
都道府県医師会

勤務環境改善担当理事 殿

病院の勤務環境に関するアンケート調査について(依頼)

今般、厚生労働省より、本会に対して、医療勤務環境改善の更なる方策を

検討するために同省が行っている病院アンケート調査への協力依頼がまい

りましたので、資料をご送付いたします偶1俳勵

本アンケート依頼状は、7月上旬に全病院の病院長に対して、厚労省より

送付されております。各病院の施設管理者、勤務医(最大5名)、看護師(最

大3名)を実施要領に基づいて選び、厚労省の「いきいき働く医療機関サポ

トWeb」から回答する方式となっています。

仕也Ⅱ87)

平成27年8月5日

以上

日本医師会常イ

道永

本アンケートは今後の勤務環境改善の施策推進の基礎資料となる重要な

調査です。

つきましては、管下の病院長に対して、本アンケートの周知並びに協力に

ついて、貴職の特段のご高配を賜りますよう、よろしくぉ願い申し上げます。
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また、回答前に闘査内容を確認したい場合は、「アンケートのプレビュー画面」または

査亜(PDF)」で、確認、ください

<アンケート画面の開き方>

<パスワードなどのお問い合わせ先>

株式会社日本能率協会総合研究所 M&M研究「':本部

ヘルスケア研究部または医療・f護連携支援室
とラや生ご子'

担当:東山・、沢・j1村・福田・布施,玉 TEL.03-35787947 FAX、0335787614
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公益社団法人日本医師会御中

医療従事者の勤務環境改善の推進につきまして、平素よりご理解とご協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

医療従事者の勤務環境改善の更なる推進方策を検討する際の基礎資料とするため、平

成27年度厚生労働省委託事業「医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく

医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究」検討委員会において、別

添1のとおり全病院を対象として標記アンケート調査が実施されており、別添2のとお

り病院長へアンケート調査への協力依頼が行われているところです。

つきましては、管下の病院に対し、標記アンケート調査の周知及び回答への協力依頼

を行っていただきたく、何卒よろしくぉ願い申し上げます

病院の勤務環境に関するアンケート調査について(依頼)

別紙

事

平成

務連

27年7月

厚生労働省医政局

労働基準局

絡

30日

総務課

労働条件政策課

【担当】医政局総務課・労働基準局労働条件政策課

医療労働企画官石川賢司(内線5352)

医政局総務課医療勤務環境改善推進室

室長補佐 高野紀史(内線4107)

代表 03・5253・1111 直通 03-3595-2189

FAX 03-3501.2048

e・mail:ishikawa・ken'i mhl、N.0

takano・nori員lmi mhlw.0

(石川)

(野)



1 目的

平成27年度の厚生労働省委託事業である「医療分野の勤務環境改善マネジ

メントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査

・研究」の検討委員会において、医療従事者の勤務環境改善の更なる推進方策

を検討する際の基礎資料とするため、病院の勤務環境に関するアンケート調査

を実施する。

医療従事者の勤務環境改善に関する政策の推進は、厚生労働省の医政局及び

労働基準局が連携して実施しているところであり、その一環であるアンケート

調査を含む本委託事業は、厚生労働省労働基準局が株式会社日本能率協会総合

研究所に委託し、厚生労働省医政局と連携して実施するものである。

なお、本アンケート調査は、勤務環境改善の更なる推進方策の検討のために

実施する調査であり、労働基準監督署が行う監督指導等が目的ではない。

「病院の勤務環境に関するアンケート調査」の実施概要

2 調査対象

全国の全病院を対象に、①施設管理者、②当該病院のフルタイム勤務の正規

職員である医師(最大5名)及び看護師(最大3名)に対して実施する。

(別添 1)

3 調査時期及び方法

平成2 7年7月13日明)から 8月28日(金)までの間、ポータルサイ

ト「いきいき働く医療機関サポートWeb (いきサポ)」経由で、専用のホー

ムページで回答を行う。病院長宛てに書面を送付し、アンケート調査への回答

を依頼する。

4 主な調査項目

勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関する項目を中心に、

主に次の項目について調査を実施する。

(1)施設票

0属性

都道府県、開設主体、病床数、病床利用率・平均在院日数、診療科目、

職員数

0労働時間

医師及び看護師の週所定労働時間、労働時間の管理方法、時間外労働の

把握方法、月平均時間外労働時間、時間外労働手当の支払い、最長連続

勤務時間、勤務間隔の最短時間



0休日・休暇

年間所定休日日数、医師及び看護師の年次有給休暇取得率

0当直・夜勤

医師の当直(宿直・日直)並びに医師及び看護師の夜勤の就業規則上の

拘束時間と休憩、・仮眠時間、医師の宿直明けの勤務、宿直を行った医師

並びに夜勤を行った医師及び看護師(夜勤専従の看護師を含む)の数と

月平均回数

0労働条件、雇用

労働条件通知書等の職員への交付、就業規則の職員への周知、労使協定

(36協定)の届出

0勤務環境改善の取組

現状認識、取組の有無、取組体制、現在取り組んでいる事項、効果の高

い取組、ポータルサイト「いきサポ」での事例紹介の意向

0 「いきサポ」や都道府県医療勤務環境改善支援センターの認知状況、支援

センターの利用の意向

(2)医師票及び看護師票

0属性

都道府県、開設主体、病床数、年齢、性別、通算経験年数、医師の主に

専門としている診療科、看護師の非管理職・管理職の別

0労働時間

週所定労働時間、時間外労働の時間数と主な理由、時間外労働の申告及

び手当の支払状況

0休日・休暇

休日日数(実績)、年次有給休暇の付与日数・取得日数

0当直・夜勤

医師の当直並びに医師及び看護師(夜勤専従の看護師を含む)の夜勤・

オンニールの回数、医師の宿直の拘東時間と実労働時間、医師の宿直明

けの勤務、医師及び看護師の夜勤の時間と休憩イ即民時間、最長連続勤

務時間、勤務間隔の最短時間

2



病院長殿

拝啓時下まtますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、医療機関に勤務する医療従事者は、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務等により厳しい勤

務環境に置かれています。今後、質の高い医療の提供や医療安全の確保等を図るためには、医師や看

護職等の医療従事者が健康で安心して働くことができる環境の整備が喫緊の課題となっています。

このような中で、平成 26年の医療法改正により医療従事者の勤務環境の改善に関する法律上の規

定が創設され、各医療機関が医療従事者の勤務環境の改善に取り組むよう努めることとされました。

当該規定は同年10月1日に施行され、厚生労働省ではこれまでに、各医療機関の勤務環境改善に向

けた自主的な取組を支援するガイドラインの策定、医療機関の取組を支援する各都道府県の医療勤務

環境改善支援センターの設置の推進、医療従事者の勤務環境改善に役立つ情報を発信する「いきいき

働く医療機関サポートWebj(いきサポ)の開設等を行ってきました。

しかしながら、依然として、医師や看護職をはじめとする医療従事者の勤務環境が十分に改善され

たとは言えない状況であることから、医療機関における勤務環境の現状を改めて把握した上で、勤務

環境改善に向けた更なる方策を検討することが必要となっています。

このため、厚生労働省委託事業による当委員会において、医療従事者の勤務環境改善の更なる推進

方策を検討する際の基礎資料とするため、勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関す

る現状や勤務環境改善の取組状況等についての標記アンケート調査を、全ての病院に対して実施司・る

ことといたしました。

本アンケート調査の結果は、当委員会における検討に活用され、平成 27年度中にとりまとめる厚

生労働省への政策提言につながる重要なアンケート調査ですので、アンケート調査への回答にぜひと

もご協力いただきたく、よろしくぉ願い申し上げます。

病院の勤務環境に関するアンケート調査へのご協力のお願い

厚生労働省委託事業

医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の

取組に対する支援の充実を図るための調査・研究検討委員会

博委員長酒井

(公益財団法人労働科学研究所所長)

(別添2)

平成 27年7月13日

敬具

本アンケート調査の結果については当委員会における討のほ力

表に活用することとしており

て調査結果を取りまとめるため回答した病や個人が特定されることは一切ありません

本アンケート調査は、施設票、医師票、看護師票で構成されており、いずれも

(月)から 8月7日(金)までの占に、 webで回答いただけれぱ幸いです。

詳細については添付の実施要領をビ確認いただき、ご不明な点がございましたら、以下の事務局担

当者までお尋ねくださいまtよう、重ねてお願い申し上げます。

<本件に関する問い合わせ先>

株式会社日本能率協会総合研究所 M&M研究事業本部

ヘルスケア研究部または医療・介護連携支援室

その他の目的で活用することはありません。また回答を統計処理し

担当:東

〒105・0011 港区芝公園 3-1-22日本能率協会ビル

川 言田・布施・五

道府県等へのf圭報提供や仏

T回L.03・3578・7947 FAX.03-3578・7614
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1 アンケート調査の対象:全病院

2

病院の勤務環境に関するアンケート調査実施要領

アンケート調査の種類:施設票、医師票、看護師票の3種類で構成されています。

施設票

医師票及び看護師票

3.アンケート調査の回答者

下記の方が対象です。

医師票及び看護師票については、「回答者条件」及び「回答者選定の留意点」をご確認の上、

貴院における該当者へ回答をビ依頼くださいますようぉ願いいたします。なお、末尾に、ビ回

答いただく医師及び看護師の方へお渡しいただく回答依頼状を添付しています。

医療勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関する現状及

び医療従事者の勤務環境改善の取組状況等についてお伺いします。

※医療従事者の勤務環境改善の更なる推進方策の検討のために実施す

る調査であり、労働基準監督署が行う監督指導等が目的ではありませ

人ノ。

医療勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関する現状及

び勤務環境についてお伺いします。

施設亜

医師票

・貴院の医師・看護師の勤務の現状及び勤務環境改善の取組状況等にっ

いて把握している事務部門の方に、ご回答をお願いいたします。

<回答者条件>

・貴完に2年以上勤務し、当直、夜勤を行っている、フルタイム勤務の

正規職員知である医師(病院長及び研修医は除きます。)

<回答者選定の留意点>

・1病院につき、最大5名までビ回答くださいますようぉ願いいたしま

2

看護師票

す。なお、回答者条件に合う医師が貴院にいない場合には、回答いた

だく必要はありませノν。

・できるだけ20・30歳代の男性医師 1

の男性医師1名及び女性医師1名が含まれるよう、回答者の選定をお

だけ重ならないよう、回答者の選定をお願いいたします。

願いいたします。

・貴院が複数の診療科を有する場合には、回答者が所属する診療科がで

きるだけ重ならないよう、回答者の選定をお願いいたします。

<回答者条件>

・貴院に2年以上勤務し、当直、夜勤を行っている、フルタイム勤務の

正規職員である看護師(一般的な病棟配属者が対象です。)

<回答者選定の留意点>

・1病院につき、最大3名までご回答くださいますようぉ願いいたしま

※1 フルタイム勤務とは、就業規則等で定められた週所定労働時問数(変形労働時間制の場合は、単位期問における週

当たりω平均労働時間数)での勤務を言います(育児等による短時間勤務は除く)。また、正規職員とは、雇用期問

の定めがないものを言いまt (パート労働者等は除く)。

す。なお、回答者条件に合う看護師が貴院にいない場合には、回答い

ただく必要はありませノV。

・できるだけ 20・30歳弌の看護師 1名、 40・50歳代の看i 師 1名が<ま

及び女陛医師 1名、 40・50歳代

れるよう、回答者の選定をお願いいたします。

・貴院が複数の病棟を有tる場合には、回答者が所属tる病棟ができる



4.回答方法: WEBによる回答

施設票・医師票・看護師票によりパスワードが異なりますので、ビ注意ください

医師票 *^

施設票 ****

看護師票 ****

フ.アンケート調査期間:平成2 7年7月13日明)~平成2 7年8月7日(金)

5.回答入力画面へのアクセス方法

①「いきいき働く医療機関サホートWeb (いき
^ 順虹●^ り,,豊^盈倉ι●

Rサホ)」を立ち上げてください。

(「いきサホ」で検索または
匡^こ^イ'区

哩^t、゛,臂0■■゛^こ■重●^肌゛匡,^

httD://iNOU'kinmukankvou.mNW.qo.iDハ
^^ユ●Lτこ^4堰●、

^ 師*●●覗

^ ^

②「いきサホ」ホームページの「病院の勤務環境 1二 智1,一●^●嘘

坐
^ ^ r耻1

に関するアンケート調査回答はこちらから」

をクリックしてください。

③アンケート調査に関する告知画面が表示されま

t
ι

回答用フォーム「施設票」「医師票」「看護師票」

をクリックし、回答をお願いいたします。

回答にはパスワードが必要となりまtので、 犀生^^

髭 綴銘裂霜る饗語轟.獣,醐如.
回答に際しては、「4.回答方法」にあるパスワ

こ

の勤務炭塊こ関するアンケート調衰

ードをお手元にご用意の上、回答画面にお進み t晦)9 含■^6二、^畢竃老慰札、匠無嵯^^^●の室なA
ー^J寅し亮.ぬ冒パτ^"■,、

こ、侍^ ^きご雌線む^'カ、"曳゛,よう●

ください。 軌゛」●丁主,.

なお、施設票については、回答を中断してー
π方」卜●乳'ξユ

^^
^此ちら.

時保存して、中断後に回答を再開することが可 0群^

^

能です。ただし、医師票・看護師票については ^弔力ーム~ネこ写ら06」^岩T制ンクきコノケウ
て、^こ島^、

回答の一時保存ができませノ。ので、ご注意くだ
Pンケ、゛^ ^^て.亀罵1ι^、嚇建=t打赳見て1゛」

,イユワ-Fガ,●尋ヒψ」宴,ψ乏島芋み=弔阜竃,典
U乞し主t

七し、

また、回答前に調査内容を確認したい場合は、「アンケートのプレビュー画面」または「調

査票(PDF)」でご確認ください。

FAX.03・3578・7614

本件に関する問い合わせ先

株式会社日本能率協会総合研究所 M&M研究事業本部

ヘルスケア研究部または医療・介護連携支援室
と、や主

担' ・ソ・ 11、・一田・布・五 TEL.03・3578・7947

〒105・0011 港区芝公園3-1-22日本能率協会ビル

8

6.回答所要時間(目安)

施設票の回答時間には、データをご準備いただく時間は含まれませノV。お手数ですが、調査票

(PDF)で調査内容をビ確認の上、データをご準備いただきご回答くださいますようぉ願いい

たします。

医師票・

施設亜

医師票・看護師票

看護師票については、事前に準備が必要な回答はございませノV

30分程度

5~10分程度

岬
器

●
゛
'
、
慶



医師の皆様へ

お手数ですが、アンケート調査にご回答いただく医の方へ、この用紙をコヒーしてお渡しください

病院の

1.アンケート調査の目的とお願い

皆様を含め医療機関に勤務する医療従事者の方々は、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務等によ

り厳しい勤務環境に置かれており、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境の整備が喫
緊の課題となっています。厚生労働省では、平成26年の医療法改正を受けて、医療従事者の勤務環
境改善に向けた様々な取組を行っていますが、依然として医師や看護職をはじめとする医療従事者

の勤務環境が十分に改善されたとは言えない状況です。このため、医療機関における勤務環境の現

状を改めて把握した上で、勤務環境改善に向けた更なる方策を検討することが必、要となっています

そこで、厚生労働省委託事業による当委員会においては、医療従事者の勤務環境改善の更なる推進

方策を検討する際の基礎資料とするため、勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関
する現状等についてのアンケート調査を実施することといたしました。

本アンケート調査の結果は、当委員会における検討に活用され、平成27年度中にとりまとめる厚

生労働省への政策提言につながる重要なアンケート調査ですので、ぜひともご回答いただきたく 、

よろしくぉ願い申し上げます。

なお、本アンケート調査の結果については、当委員会における検討のほか、都道府県等への情報提

供や公表に活用tることとしていますが、本アンケート調査の回答は無記名であり、回答を統計処

理して調査結果をとりまとめるため、回答した個人が特定されることは一切ありません。

お忙しいところ恐れ入りますが、ソ成27 7月13日(月)から 8月7日金)までの"に、ウ

環境に関するアンケート調査へのご協力のお願い

厚生労働省委託事業

医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の

取組に対する支援の充実を図るための調査・研究検討委員会

委員長酒井 博(公益財団法人労働科学研究所所長)

^^

エブサイトで回答いただければ幸いです。詳細については以下をご確認いただき、ご不明な点がこ

ざいましたら、以下の事務局担当者までお尋ねくださいますよう、重ねてお願い申し上げます

2 回答方法:ウェブサイトによる回答です

ハスワート ^

3.回答入力画面へのアクセス方法

①「いきいき働く医療機関サポートWeb (いきサポ)」(「いきサポ」で検索または

http:ガiryou・kinmukankyou.mNW.go.jp/)を立ち上げ、「病院の勤務環境に関するアンケート調
査回答はこちらから」をクリックしてください。

②アンケート調査に関する告知画面が表示されます。回答用フォーム医師票をクリックし、回答し

てください。回答所要時間網安)は5~10分程度です。

なお、回答の一時保存はできませノ。ので、ご注意ください。また、回答前に調査内容を確認した

い場合は、「アンケートのプレビュー画面」または「調査票(PDF)でご確認ください。
① ⇔②

4

回答には下記ハスワードが彪、要でt

^

^闇'^^^

ー.ー^.^^

^

_,又

アンケート調査期間:平成27年7月13日明)~平成27年8月7日(金)

本件に関する問い合わせ先:株式会社日本能率協会総合研究所 M&M研究事業本部

ヘルスケア研究部または医療・介護連携支援室
)や主 .'..

担当 ・'・j11、・ー・布・五 1回L.03・3578・7947 FAX.03・3578・7614

R
^

.

.



看護師の皆様へ

病院の勤務

お手数ですが、アンケート餌査にご回答いただく看護師の方へ、この用紙をコヒーしてお渡しください

1.アンケート調査の目的とお願い

皆様を含め医療機関に勤務する医療従事者の方々は、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務等によ

り厳しい勤務環境に置かれており、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境の整備が喫

緊の課題となっています。厚生労働省では、平成26年の医療法改正を受けて、医療従事者の勤務環

境改善に向けた様々な取組を行っていますが、依然として医師や看護職をはじめとする医療従事者

の勤務環境が十分に改善されたとは言えない状況です。このため、医療機関における勤務環境の現

状を改めて把握した上で、勤務環境改善に向けた更なる方策を検討することが必要となっています

そこで、厚生労働省委託事業による当委員会においては、医療従事者の勤務環境改善の更なる推進

方策を検討する際の基礎資料とするため、勤務環境改善の重要領域である「働き方・休み方」に関
tる現状等についてのアンケート調査を実施することといたしました。

本アンケート調査の結果は、当委員会における検討に活用され、平成27年度中にとりまとめる厚

生労働省への政策提言につながる重要なアンケート調査ですので、ぜひともご回答いただきたく、
よろしくぉ願い申し上げます。

なお、本アンケート調査の結果については、当委員会における検討のほか、都道府県等への情報提

供や公表に活用することとしていますが、本アンケート調査の回答は無記名であり、回答を統計処

理して調査結果をとりまとめるため、回答した個人が特定されることは一切ありません。

お忙しいところ恐れ入りますが、平成27年7月13日明)から 8月7日(金)までの間に、ウ

境に関するアンケート調査へのご協力のお願い

厚生労働省委託事業

医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の

取組に対する支援の充実を図るための調査・研究検討委員会

委員長酒井 博(公益財団法人労働科学研究所所長)

5

エブサイトで回答いただければ幸いです。詳細については以下をご確認いただき、ビ不明な点がご

ざいましたら、以下の事務局担当者までお尋ねくださいますよう、重ねてお願い申し上げます

2 回答方法:ウェブサイトによる回答です

ハスワード ****

3.回答入力画面へのアクセス方法

①「いきいき働く医療機関サポートWeb (いきサポ)」(「いきサポ」で検索または

http://iryou'kiηmukankyou.血NW.套0.jp/)を立ち上げ、「病院の勤務環境に関するアンケート調
査回答はこちらから」をクリックしてください

②アンケート調査に関する告知画面が表示されます。回答用フォーム看護師票をクリックし、回答

してください。回答所要時間旧安)は5~10分程度です。

なお、回答の一時保存はできませノVので、ご注意くださいまた、回答前に調査内容を確認した

い場合は、「アンケートのプレビュー画面」または「調査票(PDF)」でご確認ください

① ⇔② ^
^^

回答には下記ハスワードが必要です

=ニ^「^

アンケート調査期間:平成27年7月13日明)~平成27年8月7日(金)

本件に関する問い合わせ先:株式会社日本能率協会総合研究所 M&M研究事業本部

ヘルスケア研究部または医療・介護連携支援室

担当:東苗・平沢・川村・福田・布施・釜艘 1宜L.03・3578・7947 FAX.03・3578・7614
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