診療環境を POSITIVE PRACTICE
ENVIRONMENTS に変える
…エビデンスに基づいたチェックリストを使用して、診療環境の質を評価し、欠陥を特定し、優先する
ギャップに対処するための戦略を開発することで、診療環境を POSITIVE PRACTICE
ENVIRONMENTS に変えます。
背景コンテキスト
世界的な医療従事者の危機について

世界的な医療従事者の危機への解決策

現在の世界的な医療従事者の危機は致命的に進行な

Positive Practice Environments とは、卓越し

状態です。

適正な労働条件をサポートする医療環境のことです。
そららは、スタッフをひきつけ、維持し、患者の満足度、

世界保健機関（WHO）は、2030 年までに 1,800 万
人の医療従事者が不足すると予測しています。あまり
にも多くの国、特にアフリカやアジア地域では、医療専

安全性、健康アウトカムを向上させ、費用対効果の高
い、人を中心とした医療サービスを提供する力を持っ
ています。

門家が絶望的に不足しており、人々の健康アウトカムと
医療従事者の well-being に悪影響を与えています。

医療専門家は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジと持続

その理由は複雑です。顕著な理由としては、ほとんどの

可能な開発目標のために定義された野心的な目標を達

医療従事者の職場環境の質の低さであり、それが医療

成するためのカギを握っています。医療従事者、管理

サービスの提供を弱め、医療従事者がケアを提供する

者、患者、政策・意思決定者、地域社会のリーダーなど、

役割や国から遠ざける原因となっています。

すべての医療セクターのアクターは、質の高いケアを提
供できる職場を作るためのコミットメントと行動に参加
することが奨励されています。個人は、地域的に変化を
もたらし、地域や国際的な政策や実践にポジティブな変
化をもたらすことができます。

POSITIVE PRACTICE ENVIRONMENTS のチェックリスト

専門職の認識とエンパワーメント。
パフォーマンスを向上させ、専門職としての自己価値を
構築するために


医療専門家が提供するあらゆる能力とスキルミッ
クスを認識し、これらの能力を十分に活用できるよ
うに支援する。



プロフェッショナルオートノミーを促進し、実践と仕
事のペースをコントロールする。



従業員の貢献とパフォーマンスを認め、報酬を与え
る。



従業員の満足度を定期的に評価する。



医療専門家が知識と能力の範囲内で仕事をし、労
働力不足によって起きているギャップに対処が可
能になるように行動する。



専門職間の協力体制を奨励し、施設全体で最高の
質の高いケアを提供する。

診療とインセンティブの管理
医療従事者が自分の仕事、専門職、そして国に
留まることを可能にし、奨励すること。


機会均等と公正な待遇を約束する。



相互信頼、公平性、尊敬の文化を醸成する。



教育、経験、専門家としての責任に見合った適切で



職業上の違法行為（ハラスメント、暴力、差別な

タイムリーな報酬を提供する。

ど）、医療制度内でのプロセスの不備、法律や規制



効果的なパフォーマンス管理システムを維持する。

の違反などの報告を積極的に奨励する方針と手順



適切かつ柔軟なインセンティブと福利厚生を提供

を採用する。



する。



明確で包括的な職務記述書／仕様書を提供する

従業員の診療、職場環境、患者ケアに影響を与える



意思決定プロセスの透明性を促進する（該当する

計画、ガバナンス、意思決定に従業員を参加させ
る。




作業設計と作業組織の継続的な評価と改善に従業
員を関与させる。



場合）。
いることを確認する。


医療の環境とそのコミュニティにおいて、オープン
なコミュニケーション、同僚性、チームワークおよび
支持的な関係を奨励する。

効果的な苦情・苦情処理手順が確実に実施されて
効果的なマネジメントとリーダーシップの実践を示
す。



雇用主/従業員/共同作業員/患者間の強い雇用関
係を促進する。

職場の健康と安全

従業員の安全を確保し、健康で意欲的な生産性
を維持するために。


安全な人員配置レベルを順守する。



職場の危険、差別、身体的・心理的暴力、個人の安



より良い労働環境とアウトカムを促進するために、

全保障に関する問題に対処するために、労働衛生、

スタッフ内および雇用主/従業員/同僚/患者の間

安全、ウェルネスの方針とプログラムを採用する。

で、文化的適応性に関する意識を促進する。



健康と職場環境に投資する。



雇用の安定と仕事の予測可能性を提供する。



安全な労働条件を確保するための規制の枠組みを



従業員が包括的な倫理規範の下で診療することを
保証する。

順守する。


適切な機器、備品、サポートスタッフへのアクセス



る。

を提供する。


公正で管理可能な仕事量、仕事の需要/ストレス、

明確にコミュニケーションをとり、診療の基準を守



定期的に診療の範囲と能力を見直す。

柔軟な勤務形態をサポートする方針やプログラム
を通じて、健康的なワークライフバランスを促進す
る。

教育と情報

学び、発展し、進歩し、命を救う機会を提供する。


専門的なトレーニング、開発、キャリアアップの機会
をサポートする。



新入社員のための徹底したオリエンテーションプロ
グラムを提供する。



効果的な監督、メンタリング、ピアコーチングプロ
グラムを促進する。貢献とパフォーマンス。

STAND UP FOR POSITIVE PRACTICE ENVIRONMENTS

あなたのヘルスケアの職場環境を見てみましょう。PPE

医療セクター全体に適用し、ポジティブなモデルを確立

チェックリストを使って、職場の長所と短所、組織風土、

して推進し、支援策を導入しましょう。レジリエンスの高

労働条件を理解しましょう。スタッフの採用/定着率、患

い持続可能な医療システムを推進するための効果的な

者のアウトカム、医療部門のパフォーマンスにプラスの

戦略を支援し、成功を祝いましょう。

影響を与えているというエビデンスを通して、健康的で
支援的な職場環境について、管理者、他の医療専門家、
患者に訴えましょう。POSITIVE PRACTICE
ENVIRONMENTS の原則を確立し、医療施設や国の

事例を作る
管理者、他の医療専門家、患者と、スタッ
フの採用/維持、患者のアウトカムと医療

あなたのヘルスケア作業環境
を見てみましょう

部門のパフォーマンスにプラスの影響の
エビデンスを通して、健康的で支持され
る職場環境のために、それを公表し、発表

Positive Practice Environments チェックリスト

し、それについて対話しましょう。

を使用して、職場の強みと弱み、組織風土、労働条件を
理解します。

成功を祝いましょう

Positive Practice
Environments の原則を適用する

回復力がある持続可能な健
康システムを促進する効果的

あなたの医療施設と国民の保健部門を横断して、ポジ

な戦略を支援するために。

ティブモデルの確立と推進、支援政策の導入を行いま
す。
非公式日本語訳
Unofficial Japanese translation prepared by JHPH
原文：https://www.whpa.org/activities/positivepractice-environments から

他の人たちと協力して、意識を高め、変化を起こし、変
化をもたらすための同盟関係を構築しましょう。
Positive Practice Environments について、より
多くのエビデンスを提供します。人事管理、労働安全衛
生、職業能力開発などの優れた実践事例のカタログを
検討します。
あなたのポジティブな行動を私たちと共有して、他の人
にも刺激を与えてください。
メールでのお問い合わせ：info@whpa.org

質の高いケアのための質の高い職場づくりに向
けて、コミットメントと行動を共にしていきましょ
う。
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