事例カタログ フィールド・イノベーション導入事例

浜松市 中区 様
業務効率化による保健師活動の充実
活動が高く評価され改善ノウハウを市全体へ展開
課

題

効

果

■

業務を効率化し、保健指導にあてる時間を捻出

■

母子への保健指導の指導計画達成率が40%から79%に改善

■

保健師各自の業務スキルや指導力を向上させる

■

指導記録のルール化、進捗状況の共有などにより保健指導の
質が向上

不足や動線の非効率さ、
指導計画の不明解さ、
記録作成ルールの
「結果を見て、全員で課題を出し
曖昧さなどが浮き彫りになった。
合った際には、模造紙が書き込みで真っ黒に埋まるほどで、本当
に課題だらけの職場なのだと、目で見て実感しました」と現場
リーダーを務めた保健師の石原 美奈子氏は語る。
写真左から、浜松市 総務部 政策法務課 主任 中村 雅臣氏、
中区 区長（当時）島野 哲幸氏、保健師 石原 美奈子氏、保健師 毛利 育子氏

本来業務である保健指導に時間が取れない

そこで、
業務環境を整備して業務効率化による
「時間の捻出」
と、
作り出した時間を基に保健師のスキルアップを図る
「指導力の向上」
の2つの課題解決に目標を定め、保健指導の改善に取り組んだ。
■訪問計画が不明確で、訪問も遅延
訪問計画の有無

静岡県浜松市中区は、面積は全市の3%ながら、人口の30%に

あたる約23万人が暮らす産業都市だ。近年、
児童虐待やDVなどに

不明瞭

よる要保護・要支援児童が年々増加し社会問題となっているが、

20%

中区も同様の傾向にあった。このため、子供の発育・栄養・心理を

計画なし 646件

12%

ケアし、
母子を健康面から支える保健師の重要性が高まっている。

計画ありに対する実績

遅延（未）

28%

計画あり

68%

しかし同区の保健師は、人員不足や事務作業の増大により、

遅延なし

49%

遅延（済）

19%

保健指導など本来の業務に十分な時間を充てられていなかった。
「区長としても、
保健師は頑張っているが成果に結びついていな

437件

過去の保健指導記録の分析から課題が浮かび上がってきた。

いことで、
ストレスが高まっているのを認識していました。保健師
というスペシャリストが業務改善の手法を習得することで、市民
サービスをさらに向上させたいと思い、
フィールド・イノベーション
の導入を決めました」
と、
当時の区長 島野 哲幸氏は語る。

4つのテーマ別にチームを編成し施策を実行
保健師は可視化結果を踏まえ、浜松市の健康増進計画である
「健康はままつ21」に基づき、母子の健康づくり推進の方向性を

「時間の捻出」と「指導力の向上」の課題解決に取り組む
フィールド・イノベータ（ FIer：エフアイヤー）はまず、保健師に

業務に対する想いや課題などに関するインタビューを実施、
問題

の構造化を行なった。さらにその問題が事実であるかを確認する
ために、事務所のレイアウトや保健師の動線を確認したり、保健
指導記録650件を丹念に読み込んで、
母子への指導計画と実際の
訪問状況を調査した。これらの可視化結果により、収納物の整理

議論した。その上で
「時間の捻出」
を実現するため、
「1 業務環境を
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を上回る2倍伸張という成果を挙げ、FIer退去後も保健師だけで

■活動で作成した「目標施策体系図」
取組目標

保健指導の量と質の向上

目標値
（KGI）

（2016年3月40% ⇒ 2017年3月末70%）

「計画的に保健指導が行えるようになったことで、
タイムリーで

指導計画達成率の向上

時間を捻出する

課 題
1. 業務環境を整備する
● ファイルの置場を見直す

施 策

改善活動を継続している。

2. 事業効率を上げる
● 幼児健診を効率化する

効果的な支援が可能となり、本来の母子保健活動になったと思い

指導力を向上する

3. 指導記録の質を
向上する

4. 指導を適正に

コントロールする

● 指導計画を明確にする

● 指導状況を把握する

● 倉庫を整理整頓する

● 指導記録内容を見直す

● 指導割当を平準化する

● 情報伝達手段を見直す

● 相談の場を増やす

● システムを活用する

● 情報共有の場を増やす

● 電話機・回線を増やす

● スキルを向上する

「保健指導の量と質の向上」を目標に4つのテーマで施策を実行した。

整備する」
「2 事業効率を上げる」の2テーマを、
「指導力の向上」
を

実現するために「3 指導記録の質を向上する」
「4 指導を適正に

コントロールする」の2テーマをそれぞれ設定。テーマ別にチーム
を編成して具体的な施策を立案、実行に移した。

まず「 1 業務環境を整備する」については、不用品を廃棄し、

収納方法をルール化したことにより探しものに費やす時間が
激減した。
「この環境整備を最初にやって成果を実感できたのが

大きかったです。それまでは正直、活動に対してやらされ感もあっ
たのですが、以降は自分たちで目標を設定し、能動的に改善に
取り組めるようになりました」
と石原氏は言う。
「2 事業効率を上げる」
は、
毎月の幼児健診がターゲットになった。

従来、健診で使う備品の収納倉庫が遠くにあり、出し入れに時間

ます」
と、石原氏・毛利氏ともに満足げな笑顔を見せる。
今回の活動について、
島野氏は
「正直、
フィールド・イノベーション
導入前は、
具体的な成果よりも、
皆で一体になって取り組めば物事
は変えられる、
というマインドが育てば良いと思っていました。
ところが実際は、
マインドだけでなく、想像以上に早く目に見える
成果が出て凄いと感じています」
と語る。
■指導計画の達成率
（%）
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一連の活動は目標を大きく上回る成果につながった。

がかかっていた。そこで不要物整理により、健診場所に近い倉庫
に備品を移動することで準備と片付けの工数を削減した。
「3 指導記録の質を向上する」
では、
保健師ごとにバラバラだった

ファイリング方法や書き方をルール化。さらに業務品質を評価

フィールド・イノベーションを全庁展開し浜松市の文化に
総務部 政策法務課の中村氏も「定期的に報告会に参加して

する「スキルチェックシート」も作成し、毎月1 回セルフチェック いましたが、活動が進むにつれ、保健師一人ひとりに
『自ら主体的

するようにした。
「良い記録を見本にして、記録の質が向上する にやっていく』という意識の変革が起きているのがはっきりと

ようアドバイスし合いました。また、評価結果をPC 上で自動的に

グラフ表示し、
自分達の成長を可視化したので、
モチベーションが
大きく高まりました」と、本テーマのリーダーを務めた保健師の
毛利 育子氏は語る。

分かりました。報告会でも、自分達が行っていることを、自信を
持って発信するようになったのが印象的でした」
と納得の表情だ。
浜松市の副市長や総務部長も「説得力・汎用性があり、
どこの
部署でもこの基準で改善を行えば成果が出るのではないか」と

「4 指導を適正にコントロールする」では、各保健師の担当件数

高く評価。これを受けて、2016年9月には同市全職場の管理職員

時間・難易度で点数化することで、特定の人に業務が偏らず平準

いくことが宣言された。すでに中区の区民生活課において、窓口

や進捗状況の月次チェックを開始。また、各人の担当数や業務を
化できるようになった。

170人を集めて改善報告会を実施、取り組みを市全体に展開して

での待ち時間を削減する改善活動が行なわれるなど着実に成果
を挙げている。

指導計画達成率が2倍に、めざましい成果を挙げる
こうした取り組みの結果、保健指導 633 回分にあたる年間

「重要なのは、
上から押しつけるのではなく、
今回のように自発的
に施策を立案し実行できるようにしていくこと。そういう人材を
育てつつ、全庁への展開を推進していきます」と中村氏は強調。

1,266時間を創出。指導計画達成率（KGI）が、活動開始前の2016年 島野氏も「今後、フィールド・イノベーションをさらに浸透させ 、
3月では40％であったが2017年3月には79％に向上した。目標 浜松市の文化として定着させたい」と意気込みを語った。
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