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都道府県看護協会看護労働担当者会議議
労働安全衛生ガイドラインや夜勤労働の研究結果を共有

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：福井トシ子、会員 73 万人）は、5 月 23 日
に「平成 30 年度都道府県看護協会看護労働担当者会議」
「第 6 回『看護職の WLB
推進 カンゴサウルス賞』授賞式」を開催します。
■平成 30 年度 都道府県看護協会看護労働担当者会議
同会議では、本会がことし 3 月に公表した「看護職の健康と安全に配慮した
労働安全衛生ガイドライン～ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を
目指して～」の解説や、夜勤労働に関する研究結果の共有などを行い、都道府県
看護協会と勤務環境改善事業を進めるための情報共有と方策を検討します。
■第 6 回「看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞」授賞式
本会では、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「看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）推進ワ
ークショップ」事業を行ってきました。ワークショップ事業には、43 都道府県
で約 800 施設が参加し、看護職の勤務環境改善に一定の成果を上げています。
「看護職の WLB 推進カンゴサウルス賞」は、ワークショップ事業に参加し、3 年
間取り組みを続けた医療施設の努力と成果を顕彰するものです。なお、授賞式
の開催は、本年度で終了となります。
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 カンゴサウルス賞授
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 21 日（月）までに FAX もしくは E メールでご連絡
ください。

平成３０年度 都道府県看護協会看護労働担当者会議
【 日

時 】5 月 23 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 B2）

【 プログラム 】※次ページ
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【 プログラム 】
10:00～10:05 開会挨拶

（会長 福井トシ子）

10:05～10:20 平成 30 年度の看護職の労働環境改善に向けた本会の事業方針
（常任理事 熊谷雅美）
10:20～10:50 「働き方改革実行計画」を踏まえた看護職の労働環境のあり方
（厚生労働省 医療勤務環境改善推進室長 花咲恵乃氏）
10:50～11:35 今後の勤務環境改善に向けた取組みについて
（平成 29 年度「看護職の多様なキャリアと働き方検討委員会」委員 竹中君夫氏）
11:35～11:45 質疑応答
11:45～12:45 （休憩）
【健康と安全に関する情報提供】
12:45～13:30 「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン」～ヘルシーワー
クプレイス（健康で安全な職場）を目指して～作成報告 （本会 労働政策部）
13:30～14:00 「安全，健康，生活を念頭においた看護師の 1 カ月 72 時間夜勤規制の根拠に
関する研究」実施報告

（本会 労働政策部）

14:00～14:05 質疑応答
14:05～14:20 （休憩）
【多様な人材の活用に関する情報提供】
14:20～14:50 「看護職の人材育成と多様な勤務形態に関する処遇」

（本会 労働政策部）

14:50～15:20 平成 29 年度厚生労働省委託事業「看護職員の多様なキャリアパス周知事業」
報告

（本会 労働政策部）

15:20～15:25 質疑応答
【振り返り/まとめ】
15:25～15:45 自県における勤務環境改善に向けて取り組みたいこと （本会 労働政策部）
15:45～15:55 「看護職の WLB インデックス調査」データの取り扱いについて
（本会 労働政策部）
16:00

閉会

第 6 回「看護職の WLB 推進

カンゴサウルス賞」授賞式

【 日

時 】5 月 23 日（水）17:30～

【 会

場 】ザ・ストリングス表参道（〒107-0061 東京都港区北青山 3 丁目 6-8）
※授賞対象
「看護職の WLB 推進ワークショップ事業」に
参加し、WLB 実現に向けて 3 年間継続して取
り組みを行った医療施設。
平成 30 年度表彰対象：79 施設

写真は昨年の様子。カンゴサウルス
と受賞者。

2
＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会 広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03－5778－8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/

News Release 取材のお願い
報道関係者各位

公益社団法人 日本看護協会 広報部
2018 年 5 月 16 日

日本看護協会 広報部 宛
（ＦＡＸ：03‐5778‐8478／Ｅメール：koho@nurse.or.jp）
☆ 5 月 21 日（月）までにご連絡をお願いします。
取材申込
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 6 回「看護職の WLB 推進 カンゴサウルス賞」授賞式
媒体名

会社名

部署名

お名前

TEL

E メール※

撮影有無

□

スチールカメラ

台

□

ムービーカメラ

台

□

撮影なし

※本会の「記者会見」と「ニュースリリース」は、E メールでもご案内しており
ます。今後、メールでの連絡をご希望の方は、Ｅメールをご記入くださ
い。
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