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働きやすい病院を目指して ～ストレスチェックの観点から～ 
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働きやすい病院を目指して
～ストレスチェックの観点から～

市立大森病院

今泉拓 遠藤まゆみ 小野剛

目的

労働安全衛生法の一部が改正され、労働者が50 人
以上いる事業所では、2015 年12 月から、毎年１回、ス

トレスチェックを全ての労働者に対して実施することが
義務付けられた。当院では平成24年度から継続して

実施しているが、仕事の質や身体の負担などに高い
ストレス度を示している。ストレスを減少させ、働きや
すい職場を目指し、改善策、今後の課題について検討
する。

 労働安全衛生法の一部が改正され、労働者が5

0 人以上いる事業所では、2015 年12 月から、

毎年１回、ストレスチェックを全ての労働者に

対して実施することが義務付けられた。当院で

は平成24年度から継続して実施しているが、仕

事の質や身体の負担などに高いストレス度を示

している。ストレスを減少させ、働きやすい職

場を目指し、改善策、今後の課題について検討

する。 

 

 

 

 

 

方法

平成28年7月に当院に勤
務している職員202名（医

師、産休・育休スタッフを
除く）に対し自由記述式
のアンケート調査を実施
した。その結果をカテゴ
リー分けし、改善すべき
問題点について考察し
た。

労働環境調査アンケート

先日のストレスチェックテストに引き続き、労働環境について調査させて頂きます。日々の
業務についてどんなことでも良いので要望や不満に思っていることを教えて下さい。すべて
改善することは困難だとは思いますが、少しでも働きやすい職場を作るために皆さん意見
を参考にさせて頂きたいと思います。個人を特定するようなことはありません（筆跡が気に
なる方はパソコンで作成して頂いても結構です）ので是非ご協力よろしくお願い致します。

●当てはまる部門を選択して下さい。 1．看護・介護職 2．医療技術職 3．事務職

【職場環境について】例：整理整頓が出来ていない。業務の見直しをしてもらいたい。など

【職場の支援体制について】例：同僚の協力が得られない。上司が相談に乗ってくれない。
など

【労働時間について】例：時間外勤務が多い。年休をもっと利用したい。など

【その他】例：セクハラ、パワハラを受けている。研修会にもっと参加したい。など

 

平成28年7月に当院に勤務している職員202名

（医師、産休・育休職員を除く）に対し自由記

述式のアンケート調査を実施した。その結果を

カテゴリー分けし、改善すべき問題点について

考察した。 

 

当院職員の概要

病床数：150床（一般病床：100 療養病床：50）

内科、外科、整形外科など

一般病棟 急性期 １０：１ 障害者等 １３：１

療養病棟 療 養 ２０：１

勤務体制 ２交代制

平均年齢40.7歳±10.9

20代
17%

30代
33%

40代
31%

50代
12%

60代
7%

年代
男性
15%

女性
85%

性別

看護・介護

職
63%

医療技

術職
17%

事務職
20%

職種

 一般病床100床、療養病床50床の計150床で、

内科、外科、整形外科患者が入院している。30

代～40代の職員が多く、6割を占めており、平均

年齢は40.7歳である。職種としては看護・介護

職員が6割以上で、全体の85％が女性となってい

る。 
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回収率・項目別件数

対象 回収 回収率

看護・介護職 127名 77名 60.6%

医療技術職 35名 10名 28.6%

事務職 40名 8名 20.0%

全体（計） 202名 95名 47.0%

職場環境 支援体制 労働時間 その他

看護・介護職 69件 101件 66件 26件

医療技術職 13件 25件 4件 4件

事務職 4件 4件 0件 1件

全体（計） 86件 130件 70件 31件

 

アンケート回収率は47％で、職種別にみると

看護、介護職60.6％、医療技術職28.6％、事務

職20.0％であった。項目別にみると、どの職種

も支援体制についての意見が多く、全部で130

件であった。回収率は50％未満と良くなかった

が、提出されたアンケートには紙面一杯の意見

が記入されているものが多かった。 

 

項目別件数（詳細）

 

「上司について」が68件、「同僚、他職種間

の支援について」が62件で、コミュニケーショ

ン・支援に関する意見が最も多かった。続いて

「休み希望、年休について」が52件で、意見の

大半は『年休をもっと消化したい』という声だ

った。「業務改善について」も41件と多く、具

体的な改善策などを考えてくれた方もみられた。 

 

考察

1.上司、同僚、他職種間の支援

2.休み希望、年休

3.業務改善

 

要望の多かった3項目について考察していく。 

 

1.上司、同僚、他職種間の支援について

・パワハラを「30年前のことなら…」という上司が少しでも考え方を変えて欲しいと思います。

・同僚の協力が得られない時もあるが、日中の管理者が不在（常時、訪看、夜勤）の為、業務の
均等化が図れず、仕事の量の差が出てきて、管理者の目が不在の為届かず、不平、不満の
元となる。

・インシデントや事故が起こった際、病院の上層部が速やかに話し合いをもち、統一した考えで
対応してほしい。また、そのような時には上層部がスタッフを守ってほしい。

・不平、不満を声や態度にすぐに出す人がいて職場のムードが悪くなる。改善できる方法など提
案するならいいけど、文句ばっかりです。

・後輩看護師の態度が悪い。挨拶をしないときがある。先輩に対する態度ではない。

・もっと効率よくレントゲン、検査をすすめられるよう流れを考えて頂きたい。

・検査送迎だけでもX-Pや検査の人に手伝ってほしい。

コミュニケーションを密にとり、お互いの要望、仕事内容など
理解する必要がある。足並みを揃え、風通しが良い職場に。

 

上司、部下、他職種間それぞれ要望がみられ

た。職員全員が満足出来る支援体制を実現する

のは難しい。どちらか一方を優先させると、も

う一方で不満がまた生まれてくる。まずは今ま

で以上にコミュニケーションを密にとり、お互

いの役割を良く理解した上で、支援体制を検討

していく必要がある。職員全員が足並みを揃え

、同じ目標に進んでいけるよう風通しの良い職

場を作っていかなければいけない。 
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2.休み希望、年休について

・年休を自由にとりたい。希望通りとれる環境にしてほしい。

・年休10日は使わせてもらいたいです。子供のいない人は休みがとりにくい。卒業式、入学式を
年休にするのはどうかと思います。子なしの人は…。

・年休を利用する人、しない人（できない人）の差があるのでは…。もっと年休をつけてほしい。

・2ヶ月に1回の頻度でいいので年休を取得したい。

・年休としてはなかなか欲しくても希望できないので、必ず取れるリラックス休暇を1日ではなく3
日くらいはあってもいいのでは。

・リラックス休暇など取り入れてくれて、工夫次第で連休をつけられるようになったのはとても嬉
しい。しかし１年でたった１日は少ない。誕生日休暇・記念日休暇・１年で１か所だけ全員に5連

休（重なったら話し合い）など楽しく取得できるような取り組みをしてほしい。独身の人、小さい
子供がいない人はどうしても年休を取りにくい。ワークライフバランスは子育て中の人のものだ
けではないはずです。

平成26年度より年休を取得しやすい環境を作っていくために、特別な理由がな
くても取得できる「リラックス休暇」を1日導入しており、取得率もわずかではある
が上昇傾向である。今後もより年休を取得しやすい環境を作っていく。

 

多くの医療機関において年休取得率向上は重

要な課題と考えられる。当院でも平成26年度よ

り特別な理由がなくても自由に取得できる「リ

ラックス休暇」を年1日導入しており、取得率も

わずかではあるが上昇傾向である。今後もより

年休を取得しやすい環境にするために職員の意

見を参考に検討していく。 

 

3.業務改善について

・業務をしながら、ずっと私語しながらダラダラやっている人がいる。看護・介護が人手不足なの
に注意する人もいない。1人1人の意識が低すぎるのではないか。

・1人1人の意識の低さが労働力低下につながっていると思う。意識改革をし、時間外労働減少
に努めるべきでる。

・スタッフの人数が増えても一人ひとりの労働力が低下しているため問題解決にはならない。

・業務内容は繁雑。改善しようとする動きや意識がない。意見しても実行もしていないのに「でき
ない」といわれ却下される。新しい事を取れ入れることに対して閉鎖的。

・夜勤明けでも人員不足の為、日勤業務を行うのがあたり前になっている。疲労の為、帰宅時
の車の運転も危険。

・チームで業務を終わらせるべきなのに、早く帰りたくない人達はダラダラ仕事をし、早く帰りた
い人（家庭のある人）にとっては迷惑である。遅くまで残って仕事をする事がステータスと勘違
いしているのではないか。

同じ部署内でも各々で時間外が異なっている。多い職員は業
務内容の確認、場合によっては見直しが必要である。

 

1人1人の能力には差はあるが、能力の非難で

はなく、取り組む姿勢についての意見が多くみ

られた。同じ部署内でも各々で時間外勤務が異

なっているので、多い職員に関しては業務内容

の確認、見直しも必要である。 

 

今後の課題

3. 現在の業務内容を見直し、改善について検討する。
・3ヶ月毎に各部署、個人の時間外の確認をし、所属長へ報告する。時間外の多
い職員は業務内容、心身の状況などを確認していく。
・委員会などで意見交換を行い、他部署の取り組みを参考にする。

2. 年休を取得しやすい環境作りを。
・リラックス休暇を増やすことができるか検討してみる。
・様々な年休取得方法について他施設の取り組みを参考にしていく。

1. 風通しの良い職場作りでコミュニケーションエラーを減らす。
・院内広報を利用し、部署ごと、または個人の取り組みを周知する。
・研修報告会を開催し情報を共有する。
・歓送迎会、忘年会などのように職員が交流できるイベント新たにを企画していく。

 

1.風通しの良い職場を作りでコミュニケーショ

ンエラーを減らしていく。 

・院内広報を利用し、部署ごと、または個人の

取り組みを周知していく 

・研修報告会を開催し情報を共有する。 

・歓送迎会、忘年会などのように職員が交流で

きるイベント新たにを企画していく。 

2.年休を取得しやすい環境を作っていく。 

・リラックス休暇を増やすことができるか検討

してみる。 

・様々な年休取得方法について他施設の取り組

みを参考にしていく。 

3.現在の業務内容を見直し、改善について検討

する。 

・3ヶ月毎に各部署、個人の時間外の確認をし、

所属長へ報告する。時間外の多い職員は業務

内容、心身の状況などを確認していく。 

・委員会などで意見交換を行い、他部署の取り

組みを参考にする。 
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結論

部署ごとの業務内容の見直し、スタッフ間でのコミュニ
ケーション不足の改善、年休取得の促進が最重要課
題と考えられた。組織でみていくだけでなく、スタッフ1
人1人に出来るだけ目を向けることで、心身の負担に

早急に対応していく。また、個人の取り組みを病院全
体で共有することでモチベーション向上に努めたい。
それぞれの課題を解決し、スタッフ間の連携を強め、
より良いチーム医療を築いていきたい。

 

部署ごとの業務内容の見直し、職員間でのコ

ミュニケーション不足の改善、年休取得の促進

が最重要課題と考えられた。組織でみていくだ

けでなく、職員1人1人に出来るだけ目を向ける

ことで、心身の負担に早急に対応していく。ま

た、個人の取り組みを病院全体で共有すること

でモチベーション向上に努めたい。それぞれの

課題を解決し、職員間の連携を強め、より良い

チーム医療を築いていきたい。 

 

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

  

－ 1122 －




