
平成 28年度厚生労働省委託事業 

 

平成 28年 9月より全国各地で開催 

労務管理面のみならず、ワーク・ライフ・バランスなどの幅広い視点を視

野に入れた医療機関の勤務環境の改善は、医療の質の向上、医療従事者の離職防止・定着など経営安定

化の観点からも喫緊の課題となっております。 

こうした中、平成 26年 10月に改正医療法が施行され、各医療機関が PDCAサイクルにより計画的に勤務

環境改善に取り組む仕組み（医療勤務環境改善マネジメントシステム）が導入され、各医療機関の管理者は

医療従事者の勤務環境の改善に取り組むことが努力義務とされました。 

このため、各医療機関において、医療勤務環境改善マネジメントシステムを活用して勤務環境改善の取組

を自主的に推進していただけるよう、今般、医療勤務環境改善マネジメントシステムの概要や活用方法など

を解説するセミナー（厚生労働省委託事業）を下記のとおり開催いたします。 

本セミナーは、医療機関での勤務環境改善の取組に役立つ内容となっておりますので、医療機関の経営

層及び労務管理の責任者・担当者など多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 医療機関の勤務環境改善の概要 

 医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入、活用方法等 

 

 医療機関の経営層及び労務管理の責任者、担当者など 

 

 有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 
〒541-0042 
大阪市中央区今橋四丁目 1番 1号  淀屋橋三井ビルディング 
TEL ： 06-4560-6006 
担当 ： 中嶋/小林 
メールアドレス： kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容 

対象者 

本セミナーに関する問い合わせ先 

いきいきはたらく医療機関づくりサポートセミナーのご案内 

医療勤務環境改善マネジメントシステム 

普及促進セミナー（参加無料） 

［厚生労働省委託事業実施機関］

有限責任監査法人トーマツ 

 

mailto:kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp


 

開場時間は全日 13:30開場 14:00-17:00講演を予定しております。 

開 催 地 開 催 日 開 催 場 所 定員 

名古屋第 1 回 平成 28年 9 月 16日(金) ダイテックサカエ 126名 

札 幌 平成 28年 10月 6 日(木) ＴKP札幌駅カンファレンスセンター 150名 

金 沢 平成 28年 10月 25日(火) 金沢商工会議所 126名 

東京第 1 回 平成 28年 10月 28日(金) 有楽町電気ビル 北館 17Ｆ 132名 

兵 庫 平成 28年 11月 11日(金) 三宮研修センター 138名 

名古屋第 2 回 平成 28年 11月 18日(金) JPTOWER 名古屋 37F 126名 

神 奈 川 平成 28年 11月 25日（金） 神奈川県民ホール 144名 

鹿 児 島 平成 28年 12月 1 日(木) TKP ガーデンシティ鹿児島中央 162名 

福 岡 平成 28年 12月 2 日(金) リファレンス駅東ビル 126名 

東京第 2 回 平成 28年 12月 12日(月) 有楽町電気ビル 北館 17Ｆ 132名 

盛 岡 平成 28年 12月 15日（木) 岩手県民情報交流センター アイーナ 132名 

仙 台 平成 28年 12月 16日(金) TKP ガーデンシティ仙台 132名 

大 阪 平成 29年 1 月 13日（金） 淀屋橋三井ビルディング 6F 180名 

岡 山 平成 29年 1 月 19日(木) TKP 岡山会議室 150名 

広 島 平成 29年 1 月 20日(金) TKP ガーデンシティ PREMIUM広島駅前 150名 

 

（五十音順） 

講師情報 担当会場 

公益社団法人日本看護協会労働政策部看護労働課  

看護労働・確保対策担当専門職 奥村 元子氏 
東京第 2回 

東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部  

大学院看護学研究科  

教授 中島 美津子氏 

名古屋第 1回、兵庫、神奈川、福岡、仙台 

公益社団法人日本看護協会 労働政策部  
部長 橋本 美穂氏 

東京第 1回、広島 

塩原公認会計士事務所  
特定社会保険労務士 福島 通子氏 

札幌、金沢、鹿児島、盛岡、岡山 

社会福祉法人聖隷福祉事業団 

総合病院聖隷三方原病院 

看護部 総看護部長・認定看護管理者 吉村 浩美氏 

名古屋第 2回、大阪 

 

 

 

 

 

開催地・開催日 

セミナー講師 



 

次のいずれかの方法で各会場セミナー開催の 2 日前までにお申し込みください。 
 
 インターネットでの申込み 

・「いきいき働く医療機関サポート Web」（http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/） 
検索サイトを使用する場合は【いきサポ】で検索してください。  

・トーマツセミナー申込みサイト（http://www.deloitte.com/jp/semi3240） 
検索サイトを使用する場合は【トーマツグループ セミナー 一覧】で検索してください。 

 
 E メールでの申込み 

・所属（病院・団体名） 
・参加会場 
・参加日 
・所在地（郵便番号、住所） 
・参加者氏名（参加人数分の氏名、役職） 
・代表者連絡先（電話番号、E メールアドレス、FAX番号） 

 上記の内容を本文にご入力の上、セミナー事務局までお送りください。 
 （kansai_seminar_jimukyoku @tohmatsu.co.jp) 

 
【当日のお願い】 申込み完了後、事務局より送付する会場地図の添付付き『参加ご案内メール』を 

ご持参ください。 
 

 

＜札幌会場＞ 

 会場名 TKP 札幌駅カンファレンスセンター 
〒060-0807 北海道札幌市北区北７条西２丁目９ベルヴュオフィス札幌 3D 

 

アクセス 

・札幌市営南北線 さっぽろ駅 16出口 徒歩 1分  

・JR函館本線 札幌駅 北口 徒歩 2分  

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーのお申込方法 

会場アクセス 

http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
mailto:kansai_seminar_jimukyoku%20@tohmatsu.co.jp


＜盛岡会場＞ 

 会場名 岩手県民情報交流センター アイーナ 
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1丁目 7-1  803会議室 

 

アクセス 

・JR・IGR 盛岡駅から徒歩 4分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通

機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 
＜仙台会場＞ 
 会場名 TKP ガーデンシティ仙台 

〒980-6121 宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 21F ホール A-2 

 

アクセス 

・JR 東北本線 仙台駅 徒歩 2分 

・JR 仙石線 あおば通駅 徒歩 5分 

・仙台市営地下鉄 南北線 広瀬通駅 徒歩 5分 

 
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

＜第 1回 2回東京会場＞ 

 会場名 有楽町電気ビル 
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 北館 17F 17-03・04 

 

アクセス 

・JR 山手線 有楽町駅 日比谷口から徒歩 1分 

・有楽町線 有楽町駅、千代田線・日比谷線・三田線 

日比谷駅 A3出口から有楽町電気ビル地下 1F直結 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機
関をご利用ください。 

 

 

 



＜神奈川会場＞ 

 会場名 神奈川県民ホール 
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 3-1 6F 大会議室 

 

アクセス 

・みなとみらい線日本大通駅 3番出口より徒歩 8分 

・JR 根岸線・市営地下鉄関内駅より徒歩 15分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

＜名古屋会場第 1回目＞ 

 会場名 ダイテックサカエ 
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3丁目 22-20  4Ｆ クリエイトホール 

 

アクセス 

・地下鉄東山線 栄駅 8番出口より徒歩 5分 

・名古屋駅「桜通口」よりタクシーにて約 10分 

 
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

＜名古屋会場第 2回目＞ 

 会場名 JPTOWER 名古屋 

〒453-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号 37F D フォーラム 

 

アクセス 

・JR 名古屋駅 徒歩 1分 

・地下鉄東山線、桜通線 名古屋駅 徒歩 1分 

 
 
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 
 
 



＜金沢会場＞ 
 会場名 金沢商工会議所 経済交流プラザ 

〒920-8639 石川県金沢市尾山町 9-13 研修室１（A・B・C） 

 

アクセス 

・金沢駅東口よりバス（3、8～10 番乗場）にて  約

10分（南町バス停より徒歩 2分）  

・武蔵ヶ辻より金沢ふらっとバス材木ルートにて 

約 6分 

・JR 金沢駅から徒歩 20分  

 
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

＜兵庫会場＞ 

 会場名 三宮研修センター 
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通 4丁目 2-12 FRⅡビル B タイプ 

アクセス 

・JR、阪急、阪神、地下鉄、神戸高速鉄道「三宮駅」

徒歩 5分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

＜大阪会場＞ 

 会場名 淀屋橋三井ビルディング 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 6F 研修室（大） 

 

アクセス 

・地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10番出口直結 

・京阪本線 淀屋橋駅 3番出口から徒歩 1分 

・地下鉄四ツ橋線 肥後橋駅 5-A 出口から徒歩 6

分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 



＜広島会場＞ 

 会場名 TKP ガーデンシティ PREMIUM広島駅前 
〒732-0821 広島県広島市南区大須賀町 13-9ベルオフィス広島 ホール 3A 

 

アクセス 

・ＪＲ山陽本線 広島駅 南口 徒歩 2分  

・広島電鉄 広島駅 徒歩 3分  

・ＪＲ芸備線 広島駅 南口 徒歩 2分  

・ＪＲ呉線 広島駅 南口 徒歩 2分  

・ＪＲ可部線 広島駅 南口 徒歩 2分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

＜岡山会場＞ 

 会場名 TKP 岡山会議室 
〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町 1-6 ホール 2A 

 

アクセス 

・JR 宇野線 岡山駅 東口 徒歩 7分  

・JR 吉備線 岡山駅 東口 徒歩 7分  

・ＪＲ瀬戸大橋線 岡山駅 東口 徒歩 7分  

・ＪＲ津山線 岡山駅 東口 徒歩 7分  

・JR 赤穂線 岡山駅 東口 徒歩 7分  

・JR 伯備線 岡山駅 東口 徒歩 7分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

＜福岡会場＞ 

 会場名 リファレンス駅東貸会議室 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1丁目 16-14 リファレンス駅東ビル 5F V-1 

 

アクセス 

・JR 博多駅 筑柴口 徒歩 4分 

・市営地下鉄 博多駅 筑柴口 徒歩 4分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 



＜鹿児島会場＞ 

 会場名 TKP ガーデンシティ鹿児島中央 

〒890-0053鹿児島県鹿児島市中央町 26-１南国アネックス 3F薩摩ホール 

 

アクセス 

・路面電車「水道町電停」下車徒歩 3分 

・JR 熊本駅よりタクシーで 10分 

 

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


