働くごとができる環境整備は喫緊の課題である。

※ 医師数、看護職員数、薬剤師数について

・医師数 295，049人

(平成 22年厚生労働省「医師 ・歯科医師・薬剤師調査J) 

・看護職員数 1，495，572人

(平成23年厚生労働省医政局看護課調べ)

・薬剤師数 276，517人

60麓代

以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

(平成 22年厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査J) 

動務環境の改善に対する認識

• rBI;:近い」と回答した医師の割合

30.3 

% 

A: r医師には、特別の

使命があるのだから厳し

い劉務環境にあるのはや

むを得ない」

B: r医師不足という現

状においてち、 IJJ務環震

は工夫次第で政醤しうる

し、改醤すべき」

平成24年強立行政活人労働政策研究研修機構「劉務医の就労実態と意識に閲する調査J

2 



O 医師(勤務医)の労働時間、宿直に関するデータ

(平成24年独立行政法人労働政策研究・研修機構「勤務医の就労実態と意識に関する調査J)

週当たりの全労働時間

20時間

平均 53.2時間

鍛回直宿

mr
 

先

団
ぷ

務
7

動るた主 宿直翌日の勤務体制
1自体み

.1孝芳明E
E話--・J; .~. ，.-i .:::::.~.~Tf~..') 

怯伝達手"
※宿直がある書を河量に集計

O 看護職員の労働時間、夜勤に関するデータ

(平成22年日本看護協会「病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査J) 

夜動の拘束時間
2交代制〈変則を含む〉時間外労働時間叡

50-60時

間未満

1.8% 

6口時間

以上

3.0% 

平均16.8時間/月

18時間以上1

2.8% 

概 観懸糟田園圏圃圃

。% 20% 40% 60% 
8時間未満 3交代制〔変則を含む〉

80% 100% 
10時間以上

t 0.4% 

隙 唖闘槻醐掴圃園園設 理

。

。% 40% 60% 80% 100% 20% 

月当だり夜動時間

2交代制 1回
1.5% 

3交代制 (置劃=事直劃+漂直也〉

月

O しかしながら、労働条件の最低基準を定める労働基準法の遵守を求め

るだけでは、当直や、夜勤・交代制勤務などの勤務環境改善のために必

3 



要十分な対応は困難である。すなわち、こうした問題は、医師、看護職

員などの勤務のあり方、安心して働き続けられ否職場環境整備、更には、

その背景にある医療機関等のマネラメントの改善論議を抜きにして、取

り締まりのみで解決するちのではない。また、子どもを持った医師や看

護職員などカて育児休業や短時間勤務制度等を取得しながら、安心して働

き続けられる職場環境の整備などち重要であ否。

O これまで右、こうした課題について、省内関係部局により議論が重ね

られており、看護分野を中心に実際の取組が進みつつある。各都道府県

労働局が中心となり、医療機関等の労務管理の責任者に対す否研修会を

開催す否などの施策が講じられ、各地域の医療関係者と連携した活動が

スター卜しているが、個々の医療機関等のニーズを踏まえた具体的な

『雇用の質j向上のためのシステム化には至っていない。

※ 研修会の実績(平成23年度)

44都道府県が実施し、全国で延べ66回開催。参加者数は、延べ7，000 

人超。

O 一方、日本医師会は「勤務医の健康支援に関す否ブロヲエクトjを発

足させ、また、全国医師会勤務医部会進絡協議会が「勤務医として、男

性、女性の別なく、仕事と生活の調和がとれる労働環境の整備』などを

求め否「愛媛宣言jを行った。日本看護協会でち、看護職員の過酷な労

働状況等を踏まえ、「看護職の夜勤・交代制勤務に関す否刀イドラインj

の取りまとめに向けた検討が進められてい否。

O こうした中、平成24年 10月には、厚生労働省内の「医療分野の雇

用の質j向上を目指した事務レベルの検討の場であ否プロラエクトチー

4 



ム(大谷厚生労働審議官を統括とし、医政局、労働基準局、職業安定局、

雇用均等・児童家庭局、保険局の局長・関係課長を構成員)をスタート

させた。

O このプロヲエクトチームでは、プロラエクトチームの下でワーキング

チームを開催す否などして、医療機関全体の「雇用の質j向上につなが

否具体策について検討し、その結果、平成25年以降の取組の基本方針

と具体策を次のとおり取りまとめた。

O 今後、医療関係者と共通認識を持ぢ、密接な連携を図りながら、 「縦

割りJを超えた政策連携を図った取組を推進していく。

12醐 の跡方針

o r医療サービスの質jや医療安全の確保を図りながら、地域で信頼さ

れる医療機関であるためには、 「良質な人材の確保と定着jが不可欠で

あり、そのためには人材が定着し、その現場で成長していくための基盤

とな否雇用の質の向上に取り組んでいく必要がある。このため、募集・

採用、労務管理、医療経曽、両立支媛など様々な局面で、医療機関等の

実情に応じた支援が効果的に提供され否ょう、多面的で重層的な「連携j

を念頭に置いた取組を進めることにす否。

〔基本方針ー多面的・重層的な「連携jー〕

(1)医療機関等の医師、看護職員のみならず、薬剤師など幅広い医療ス

タッフが「連携jして、医療機関を挙げ、特定の職種に限らず医療機

関全体で雇用の質の向上に取り組むこと。
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(2)子どちを持つ医療スタッフなどの仕事と家庭の両立の推進はもとよ

り就業者全体のワークライフバランスの視点ち踏まえ、旧来の職場習

慣の「あたりまえ」を再考し、医療機関各診療科、各職種のトップと

スタッフが、多様なアイディアや取組を「連携jさぜて改善を進め否

ごと。

(3)経嘗基盤の弱い中小を含む医療機関経嘗に役立つ改善策を、幅広い

専門家や地域の関係者などが「連携Jして多様なアイディアを結集さ

せ否ごと。

(4)縦割りになりがぢな行政によ否支援策について、医療機関等のニー

ズに応えられ否ょう「連携jさせて活用すること。

(5)中央レベルのみならず、地域レベルでち、医師会・病院団体、看護

協会など医療関係団体と密接な『連携』を図った取組を進めること。

O 医療機関等の「雇用の質」向上を図否ためには、各医療機関等の関係

者が、 「医療スタッフの安全と健康は、患者の安全と健康を守否jとい

う基本認識の下、自らの医療機関等の勤務環境の現状を確認し、その現

状に合わせて取り組むべき改善事項を決定し、着実に、かつ、無理なく

実施していくことが必要となる。

O このため、各医療機関等が、医師、看護職員、薬剤師などの幅広い医

療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務

環境改善活動を促進するシステムを構築し、普及を図否ととちに、そう

した各医療機関等の活動への支援策を講ずる。
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民状の評価

課題の締出

医銭信関寄由費圧百や
スタッフが鰻まり鴎邸

出E

|..1..1.. 1 

-
刀イドラインなどを

曾曹に部署計画在粛定

行政による医療機関への支援

d湾慣スタッフ掴E 補問臓事由連慢の挺進
チ-l>I!U慢の?雀躍や繍田岡田活用li.経由面と労括管理面白理万

から萱1I

②公的珊畢紹介にお11る冒腫闘員のマッチンク御能の強化

ナースセンターの樋院盟{じと.ハローワークとの司慎重程遠?胞の畦道

③短時間正社員制度の活用促進

匡鰻自慢関曹への7ヲドパイザー王盛明胃盟理係などによる活用促進

"'111111間管の先遣聞な野寧闘を幅広く眼鏡 ・聾理レ.画局の"'111111
問事由聾固に応じて、活用できるデータベースを婦援

:'JLI長

O こうした取組を効果的に推進するためには、経嘗面(コスト管理、収

入の確保など医業経営全般)、技術面(人材配置、労務管理、各種支援

制度の活用などの専門知識)の両面からの適切な医療機関支援が不可欠

である。今後、取組の具体化に当たり、医療関係団体と密接な連携を図

り、意見交換を重ねながら、施策の縦割りを超え、幅広い関連施策を総

動員して、各医療機関等の取組をパックアップする。

14 r目指す姿」実現に向けた当面の取綱方針と具体策

(1) r雇用の質』向上マネラメシトシステム(仮称)に向けて

O マネジメントシステムについては、次の視点を基にした仕組みを構

築することとする。

トップの改善方針に基づ、き、医療機関全体の組織的な取組とす
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ること

・明文化・記録化により、勤務環境改善活動の確実で効果的な実

施

-計画 (p)一実施 (0)ー評価 (C)ー改善 (A)のPOCA

サイクル

・各医療機関等の従前からの活動実績をペースに、それぞれの医

療機関等の実情に合わせた取組を行うこと

O こうした総合的なシステム構築を目指し、平成25年 1月より、医

療分野や労務官理などの専門知識を有す否有識者から成否研究班を

立ち上げ、その具体化に向けた調査研究・検討をスタートさせた。

O この調査研究においては、

-日本医師会や日本看護協会における勤務環境改善のための検討

成果との連携を図ること

・労働時間、休暇、安全衛生面、仕事と家庭の両立など「働きや

すい環境整備jに関する事項について、個々の医療機関等の判

断により適切な改善が図られるような項目と取組の方向などに

関す否ガイドラインを策定すること

などを目指すことにす否。

※ 労働時聞について、時間外労働の削減、勤務間隔の確保のあり方、年次有給

休暇取得の促進など、海外事例や他産業などち参考に検討

(2)医療機関支援の具体的メ=ュー

O 各医療機関等がそれぞれの課題を踏まえて策定した「改善計画jを

実現するためには、看護職員などのマンパワーの確保、労務管理や経

宮、医療雇用関連の制度などの専門的なアドバイスなど、各医療機関
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等のニーズに応じた、さまざまな支援が必要となる。

①マシパワー確保の支援

当直、夜勤など労務負担を軽減するためには、実質的に医療機関等

のスタッフを増強させ否支援策が不可欠となる。そのため、具体的

に次の方策を講ずる。

i )医療スタ')Jフ相互・補助職等の漣携の推進

【課題】

O 医師、看護職員、薬剤師などの業務負担の軽減を図るためには、

多様な医療スタッフが相互に連携し、業務分担を図る「チーム医療j

の推進や補助職(いわゆる医療クラークや看護補助者)の活用が重

要である。このため、これまでち診療報酬において、こうした取組

に対する評価の充実が図られており、労務管理、診療報酬制度の施

設基準などを勘案したコスト・収入面の判断などの複雑な経嘗判断

が求められることから、事務的な体制が弱い病院などについては、

医療機関等の実態にマッチした活用への支援が必要な場合ちある。

【対応の方向】

O 医療機関等の状況を踏まえ、医療機関等のニーズと経嘗方針にマ

ッチした勤務環境改善の方策の支援を行うため、経営面、労務管理

面の双方からワンストップでアドバイスする相談支援体制を構築す

否。具体的には、各都道府県労働局に配置している医療機関向けの

アドバイザー(r医療労働専門相談員Jなど)などの地域の関係機

関が、医療機関等の規模や機能などの実態を踏まえ、多様な医療ス

タッフの人員配置や業務分担の見直しなどの労務管理の改善策や必
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要となるコストについて、医療機関等の担当者からの相談を受ける

ワンストップ相談窓口とな否。その際、医療従事者以外の補助職等

を活用した業務分担や連携を行うことで医師や看謹職員などの負担

軽減を図ることを推進す否ょう助言し、必要に応じて、経嘗改善に

向けた方策や、専門知識を有す否医業経嘗コンサルタントと連携し、

支援を行う。

O このため、質の高い医業経営コンサルタントとの連携を図る観点

から、こうした専門家の全国団体であ否日本医業経嘗コンサルタン

ト協会に協力を求め否ととちに、各地域の医療関係団体と連携し、

経嘗の専門家である医業経嘗コシサルタントによ否医療機関支援を

図る。

O 平成25年1月からスタートさせた勤務環境改善のためのマネヲ

メシトシステム構築を目指した調査研究の中で、すでに補助職を導

入している医療機関等にヒアリング調査を行い、どのような環境整

備を図る必要があるのか、また、具体的なノウハウの分析・検討を

実施し、上記のアドバイザー支援の材料となる事例・情報の整理を

行う。

ii)公的職業紹介機関におけ否看寵職員のマッチシグ機能の強化

【課題】

O 医療経営者からは、看護職員の確保に苦労しており、公的な職業

紹介機能の強化を求める声が強い。また、看護職員資格を有する求

職者からち、自らの求職希望にきめ細かく応え否ととちに、安心し

て利用でき否公的な就職支援機能の強化が期待されている。
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O こうした中、公的職業紹介機関である各都道府県の看護協会が

実施するナースセンターやハローワークでは、各々一定の就職実

績を挙げているちのの、必ずしち地域において両者が密接に連携

した上で看護職員の確保が行われている現状にはなく、医療機関

等の声や看護職員の期待には十分に応えきれていない状況にあ

り、公的職業紹介機関における看護職員のマッチング機能の連携

強化を図否必要があ否。

※ 看護職員の年間就職実績(平成23年度)

ナースセンター約 1. 2万人

ハローワーク 約s.1万人

O 特に、ナースセンターの運嘗方法について、

-現在の登録システムが焼佐である

-ナースセンターの就業相談員が求職者である看謹職員の就労に

向けた相談ニーズに必ずしち十分に応えきれていない

などの課題が指摘されており、紹介実績についてち、減少傾向にあ

る。

O また、近年では、職業紹介事業者を利用して看護職員を確保す否

医療機関等ち増加傾向にある。職業紹介事業者の多くは、医療機関

等のニーズや求職中の看護職員の声をきめ細かく把握し、適切なマ

ッチンクを行ってい否ちのの、中には、職業紹介事業者として適切

に事業を行っていないのではないかと疑われる事業者ちあり、その

ような場合、医療機関側ち誰に相談してよいか分力、らないといった

声があ否。
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【参考】

o r病院の人材確保・聾成に関す否アンケート調査J(日本病院会平成 23

年)をみても、専門医師を中心とする医師の不足を訴える病院が76.80/0、看

護師の不足を訴える病院が 73.60/0に上がっており、全体の 51.30/0の病院が

f医師等人材斡旋業者を今まで利用したことがあるJとしてい否。また、約

5割の病院で、斡旋されたスタッフの「技術・技能jや『勤務環境Jについ

て f不満であるj文は「当たり外れが激しいJとされている。

【対応の方向】

ア)ナースセシターの機能強化

J 

O ナースセンターのマッチンク機能強化を図否ためには、研修機

能、相談機能、医療機関等の主体的な勤務環境改善の支援など看

護協会が持つ機能の相互連携、病院を始めとした外部の関連機関

等と連携した支援、幅広く看護職員を登録する仕組みづくりなど、

ナースセンターの総合力の強化を図っていく必要がある。

O また、ナースセンターのシステムやその提供サービスについて

は、求人側の医療機関等、求職者であ否看護職員の双方のニーズ

調査を行い、十分にその結果を分析・検証した上で、システムや

提供サービスの改善に向けた検討を開始する。

イ)ナースセシターと八ローワークの連携

O ナースセンターは、看護職員自身によ否きめ細かで専門的な就

労支援などの強みを有す否ちのの、ハローワークと比較すると、

認知度や情報量は劣ってい否。一方、八口ーワークについては、

認知度と全国ネットワーク・情報量等を活かし、看謹職員に対す

る職業紹介を行うととちに、全国の主要な八口ーワークに設置す
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る「福祉人材コーナーJにおいて、医療分野を含めたマッチング

支援に取り組んでい否ちのの、求人・求職側双方の個々の相談二

一ス、に十分に対応できる体制とまでは至っていないという課題が

あ否。

O そこで、双方の機関が持つ強みを組み合わせ、活かす観点から、

まずはいくつかの地域を選定し、ナースセンターと)¥ローワーク

の連携・協働による看護職員の人材確保に向けた取組(ナースセ

ンター・)¥口ーワーク連携モデル事業)を試験的に実施する。

〔連携モデルの具体的内容〕

-求職及び求人の登録様式の一元化

-求職者情報及び求人情報の可能な範囲での共有

・ナースセンター就業相談員によ否八口ーワークの相談窓口を活

用した定期的な巡回相談の実施

・人材確保に係否緊急性が高い医療機関等を対象とした面接会な

ど個別あっせんの強化

O なお、職業紹介事業者を利用する医療機関等が、不適切な職業

紹介事業者について「誰に相談してよいか分からないJという点

については、都道府県労働局を相談窓口として積極的に活用でき

る旨を改めて周知する。

iii)短時間E社員制度の活用促進

O 個人のニーズが多様化す否中、医師、看謹職員、薬剤師など医療ス

タッフにとって右、働き方を選択できる時代となっている。こうした

中、短時間正社員制度の導入により、育児期などフルタイムによる勤
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務が難しい時期であってち、正規職員としての処遇で働け否ごとなど

により、マシパワー増強を図否。

なお、女性医師の離職防止や復職支援のための施策のーっとして、

短時間正社員制度を活用することち考えられ否。

【課題】

0・短時間正社員制度を新たに導入する際、次のような点が、医療機

関等、特に中小の医療機関等での導入の支障となっている。

-人件費上昇などの経済的負担や、就業規則や医療機関固有の職

員管理ルールなど現行システム見直しなどの運用面の事務負担

.がかか否。

・通常勤務と異なり、シフトの組み方の工夫、賃金制度の見直し

などの勤務環境整備を図否ことが必要となる。

【対応の方向】

ア)各医療機関等へのアドパイザー支揖・情報提供

O 各都道府県労働局に配置してい否医療機関向けのアドバイザー

( r医療労働専門相談員jなど)が、短時間正社員制度導入マニ

ュアルなどを活用し、個々の医療機関等のニーズを踏まえた具体

的なアドバイス(短時間正社員制度導入の就業規則のひながた提

示、賃金や評価方法を決める際の留意点など)を実施す否。

O 今後、各都道府県労働局に配置しているアドバイザーのほか、

地域の医療関係団体にち労務管理などのアドバイザー配置を進め

否ことにより、多様な主体からの専門的支援が受けられ否体制整

備を図否。

14 



O このほか、インターネットを活用した「短時間正社員制度導入

支援ナピJを活用し、医療機関等について右、わかりやすい導入

支援の情報提供を行う。

イ)短時間E社員導入の前提とな否環境整備の支撮

O 平成25年1月からスター卜させた勤務環境改善のためのマネ

ラメシトシステム構築を目指した調査研究の中で、すでに短時間

正社員制度を導入している医療機関等にヒアリング調査を行い、

医療現場固有の課題を把握した上でどのような環境整備を図る必

要があ否のか、また、医療現場に特化した具体的なノウハウの分

析・検討を実施し、ア)のアドバイザー支援の材料となる事例・

情報の整理を行う。

ワ)短時間正社員導入イシセシティブ方策の活用

O 短時間正社員制度の導入に当たり、医療機関等のニーズに応じ

て、次のような施策を活用する。

-短時間正社員制度を導入し、実際に適用した事業主に対し助成

金を支給

・短時間正規雇用など多様な勤務形態の導入の検討や準備に必要

な経費にかかる財政支援

-短時間正規雇用などの多様な勤務形態についての啓発や導入に

関する研修などに必要な経費にかかる財政支援

iv)譲剤師会の求人・求職機能の強化

O 薬剤師会が行ってい否求人・求職事業についてち、その知名度向

上に向け周知をするなどして活用促進を図る。
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O また、短時間就業に閲する求人・求職』情報を関係団体のホームペ

ーラに掲載するととちに、離職後一定期聞が経過した者を対象とし

た再研修事業を推進することにより、就業経験を持つ即戦力人材の

再就業を促進す否。

②ワシストvプの外部専門家チーム支援【ワシスト~プ化・チーム支鰻】

【課題】

O 医療・雇用などに関す否各種相談員・コンサルタントなどは、例

えば、労務管理、看護職員確保、労働安全衛生など、それぞれの設

置目的に沿って縦割りで活動している。

O 同じく、保育環境の整備を含め、各種の職場環境整備への公的支

援(補助)制度が存在するちのの、制度が縦割りであり、その申請

窓口ち都道府県労働局・都道府県などまちまちであって、必ずしち、

各医療機関等のニーズに応じた十分な活用が図られていない。

【対応の方向】

O 医療機関等の勤務環境改善に関わる各種の相談支援制度や公的

な支援(補助)制度につき、各医療機関等のニーズを踏まえた活用

を図否ため、都道府県労働局に配置してい否アドバイザー(r医療

労働専門相談員jなど)をはじめとする関係機関、関係団体の連携

を強化し、将来的に、地域の医療機関等に対するワンストップの相

談体制構築に向けて取り組む。

O 具体的には、医療機関等のニーズに応じ、

-次に掲げる相談支援・アドバイザー機能が連携・協働した支援
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-各医療機関等の二一ス‘にあった各種支援(補助)制度のアドパ

イス

などを行え否ょう、各都道府県ごとに連携を図ることを目指し、平

成25年度に連携マニュアルの策定など、その準備に着手する。

O また、医療機関等に対する支援機能強化を図るため、地域の医療

関係団体への労務管理の専門家の配置の支援についてち検討す否。

〔連携が想定され否相談支援・アドバイザー機能の例〕

.医療労働専門相談員(都道府県労働局)

・ナースセンター就業相談員(都道府県看護協会ナースセンター)

.雇用均等指導員等(都道府県労働局)

-ハローワークのアドバイザー()¥ローワーク)

-メンタルヘルス対策支援センター相談員(同センター)

.女性医師支援相談窓口の相談員(都道府県など)

-次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援対策推進セ

ンター(商工会議所など)

等

〔職場環境整備のための支援制度の例〕

-院内保育所の設置費、運営費に係否財政支援

・医療機関等での看護補助者の活用に関す否研修に必要な経費に

係る財政支援

・医療機関等の勤務環境の改善のための相談窓口の設置やアドパ

イザ一派遣に必要な経費に係る財政支援

・一定の勤務間隔の確保など労働時間等の改善・向上を目指す団
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体が行うセミナー開催や巡回指導などの取組に対する助成金

-救急医や産科医等の処遇改善を図る医療機関等に対す否財政支

援

-次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策

定・届出・公表制度

.上記計画に定めた目標を達成す否などの一定の要件を満たした

企業は、 「子育てサポート企業jとして認定され、次世代認定

マーク(く否みん)の利用が可能となる制度及び認定企業への

税制措置制度

-従業員の職業生活と家庭生活との両立支援に取り組む事業主な

どを支援す否「両立支援助成金j制度

等

③活用できるデータベース構築

【課題】

O 医療機関等が勤務環境の改善に取り組む際には、他の医療機関等

の取組事例を参考にすることが有効だが、

-ワークライフバランスや安全衛生など分野ごとの事例集は多く

存在す否一方で、医療機関等に特化した事例集はほとんどなく、

体系化されていない

・取組後の成果・効果を紹介した事例集は多くあるが、そこに至

否までのプロセスが紹介されていない

といった課題があり、医療機関等の取組に真に有効な事例情報が整

理、活用されていない状況にあ否。

【対応の方向】
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O 医療機関等の勤務環境の改善に関する好事例を幅広く収集・整理

したうえで、個々の医療機関等の課題に応じて、活用でき否データ

ペースを構築する。

O 具体的には、中小の医療機関等での活用などにち配慮し、医療機

関等の規模別、かつ、課題別(短時間正社員制度の導入や院内保育

所の設置など)に、具体的な取組のプロセスをわかりやすく紹介し

た、 「多くの医療機関等で活用できるJ事例を検索できるサイトを

立ち上げることとし、平成2S年1月からスター卜した研究事業な

どち活用して準備を進め否。

O 将来的には、 「情報の正確性や質jを確保するという前提で、各

医療機関等が、勤務環境改善に関す否取組を直接サイトに掲載する

ことなどを通じて、医療機関同士の情報共有を可能とすることや、

個々の医療機関等が勤務環境改善に取り組む際に参考とした事例

を評価することなどを検討し、より実効性の高い参考事例を検索で

き否サイトとして発展させることち考えられる。こうしたサイトが

整備されれば、医療機関等への就職を希望する求職者の円滑な入職

にち有効であると考えられる。

O なお、データペースの構築に当たっては、勤務環境改善に資する

既存の各種サイト・事例集との連携のあり方についてち検討す否。

〔各種サイト・事例集の例〕

「医療従事者の勤務環境改善等に向けた取組事例j

・働く女性の母性健康管理に関す否情報提供・メール相談を内容

とする母性健康管理支援サイト
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-両立支援に関する情報を一元化した両立支援総合サイト「両立

支援のひろばJ

.中小企業における両立支援推進のためのアイデア集

「短時間正社員制度導入支援ナピJ

等

(3) r医療分野の雇用の質』の専門的人材育戚

O 医療分野の「雇用の質j向上の取組を推進す否ためには、労働時間

管理者等として医療機関等で中心的な役割を果たす人材や医療労働

専門相談員の育成・資質向上と、その取組をワンストップで支援する

体制の構築が必要不可欠である。

① 労働時間管理者等の宵成

【課題】

O 医療機関等の「雇用の質j向上に取り組むためには、これまでの

ように看護部長や看謹師長等に対するアプローチだけでは不十分

であり、経賞者の立場にあ否院長、理事長、事務局長等や、将来、

管理職になり得る立場にある者に対して、労務管理の重要性を理解

してちらい、医療機関全体で「雇用の質j向上に継続的に取り組む

ための素地を作る必要があ否。

【対応の方向】

O 看謹師長等を対象に都道府県レベルで開催されてい否研修会に

ついて、院長、理事長などのトップ、事務局長等の事務部門スタッ

フや、管理職候補の者に対す否研修会への参加を広く呼びかけ、雇

.用管理の重要性を啓発す否ととちに、経嘗支援の観点からの補助事

業のメニューを活用するなどして、日本医業経嘗コンサルタント協
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会等と連携した研修を開催するなど充実強化を図る。

② 医療労働専門相麟員等の育成

【課題】

O 医療機関等に対する助言や支援を行うために必要となる知識(医

療制度や診療報酬制度と労働法規や労務管理のノウハウなど)の習

得方法が確立されておらず、かつ、既に配置している医療労働専門

相談員等の活動が医療機関等に十分認識されていないことから、支

援の機会が少なくノウハウが蓄積されない状況にある。

【対応の方向】

O 医療労働専門相談員等に対し、特に「医療に関する知識jについ

ての重点的な研修を実施し、「医療についての知識を有す否労務管

理の専門家jの育成を図る。併せて、将来的に、医療機関支援のワ

ンストップの相談支援体制の構築に向け、その準備のため、医療労

働専門相談員等をはじめとする関係団体、関係機関の連携を強化す

否ととちに、平成25年度に、医療機関支援に資す否各種公的制度

や助成制度などの概要や窓口など必要な知識を習得す否ための連

携マニュアルを作成する。

O また、医療関係団体等の協力ち得ながら、医療労働専門相談員等

が地域の医療機関等のパートナーとして幅広く活用され否ょうそ

の周知を行う。

(4)地域レベルのネットワーク推進

【課題】

O 各都道府県労働局が事務局となって開催する地域レベルのネッ
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トワークの場であ否「企画委員会jについては、研修会の企画など

の議論は行われているちのの、地域の医療機関等のニーズに応じた

支援の構想実現に向けて、活発な議論が十分展開されているとは、

必ずしちいえない面ちあ否。

【対応の方向】

O 企画委員会については、医療関係者はちとより、幅広い地域の関

係者の参画の下、地域の個々の医療機関等だけでは解決できない地

域の共通課題を持ぢ込むプラットフォームとして機能させる必要

があ否。そのため、医療労働専門相談員などが、地域の各医療機関

等の課題を、地域の医療関係団体などと連携して協議課題を設定す

否などの機能を果たせるようその役割を強化する。

O こうした地域レベルのネットワーク強化に向け、中央レベルにお

いても、医療関係団体との協力関係の連携強化を図るととちに、厚

生労働省ホームページに開設した医療従事者の雇用の質の向上に

関す否サイトを活用するなどして、全国の各企画委員会に関する好

事例などを含め、その取組状況について広く情報提供をする。

O また、企画委員会については、例えば、部会のような形で実務者

レベルでの協議の場づくりを行うなど、地域の実情に応じた柔軟な

運用を図るよう工夫する。

|5 さまざまな『連携』した醐の槌に向けて

O 医療機関等の勤務環境の改善を、真に実効性のあ否形で進めるため
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には、行政、教育、医療機関等の管理者、現場のスタッフはちとより、

その支援を行う外部のさまざまな専門家など多様な関係者が共通の

目標を持ちながら「連携jす否ことが重要である。

O また、こうした様々な関係者が「医療スタッフの安全と健康は、患

者の安全と健康を守るjという認識を広く共有し、人材の育成を含め

た各々の取組に当たっていく必要がある。

O そのため、今後、この報告を具体化していくに当たっては、幅広く

関係者と意見交換をし、目標を共有し、そのアイディアを取り込みな

がら、着実に取り組むこととする。
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工程表 ~医療分野の「雇用の質」向上を目指して~

平成24年度 l' I 平成25年度前半 I ' I 平成25年度後半

(平成25年1月-3月) J. L (平成25年4月-9月) J ， L (平成25年10月-3月)
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厚生労働榊特別研究明 j⑧ 医療従事者の蛸環境の改善に向Itた手法町確立由ための調査研弐 J 

4(1) 
「雇用の貿」向上マネジメンいンス争ムの術祭 ' 

取組事例の収集 凶 モデル事業の実施 l 

ガイドライン〔素案)の

策定に向けた倹討

，<> 
品

H ガイドライン(素案)の策定

; 4(2)③ 
1 活用できるヂ~ベースの構築;

取組事例の収集 州 ヂーヲベースの整理 制

a 
L_ーーーーーーーーーーーーーー 」ーーーーーーーーーーーーーーー一-r-----ーーーーーーーーーー-

4(2)①ii ) 
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ナースセンヲ一事業の分析・検証
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機能強化に向けた倹討
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定期的お巡回相続 ， 

・人材確保に係る緊急性が高い医師d機関等を対象とした面接会なと・
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平成26年度以降

(未来予惣図)

『庖用の賀」向上マネジメ
ントシス予ムの全国展開

医療分野の「雇用の質J
向よのためのサイトを開設

ナースセンヲーの

機能強化
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全国展開に向けた倹討
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平成24年度 平成25年度前半 平成25年 度後半

(平成25年1月-3月) (平成25年4月-9月) (平成25年10月-3月)

4(2)① i ) 
医療スタッフ相互・繍助聡等の連特の推進

関係機関、関係者との調整 ，.

-日本医業経営コンサ)~1lント協会 !
など : 都道府県レベルでの速燐に向けた諒l整など

4(1)、 4(2)③の研究事業を活用した事例・情報収集

-医療機関等へのヒアリング翻査による課題の把程、具体申なノウハウの分析・倹討

4(2)①iii ) 
短時間正社員制度の活用促進

関係機関、関係者との調整

都道府県レベルでの連織に向けた読整など

各医療機関等へのアドバイザー支援・情報提供

医煩労働奪門相絞員などによるJ短時間正社員制度導入マニュアル
! などを活用したアドバイス ! 
i -短時間正社員制度導入支媛ナピjこよる情報提供 など

4( 1 )、4(2)③の研究事業を活用した事例・情報収集

・医療倣関等へのヒアリング間査による課題の把催、具体的なノウハウの分析犠討

医療関係団体への

労務管理の専門家の

配置支媛に関する検討

短時間正社員制度の導入に関する各種施策の実施

・短時間正社員制度の事入などにあ要な財政支媛など

医療関係団体に労務管理の専門家を配置

平成26年度以降

(未来予想図)

地域の医療機関の

ニーズに応じた支憶を

ワンストップで行う

体制を構築

医療関係団体と行政とが

連機して取組を推進
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平成24年度 平成25年 度 前 半 平成25年 度後半

(平成25年1月-3月) (平成25年4月-9月) (平成25年10月-3月)

4(2)②;  
ワンストップの外郵専門家によるb巨額体制の情築

関係機関、関係者との調整

都道府県レベルでの連携に向けた調整など

相談員、支j量制度の具体的な連機に向けた検討

[連機が想定される相餓支繊の例1
.医療労働専門相政員
ナースセンヲー就業相談員
目雇用均等治専員等
・ハローワーウのアド1¥イザー
・メン世Jレヘルス対策支l畢センヲー相銭員
女性医師相級支i量セン宇一相E査員
目次世代育成支媛対策推進セン告 など

医療関係団体への

労務管理の専門家の

配置支緩に関する検討

[職場環績聾舗のための支担制度の例1
・以下の経費への財政支健
・院内保育所の訟置~t‘運営費
・医療機関等での宥趨補助者の活用に関する研修
医療機関等の勤務環境の改善のための相談窓口の設置
やアドバイザ一派遣
救急医や産科医等の処遇改善を図るための手当

・助成金・苔種事l度
労働時間等の改善・向上を目指す団体が行う取組に対する
助成金

-従業員の職業生活と家庭生活との両立支1量に取り組む事

業主などを支慢する「両立支I量助成金」制度
・次世代育成支接対策推進法に基づく一般事業主行動計画
の策定届出・公表制度

・一定の要件を満たした企業1孟子育てサポート企業」とし
て箆定され、次世代認定マーク(くるみん)の串IIllが可能と
なる帝~度、認定企業への税制措置制度など

連携マニュアルの

策定に向けた検討
連傍マニュアル策定

医療関係団体に労務管理の専門家を配置

平成26年度以降

(未来予想図)

地織の医療機関の

ニーズに応じた支媛を

ワンストップで行う

体制を構築

医療関係団体と行政とが

連機して取組を後進



平成24年度 平成25年 度 前 半 平成25年 度後半 I [ 平成26年度以降

(平成25年1月-3月) (平成25年4月-9月) (平成25年10月-3月) (未来予想図)

4(3)① 
労働時間管理者等の育成

関係機関、関係者との調整

-日本医業経営コンサル告ント協会
など

都道府県レベルで開催されている研修会の充実強化

[具体的な取組例
院長、理事長、事務局長、管理憾主職会候補者などへの多加の呼びかけ
-日本医薬経営コンサJレヲント 等と遥燐した研修会の開催など

4(3)② 医療分野の「雇用の貨J
医療労働専門相駁員の育成 向上のために必要な• 専門的人材の育成・

関係機関、関係者との調整州通知発出 | 車
E4 9 

資質向上

lψ 
医療労働専門相談員に
対する専門研修実施

連燐マニュアルの
連機マニュアル策定(※)

策定に向けた検討(※)

(※) 4 (2)②と同様

4(4) 

地減レベルのネットワーク推進

関係機関、関係者との調整

「企画委員会Jが

中失レベルでの医療関係団体との速機強化 地織の共通課題を

持ち込むプラット
都道府県レベルでの遼携に向けた調整など フォームとして機能

ホームページを活用した地織の取組状況に関する情報提供
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1 医師数の推移

医師数について

医師舷{人: 人口市万対
t曾誠事{鴨} (人〉

同相 59 年 (19B4) 181，101 150.1 .. (' a.) I !l1.:!4 b l~J. : 

63 (' a8) 201，65 164.: 

持院 2 年 (' 901 

219。Oa3i1i田e??5刷93I7 g g 、
'. 171.: ， (' 92) 21 3 170.: 

6 (' 94) 23 4 184，' 

8 (' '8) 
2‘ ー

¥91.. ，。 ("98) 

" 3 自由邑1

11 (2000) 255.79 2Jj 20U .. (' 02) 262.68 2 206 
16 (' 04) 270.311 2 211: 

" 
(' 06) 277.92 2 211.: 

ZD (" 08) 286.69 3 224.: 

22 (' 10) 自S凹 2 230.ι 

2 tii段・業務の種別にみた医師数

t万人)

30 r 届亘E高石
{人;

240 

S

6

4

2

0

8

6

4

2
 

2

2

2

2

2

1

1

1

1

 

-ー人口10万吋{お抽)

200 

160 

120 

80 

40 

E 

昭和 59 61 63 2 4 
平成

6 B 10 12 14 16 18 20 22 
(2000) (984) (2Cl0) 

平成四年 平成田写
対III自 人口 10万人{人】

【2010) (2008: 

医師曲'人)
摘ft割合 医師数C人) "!滋世 "減S 平成22'手 平戚20年

(軸J [人〉 〔軸》 (2010) (2回8)

総量生
229田5DA4391 

1田9651oo 3 
286699 

S86，15J53凶0 4 23g 1 
2304 2245 

I!HII!li置の世$香 271897 2190 2129 

病院凹従事哲 180. 1/426世

" '4' :l lJ6 ) 

翁民{際稼抽出同属白調院を陣引の聞脆者叉t;t!義人
!) . ~:JU 1.. t:t3911 ヨ O.U " 42 

の代!I者

病院(!liJl{鎌田附属由腐院を酷引の副務省 32e，5?5B 7 4136o 5 
122-305 4.1174 3.8 99.2 95.8 

匝膏欄間醐置の銅院由刷務宥 48 ~6 563 1.994 4 319 365 

臨床系の絵官または教員 25，862 0.8 24252 1.610 6.6 20.2 190 
包床系田勤務匡又は大学院生 22，6・9655 

7.7 22311 38‘ 17 177 17.5 

睦疲扇町世事者 99 33.7 97.631 
B Se15834 3 ， 2 77.1 165 

首俊市の開位者.1<1定法人由代豊省 725a6g6 g 24.6 71913 o 561 56.3 

量.11/酎の動E寄省 26. 9.1 25718 3 
4o 6 7 

210 201 

合間老人量僧錨位田従事者 3，11 1.1 3095 2 24 24 

介瞳老人保隆甚量生白開誼者Jl:1~盗人目代寝場 33 0.1 330 09 03 0.3 

介撞老人保健縫雄日同務者

21657Y8S78E g 4 6 a 3E1c g 2 E 

2765 19 07 22 21 

医療!lil量介置老人量鍵瞳殴以外回世..者 a 8923 

企4S44b注11357N目3 8 5 

6 1.5 6' 70 

匡宵tl閣の塩原呆以外の動覇者又は大学院生 3 3695 企 04 " 29 
居資樋園以外由敏有償問Jl:1~研究強聞の勘織令 1.528 

企 3487 
I 2 12 

行政梅園・産集匡。民!l!1民生接続白世濁E者
35826g 5 1.2 31剖 28 29 

行&11聞の世事者 1 0.6 1.743 企 .， 13 " J'U!1!i '" 0.3 88' 
4b1552 3 " 0.7 。?

老長瞳術生要時の世事者
2'70B5 7 

0.3 1.06B a a1423 3 0.7 08 
その(色町者 0.' 664 2.1 2.2 
そ田他の薬務由民事省 .21 0.2 628 A 0. 1.1 0.' 0.' 
I!II車問看 2，08 0.7 2 ;;;1 65 企 2.7 1.6 1.7 

"" o 

宜料出市原主労働省r医師ー歯科E師白軍用師飼宣J

("晴22年}

走、 ) f総忽JI:I~. f'iili'集商白描用ーの不院を含む.

2) [保健衛生lI:拐の依象者Jとは行政復関白従

事者」 ・ f車象IIl J以外田{~健衛生象輯町提啄番
目I会信瞳睦由111酬宜仏革壷‘血壇センター.生
命保障会社{嘱舵置;.野口保健衛生寓務に従事
している者}である.
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]回開rl三J輯隣組瞳胸軍関l盟主将子:

1病院の医師数(常勤換算)

固 公的医療機関

社会保
公益 医療 その他の

総数
地方独

険関係
法人 法人 法人

総数
厚生労

その他 総数
都道府

市町村 立行政 その他
団体

働省 県
法人

178.674.2 25.831.1 
123.1 25.708.0 50(2.589.33%.3 ) 8.788.8 20.099.1 6.638.9 15.066.5 

5.898.5 8.〈743.96も.g) 57〈3.01390%.0) 26.2178%.6 ) 
(100弘) (14.5%) (3.396) (14. 

2 一般診療所の医師数(常勤換算)

国 公的医療機関

社会保
公益 医療 その他

総数
地方独

険関係
法人 法人 の法人

厚生労 都道府 市区町 団体
総数

働省
その他 総数

県 村
立行政 その他
法人

医師
119873.1 

(08.73%4 ; 35.7 798.3 3(538.00弘.6: 354.9 2506.~ 22.5 696.~ (707.64%.2 ) 
2832 54011.1 4(237m6.E ) 

(100部; (2.41句) (45.n，; 

常勤 9707S 66E 32 63~ 1935 2伺 141E 11 25S 42S 1449 4302~ 1831 

非常勤 22794.1 16B 3.7 164.3 1645.e 111.S 1090.~ 5.5 437.S 345.~ 1383 10988.1 2439.S 

資拠出所:厚生労働省『医療施偉観査1<平成23年}
注}宮誠県の石巻医療圏、気仙沼医療圃及び細島県の金峨を除いた撤値である.

会祉 個人

2.2∞.6 2.165.2 
(1.2%) (1.2%) 

会社 個人

1878..1 5168E 
(1.6弘:

{4436417935釧:~ looe 

870A 
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看護職員就業者数の推移(H18"-H23年)

看護職員就業者数(年次別、就業場所別) (単位人〕

百讃自市等

年次 量昔 叡 保健所 市 町村 痛 院 診療所
倒産 介護老人訪問壱纏社会福祉 介護老人居宅ト

事業所
学佼鐙成

その他
所 保健施綾 7.'Hョy 施E量 福祉錨殺t"A等 所 -研究

俄関

1 8 司 1.333，Q4 8.534 32.702 831.921 290.929 1.646 35.963 27.307 15.641 25.505 33.92 7.613 13.637 7.724 

1 9司 1.370.264 8.381 33.311 851.912 297.040 1.636 37.995 28.494 16.354 27.348 37.69 8.294 13.859 7.945 

12 0 年 1.397.333 8.10a 33.480 869.648 299.468 1.742 38.741 27.662 18.541 28.806 35.82 10.857 14.792 9.662 

12 1 寄 1.433.772 7.932 34.393 892.003 304.247 1.720 39.796 28，082 19.502 30.179 38.86 11.411 15，228 10.413 

iz 2 年 1.470.421 8.502 34.723 911.400 309，296 1.926 41.367 30.301 20.590 32.231 42.946 11.251 15.943 9.945 

2 3 f手 1.495.572 8.393 35.171 927.289 309.954 2.004 '12.736 30.903 21.958 33.920 4'1.395 11.7印 16.294 10.805 
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昭和"盗事

看護職員就業者数の推移
看護職員全体 1.495.572人(平成23年)

379，367 

昭初43年 問和・7年 限抱51隼 聞1055隼 昭和59隼 昭初日隼 専属，.. 事 平成"手 平成日年 平成¥6年 平成20年

厚生労働省医政局肴臨限IJIJベ



C必。3

薬剤師数について
1 薬剤師数の推移

集削除問L人}
i・2棄事(%)

昭相 59年 (1曲4) 129 7加
61 {ε.) 1359叩 4.' 
63 ('88) 14342官 5.5 

平成 2年 {ち0) 150627 5.1 
4 (92) 162021 7.6 
G ('94) 176871 9.2 
8 ('96】 194300 9.9 
10 {沼田 205953 6.0 

" (2叩0) 217477 5.6 
14 ('C2) 229744 5.6 
16 ('04) 241 369 5.1 
18 ('06) 252533 4.6 
20 (08) 267751 6.0 
22 ('10) 276517 3.3 

2 施政・業務の種別にみた薬剤師数

平成"'1'
(2010) 

薬剤師敏 4脅威割合
(人} (.‘) 

総放，)
276504由41 1 

100.0 
場 108 39.1 
女 168 60.9 

車両の徒事者 14568E 8A 52. 7 
薬局の開腹翁-Xt;l:;:去人の代袋省 18 6.8 
革局の勘読者 126 71 45 

病院・!;議所由従事者 52 01 18 
荊院 .~閣僚で悶剤.務に世lilする者 49 211 17.8 
摘錠 .~積所で倹置.輔に世lilする宥 15! 0.1 
摘院・曽個所でその他由袋詰に世高野する肴 2 64 

210 7 
大学白彼.者 7 53 

大学の勘弱者(研究・"'膏} 4 58( 
117 1 

大学院生立は研究生 2 95 
匡軍品聞係企織の提$宥 47 25 17. 1 

匡軍品製童匝提案・且遣狼(研宜，間量、
31 91 11. 5 

省東‘その他}に従事する者 2)
匡軍品販翌M(車禍商を吉む} にe定着匹

15 34 5.5 するもの 3) 
lij生行政組問又は保瞳0・i!llt障のt正‘者 6 30 2.3 
その他q;宥 17 78 6.4 
その他由実輔の世.者 6 06 2.2 
銀砲の者 11 11 4.2 

人口

10万対:人:

107.9 
r 11.8 
116.8 
121.9 
130.2 
141.5 
154.4 
162.8 
171.l 
1 BO.:I 

199.0 
197.6 
四日

215.9 

平成20年
対前回(2008; 

軍剤師費支 t包括敏
{人〉 (人〉

267 751 8 766 
104 57 3 490 
163 173 5 276 
135 71 9 887 
19 28 b. 404 
116 42 10 291 
50 33 1 677 
47 75 1 457 

16 A 9 
2 414 229 
9 27 ム1738 
4 40 171 
4 867 b.1 909 
47 64 " 387 

30 90 1 016 

16 74 b.1 403 

6 28 23 
18 47 b. 696 
6 16 b. 96 
12 31 b. 600 

〈万人》

'" 
25 

20 

10 

10 

F 
U 

。

-一人口 10万対{右軸】

'" 

《人〉

?!ion 

plf1i 三 F
ト 200.0 

150.0 

100.0 

'0υ 

OD 
59 61 G3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

U 964) (2000) 位。'0)
閉何匁 平民主ー匁

人口'0万剖{人}

t曾減E聴 平民控室手 平成10年
(。告) (2010) (2008) 

3.3 215.9 209. 7 
3.3 84.4 81.9 
3.2 131. 5 127.8 
7.3 113.7 106.3 

th2B E 1 14.7 15.1 
99. C 91.2 

3.3 40.6 39. 4 
3.1 38. 4 37.4 

ゐ 5.4 0.1 0.1 
9.5 2.1 1.9 

企18.7 5.9 7. 3 
3.9 3.6 3.5 

ゐ39.2 2.3 3.8 

" 0.8 36. 9 37.3 

3. 3 24.9 24.2 

ム s.4 12.0 13.1 

0.4 4.9 4.9 
[;3 13.9 14.5 
[;U 4.7 4.8 
[;4 9.1 9.6 

貴朝出所厚生労働省『医師ー由持軍師・聾剤師調査j

{平成23年 ，

注け 『総量生』に1;:.r ¥f.¥lI..務白幡ji4Jの不綜を含む.

11聾聾会社{その萌究所在吉むI.Jtn漉センター等

匿事品の製遭眠亮集又は担造業に世$する者.
31園高E品の底踊阪売業.112置JIl売lt町宛販売業.
高祖商寄に世S修する者.




