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都道府県看護協会看護労働担当者会議
看護協会と医療勤務環境改善支援センターの連携事例を紹介

カンゴサウルス賞授賞式も同日開催
公益社団法人日本看護協会（会長・坂本すが、会員 70 万人）は、働き続けら
れる職場づくり（看護職確保定着推進）を目指し、2010 年より都道府県看護協
会と協働し、
「看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）推進ワークショップ」
事業を実施し、13 年には「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
を公表して、その普及を図ってきました。ワークショップ事業には、43 都道府
県で約 500 施設が参加し、超過勤務の削減、有給休暇の取得促進、夜勤負担の
軽減、多様な勤務形態の導入などにより、離職率の低下や人材確保など一定の
成果を上げています。
5 月 25 日に、「平成 28 年度都道府県看護協会看護労働担当者会議」「第 4 回
『看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞』授賞式」を開催し、看護協会と医療
勤務環境改善支援センターの連携事例などを紹介します。
■平成 28 年度 都道府県看護協会看護労働担当者会議
同会議では、医療勤務環境改善支援センターなど、勤務環境改善に取り組む
医療機関に対する総合的かつ専門的な支援体制や看護労働をめぐる近年の動向
について、最新の情報を都道府県看護協会と共有し、センターとの連携を含め、
今後の取り組みを検討することを目的に開催します。
■第 4 回「看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞」授賞式
同日 17 時 30 分より青山ダイヤモンドホール（東京・港区）で、第 4 回「看
護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞」授賞式を行います。同賞は、看護職の WLB
推進ワークショップ事業に参加し、3 年間お取り組みを続けた医療施設とそれ
を支援した各県看護協会の努力と成果を顕彰するものです。
報道関係の皆さまにおかれましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、
「都
道府県看護協会看護労働担当者会議」「看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞受
賞式」の取材を賜りたく、ご来場のほどお願い申し上げます。
取材をご希望の方は 5 月 23 日（月）までに FAX か E メールでご連絡くださ
い。
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平成 28 年度 都道府県看護協会看護労働担当者会議
【 日

時 】5 月 25 日（水）10：00～16：00

【 会

場 】JNA ホール（東京都渋谷区神宮前 5-8-2 日本看護協会ビル）

【 プログラム 】
10:00～10:05 開会挨拶

会長 坂本 すが

10:05～10:25 平成 28 年度の本会の事業方針

常任理事 勝又浜子

10:25～10:55 病院で働く看護職の賃金のあり方に関する考え方 労働政策部 岡戸順一
10:55～11:10 「看護職の夜勤・交代制勤務ガイドライン」導入支援について
労働政策部 奥村元子
11:20～12:00 WLB 推進の取り組み事例 小山記念病院（茨城県）看護部長

本宮裕美氏

済生会川俣病院（福島県）看護部長 市川より子氏
13:00～13:30 医療勤務環境改善に関する国としての推進方策
厚生労働省 医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室長 黒田修氏
13:30～14:00 医療勤務環境改善支援センターと連携した WLB 推進事業の展開について
労働政策部 小村由香
14:00～14:40 県看護協会と医療勤務環境改善支援センターとの連携事例
島根県看護協会 副会長 小森惠子氏
島根県健康福祉部医療政策課 島根県医療勤務環境改善支援センター
主任 樋野洋至氏
岡山県看護協会 常務理事

平井康子氏

岡山県医師会 会員福祉班

堀菜伯子氏

14:50～15:50 「今後の勤務環境改善についてどう政策的に進めて行くか」全体討議
15:50～16:00 事務連絡、閉会

第 4 回「看護職の WLB 推進

カンゴサウルス賞」授賞式

【 日 時 】5 月 25 日（水）17:30～
【 会 場 】青山ダイヤモンドホール エメラルドルーム（東京都港区北青山 3-6-8）
※授賞対象
１）
「看護職の WLB 推進ワークショップ」を 3
年間開催した 11 県看護協会（北海道、岩手県、
宮城県、山形県、福島県、茨城県、福井県、岐
阜県、奈良県、愛媛県、佐賀県）
２）ワークショップに参加し、WLB 実現に向け
て 3 年間継続して取り組みを行った 145 施設
写真は昨年の様子。坂本会長（左）とカンゴサウルスと受賞者
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日本看護協会 広報部 行
（ＦＡＸ：０３‐５７７８‐8478／Ｅメール：koho@nurse.or.jp）
☆5 月 23 日（月）までにご連絡をお願いします。

取材申込書
取材対象

取材いただく対象を以下から選び、チェックボックスにチェッ
クを記入してください。

 都道府県看護協会 看護労働担当者会議
 第 4 回「看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞」授賞式

媒 体 名

所属・部署

お 名 前

以下は、変更のありました方のみ、ご記入ください。
住所

TEL

FAX
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