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１ 医療従事者の確保対策 

現行プラン記載事項 取組状況 課題 今後の取組・方向性 

大学や養成施設などへの要請強化    

 ○医師に関しては、各道立病院の医療機

能の維持に必要な医師派遣について道

内３医育大学に対し、積極的に要請す

るとともに、道内での勤務を希望する

道外勤務医師に対する募集活動や支援

活動を強化します。 

 

 

○H29 医師派遣要請回数(のべ) 札医大 59回 北大 9回 旭医7回 

○H30 医師派遣要請回数(のべ) 札医大 50回 北大 5回 旭医2回 

○R1医師派遣要請回数(のべ) 札医大 67回 北大 6回 旭医4回 

○自治医大卒業医師招聘活動 H30：１人採用 R1：１名採用 

○道立病院現地見学 H29：３名 H30：６名 R1：３名 

○各病院医師配置状況        （各年度４月末日現在） 

 

◆各道立病院の医療機能を維持するためには、医師の安定的な確保

が極めて重要であり、様々な機会を捉え積極的に取組を継続する

ことが必要。 

 

 

 

○医師確保に向け、医育大学が

医師派遣を継続しやすい環境

や医師が働きやすい環境の整

備に取り組みつつ、今後とも

各道立病院の医療機能の維持

に必要な医師派遣について道

内３医育大学に対し、積極的

に要請するほか、道外勤務医

師に対する募集活動や支援活

動を強化する。 

○専門医制度の導入も見据えながら、指

導医資格を有する医師を確保するな

ど、医育大学からの医師派遣に加え、自

治医科大学卒業医師や地域枠医師を配

置できる体制の整備を進めます。 

○指導医資格を有する病院長の招聘（H30～） 

○指導医資格を有する医師の招聘（R1～） 

○自治医科大学卒業医師（義務年限中）の配置（R1:江差１名、羽幌３ 

名） 

○地域枠医師の配置（R1:北見２名） 

◆専門研修プログラムの策定や他院の基幹プログラムの連携施設

となるなど、専門研修の体制整備を行うとともに、専攻医確保に

向けた初期臨床研修医への PR や専門研修終了後の医師が、引き

続き道立病院で勤務するよう、キャリアアップの体制整備を進め

ることが必要。 

○専攻医確保に向けて、専門研

修プログラムの充実や指導

医の確保に積極的に取り組

むとともに、自治医科大学卒

業医師や地域枠医師の配置

が促進される体制の整備を

進める。 

○看護師については、道内ばかりではな

く道外、特に北海道と関連の深い地区

の養成校などへの PR活動を強化し、イ

ンターンシップの実施などを通じて、

道立病院勤務希望者の増加を目指しま

す。 

 

 

○看護師・助産師採用者数 

（H29：50 名、H30：27 名うち４名は北見病院分、R1：31 名） 

○道立病院の視察・勤務体験実施 

（H29：41 名、H30：39 名、R1：27 名） 

○看護師養成校訪問（H29：40 校、H30：41 校、R1：45 校） 

○｢めざせ看護師！檜山塾(道立江差高等看護学院受験者向けセミナー)｣共催

(H29～R1) 

○養成校主催の合同就職説明会での職員募集活動 

（H29：5校、H30：4校、R1：2校） 

※R1は参加予定の 1校が、コロナウイルス関連で中止  

○民間企業等主催の合同企業説明会参加 

（H29：札幌 7回・東京1回、H30：札幌 7回・旭川1回・帯広1回・ 

東京1回、R1：札幌 4回・旭川 1回・帯広1回・東京1回） 

 ※R1は参加予定の札幌開催2回分が、コロナウイルス関連で中止 

○新聞社、就職情報誌への募集広告の掲載 

（H29：10 回、H30：5回、R1：6回） 

○民間人材紹介事業者を介した看護師の確保 

(H29：4名、H30：2名、R1：2名） 

◆南檜山や留萌圏域では、人口 10 万人対看護職員数が全道平均を

下回っており、看護職員確保が厳しい状況が継続。 

第８次北海道看護職員需給推計においても、看護職員の確保・定

着が困難な地域では病院に勤務する看護職員の確保がますます

困難になることが想定。 

 

◆募集活動の際は、SNS等を含めインターネット環境を効果的に活

用し、看護学生等の情報収集方法に適応していくことが必要。 

 

 

 

 

○道内外の養成校へのPR活動

やインターンシップの実施、

SNS 等を活用した募集活動

など、看護師確保に向けた取

組を積極的に進める。 

 

○２分野の看護を経験させる

新人看護職員キャリアアッ

ププランを今後とも実施す

る。 
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現行プラン記載事項 取組状況 課題 今後の取組・方向性 

○各病院配置状況              （各年度４月１日現在） 

 

○H29～新人看護職員キャリアアッププランの策定 

○H30～新人看護職員キャリアアッププラン(２分野の看護を経験後に、希望

分野で看護師のキャリアを積む教育計画)の運用開始 

○薬剤師などその他の職種についても、

職員の年齢構成や病院の機能等を考慮

しながら、計画的な人材確保対策を講

じていきます。 

○薬剤師などその他の職種の確保については、各職種関係団体を通じた募集

活動のほか、ホームページ・SNSを活用した確保対策を実施。 

○各病院配置状況（薬剤師）          （各年度４月１日現在） 

  

◆都市部に人材が集中する傾向にある中、病棟薬剤業務など新たに

求められる業務への対応も見据え、民間経験者を積極的に採用す

るなど計画的に人材を確保していくことが必要。 

 

○薬剤師などその他の職種に

ついても、職員の年齢構成や

病院の機能等を考慮しなが

ら、計画的な人材確保対策を

講じる。 

採用機会の拡大・弾力化    

 ○看護師や薬剤師などについては、管理

者の裁量により、必要な場合には、試験

地の拡充や臨時試験を実施するなど、

採用機会の拡大を図ります。 

○試験の随時実施（定期試験に加え、状況に応じて随時実施） 

○試験会場の拡大（各道立病院所在地、函館、旭川、東京など） 

◆新型コロナウイルス感染症の流行状況を見据えながら、引き続き

採用機会の拡大を図るなどして、人材の確保に努めていくことが

必要。 

○看護師や薬剤師などについ

ては、受験者のニーズに応じ

て、試験地の拡充や臨時試験

を実施するなど、採用機会の

拡大を図る。 ○民間経験者のより積極的な採用や、臨

床検査技師等の採用年齢を拡大するな

ど、採用条件の弾力化を図ります。 

○年齢要件を緩和（58歳まで引き上げ） 

業務内容や病院の立地条件に応じた評価    

 ○特殊性、困難性等が極めて高い業務へ

の給与上の評価など、地域事情や業務

内容に応じた手当等の導入を検討しま

す。 

 

○研修医を指導する医師の手当（指導医手当）を新設 

○医学研究調査手当の継続 

○臨床工学技士の調整数措置範囲拡大（北見病院対象） 

◆地域事情や職種ごとの業務内容に応じた手当などについて、引き

続き他医療機関の実態等を踏まえた検討が必要。 

 

○地域事情や職種ごとの業務

内容に応じた手当等の導入

について、他の医療機関の実

態等を踏まえ検討を進める。 

負担軽減と離職防止  ※働き方改革関連     

 ○医師や看護師の業務負担を軽減するた

め、医師事務作業補助者（医療クラー

ク）など業務支援を行う職員の配置を

検討し、業務の専門性の確保に努めま

す。 

  

○医師事務作業補助者配置数(H29：10 名、H30：10 名、R1：11 名) 

○病棟支援専門員(病棟クラーク・看護補助者)の配置 

（H29：６名、H30：5名、R1：5名） 

◆医師等が業務に専念できるよう勤務環境改善を図ってきており、

こうした取組を継続するとともに、医師事務作業補助者等の効果

的な配置や職種間の業務の移管など、医療従事者の負担軽減や業

務の効率化に向けた取組が必要。 

○医師等医療従事者の負担軽

減や業務の効率化に向けて、

医師事務作業補助者など業

務支援を行う職員の配置等

を検討するなど、タスクシフ

ト／シェアの取組を進める。 
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現行プラン記載事項 取組状況 課題 今後の取組・方向性 

○新規採用職員に対する面談機会の確保

など、フォローアップの充実を図り、早

期離職の防止に努めます。 

○新人看護職員のキャリアサポートによる離職防止対策 

新人採用数H29（29 名／離職者数２名／離職率6.8％）、 

H30（16名／離職者数１名／離職率 6.2％） 

R1（13 名／離職者数２名／離職率 15.3％） 

◆本人との面談やアンケートなどを通じて、日頃の業務やキャリア

形成に関する不安や悩みの解消を図り、早期離職を防止する取組

をより一層進めることが必要。 

○新規採用看護師に対する面

談機会の確保やアンケート

の実施などにより、フォロー

アップ体制の充実や早期離

職防止に努める。 

魅力ある職場づくり  ※働き方改革関連     

 ○医療従事者が道立病院に勤務しながら

でも、個人個々のキャリアアップを図

ることができるよう、学会や各種研修

等への参加機会の確保など専門知識の

取得に向けた支援の充実を図ります。 

○H29～新人看護職員キャリアアッププランの策定 

○H30～新人看護職員キャリアアッププラン(２分野の看護を経験後に、希望

分野で看護師のキャリアを積む教育計画)の運用開始 

○H30 よりコメディカル職員等スキルアップ促進事業を開始し、学会や各種

研修等への参加機会を拡大。 

◆「北海道立病院医療技術職員民間病院等派遣研修」やスキルアッ

プ促進事業の積極的な周知・運用を図り、民間病院等における実

務経験や各種研修への参加といった医療従事者のスキル取得や

キャリア形成に向けた専門知識の取得支援の継続が必要。 

 

◆今後も安定的に医師を確保するため、医学生や初期臨床研修医、

専攻医の研修受入機関となるなど、医育大学等と連携して指導体

制の充実を図ることが必要。 

 

○医療従事者が道立病院に勤

務しながらキャリアアップ

を図ることができるよう、学

会や民間病院における実務

体験研修等、各種研修への参

加など、専門知識の取得に向

けた支援の充実を図るほか、

引き続きキャリアアッププ

ランの実施を進める。 

○特に医師については、大学や周辺の高

度医療機関との連携、専門医資格を取

得しやすい体制の整備に努めます。 

 

○専門研修プログラムの整備・運用や医育大学等との連携により、専攻医の募

集と育成に取り組んでいる。 

 ＜専門研修プログラムの策定＞ 

 ・羽幌病院（総合診療・家庭医療） 

・子ども総合医療・療育センター（小児科） 

 ＜連携施設＞ 

 ・江差病院、羽幌病院、北見病院、向陽ヶ丘病院、子ども総合医療・療育セ 

ンター 

○とりわけ、医師については、

医学生や初期臨床研修医、専

攻医の研修受入機関となる

など、医育大学等と連携して

指導体制の充実を図る。 

○職員の産休・育休の取得に伴う代替職

員の確保など、職員のワークライフバ

ランスを考慮した勤務環境の整備に努

めます。 

○道立病院局育児休業代替任期付職員制度を制定（R１：１名） 

○交代制勤務の選択制の導入（２交代制または３交代制の導入 R２～） 

○夜勤専従の実施 

◆国の働き方改革の動向を見据えながら、タスクシフト／シェアの

推進など、引き続き勤務環境の整備に努めることが必要。 

○道立病院局育児休業代替任

期付職員制度や交代制勤務

の選択制を活用するととも

に、国の働き方改革の動向を

見据えながら、タスクシフト

／シェアの推進などにより

勤務環境の改善に努める。 

 ※交代制勤務の選択制 

：２交代または３交代 

 

 

 

 

 

 

 


