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No.27 医療法人慈光会甲府城南病院の場合
298床   　　　　　　　　　　　　　　 【所在地／甲府市】
10対 1（一般病棟）
正規：看58人　准32人、　非正規：看10人　准1人
41.6 歳（2011年度）
8.8%（2010年度）、4.9%（2011年度）

間短縮」「入院の事前準備の見直し」などに取
り組んでいくという。
　渡辺浩司総務課長は「一年間取り組んで、
WLBを自分たちの問題として捉え、変化を実
感していると思う。参加して良かった」と評価
する。病院全体が協力してWLBに取り組んだ
同院。看護部のさらなる取り組みはもちろん、
今後は他部門への拡大など、夢は広がる。

り、事務部門としても動きやすかった」と佐藤
光男事務長。院長がWLBの重要性を広報誌で
PRしたことなども後押しになった。

丁寧な現状分析で対策実施
　同院がWLB インデックス調査とワーク
ショップでの分析を受けて取り組んだのは①時
間外勤務の削減②有給休暇の取得アップ③看護
ケアの時間が取れない状況の改善―など。
　まず状況を詳しく把握するため、実態調査を
実施。例えば、時間外勤務については「申請方
法の理解」「定時帰宅の可否」、有給については
「希望通りの取得の可否」を聞いた。調査結果は、
ワーキング会議で分析。清水由利さんは「回答
には、スタッフのたくさんの思いが込められて
おり、活動の支えになった」と振り返る。
　時間外勤務では、総務担当の石川新さんらが
説明会を実施し、適正な申請を進める一方で、
定時終業を奨励。各病棟でも記録や業務の改善、
声掛けなどの取り組みを行っている。有給休暇
は「希望で」「自分のために」「まとめて取りたい」
などの考えが確認されたため、「自分の希望で、
3連休以上の有給休暇を年に 1回取れる仕組み
をつくる」取り組みを進めている。
　看護ケアの時間確保は、看護部全体で環境整
備や他職種との調整などを行うとともに、各病
棟でも業務改善を実施。望月優子師長は「他の
病棟とも連携が取れたのが良かった」と語り、
今年度は病棟ごとに「申し送りや看護記録の時

　1980 年に山梨県初の老人専門病院としてス
タートし、現在は脳血管疾患と循環器疾患の一
般、回復期リハビリテーション、療養病床を有
するケアミックス型の病院として、急性期から
慢性期、また在宅医療・予防医学まで一貫した
流れで、地域医療を支える甲府城南病院。
　2011 年度の山梨県看護協会のワーク・ライ
フ・バランス（WLB）推進ワークショップに
参加し、年度末のフォローアップ・ワークショッ
プでの報告には、新田妙子看護部長だけでなく
中心となった看護部や事務部のスタッフが勢揃
いし、一年間を振り返った。新田看護部長は、
ワークショップに参加して「チームワークの良
さが病院の強み」と再認識したという。

院長のリーダーシップとチームワーク
　ワークショップへの参加は、幹部会の了解を
受けて始動した。看護部長、副部長、病棟・外
来の師長とスタッフに加えて、看護師を妻に持
つリハ職員と医事課職員、事務長を含む事務部
の 3 人の合計 22 人がワーキング会議を組織。
病棟スタッフの杉田志保さんは「最初はWLB
を理解していなかったが、病棟で報告する中で
頑張ろうという気持ちになった」と話す。
　多部門での取り組みの背景には、露口直彦院
長の理解があった。「院長のバックアップがあ
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　夜勤専従勤務をしています。3月ま
での月 18回勤務が突然 4月から 20回

とされ、体がきつくて退職を考えています。
　診療報酬改定で従来の夜勤専従者の
夜勤時間数上限（月 144 時間）が廃止

されましたが、これは病院が一方的に夜勤回数
を増やすことを推奨する趣旨ではありません。
あなたの意向を聞かず一方的に夜勤回数を増や
すことは、労働条件の不利益変更に該当し不適
切です。従来通り 18 回以内とするよう、改め
て病院側と交渉しましょう。健康リスクの低減
と夜勤専従への優遇策の一つとして、夜勤回数
の抑制は当然の要求です。
ナースのはたらく時間・相談窓口 
hataraku@nurse.or.jp　FAX050‐3737‐2820
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