
 

医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 

                               鳥取県立中央病院 

 

１ 体制等 

 院長を委員長とする安全衛生委員会により、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善、並び

にメンタルサポートに資する計画の作成及び達成状況の評価を行う。 

  

２ 負担軽減等の取り組み 

(1) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 

以下の取り組みにより、勤務医の負担軽減・時間外勤務の縮減を進めていく。 

① 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担。 

   ア 医師の指示の下に看護師が分担する業務。 

 以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

   ・医師の事前指示に基づく薬剤の投与量の調整 

     ・医師の指示の下に行う静脈注射 

     ・診療の優先順位の決定 

   ・入院中の療養生活に関する対応 

   ・患者・家族への説明 

   ・採血、検査についての説明 

 

 イ 医師の指示の下に医師事務作業補助者又は事務職員、看護師が分担する。 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

・診断書、診療録及び処方箋の作成業務 

    ・主治医意見書作成業務 

  ・診察、検査、手術等の予約業務 

    ・診療報酬請求書、書類、伝票の整理など医療上の判断が必要でない業務  

 

ウ 医師に対する医療事務作業補助体制 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

 診療科に医師事務作業補助者を配置し、以下の業務を分担する。 

   ・診断書、意見書などの文書作成補助 

   ・診療記録への代行入力 

   ・診察や検査の予約 

   ・医療の質の向上に資する事務作業 

   ・診療に関するデータ整理 

   ・院内がん登録等の統計・調査 

   ・医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業 等 

   ・行政上の業務 



     救急医療情報システムへの入力 

     感染症サーベイランス事業 等 

  

 

エ 他病院医師の活用等 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

  他病院医師（診療援助医師）を活用する等により、手術、患者の集中等による医師の負

担の軽減を図る。 

 

    オ 地域の他の医療機関との連携体制 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

    地域の医療機関と連携して外来診療は予約、紹介患者中心への移行を推進するとともに

症状の安定した患者は地域の医療機関に逆紹介することにより、外来診療に伴う医師の負

担の軽減を図る。 

 

カ 外来縮小の取組み 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

 ・外来縮小のための啓発の実施（掲示、院内放送、ホームページ） 

  ・症状の安定した再来の患者や軽症と思われる新患の患者に対し診療所受診を促す。 

・紹介状のない初診患者の受付を午前１０時までに制限。 

 

② 医師の勤務体制等に係る取り組み 

ア 勤務計画上連続当直を行わない勤務体制の実施 

 実施済み。当直計画の作成の際、十分に配慮しているところであり、今後も引き続き

連続当直を行わない勤務体制を実施していく。    

イ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 

   実施済み。当直計画の作成の際、予定手術の前日に当直を入れないよう配慮を行ってい 

  る。今後も引き続き配慮を行っていく。 

ウ 交代勤務制・複数主治医制の実施 

   複数の診療科においては実施済み。 

   今後も取り組みを進めていく。 

エ 育児・介護休業法第２３条第１項、同条第３項又は同法第２４条の規定による措置を活

用した短時間正規雇用医師の活用 

 制度は整備済み。今後該当する医師に対し制度の周知を行って行く。 

オ 原則、ＩＣ（インフォームド・コンセント）は平日の勤務時間内に実施する。 

カ 自宅で遂行可能な業務については、在宅勤務を推進する。 

キ 原則、業務委員会は勤務時間内で、３０分以内で開催する。 

ク 休日の回診や処置は、原則、各診療科の当番医が行う。 

 

(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 

以下の取り組みにより、看護職員の負担軽減・時間外勤務の縮減を進めていく。 



① 病棟に看護補助者を配置し、以下の業務を分担する。 

以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

 ・病床周辺の清潔・整頓 

 ・患者の身体の清潔に関わる世話 

・ 〃 排泄に関する世話 

・ 〃 食事に関する世話 

・ 〃 安全・安楽に関する世話 

・ 〃 運動・移送に関する世話 

・診療に関わる周辺業務 

  

② 夜勤業務が多忙になる時間帯に人数を多く配置できるよう、看護補助者の時間差出勤を

行って、看護師の負担の軽減を図る。 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

    早出勤務   ７：３０ ～ １６：００ 

                  ７：００ ～ １５：３０（二交代勤務） 

  遅出勤務      ９：３０ ～ １８：００ 

        １０：３０ ～ １９：００ 

        １２：１５ ～ ２０：４５（二交代勤務） 

 

③ 社会情勢により看護補助者の確保が近年、容易ではない。 

入退院患者数、転棟数、患者状況（セルフケア援助数）等を総合的に判断し、看護補助

者を傾斜配置をし看護師の負担軽減を図る。 

 以下の内容の取組を進めて行く。 

 入退院数、転棟数、患者状況（セルフケア援助数）が他に比べて多い部署・・３～４

名配置 

 上記以外の部署・・・１～２名配置 

 

④ 病棟に看護師長アシスタント（事務）を配置、看護師長の負担軽減を図る。 

 実施済み。今後も新たに運用する病棟の業務状況を検討しながら、必要に応じ計画的に

増員を検討していく。 

 

⑤ 部署間の応援体制を構築し、各部署の負担軽減を図る。  

 以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

・ベッドコントロールミーティングにおいて部署間応援を調整し、各部署の業務の平坦

化を図っている。今後もミーティング参加メンバーの検討を行い、全部署より積極的

に応援しあう風土づくりを更に強化していく。 

  

⑥ 各種業務を勤務時間内とする取組 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

ア 情報収集時間を勤務時間とする対応 

組み込んだ。状況を評価しつつ、継続して取組を進めて行く。 



イ 委員会活動の勤務時間内の実施 

日勤勤務時間外に行っていた各種委員会を日勤勤務時間内に行い、時間外の縮減を図る。 

今後も試行しながら、取り組みを拡大していく。 

 

(3) 医療技術職の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 

以下の取り組みにより、医療技術職の負担軽減・時間外勤務の縮減を進めていく。 

① 診療放射線技師 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

事務職員を配置し、診療放射線技師と連携して以下の業務を分担し、負担の軽減を図る。 

・受付に関すること。 

・電話応対に関すること。 

・診療調整の連絡に関すること。 

・画像提供の補助に関すること。 

 

② 薬剤師 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

〇定期処方オーダーの締め切りを前々日の１７時に前倒す。 

事務職員、医療助手を配置し、薬剤師等の指示のもとで事務と医療助手間で連携して以

下の業務を分担し、負担の軽減を図る。 

○事務職員 

 ・受付、電話応対業務に関すること。 

 ・持参薬の電子カルテへの入力に関すること。（薬剤師が最終監査） 

 ・処方箋、医薬品情報、郵便・FAX等、その他帳票の整理･整頓に関すること。 

 ・統計業務、文書・資料の作成等に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

 ・物品の請求、管理に関すること。 

・医薬品の検品、納品処理、保管、期限管理等に関すること。 

 ・医療用酸素の管理に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・配薬カートに関すること。（配薬担当看護師の指示のもと） 

・環境の整備等に関すること。 

○医療助手 

 ・電話応対業務に関すること。 

・処方箋、医薬品情報、その他帳票の整理･整頓に関すること。 

・特定生物由来製剤の保管・管理に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・薬剤の払出し、返品処理に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・医薬品の保管、期限管理等に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・器具・機器の点検、清掃等に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・環境の整備等に関すること。 

・医療用酸素の管理に関すること。（薬剤師の指示のもと） 

・配薬カートに関すること。（配薬担当看護師の指示のもと） 

 

③  臨床検査技師 



   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

  事務職員を配置し、臨床検査技師と連携し以下の業務を分担し、負担の軽減を図る。 

・生理検査受付業務及び検査への案内など患者対応に関すること。（電話対応含む） 

 ・画像提供に係る書類やＣＤへの画像取りこみに関すること。 

・外注委託検査等の報告書の画像取り込みに関すること。 

 ・事務用品など物品管理に関すること。 

 

④ 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

 医療助手を配置し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と連携し、以下の業務を分担し、

負担の軽減を図る。 

・受付業務 

・患者搬送業務 

・リハビリテーション室施設管理補助 

・リハビリテーション室備品・物品管理補助 

・リハビリテーション室運営補助業務（勤務表入力、患者予約管理など） 

・リハビリテーション室事務補助業務 

（日報・月報・年報・新患名簿作成、業務統計作成、各種資料作成補助など） 

 

⑤ 臨床工学技士 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

  医療助手を配置し、臨床工学技師の指示のもと以下の業務を分担し、負担の軽減を図る。 

・中央管理機器の清掃・点検業務 

 ・点検に関わる器具、材料及び薬品の整備業務 

 ・中央管理機器の点検記録入力業務 

 ・機器管理システム入力業務 

 ・機器管理室の窓口業務（関連部署や技士への連絡等に関すること） 

 ・医療廃棄物、洗濯、SPD物品受け取りなどの管理業務 

   

⑥ 管理栄養士、栄養士、調理師・調理員 

   以下の内容について実施済み。今後も継続的に取組を進めて行く。 

  管理栄養士及び栄養士、調理師・調理員が連携して業務を行い、栄養管理室全体の円滑

な運営を行う。 

 

(4) その他 

  子育て中の職員が利用できる院内保育所を設置（夜間保育、病児保育を含む。）しており、

引き続き取組を進めて行く。 

 

３ メンタルサポートの取り組み 

（１）以下のとおり、相談体制の充実を図る。 

① 相談体制 



ア 病院独自の取り組み 

 職員健康相談 

（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ） 

心の健康相談      サクランボの部屋 相談員配置 

実施主体 中央病院 中央病院 看護局 医療技術局 

対象 中央病院職員 中央病院職員 看護局職員 医療技術局職員 

相談相手

等 

外部臨床心理士 

（一社）サイコロ

に委託 

幡病院、渡辺病院など 

５医療機関と契約 

医療費を助成 

看護局副局長 局長、副局長他、

計８名 

頻度 月１回 適宜 適宜 適宜 

利用制限 なし 年１回 なし なし 

相談窓口 相談室１の受付簿

に記入 

各医療機関に利用券

を持参 

中央病院掲示板 5 月

10 日 

谷口看護局副局長 

に連絡 

 

電子カルテメー

ルで各相談員に

アポイント 

 

 

イ 県職員支援課の取り組み 

 心とからだの健康相談 

実施主体 県職員支援課 

対象 鳥取県に所属する職員 

相談相手等 心とからだの健康相談員 

共済組合保健師 

利用実績 職員支援課馬渕保健師 

０８５７－２６－７６０７ 

 

② 復職支援制度 

  県の知事部局の「復職支援制度」を活用。 

それに関連して、知事部局の職員支援課の相談も適宜あり。 

 

４ 計画の目標達成年次 

  令和４年度 

 

５ 計画等の周知 

  計画を職員に周知するとともに、負担軽減等の取り組みをホームページ等で公開する。 


