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医師の働き方改革に関する『トップマネジメント研修』の開催について（ご案内）
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、厚労省では、２０２４年度からの医師に対する時間外労働上限規制の開始に向けて、病院
長に働き方改革の意義を理解し取り組んでいただくことが重要であることから、病院長向けの研修
会（トップマネジメント研修）を開催しています。
今般、県医務課から、今年度も厚労省の主催により本研修会が開催されるとして連絡がありまし
た。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知下さいますと共に、貴会会員医療機関
へ周知下さいますようお願い申し上げます。
なお、本件については、県医師会ホームページ・メディカルトピックスに掲載すると共に、別添
２にて病院の開設者・管理者に通知しています。
記
■トップマネジメント研修 開催スケジュール
１．開 催 日 程：
令和４年７月８日現在
※事例発表が決まり次第、順次更新されます。詳細は申込サイトよりご確認ください。
ブロック
日
程・事例発表
９月１６日（金）
令和５年２月 ９日（木）
北海道・東北
函館五稜郭病院（北海道） 秋田大学医学部附属病院（秋田県）
７月２８日（木）
９月 ６日（水）
調整中
さいたま市民医療センター（埼玉県） 横須賀共済病院（神奈川県） 上尾中央総合病院（埼玉県）
関
東
調整中
前橋赤十字病院（群馬県）
８月 ２日（火）
９月 １日（木）
中
部
愛知医療センター名古屋第二病院（愛知県） 公立森町病院（静岡県）
調整中
関
西
馬場記念病院（大阪府）
８月 ４日（木）
８月１８日（木）
８月３０日（火）
中国・四国
津山中央病院（岡山県）
岡山大学病院（岡山県） たんぽぽクリニック（愛媛県）
８月１６日（火）
九州・沖縄
朝日野総合病院（熊本県）
２．時
間：各回とも１４：００～１６：３０（予定）
３．会
場：ZOOM を使用したオンライン開催（定員：各回１００名程度。先着順。）
４．参 加 費：無料
５．プログラム：①厚労省担当官による医師の働き方改革に関する行政説明
②働き方改革を実践している病院長からの事例講演
③参加者間での意見交換
④質疑応答
６．申 込 締 切：各開催日の３日前
〔添付資料〕
１．（厚労省）リーフレット
２．病院の開設者・管理者宛て通知

佐賀県医師会事務局
業務課 担当 佐藤・中山・林
Ｅ-mail：staff-sato＠saga.med.or.jp
Tel 0952－37－1414
Fax 0952－37－1434
Ｅ
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医師の働き方改革に関する『トップマネジメント研修』開催について（ご案内）
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、厚労省では、２０２４年度からの医師に対する時間外労働上限規制の開始に向けて、病院長
に働き方改革の意義を理解し取り組んでいただくことが重要であることから、病院長向けの研修会
（トップマネジメント研修）を開催しています。
今般、県医務課から、今年度も厚労省の主催により本研修会が開催されるとして連絡がありまし
た。
つきましては、参加を希望される場合は、申込サイト（https://hospital-topmanagement-semin
ar-r4.jp/）よりお申込みください。
なお、本件の詳細については、県医師会ホームページ・メディカルトピックスに掲載しています。
記
■トップマネジメント研修 開催スケジュール
１．開 催 日 程：
令和４年７月８日現在
※事例発表が決まり次第、順次更新されます。詳細は申込サイトよりご確認ください。
ブロック

日

程・事例発表

９月１６日（金）
令和５年２月 ９日（木）
函館五稜郭病院（北海道） 秋田大学医学部附属病院（秋田県）
７月２８日（木）
９月 ６日（水）
調整中
さいたま市民医療センター（埼玉県） 横須賀共済病院（神奈川県） 上尾中央総合病院（埼玉県）
関
東
調整中
前橋赤十字病院（群馬県）
８月 ２日（火）
９月 １日（木）
中
部
愛知医療センター名古屋第二病院（愛知県） 公立森町病院（静岡県）
調整中
関
西
馬場記念病院（大阪府）
８月 ４日（木）
８月１８日（木）
８月３０日（火）
中国・四国
津山中央病院（岡山県）
岡山大学病院（岡山県） たんぽぽクリニック（愛媛県）
８月１６日（火）
九州・沖縄
朝日野総合病院（熊本県）
２．時
間：各回とも１４：００～１６：３０（予定）
３．会
場：ZOOM を使用したオンライン開催（定員：各回１００名程度。先着順。）
４．参 加 費：無料
５．プログラム：①厚労省担当官による医師の働き方改革に関する行政説明
②働き方改革を実践している病院長からの事例講演
③参加者間での意見交換
④質疑応答
佐賀県医師会事務局
６．申 込 締 切：各開催日の３日前
業務課 担当 佐藤・中山・林
Ｅ-mail：staff-sato＠saga.med.or.jp
Tel 0952－37－1414
Fax 0952－37－1434
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無料
病院長のみなさまへトップマネジメント研修のご案内

医師の働き方改革 最新情報と事例
����年�月医師の労働時間上限規制が
スタート！
医師の時間外労働上限規制のスタートまであと２年！
待ったなしの医師の働き方改革、準備はできていますか？
����年４月の医師の働き方改革関連
制度の施行にあたり、医師の勤務実態
把握、取り組みの内容検討、現場の理
解醸成、推進体制の整備など、相応の

日時

2022年 7月～2023年 3月

会場

オンライン（ZOOM）

対象

病院長（事務長等の同席可）

準備が必要となります。
本研修では、医師の働き方改革に関す

プログラム

る最新情報を提供するとともに、他の
医療機関の事例発表や参加者同士の
意見交換を通じて、具体的な取り組み
を推進するためのヒントを提供します。

参加申し込みはこちら

定員
申し込み締切

各回とも14:00～16:30（予定）

※事務長等の実務担当者、中堅医師向けの
回も開催いたします。

❶ 厚生労働省担当官による医師の働き方改革に関する行政説明
❷ 働き方改革を実践している病院長からの事例講演
❸ 参加者間での意見交換
❹ 質疑応答

各回100名程度（先着順） ※定員になり次第、受付終了いたします
各開催日の�日前

参加費

無料

https://hospital-topmanagement-seminar-r4.jp

トップマネジメント研修 開催スケジュール
開催日

事例発表

開催日

事例発表

�/� （火）国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院（神奈川）

����年
�/��（木）社会医療法人 さいたま市民医療センター（埼玉）
�/� （火）日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院（愛知）

�/��（金）社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院（北海道）
����年

�/� （木）一般財団法人津山慈風会 津山中央病院（岡山）

�/� （木）秋田大学医学部附属病院（秋田）

�/��（火）医療法人朝日野会 朝日野総合病院（熊本）

日程調整中 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院（埼玉）

�/��（木）岡山大学病院（岡山）

日程調整中 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
（大阪）

�/� （木）公立森町病院（静岡）

日程調整中 日本赤十字社 前橋赤十字病院
（群馬）

※他の日程についても、事例発表が決まり次第、順次更新していきますので、詳しくは参加申し込みURLよりご確認願います。

●COVID-��の感染拡大防止の観点から、全てオンラインでの開催とさせていただきます（ZOOMを使用）。オンライ
ン開催に関する詳しい情報は、申し込み専用サイトをご覧ください。
●各開催地域の医療機関の取り組み事例を優先して紹介します。病院のある地域への参加をおすすめしますが、他
地域開催にも参加は可能です。

リモート会議アプリ ZOOMについて
このオンラインセミナーは、
リモート会議用アプリ
「ZOOM」を使用します。
・ 事前にZOOMアプリをインストールするか、
ウェブブラウザでZOOM会議にご参加ください。
・ ZOOMのインストール方法やテスト方法は、申し込み専用サイトに詳しく記載しています。
ご不明点は事務局までお問い合わ
せください。

申し込み方法
以下のURLまたは二次元バーコードから申し込み専用サイトにアクセスしてお申し込みください。
お申し込み完了後、オンライン研修参加のアクセス方法等をメールでお送りします。申し込み
フォームの送信ができない場合には、下記の「お問い合わせ先」へご連絡願います。

参加申し込みURL

https://hospital-topmanagement-seminar-r4.jp
※事務局業務は、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が厚生労働省の委託を受けて実施しております。
※申し込みの際にご記入いただいた個人情報は事務局にて厳重に管理し、本事業以外での目的では使用いたしません。

今後開催予定のセミナー

今後、病院長以外の方を対象とした以下のセミナーを開催予定です。

●事務長等実務担当者向け

事務部門の責任者等、働き方改革の実務を担う方向けにポイントを説明

●中堅医師向け

将来を担う中堅医師に対し、ポイントを説明

●有床診療所向け

有床診療所の院長に対し、ポイントを説明

お問い合わせ先

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

厚生労働省委託事業実施機関

「トップマネジメント研修」事務局
担当

原、廣谷

E-Mail

hospital-seminar@tohmatsu.co.jp

電話

080-3412-1187

