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法改正後の働き方改革に
病院はどう対応すべきか

多職種連携も地域包括ケアも
「相手の身になって考えること」が原点
鎌田 實さん
諏訪中央病院　名誉院長

介護のプロを目指し
ベトナムの技能実習生が活躍中

家庭に寄り添い、子どもも職員も
笑顔で過ごせる保育園　
認可保育園

ソラスト前野町保育園（東京都板橋区）

子どもたちが楽しく遊ぶ姿を
見守り続けたい
黒木 博子さん
ソラスト前野町保育園　主任

働き方改革関連法

事例 1
働き方改革を好機と捉えて
組織改善につなげる
事例 2
多様な働き方のニーズに
対応できる法人を目指す
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ルールの明確化と
マネジメント体制の構築を急げ
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

病院の働き方改革は
トップの意識改革から
目指すべき姿に近づく絶好の機会
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今年４月から施行された働き方改革関連法。医療や介護の現場でも取
り組まれているようだが、特に医療現場からは医師の働き方改革が難し
いという声が多い。人命救急を前にして勤務時間を気にするわけにはい
かない、応召義務がある以上は治療が最優先である、という声があるの
も当然ではあるが、その一方で、医療現場ではこれまであまりにも働き
方に目を配っていなかったことで、過重労働が常態化していた点が問題
視されている。「医療は聖職」といった意識から、残業時間などの概念
がないことが当然となっていた医療業界にメスを入れることになったと、
考えることが重要であろう。
もちろん、医療業界は生産性や効率性だけで計れるものではなく、一
律に時間を切って仕事を進めるのも難しいというのも事実だ。しかし、
今回の働き方改革の本質は、法令に則って業務を進めるために職場環境
を整えるというもの。「今までは問題なかったのに･･････」と嘆くのでは
なく、そもそも今までの自分たちの経営体制は法令に則ったものだったの
かを見直すチャンスとしていかなければならない。
また、働き方改革というと、職場の体制を変えることなどやることの多
さに圧倒されがちだが、本来の目的は働きやすい職場にすることでもあ
る。目の前の大変さにばかりとらわれず、自分が目指すべき組織への新た
な一歩だと考えて取り組んでいただきたい。

特殊な職場・職業であるからと後ろ向きに捉えず
働きやすい職場環境づくりをめざそう
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介護総合確保基金を使うなど、国
が財政的な補助をしてほしいところ
です。
とはいえ、賽は投げられましたか
ら、アクションを起こさないといけ
ません。まずは、労働時間をマネジ
メントする意識がトップには必要で、
この意識がない限り働き方改革は
進みません。さらに、決めた方針を
職員に対しては明確に打ち出さなけ
れば、職員の意識も変わらず、同じ
ことの繰り返しになります。
具体的には、今回の方針で示さ
れた時間外労働の上限規制のうち、
Ａ水準（月100時間・年間960時
間以下）に24年までに入るよう目
指すこと。大変かもしれませんが、
これが合理的で生産性の高い労働
を実現する改革のきっかけになるは
ずです。各病院はピンチと思わず、
むしろ改革を始めるチャンスだと捉
えてほしいと思います。5年後まで
に病院経営を合理的なものに変え
ることを目標に据えるのです。
法令を遵守した労働時間管理を
実現するために取り組んでいくこと
としては、以下の6項目です。
•	 ICTなどを活用した労務時間管理
•	36協定の締結
•	院内に労働安全衛生法に基づく衛

日本は医療保険制度の国で診療報
酬が決まっていますから、「たくさ
ん職員を雇えばいい」と言っても経
営的に人件費コストをかけられない
事情があります。検討会を経て厚労
省が示した報告書は医師のタスクシ
フトにも触れていますが、他の職員
の負担が重くなれば、あまり意味は
ありません。人の数が同じで全体の
仕事量が同じであれば、結局は何も
変わらず、そこに対しては地域医療

とで知られます。脅かすわけではあ
りませんが、法律違反となる場合も
あります。そういった認識のもと、
医療だから特別扱いという感覚を払
拭する取り組みに、今から着手しま
しょう。

課題がないわけではありません。

病院をはじめ医療機関はこれま
で、「医療だから」「医師は忙しいか
ら」と、労務管理をおろそかにして
きた経緯がありますが、働き方改革
関連法案の施行により、そうはいか
なくなります。とりわけ医師の時間
外労働の上限規制は５年間の適用
猶予があるとはいえ、早急に対応し

なければならない問題です。医師の
善意や犠牲のもとに成り立ってきた
日本の医療提供体制は、今後は労
働法制による縛りを受けることにな
ります。
看護師など医師以外の医療職は
時間で動いていますが、医師だけ時
間の感覚がなく、何時に出勤して、
いつまで院内にいるか把握しきれて
いないところは少なくありません。
朝早く来る人もいれば、オンコール

体制であればいつ来ているかわから
ない人もいます。そういったこともあ
り、院長をはじめ管理者は医師の
労働時間を把握すること自体が無
理だと思ってきたはずです。そうい
う状況だからこそ、猶予のなくなる
2024年に向けた各病院の取り組
み、意識改革が非常に求められて
いるのです。
しかも、労働法制は医事法制と
異なり、特に労働基準法は厳しいこ

撮影／能登達也

医療は特別扱いではない
労務管理の徹底が必須

適切な労働時間管理を
実現する
６つの項目に取り組むべき

おかどめ・けんいちろう
1971年、九州大学医学部卒業、同大学医
学部第二外科入局。85年、九州大学医学部
第二外科講師。91年、九州大学医学部第二
外科助教授。93米国シカゴ大学留学、済生
会福岡総合病院副院長就任。98年、同院
長就任。2009年、全国済生会病院長会会
長就任。17年、福岡医療福祉センター総長
兼済生会福岡総合病院名誉院長就任、現在
に至る。一般社団法人日本病院会副会長、
公益社団法人福岡県病院協会顧問

一般社団法人日本病院会　副会長
済生会福岡総合病院　名誉院長

岡留 健一郎さん

病院の働き方改革はトップの意識改革から
目指すべき姿に近づく絶好の機会

今年4月に施行された、「働き方改革関連法案」。
規模にもよるが病院も例に漏れず、看護師など職員に対する
時間外労働の上限規制などの適用が始まった。
一方、医師に関しては、方向性は示されたものの、
時間外労働の上限規制などには5年間の適用猶予が設定されることに。
この間に、病院経営者は何に取り組めばいいのかについて、
一般社団法人日本病院会副会長の岡留健一郎氏に話を伺った。



06 07季刊 solasto Summer 2019 季刊 solasto Summer 2019

株式会社ソラストでは外国人技能実習生（以
下、実習生）の第一期生として、ベトナムから
総勢12名の実習生を受け入れました。４月に
入国後、研修を受けた実習生の入社式とウェル
カムパーティーが、５月14日にソラスト本社で
開催されました。藤河芳一代表取締役社長が
受け入れ決定から来日まで長い時間がかかった
ことを振り返りつつ、「仕事の時だけでなく、
買い物に行く時や友人と話す時も、日本語を積極的に
使う意識をもってほしい。そして、ベトナムに帰った後に
介護の発展に貢献してください」と激励しました。
辞令交付が行われた後、実習生代表のカオ・ホワ
ン・ロンさんは「ベトナムではまだ医療と介護の違いが
なく、介護という職業をしっかり学ぼうと日本に来まし
た。初めて社会に出るため皆さんに迷惑を掛けるかもし
れませんが、頑張って日本で介護の知識をつけ、介護の
プロフェッショナルを目指します」と、今後の目標を述
べました。パーティーでは実習生手作りのベトナム料理
が振る舞われました。
実習生は６月から、６つのグループホームに分かれて
実習を開始。社会人としての第一歩を踏み出しています。
今回の受け入れの目的を、福嶋茂専務執行役員介護
事業本部長は次のように語ります。「私たちソラストも、
発展途上国における介護の発展に少しでも貢献していき
たいという想いで、介護・看護職の人材育成に国を挙
げて意欲的に取り組むベトナムから実習生12名を迎え
ることにしました。ベトナムの医療産業は発展途上にあ
るため、介護現場のノウハウを身に付ける機会が不足し

ていると理解しています。是非とも当社の『自立支援と
トータルケアサービス』の考えに基づく介護技術をマス
ターしていただき、日本のプロフェッショナルな介護ワー
カーとして、母国でのご活躍を期待しています」
ソラストでは受け入れにあたって、居住環境など生活

面での支援・サポートに尽力。また、採用を担当したス
タッフが継続して悩み相談役となるなど、心理的な不安
の軽減にも努めています。業務面では、３年間の実習期
間を実りあるものにすべく、細かく丁寧な計画を立て、
全社一丸となってサポート体制を敷いています。
実習生の受け入れは、介護現場が変わるチャンスでも

あります。福嶋本部長は「実習生は一日でも早く介護技
術を身に付け、母国で活躍したいという強い想いをもっ
ています。そうした純真無垢で素直な心を持っている若
い実習生の行動や考え方に触れることで、現場で活躍
する社員に新たな知見が育まれることも期待していま
す」と、笑顔で語ります。その一方で、実習生がリスク
ある行動をとった場合などは厳格に指導するとともに、
豊富な経験、知見をもって丁寧なフォローができるよう
な介護職づくりにも、力を入れていく予定です。

さらに今年の12月から、ベトナム
人技能実習生11名を２期生として
迎え、今後も継続的にベトナムから
の人材を受け入れていきます。「将
来的には、実習生全員が、母国ベ
トナムで『介護のプロフェッショナ
ル』として活躍されることを、切に
願っています」と、福嶋本部長は今
後の展望を述べました。

介護のプロを目指し
ベトナムの技能実習生が活躍中

（左）シニア体験をする利用者の手を支
える技能実習生（中）いつでも相手の
目をしっかりと見て話す（右）技能実習
生の常に絶えない笑顔に惹きつけられ
る利用者も多い

T O P I C S

辞令を手にする技能実習生との集合写真

生委員会の設置
•	タスクシフト・タスクシェア
•	女性医師への支援
•	24年に向けた労働時間の短縮
労働時間の管理は必須のことで、
ＩＣカードやタイムカードを使えば見
える化できます。36協定の締結も、
今すぐできることです。衛生委員会
は時間外労働の削減だけではなくス
トレスチェックを実施するなど、医
師の健康確保と連動させると効果
的です。
タスクシフトは厚生労働省が力を
入れていて、今後は分科会やそこで
のヒアリングが始まります。医師で
なければ行えない業務以外は、看
護師など他の職員に任せるというも
のですが、業務のしわ寄せになって
はいけませんから、前述したように
何らかの行政のサポートは必要とな
ると思います。医師の仕事だけがよ
くなればいいのではなく、病院は多
職種がベースのチーム医療ですか
ら、みんなが働きやすい環境を目指
さないといけません。多様な働き方
を提示するなど、女性医師への支援
も求められます。
何よりも、これらを踏まえたうえ
で、トップ自身が労働時間短縮に向
けて努力を怠らないことです。日本
病院会では各会員病院の取り組み
をサポートすべく、院長や管理者に
対して時間外労働などに関するマネ
ジメント研修を始めます。やはりトッ
プや院長に、管理者が変わらないこ
とには改革は進みませんし、トップ
は自ら衛生委員会から出てきたデー
タをチェックする気構えも必要です。

以上の６項目に取り組むことは、
病院を変えたい方向に変えるチャン

スになります。トップを中心に職員
一人ひとりの意識が変わり、管理職
のマネジメント力が向上し、組織的
な対応力が磨かれれば、業務の改
善・効率化を通じた生産性の飛躍
につながり、結果的に病院経営の
安定化に資するはずです。
実際のところ、医師が院内に長
時間いたとしても、診療をしている
のか、研究をしているのか、だらだ
らしているのか、見当がつかないと
いう病院もあるでしょう。そこで、
今回の働き方改革を機に、医師1人
当たりの時間単価を明確にして適切
に指導できれば、医師の意識も効
率的な医療提供を目指す方向に動
きます。質の担保と安全性への意識
もより高まります。つまり、労働時
間管理は質と安全性の向上にもつ
ながるのです。
いずれにしろ、医師の働き方改革
は取り組まないといけないことなの
で、トップダウンで進めていくべき。
今までの経営スタイルを見直すよい
機会と考えることが重要です。

私が名誉院長を務める済生会福
岡総合病院でも、多くの取り組みを
実施しています。労働基準法の遵守
とコンプライアンスの研修を通じた
意識づけのほか、2017年からはＩ
Ｃカードを導入して全職員の労働時
間を明らかにし、月の途中で時間外
労働の多い職員に対しては注意勧
告を行っています。また、総労働時
間を削減するために土曜の外来や
患者やその家族による時間外の相
談もやめました。院内に張り紙を
し、患者・家族に協力を求めていま
す。
医師との連携をより円滑に進める

ため、看護師などコ・メディカルへ
の教育も行っています。同時に、院
内には検査の手順などが書かれた
文書を置き、医師と看護師の間の
余計な相談などをなくすような工夫
もしました。これにより、昨年比で
残業時間が13%削減できました。
ただし、心臓外科やレジデントの残
業時間の削減は難しく、これらへの
対応は十分に検討したいところで
す。
また、土曜の外来を休診にしたこ
とで外来患者の数は減りましたが、
限られた時間で手厚い診療を行うこ
とで外来単価は上がっています。
ERに関しても、宿日直体制から当
番制にしたことで人件費が抑えられ
ました。労働時間の管理をフック
に、病院経営が効率化したと考えら
れます。
働き方改革は、地域医療構想と
医師の偏在の２つの課題と関連して
いる点も見落とせないポイントです。
地域の救急患者数やその受け入れ
数などのデータを出し、それに応じ
た医療提供体制を構築するために
必要な医師数を確保する。そのうえ
で働き方改革を展開していかなけれ
ばならず、自院だけではなく地域単
位で取り組んでいかないと、医療現
場での働き方改革は進みません。
医療の特殊性・公共性などを鑑
みると単純な働き方改革は行えませ
んが、先を展望しながら足元も見つ
め、変わり続けるといった意識が求
められています。さもないと医療界
の発展はありません。経営が健全
で透明性のある病院は、スムーズに
移行できるような印象があります。
まずは、タイムカードなどを導入し
て総労働時間の把握から始めるな
ど、院内の状況をクリアにすること
から始めてください。

時間外労働が減ったばかりか
外来単価も向上

働き方改革の取り組みは
病院経営の安定化に貢献



今年4月から順次施行されている働き方改革関連法。
時間外労働の上限規制の導入や年次有給休暇の取得、
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の解消と
いった措置は、すでに始まっており、これらは病院にと
っても無関係ではない。周知の通り、厚生労働省はこれ
まで医師や有識者による「医師の働き方改革に関する
検討会」を重ねており、3月28日には報告書を提出して
いる。
「時間外労働の上限規制に関して医師は5年間の猶予
が与えられましたが、年次有給休暇の確実な取得につい
ては普通の企業に対してと同様に、医師にも適用されま
す。同一労働同一賃金に
ついては、常時使用する従
業員が101人以上かつ出資
金額5,000万円超の医療
法人では2020年から、10
０人以下かつ出資金額5,0
０0万円以下の医療法人で
は21年から適用されます。
医師の時間外労働の上限
規制への対応も、悠長に
構えていては間に合いませ
ん」と話すのは、浅見社
会保険労務士法人代表の
浅見浩さんだ。
病院全体の働き方改革

の主たる狙いは、時間外労働の上限規制（原則として月
45時間、年360時間等）にある。医師は24年４月から
の適用だが、その他の職種では、病院でも今年度から
適用が始まっている。しかし、病院においてはタイムカ
ードの打刻による労働時間の把握を行っていないことは
もちろん、36協定を結んでいないところも少なくない。
こういった点には早急に対応しなければならない。「特
に、師長や課長以上の管理職は残業や休日出勤が多く
なっています。教育の時間や、部下を残業させないため
に自分の残業を増やすといったしわ寄せを受けているの
です。業務の分担やシステム化で対処したいですね」と
説明する。効果的な対処法は、医療スタッフの協力のも
と、一連の過程を定めて継続的かつ自主的に勤務環境
改善を行う「勤務環境改善マネジメントシステム」の導入
（図表１）である。
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病院では患者の生命を救うことを第一に考え、これまでは医師をはじめとする病院スタッフの
労働時間を度外視してきた。法改正に伴う労働時間管理をはじめとするマネジメントを改めて構
築するにはどうすればよいのか。浅見社会保険労務士法人代表の浅見浩さんに話を聞いた。

ルールの明確化と
マネジメント体制の
構築を急げ

出典：厚生労働省ホームページより

図表1  勤務環境改善マネジメントシステム

特

集

今年4月1日に働き方改革関連法が施行され、病
院の規模に関係なく「年次有給休暇の確実な取得」
や「労働時間の状況の把握」などは適用された。最
大の焦点だった「時間外労働の上限規制」について
も、コ・メディカルなどに対しては今年度、もしくは
次年度から適用される。医師に関しては5年間の猶
予が与えられたとはいえ、今から取り組むべきことは
山積しており、もはや改革に待ったはない。今後、病
院の労働環境をどのように整備し、業務の効率化を
どう図っていくべきか。本特集は、今後の病院の対
応について解説するとともに、働き方改革に先行し
て挑む病院の事例を紹介する。

©natchas- stock.adobe.com
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浅見社会保険労務士
法人代表
社会保険労務士

浅見 浩さん

勤務環境改善マネジメントシステムの
導入は喫緊の課題

解 説
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を求められた場合、文書を提示しなけばなりません。厚
生労働省が説明書のモデル様式（図表２）を用意して
いるので、これを参考に作成しておきたい」とアドバイ
スする。

医師の時間外労働の上限規制導入には５年間の猶予
があるが、混乱を招かないように今から着手することが
重要だ。まず実施したいのは、労働時間の実態を把握
すると同時に、労働契約や就業規定を明文化すること
だ。「医師は管理監督者なのでタイムカードの打刻は必
要ないと思うかもしれませんが、４月の労働安全衛生法
改正で記録が義務化されたので注意が必要です。給与
に関しても固定残業代を採用するかを明確にし、労働契
約のなかで明文化しておきましょう（図表３）」
医師の労働時間の短縮に関しては、2024年までに

「年間の時間外労働960時間以下」（いわゆるA水準）
を目指すのが基本的な考えである。ただし、救急病院な
ど上限に収まらない労働が必要な場合は同1860時間
以下（B水準）、研修医や高度技能の獲得を目指す医
師も同1860時間以下（C水準）まで認める特例を設け

司に申請して、上司が認めると労働時間から除外する」
と明記されているが、「自身の労働時間を減らすような
申請をするのか疑問です。自己研鑽も業務につながる以
上は労働時間だと考える医師もいます。それぞれの病院
で、何が労働で、何が労働以外の行為なのか規則で明
文化（図表４）し、確認を取る際は、自己研鑽と労働行
為の両方の時間を申告させるなどしたほうが適切な運用
となるでしょう」と、浅見さんは勧める。
以上のように、今から手を打っていくべきポイントは

多い。５年後に焦らない、罰則の対象にならないように
準備を進めていくことが大切だ。「労働と研鑽、宿日直
などに関しては新たな方針が今後も出てくるので、情報
をこまめにチェックして対応していきましょう」と、浅見
さんは注意を喚起した。

「理事長や院長を筆頭に事務長や部門長が集まり、現
状評価、課題の抽出、改善方針の決定という流れで
PDCAサイクルを回して、進捗状況を確認しながら継続
させるのがポイントです」
改善方針・計画を策定する際は「労働時間等見直し
ガイドライン」（https://www.mhlw.go.jp/content
/000504226.pdf）、「いきいき働く医療機関サポート
Web」（いきサポ）にある「勤務環境改善マネジメント
システム導入の手引き」（https://iryou-kinmukank
you.mhlw.go.jp/outline/download/）や取り組み事
例（https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
casestudy/）が参考になる。外部の専門家による支援
を受けるのも有効だろう。「タスクシフティングなどの実
現は院内の連携がカギになります。部署単位でバラバラ
に取り組むのではなく、病院トップと各部署の責任者に
よる検討チームをつくったほうが推進しやすいでしょう」
と、浅見さんは助言する。
さらに、５日間の年次有給休暇の取得については、①
自己都合による使用、②計画的付与、③時季指定の順
番で考え、時季指定に関しては労働者本人と話し合いで
決めることが望ましい。
同一労働同一賃金についても、「職務内容や配置変
更の範囲などで、正職員とパート職員の『違い』の説明

ることになるが、適用を受けるには一定の要件を満たさ
ないといけない。
「要件のなかには、先述の勤務環境改善マネジメントシ
ステムを実施していることが含まれる可能性が高く、B・
C水準を設ける考えなら取り組んでおいたほうがよいで
しょう」
医師の在院時間を客観的に把握できないと、状況に
応じた労働時間短縮に向けた取り組みは加速しない。
これに合わせて女性医師などの支援や、日本病院会や
外科系学会社会保険委員会連合（外保連）が積極的に
育成に取り組む姿勢を明確にしている「特定看護師」の
活用を通じたタスクシフティングも検討していくべきだ。
注意したいのは、労働と自己研鑽の区別についてであ
る。厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会報
告書」によると、「労働にならない自己研鑽の時間を上

年　　月　　日

あなたと正社員との待遇の違いの有無と内容、理由は以下の通りです。
ご不明な点は「相談窓口」の担当者までおたずねください。

１．固定残業制の類型
（１）組み込み型

月給や年俸などの基本賃金にあらかじめ一定時間分の
残業代を含むもの。

（２）手当型
一定時間分の時間外手当を定額残業代として支給する
もの。

２．固定残業制が有効とされる要件
（１）定額残業代に関する規定が就業規則などに明記されて

いること。
（２）定額残業代部分が就業規則などで明確に区分されてお

り、かつ、定額残業代部分の金額が明示されている。
（３）通常の割増賃金計算による額が定額残業代を上回る場

合は、その差額を支払う。

３．固定残業制の留意点
【テックジャパン事件（最高裁一小　平24.3.8）　櫻井龍子
裁判官補足意見】
毎月の給与の中にあらかじめ一定時間（たとえば10時間分）
の残業手当が算入されているものとして給与が支払われる場
合、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならない
と同時に、支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手
当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。

４．医師の労働契約例
第○条（賃金）
１．年換算　○万円（税込み、均等割にて毎月支給）とする
２．前項の賃金には、毎月○時間分の「固定時間外手当」を

含む。
但し、○時間に満たない場合も全額を支給し、○時間を
超えて時間外労働を行ったときは差額を支払う。

３．固定時間外手当の内訳は、次のとおりとする。
法定時間外労働手当 （○時間分） ○円
法定休日労働手当 （○時間分） ○円
深夜労働手当 （○時間分） ○円
   　　　合計  ○円　

固定残業代とする場合は、時間数だけでなく金額も明示する
必要あり。

第○条（医師の労働時間の基準）
医師の労働時間に関する基準は下記の通りとする。

（1）労働時間として算定されるもの
①外来診療
②病棟回診
③手術（術後管理は原則２時間まで）
④検査
⑤カルテ入力
⑥カンファレンス・会議（必須のもの）
⑦業務命令に基づく論文作成、学会発表、講演等の準備
⑧その他、業務の必要または業務命令に基づき行うもの

（2）労働時間として算定されないもの
①自己学習
②カンファレンス・勉強会（任意のもの）
③業務命令に基づかない論文作成、学会発表、講演等の

準備
④その他、業務の必要または業務命令に基づかず自己判

断で行うもの

第○条（時間外、休日及び深夜労働）
１．当院は、業務の都合で職員に所定労働時間外、深夜（午

後10時から午前5時）及び第○条に定める休日の労働
を命じることがある。但し、法定時間外労働及び休日労
働については労働基準法第36条に基づく協定の範囲内
とする。

２．前項但し書きの協定の範囲において、職員は正当な理由
なく所定労働時間外及び休日労働を拒むことができな
い。

３．職員は、業務を所定労働時間内に終了することを原則と
するが、業務の進捗によりやむを得ず時間外労働・休
日労働の必要があると自ら判断した場合は、事前に当院
に届出て業務命令を受けなければならない。なお、緊急
の事情等により事前に申し出ることができなかったとき
は事後速やかに届出ること。

４．自己研鑽等の業務外の理由で居残る場合は時間外労働に
はならないものとし、事前に上長へ届出て許可を受けた
うえで行うこと。

５．職員が当院の許可なく時間外労働・休日労働を行った
場合は、当該労働に該当する部分の通常賃金及び割増賃
金は支払わない。

事業所名称・代表者職氏名

１ 比較対象となる正社員

２ 待遇の違いとその内容理由

比較対象となる正社員の選定理由

基本給

賞与

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容

待遇の違いがある理由

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容 ある ない

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容

待遇の違いがある理由

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容 ある ない

殿

図表４  医師の労働時間に関する規定例

図表2  待遇決定に関する説明義務【説明書モデル様式】

出典：厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書』より

出典：浅見さん提供資料より出典：浅見さん提供資料より
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医師の働き方改革への対応は
労働契約や就業規定の明文化から

図表３  固定残業代について
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会谷田病院は、熊本市内から車で
１時間程度の上益城郡甲佐町にあるケアミックス病院
（地域包括ケア病棟39床、医療療養病床32床、介護
療養病床28床）です。当院に５年前に事務部長として
着任しましたが、年間108日の公休しかなく、休日が少
ないというのが最初の印象でした。
有給休暇に関しては、体調不良で休んでしまった場合
には有休を使わせず、その月の公休日に振り替えさせ
て、出勤させていた部署がありました。しかし、その公
休日は出勤予定者が決まっており、シフト調整というよ
り、急に休んだことに対する見せしめのような扱いにな
っていました。そこで、具体的な問題事例を会議で示
し、そもそもの考え方を見直してもらうように働きかけ
ました。
また、残業時間もそうです。「自分の力が足りないか
ら残っている」といった話がありますが、その判断は非
常に難しい。結局は、上司の好き嫌いなどによる判断に
なりかねません。そのため、残業した分は残業代を払う
ことを伝えています。休暇については、夏季休暇を1日
増やし、誕生日休暇を設け、時間単位でも取得できるよ
うにしました。このような取り組みを進めていった結果、
熊本労働局よりユースエール企業※１に認定されました。
当院では、政府による働き方改革の推進の前から、
上記のような取り組みを進めていました。トップがやる
ことと、やらないことを明確にし、各所属長がそのこと
を理解し、組織風土として定着させないと、結局は形だ
けの働き方改革になりかねません。日中しっかり働き、
終業後さっさと帰ってプライベートも楽しむ、という文化
をつくるには、それなりの労力と時間がかかります。

勤怠管理に関しては、法改正前に従来の紙のタイムカ
ードをやめ、勤怠管理システムに切り替えました。事務
作業の業務改善として、これまで出退勤の処理にかかっ
ていた時間を半減させることが目的です。同システムを

大阪府堺市にある馬場記念病院（一般病床300床）
を母体とする社会医療法人ペガサスでは約10年前から
残業時間削減など、独自の働き方改革に取り組んでいま
す。法人全体で各セクションの目標管理を行っており、
たとえば人事課では「残業時間削減前年比10％」を目
標に掲げています。年間３カ月間は残業時間削減キャン
ペーンを行い、その間の実績を評価し、最も成果を出し
た部署を表彰し金一封を渡しています。
残業が発生する原因の一つに、意識の薄さがありま
す。そこで、上席の人たちの認識を改めさせてきたこと
で、全体として残業をなくそうという風土ができ上がっ
てきました。残業が25時間を超えると人事課から警告
書が出され、所属長はそれ以上の業務遂行命令はしな
いことにしています。
年次有給休暇の取得については有休台帳の見直しを
行い、取得する側も管理する側もわかりやすいものに変
更。現在の有休取得状況を管理者も職員も確認できる
ようなシステムを導入しています。
当法人の特徴的なものとして「ペガサス職員サポート
センター」があります。これは人事課、庶務課、厚生課
が一緒になった部署で、職員が何かを聞きたい、知りた
い、相談したいことがあるとき、そこに行けばワンストッ
プで対応してくれるようになっています。職員がサポート
センターに相談に来ると、話を聞いて、上司や担当部署
で解決できることか、専門職のカウンセラーが入ったほ
うがいいか判断して、必要であればカウンセリングルー
ムにつなぐようにしています。臨床心理士も８人在籍して
おり、脳卒中など中途障害を受けた患者さんや家族に
対してのメンタルケアを行っていますが、最近では、臨
床心理士の仕事の半分以上は職員のカウンセリングに
なっています。精神科や心療内科に行くのは敷居が高い
と感じますが、臨床心理士はそういうハードルが低く、
職員からの評判も良いです。
また、当法人では26年前に院内保育所を開設し、病
児の受け入れも含めて365日24時間体制で運営してい

選ぶうえでは、出退勤の打刻データと診療報酬算定で
求められる様式９※2や、物品の購入や研修の参加とい
った各種伺いのワークフロー機能と連動していることを
システム要件として求めました。様式９を完成させるた
めには、会議時間を差し引いたり、勤務形態ごとの時間
を管理したりと手間がかかります。同システムの導入に
よって、それをほぼ自動化することが可能となりました。
また、ワークフローと連動させることで、伺いの種類に
よって別のシステムを立ち上げる手間もなくなりました。
検討過程において、打刻をタイムカードや職員証を使
うことも議論しましたが、タイムカードは毎月準備が必
要だったり、職員証だと忘れたり紛失した際の再発行の
手間が必要ということがネックとなりました。最終的に
は、静脈認証による認証システムにしました。問題点と
しては、指静脈が認証されにくい人もいるため、その人
たちはそのつどIDを入力しなければならないことです。
もしこれらのことを考えずに、勤怠管理システムを導
入した場合はどうなるでしょうか。勤怠管理は新しいシ
ステムで行い、同じ情報を看護管理システムに再度入力
し、様式９を完成させる必要が生じたり、ワークフロー
との連動がないために紙による勤務変更の運用が残る
可能性もあります。結果として、システムは入れたものの
全体の効率化が図れなくなります。
当院の場合は、法改正に適応するために勤怠管理シ
ステムを入れたのではなく、導入の目的は事務的作業の
効率化と明確でした。形だけ導入するのか、あるべき姿
を求めるのかによって、システム導入の結果は大きく異
なってきます。
先述の組織内の働き方改革についても同様です。組
織トップが、単に法改正に対応するためと考えるか、そ
れとも本当に組織風土を変えたい、システムにより効率
化を図りたいと考えるのかによって、仕上がりが変わって
くるでしょう。

ます。学童保育所も設置しており、子どもが保育所から
小学校に上がるタイミングで退職する職員はゼロになっ
ています。
保育所も臨床心理士によるカウンセリングルームの運

営も、収入には直接結びつかない支出となりますが、こ
うした取り組みにより、地元の人に長く働いてもらえるこ
とが大きなメリットになるというのが当法人の考え方で
す。地域で育った職員の子が就職してくれることもあり
ます。特に専門職は、技術レベルを上げるには経験が
必要なので、医療や介護の質を高めるためにも、この
職場で良かったと思いながら長く働いてもらえることが
とても大事なことだと考えています。

医師の働き方改革については、５年の猶予があるも
のの、すでに準備を進めています。研修医に対しては研
修管理や指導医の委員会を設け、一般職員と同じくサ
ービス残業にならないよう研修しており、上席の者が命
令したとおりの残業時間になっているか、複数の目で見
るようにしています。
また、若い医師が不慣れな手術を行う場合に、上席

の医師が「勉強しておいたほうがいい」とアドバイスした
とすると、それが残業となるのか自己研鑽となるのか、
本人の捉え方によって大きく変わってきてしまいます。こ
れはデリケートな問題ですので、この４月からは全医師
の協力のもと24時間調査を行い、どのような過ごし方
をしているのか分析しています。
５年後の法律施行までに、自己研鑽の時間と労働の

時間とをシステマティックに分け、当法人としてのルール
を決めていくことになります。今の時代、働き方につい
ても多種多様になっています。勉強ができる、症例が多
いなどアカデミックなところでモチベーションを上げる人
もいれば、ワーク・ライフ・バランスを大事にする人、
手厚い福利厚生があってストレスケアができる環境に働
きやすさを求める人もいるなど、いろんな目線がありま
す。どんな働き方のニーズにも対応できる法人を目指し
ていきたいと考えています。

勤怠管理システムの導入目的を明確に

残業と自己研鑽時間の見える化を進める

働き方改革を好機と捉えて
組織改善につなげる

多様な働き方のニーズに
対応できる法人を目指す

特定医療法人谷田会
谷田病院 事務部長

藤井 将志さん

社会医療法人
ペガサス
法人本部理事　
企画運営局局長

田中 恭子さん

事例 事例1 2

※１	 離職率が低く、有給取得率が高く、残業時間が少ない企業を厚生労働省が認定
する企業

※２	 入院基本料等の施設基準にかかる届出書添付書類のこと。看護基準の算出の
ために記載
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特集  法改正後の働き方改革に病院はどう対応すべきか

形だけではなく組織風土を変える思いで 手厚いサポート体制でひきつける



長野県茅野市玉川4300
TEL 0266-72-1000　FAX 0266-72-4210
http://www.suwachuo.jp/
茅野市、原村、諏訪市による一部事務組合で運営されてい
る急性期病院。介護老人保健施設やすらぎの丘、特別養
護老人ホームふれあいの里などを併設し、医療と介護の
連携体制も整っている。

組合立諏訪中央病院　

45年前、大学を卒業した鎌田實さん
は、全く縁のなかった長野県茅野市の
諏訪中央病院に内科医として赴任した。
当時、同院は累積赤字４億円を抱えな
がら医師不足に困窮していた。また、長
野県は脳卒中による死亡率が高く、平
均寿命も短かった。
「地域の人には、『東京の若い医師が乗
り込んできて、何をしてくれるんだろう』
という疑心と期待があったと思います。
しかし、私はそういう人たちのなかに躊
躇なく入っていきました。病院の職員に
誘われれば家まで行って食事をごちそう
になり､ 患者さんの家にも抵抗なく上が
り込んで交流していました」と話す鎌田
さん。
気さくな人柄が受け入れられ、鎌田さ
んが県内各地で住民を対象に始めた健
康づくりの講演には大勢の人が詰めか
けた。住民の健康意識も徐々に高まり、
不健康だった長野県は、1990年に平均
寿命日本一に輝くことになった。
人と交じわり合うことの大切さを強調
したうえで、「私がためらうことなく地
域のなかに入り込んでいけるのは、“相
手の身になって考える”という生き方を
貫いているからです。この考え方は多職
種連携の原点といっても過言ではありま
せん」と語る。たとえば、介護の必要な

人を多職種で支えるとき、医師は介護職
をリスペクトし、介護がスムーズに行え
るように自分がどう支援すればいいかを
考えることが重要だ。多職種で集まる
と、自分の領域の主張をぶつけ合ってし
まうケースもあるが、専門職同士がお互
いの身になって考えることができれば、
多職種が同じ目標をもって取り組むこと
ができ、ケアの質も向上する。
さらに、こう指摘する。「利己主義に
陥ると、自分の組織の利益追求に走り、

患者の奪い合いになりかねません。諏
訪中央病院の関連施設に、やすらぎの
丘という老人保健施設があります。この
施設では、地域でどのような役割を果
たしていくべきかを考えた末に、それは
“入所者を地域に戻す”ことだという結
論に行き着きました。地域には在宅を
支えるいろいろなサービスがあります
から、入所者の方が元気になったら、他
の介護事業者や医師に引き継いでもら
い、そちらで暮らしを継続していただ

く。そうすることで、地域の事業者から
の信頼を得ることもできます」。
職員全員で､ 入所者を地域に戻すこ

とに力を入れた結果、同施設は在宅復
帰率90％を実現させている。

鎌田さんが多職種連携で重視してい
るのは“当事者の参加”だ。「日本では、
医療と介護の専門職が集まれば“多職
種連携”だと考えている人が多いようで
すが、そこに落とし穴があります。連携
のなかに患者さんやご家族を入れなけ
れば意味がありません」と強調する。
診た患者のなかに、脳卒中で半身ま

ひが残る要介護５の女性がいた。在宅
で訪問看護を受けており、いつも若い
理学療法士がリハビリ指導に来ていた
が、ある日、その理学療法士が「今度、
諏訪湖マラソンに出場するので練習に
励んでいる」と何げなく話した。それを
聞いた女性は、沿道で応援したいとケ
アマネジャーに打ち明け、そのケアマネ
ジャーが、女性の利用しているデイサー
ビスに連絡。デイサービスの職員が、女
性が応援のときに振る旗の制作を手伝
った。
そのうち女性は応援旗だけでは物足

りなくなり、「差し入れにお弁当もつくっ
てあげたい」と言い出した。しかし、半
身まひで、手に拘縮のある女性はおむ
すびを握ることができない。それを知っ
た病院の医師がボトックス注射を女性
の手に行い、作業療法士が女性の家に

通っておむすびの握り方を指導した。そ
の結果、女性はおむすびを自分で握れ
るようになるとともに、フライパンで卵
焼きがつくれるまでに回復したのであ
る。こうして、諏訪湖マラソンの当日、
女性は手作り弁当を差し入れ、沿道で
旗を振り、いつもお世話になっている理
学療法士に恩返しができたという。
「患者さんの思いを出発点に、多職種
が患者さんの身になって考え、その思い
を実現させるためにそれぞれ何ができ
るかを考え、他職種と連携をとりなが
ら実現にこぎ着けることができた好例
です。これが多職種連携のあるべき姿
ではないでしょうか。患者さんを中心に
据えて、その意向をくみとり、多職種が
連携していくことで、患者さんも周りの
スタッフも納得できる結果を導く。その
プロセスが重要なのです」と、力をこめ
て語る。
さらに、鎌田さんは「今後の多職種
連携には、医療や介護の枠を超えた、
多様な職種・業種の関わりが求められ
るようになる」と提言する。調べたデー
タでは、要介護１の人がデイサービスに
週１回通い始めたケースの１年後の状態
をみると、要介護度が悪化した割合が
意外と多いそうだ。

「介護が必要になり始めた人が元気で
暮らし続けるためには、デイサービス以
外に、人と関わりがもてるような活動を
１つぐらいは加えるといい。カラオケや
俳句、麻雀など、趣味の集まりがいいで
しょう。利用者がそうした活動に参加し
やすいように、デイサービスの職員は医
療や介護とは異なる職種・業種とつな
がり、利用者をそこへ連れ出す支援に一
役買ってほしいと思います。さまざまな
職種・業種の人が多様な形で地域の高
齢者を支えるまちづくりができれば理
想的だといえますね」

東京医科歯科大学を卒業後、長野県
茅野市の諏訪中央病院に赴任し、院
長として住民を巻き込んだ地域包括ケ
アに取り組んできた鎌田實さん。患者
や家族が地域で安心して暮らし続ける
ために必要な多職種連携のあり方、連
携を深めるために専門職一人ひとりに
求められる意識のもち方についてうか
がった。

諏訪中央病院院長に就任。一貫して「住
民とともにつくる医療」を提案・実践

諏訪中央病院に内科医として赴任

日本チェルノブイリ連帯基金（JCF）を
設立。ベラルーシの医療支援を開始

JIM-NET（日本イラク医療支援ネット
ワーク）の活動として、イラクの小児病
院へ医療支援を開始

諏訪中央病院名誉院長に就任

東日本大震災直後から被災地支援を始動

地域包括ケア研究所設立

イラク国内の難民キャンプで診察を行
い、現在も続けている（JIM-NET）

諏訪中央病院院長を退任

1988年

1974年

1991年

2004年

2005年

2011年

2016年

2006年

2001年
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地
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かまた・みのる
1974年、東京医科歯科大学医学部卒業
後、長野県茅野市の諏訪中央病院へ赴
任。30代で院長となり、経営難に陥って
いた同病院を再生させる。地元で「地域
包括ケア」の先駆けを創出し、長野県を
長寿で医療費の安い地域へと導く。また、
1991年からベラルーシの放射能汚染地
帯へ100回を超える医師団を派遣し、約
14億円の医薬品を支援。2004年からは
イラクの小児病院への医療支援を実施す
るとともに、難民キャンプでの診察を続
けている。

多様な専門職だけなく
患者・家族の参加が不可欠

各職種がリスペクトし合えば
ケアの質も向上する

（上）イラク難民キャンプに５つの診療所を作った際の難民のドク
ターや看護師、薬剤師など、難民で構成した多職種の医療チーム
（左）マラソン大会で応援をするため、リハビリに励む女性患者

鎌田さんのあゆみ

14 15季刊 solasto Summer 2019 季刊 solasto Summer 2019

諏
訪
中
央
病
院
　
名
誉
院
長

鎌
田 

實
さ
ん



は、近隣の保育園とも交流を図っ
ている。ソラストの保育園では、最
寄り駅のそばにソラストときわ台、
沿線にはソラスト成増があるため、
３保育園合同の研修を行い、保育
の現場をよりよくするために意見
を交わしている。また、板橋区の私
立園長会に参加し、「どうしたら事
故を防げるか」など法人の枠を超
えて、園の運営に関する情報を交
換している。地域の子育てをより
良くしていきたいという意識の表
れである。
また、同園では、近くの保育園と
合同で周辺の小学校との交流会な
どにも積極的に参加し、地域の人
と触れ合う時間を大切にしている。
例えば、災害のときに近所の人た
ちが気にかけてくれるなど、地域
内に見守りの目が増えることも期
待できる。「園児の散歩のときに声
をかけてくれるのがとてもありが
たい」と、木村さんは語る。

園では、保護者の意見にも耳を
傾ける。例えば、園児用のトイレは
大改装の際に、ドアつきのトイレ
を１つから３つに増やし、男児が
立って用を足せる便器も２つ入れ
た。保護者から、「息子が立って用

うに、きちんと言葉にして話し合
い、共通認識を持てるように心が
けています」と木村さん。話し合い
は「ゼロからのスタート」が大切だ
が、人によってはゼロの位置が違
うこともある。曖昧なままにしない
ため、例えば、各職員の毎年度の目
標設定では、「気をつける」、「注意
する」などの言葉を避け、さらに
「具体的に何をするのか」を考える
ように求める。「その場に応じて後
輩の指導をする」とあったら、「マ
ニュアルを一緒に確認して」や「ソ
ラストの保育の心得に従って」な
どの言葉を置いて、行うべきこと
をはっきりさせる。
今年4月には看護師が同園のス

タッフに新しく加わり、木村さんは
「けがや病気について、医療の専門
家の意見が聞けるので安心です」
と期待を寄せる。一方で、「看護師
に何をどこまでお願いするかを明
確にするため、折を見て看護師と
保育士の役割分担を一緒に話し合
いたい」とも考えている。看護師と
も認識のズレを生まないように密
にコミュニケーションをとりたい
からだ。

コミュニケーションという面で

ソラスト前野町保育園は今年４
月に認可保育所として再スタート
した。４年前から同園の園長を務
めている木村記代子さんは「昨年
は、子どもを預かりながら園舎を
大改装したので、とても充実した
毎日でした」と語る。より広く快適
になったスペースで子どもたちが
元気に遊んでいる。昨年から金曜
日に１～５歳児クラスの合同で行
うリズム遊びは、子どもたちに大
人気。保育士の発案で始まり、回を
重ねるなかで、皆でアイデアを出
しあってプログラムを改善。多彩
な運動で身体機能がアップし、音
感やリズム感も向上すると、保護
者にも評判が良い。保育士の意見
を尊重する土壌があり、ほかのク

ラスとお互いに助け合う文化もで
きている。
その下地は、普段からのコミュ
ニケーションだ。何年も一緒に仕
事をしていると、「言わなくても考
えていることはわかる」と思い、す
れ違いが生じる。「そうならないよ

を足す経験がないのが不安です」
という声が出たので、それに応え
たものだ。おむつ外しや箸の使い
方などについても、各家庭の方針
に寄り添って支援していくことを
心がけている。
送迎の際にも保護者に積極的に

声を掛け、子どもたちの様子を伝
えるなど気を配る。仕事帰りで疲
れている保護者が同園に来て、子
どもの顔を見たときに「ああ、帰っ
てきたと感じ、ほっとしてもらえる
園でありたい」と、木村さんは常に
願っているからだ。

小学２年生にな
る上の娘が２歳か
ら、今４歳の息子は０歳から通っ
ています。家ではけっこう厳しくし
てしまうので、園ではおおらかに育
てていただきたいと思っています。
先生方はとても穏やかで、希望ど
おりです。給食もおやつも手作り
でおいしいですね。
子どもは金曜日のリズム遊びを

とても楽しみにしています。卒園前
にお昼寝がなくなると読み書きや
数に関することなど、ちょっとした
お勉強もみてもらえます。先生方
に温かく接してもらい、優しく、思
いやりのある子に育っています。

具体的な目標設定のもと
コミュニケーション重視の運営

園長

木
き

村
む ら

 記
き

代
よ

子
こ

さん

近隣の保育園と交流
地域との連携も大切に

保護者にもほっとしてもらえる
保育園をめざして

保護者の声

家庭に寄り添い、子どもも職員も
笑顔で過ごせる保育園

伊
い

藤
とう

 百
もも

代
よ

さん

設立	 2014年４月
所在地	 東京都板橋区前野町2-1-20　
	 エステート前野町20号棟１階
TEL	 03-5916-1921
FAX	 03-5916-1922
スタッフ数	 22人
提供サービス	 月極保育　
	 生後57日～５歳（定員61人）

（上）ソラスト前野町保育園の外観
（下）広々とした教室で、皆が一堂に会して遊
べる

東武東上線ときわ台駅から徒歩約９分の閑静な住宅街に立地するソラスト前野
町保育園。2014年４月に認証保育所としてオープンし、今年４月からは認可保
育所として、地域の０～５歳の子どもたちを預かり、健やかに育つ手伝いをして
いる。

（左）給食の配膳は、当番の子どもたちがお手伝い
（中）給食は専門のスタッフが調理。食育にも力を入れる
（右）絵本を読んで、文字も学習

（上）リズム遊びで、運動能力を活性化
（下）身体を動かした後は、手を洗うことまで
楽しそう

認可保育園

ソラスト
前野町保育園
（東京都板橋区）
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╲あしたを元気に！／
ソラスト施設

訪問記



働き方改革関連法は正式には
「働き方改革を推進するための関係
法律の整備に関する法律」と呼び
ます。これは、一億総活躍社会の
実現に向けて行われるもので、政府
の重要政策の一つです。働き方改
革の基本的な考え方は、働く人々の
個々の事情に応じて、多様で柔軟な
働き方を自分で選択できるようにす
るための改革であり、そのために必
要な長時間労働の是正、多様で柔
軟な働き方の実現、雇用形態にか
かわらない公正な待遇の確保等の
ための措置が講じられています。
働き方改革の実現に向けては、大

きく分けると労働時間法制の見直し
と、雇用形態に関わらない公正な待
遇の確保の２つの取り組みが実施さ
れます。
労働時間法制の見直しに関して
は、働き過ぎを防ぎながら、「ワー
ク・ライフ・バランス」と「多様で
柔軟な働き方」を実現するために、
① 残業時間の上限規制、② 勤務間イ
ンターバル制度の導入促進、③ １人１
年あたり５日間の年次有給休暇の取
得を企業に義務付け、④ 月60時間を
超える残業に対する割増賃金率の引
き上げ、⑤ 企業に対し労働時間の状
況の客観的な把握の義務付け、⑥ フ

さらに、生産性を向上させながら
長時間労働をなくすためには、これ
らの見直しとあわせて、職場の管理
職の意識改革・非効率的な業務プ
ロセスの見直し・取引慣行の改善な
どを通じて、長時間労働をなくして
いくことが求められます。
雇用形態に関わらない公正な待
遇の確保に関しては、同一企業内に
おける正社員と非正規社員の間の不
合理な待遇の差をなくすことを目的
として行われます。具体的には、① 不
合理な待遇差をなくすための規定の
整備、② 労働者に対する待遇に関す
る説明義務の強化、③ 行政による事
業主への助言・指導等や裁判外紛争
解決手続き（行政ADR）の規定の整
備、などに取り組むことになってい
ます。
こうした取り組みにより、働く人
一人ひとりがより良い将来の展望を
持てるようにすることが目指されて
います。魅力ある職場作りは、良い
人材の確保や業績の向上にもつな
がります。トップだけが旗を振るの
ではなく、職場全体で働き方改革
を進めていくことが大切です。

レックスタイム制の精算期間の見直
し、⑦ 高度プロフェッショナル制度の
新設 ―― の７つの見直しが行われま
す。

コトバの　   鍵

働き方改革関連法
●今月のコトバ●
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小さいころに保育園の先生が一緒に
遊んでくれて、とても楽しかったとい
う記憶が鮮明に残っています。自分も
子どもたちと楽しい思い出をつくれる
仕事に就きたいと思い、保育士の道を
選びました。保育の仕事にはトータル
で16年ほど携わっています。
この園に来る前は、ソラストときわ
台に勤めており、2014年に娘の出産・
育児を手伝うために退職しました。数
カ月後、娘の様子も落ち着いたので、
「またソラストで働きたい」と伝えた
ら、「お帰りなさい」と迎えられ、立ち
上がったばかりのソラスト前野町保育
園（当時はソラストときわ台第二）に着
任し、翌年に主任になりました。

主任は、クラスを持たないのですが、
子どもたちとお遊戯するのが好きなの
で、「ちょっといい？」といって、ピア
ノを弾きに行ったりしています。
まだまだスキルアップも図りたい。
ソラストの主任研修では、ほかの園の
主任たちと情報交換し、当園に合うも
のを取り入れるようにしています。

毎朝、園の入り口で子どもたちを笑
顔で迎え、「おはよう、元気？」、「お洋
服かわいいね」と挨拶して、保護者の方
にも「素敵な服ですね」、「体調、大丈夫
ですか」などと声をかけ、両方の様子を
よく見ています。
園内では、この子はいま何を求めて
いるのかなと観察し、担任の先生と相

PERSON’S 
CLOSE UP 顔のひと

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
遊
ぶ
姿
を
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守
り
続
け
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い

ソラスト前野町保育園
主任

（くろき・ひろこ）
長年にわたって保育の仕事に携
わり、結婚、育児、娘の育児の手
伝いなどで一時的に中断はある
が、その都度復職し、キャリア
16年のベテラン。ソラスト前野
町保育園には2014年の立ち上
げのときから勤務。

黒木 博子さん

談し、それぞれの子の個性に合った遊
びを考えます。
先生に対しても一人ひとりの顔を見
て挨拶し、「早番お疲れさま」、「今日は
遅番お願いします」などと声をかけ、体
調やメンタルにも気を配っています。 
子どもたちが楽しく元気に遊ぶには、
先生たちが楽しく元気に働けないとい
けません。困りごと・不満があれば聴い
て、納得するまでやってみて、解決まで
導くのが一番。「いつでも相談にのりま
すよ」という気持ちでいます。
けがも事故もなく、一日一日を過ご
すことが大切で、保護者の皆さんから
の「ありがとうございます」の言葉が何
よりの喜びです。皆で見守るなか、子ど
もたちが元気に楽しく遊んでいる。そ
の姿をずっと見守り続けていたいです
ね。

笑

©switchpipi - stock.adobe.com

楽しい思い出を
子どもたちと共有するために

先生もイキイキと働けるよう
いつでも困りごとの相談に対応



□ 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、
 医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
□ 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用する
 サービス業のデジタルカンパニー
□ 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと
 地域社会の未来に貢献する会社
□ 人材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
 自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社
□ コンプライアンスを重んじ、「やさしさ」と「安心」がある会社
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