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COIと発表内容について

本研修会発表に際し，

開示すべきCOIはありません．

また，発表の内容については個人の見解を示すもの
であり，組織の意見を代表するものでは御座いません．

横浜市立大学 産婦人科
鈴木 幸雄



医師の働き方改革は病院にとってチャンス

働き方改革

前向き 後ろ向き

人を大切にする改革
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１．医師の働き方改革を行う目的とは？

２．「医師の働き方改革の推進に関する検討会」の紹介

３．神奈川県産科婦人科学会で行っている取組について

４．B水準，C水準の解説

５．宿日直と夜勤についての考え方

６．研鑽の考え方

７．オンコールの考え方

８．副業・兼業の考え方

９．医師の働き方改革を進めていくことが，医療の質向上，病院経営に
不可欠であることを理解していただく．



自己紹介

産婦人科の診療に10年携わってきました．
研修医から合わせて12年間．

当直回数は，5回～10回を12年続けています．
翌日も当然のように働いてきました．

勤務地の経験
常勤医として：横浜，札幌
外勤として：平塚，厚木，海老名，藤沢，沼津など
応援先として：波照間島（2週間），石巻（8日間）



医師の働き方改革

医療の構造改革をするわけですので
すべての病院や医師にとってハッピーになるとは
限りません

では，どうしてこのような改革をしなければいけないの
でしょうか？



まず・・・医師の働き方改革を進める目的は？

医師の働き方改革に関する検討会 報告書（平成31年３月28日）
にもまとめられていますが

背景や目的としてこのように冒頭に述べられています

・医師の自己犠牲的な長時間労働によって支えられており危機的な状況である
・ワークライフバランスの重視や多様な働き方を受容する社会ニーズに対応
・医師だけに依存せず多職種のチーム医療を推進
・医師需給や偏在の問題，地域医療提供体制の維持に向けた機能分化や連携，

医療介護連携，国民の医療のかかり方，医師養成のあり方などの諸問題と
一体的に解決するもの

・「医師の健康や生活」と「国民が受ける医療」を両立させる



少し言い換えると

医師にできること，できないこと
先発完投型の時代は終わりました
医師がいなくては成り立ちませんが，医師がいるだけでは成り立ちません．

過労死や長時間労働が原因のうつを一人でも出してはいけない
（長時間労働が嫌で基幹病院や大学病院を辞めてしまう人も多い．）

社会は多様化している
医師も病院にいる時間だけが評価されるのではなく，人として健康で多様な価値
観を持つべき

過労状態は酩酊状態である
表面化しづらいが，過労に起因する医療の質の低下や医療安全が担保されない状
態に目を背けてはならない

医療はチーム

二度と出さない

一人の人間として

良質な医療を

病院にとって，医師の働き方改革は
プラス要素ばかりではないでしょうか？



医師の働き方改革とは？

国や地域にとって
人口構造，社会構造の変化に対応するため持続可能な医療提供体制を構築
医療インフラを再構築する必要性

医師や医療従事者にとって
自分がしている業務と対価にプロとしての責任をもつ
魅力的でやりがいのある職場になる
人として豊かな生活を送ることができる

病院経営者，経営管理者にとって
病院それぞれのプレゼンスを高める重要なファクターになる
→優秀な医師が集まる（若手はよく見ています）
→魅力的な病院．病院経営の安定．
→人材が減少・不足していく中ですべての医療職のリクルートにも資する



・既に発出された通知や法規制にどうやって合わせるの
かを考えるのではなく，まずはそれぞれの医療現場で
何が問題なのか，医師や医療従事者がどんなことに
困っているのかに目を向けて頂きたいと思います．

・そのためにも実態を把握した時に，これまでの
ルールを逸脱する状況（36協定を超える勤務実態や
宿日直許可基準を超える勤務実態）があっても建設的
に解決できるよう労働局の方々にご協力をお願いした
いと存じます．

みなさまにお願いしたいこと



医師の働き方改革の推進に関する検討会

2017年8月～ 全22回 2019年7月～ 5回終了



私たち医師の仕事の特殊性

公共性

不確実性

高度の専門性

技術革新
と
水準向上

国民みんなのもの
困ったときにアクセスしやすくする

いつ患者が来るか分からない
治療効果も予測できない

私たちにしかできない医療行為がある

個々の知識の習得や手技の
向上に支えられている

厚労省の整理から作図



医師の働き方改革の推進に関する検討会 議論進捗

第１回（2019年７月５日）
・論点整理
・タイムスタディについて

医師の働き方改革の推進に関するヒアリング（2019年８月23日）
・患者団体からのヒアリング

第２回（2019年９月２日）
・追加的健康確保措置の履行確保の枠組み
・医師労働時間短縮計画及び評価機能のあり方

第３回（2019年10月２日）
・地域医療確保暫定特例水準（Ｂ）及び集中的技能向上水準（Ｃ）の

指定の枠組みについて

第４回（2019年11月６日）
・評価機能について

第５回（2019年12月２日）
・評価機能について

第６回（2019年12月26日）
・これまでの議論のまとめや兼業副業についての労働政策審議会の議論進捗

第７回（2020年２月以降）



医師の働き方改革推進検討会 第3回～第5回までのサマリ

第３回（2019年10月２日）
・C-1（初期研修医、後期研修医）, C-2（いわゆるサブスぺ取得やその他の

高度技能取得のための枠）水準の運用について
➡時間外労働の実績や今後の想定を研修プログラムに明記
➡C-2は医師自身が申請

・B，C水準医療機関の指定期間は3年．

第４回（2019年11月６日）
・B水準やC水準医療機関の評価結果を公表することについて➡一部懸念の声
・2024年までに指定を受けるロードマップについて
・第三者機関から評価を受審する際の費用負担について➡国が負担すべきの声
・オンコールについての整理

➡労働から離れることが保障されているかどうか.

第５回（2019年12月２日）
・複数医療機関に勤務する医師における労働時間通算の考え方

通算はだれが管理するのか➡原則自己申告．
・評価機能について

500床規模の高度急性期・急性期病院でモデル実施
負担が大きい．受審費用は？
評価機能の内容については，厚労省特別研究にて年度内に方向性定める．



県内における若手医師の連携を強化し，種々の活動を通してリクルート強化
や若手医師のリーダーシップ育成などを目指す若手の組織．

Kanagawa Trainees inObstetrics andGynecology

神奈川県若手産婦人科医の会
KTOG

2019年度代表 吉村 嘉広 （北里大学）



KTOG が主催した働き方に関するセミナー

第1回 オータムフォーラム（2017年10月9日）
「ワークライフバランス」 ～当直明けには帰りますか？～

第2回 オータムフォーラム（2018年11月18日） 後援：神奈川県，横浜市医療局
「産婦人科医の働き方改革」 ～私たちが取り組むべき一歩を探す～

第9回 KTOG 働き方マネジメント勉強会 （2019年3月16日）
「働き方改革前夜。何が変わるのかを知る！」

第3回 オータムフォーラム（2019年12月15日）後援：神奈川県
「産婦人科医の働き方改革」 問題提起のその先 ～現場でできる改革～

KTOG



私たちはどうしたら良いのか？？

私達には

できないこと
私達にしか

できないこと

すでに行政で議論が進んでいること

自分事として決まったことを
把握する！

現場レベルでないとできないこと

みんなで見つけて変えていく！

基礎知識

17



・働き方改革に関する「第3回オータムフォーラム」
神奈川県（後援）
横浜市医療局
相模原市

マイクロソフト株式会社
損保ジャパン株式会社

産学官ネットワーク（2018年～）

われわれだけでは解決し得ない課題
積極的に外部とのネットワークを構築しています



2019年３月のKTOG勉強会では

参加した研修医の先生

「日産婦学会の働き方改革のシンポジウムをみて，未来のある科
だと思い入局を決意した．今回の勉強会もそれで参加した．」

→働き方改革の視点は，リクルートにもつながっている．

正しく取り組み，職場環境を良くすることが
より良い人材の確保や，やめない組織を作る
ことにつながると思います．



医師の働き方改革・・・

2024年からなので，あと4年強も時間がある．



2019年4月からの働き方改革推進法で変わったこと



4月からの働き方改革推進法で変わったこと



医師の働き方改革

＝制度改革

求められているのは

＋ 組織改革

＋ 業務改革

＋ 意識改革



2024年4月から法規制が始まるのは，

時間外労働の枠組みについてです．



時間外労働規制の枠組み（すべて36協定の締結と時短計画等の策定に基づき決まる）

一般則
2024年4月～

（ソフトランディングのための移行期間） 2036年4月～

基本 医師の特例



医師の仕事の特殊性に応じてB・C水準が認められました

公共性

不確実性

高度の専門性

技術革新
と
水準向上

国民みんなのもの
困ったときにアクセスしやすくする

いつ患者が来るか分からない
治療効果も予測できない

私たちにしかできない医療行為がある

個々の知識の習得や手技の
向上に支えられている

B水準（地域医療確保暫定特例水準）

C水準（集中的技能向上水準）



時間外労働規制の枠組み（すべて36協定の締結と時短計画等の策定に基づき決まる）



2024年４月までの見通し



医師労働時間短縮計画について

・Ｂ基準、Ｃ基準に該当する医師が一人でもいる場合には
策定が義務化される流れ。

・策定や実行における指導については各都道府県の医療勤務
環境改善支援センター（通称：勤改センター）が支援を行う。

2021年度には前年度（2020年度）の勤務環境実績に基づいた
計画を策定することが義務付けられそうです。

一人一人の労務時間管理

まだできていない・・・

外勤やアルバイトはどうするのだろう？



医師労働時間短縮計画について（9月2日開催の第2回医師の働き方改革推進検討会より）

病院が作成します



Ｂ水準について（どの施設がＢ基準認定になるか？）

地域医療の観点から必須とされる機能は、医療の公共性、不確実性、高度の専門性等の観
点から、以下を基本とする。

（ア） 救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医
療ニーズに対応するために整備しているもの（例：二次・三次 救急医療機関、在宅
医療において特に積極的な役割を担う医療機関）

（イ） 政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を
図っている「５疾病・５事業（※）」

（ウ） 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替する
ことが困難な医療機関・医師（例：高度のがん治療、移植医 療等極めて高度な手術
病棟管理、児童精神科等）

※ 「５疾病・５事業」：がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病 及び精神疾患の「５疾病」、救急医療、災害時
における医療、へき地の 医療、周産期医療及び小児医療の「５事業」

Ｂ水準；地域医療確保暫定特例水準（2035年度末まで）



Ｂ水準について（どの施設がＢ基準認定になるか？）

具体的には

ⅰ 三次救急医療機関

ⅱ 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜間・休日・
時間外入院件数 500件以上」 かつ「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要
な役割を担うと位置付けられた医療機関」

ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要
と認める医療機関
（例）精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）

小児救急のみを提供する医療機関
へき地において中核的な役割を果たす医療機関

※ 以上について、時間外労働の実態も踏まえると、あわせて約 1,500 程度と見込まれる。

Ｂ水準；地域医療確保暫定特例水準（2035年度末まで）

（全国の病院数約8,400、H30.2)



B水準の指定と開始のスキーム

医療機関が医師労働時短計画を都道府県に提出

県の医療審議会で地域医療を守るためにB水準が
必要な医療機関であると承認を受ける

どの業務（診療科）において960～1860時間の
時間外労働が必要かどうか３６協定を締結する

毎年立ち入り検査を受ける．
３年毎に指定の更新を受ける．
追加的健康確保措置を実行する．

（これらが，今後改正医療法に書き込まれる）

２０２２

２０２２

２０２３

２０２４年４月～

医療機関が評価機能による評価を受ける
遅くとも



C水準（C-1）の指定スキーム

初期臨床研修 後期研修



C-1水準について（初期・後期研修医）

すべての臨床研修プログラム・専門研修プログラムで、プログラム内容と共に
「時間外労働時間数」の明示が義務化される。

研修医の先生

これまで通り研修医自身が選択する

時間外労働が960時間を超えるプログラムの場合には以下の追加的健康確保措置
が義務化される。

＜初期研修医＞
① 連続勤務時間制限15時間、勤務間インターバル9時間
② 連続勤務時間制限24時間、勤務間インターバル24時間

＜後期研修医＞
連続勤務時間制限28時間、勤務間インターバル9時間

日勤～当直（＝夜勤）して朝帰る

日勤～当直（＝夜勤）して昼帰る



C-2水準について（高度技能向上のための枠；一部サブスぺも含む）

① C-2対象医療機関を選択

② 希望医師が「高度特定技能育成計画」を作成し，医療機関に提出

※医療機関がC水準の認定を受けていない場合は，
個人と病院が一緒に申請を提出する

③ 医療機関が審査組織（学術団体）に申請（案）

高度技能向上を希望する先生

✔ 都道府県が精査するのは難しいので，学術団体が審査を担う流れ．

✔ 一部のサブスぺや大学医師もC-2として対象となり得るが，
どこまでC-2として対象となるかはまだ不透明．



評価機能の評価を受けないとB・Cの指定はされません



2024年4月の指定に向けて



評価機能について

厚労省科研費特別研究 （2020年1月～3月）

現在，全国約５病院程度でモデル実施を進めています．



宿日直と夜勤について

「結局，どう切り分けられるの？？」



宿日直と夜勤について



宿日直と夜勤について



宿日直と夜勤について



【宿日直→夜勤】

・これまで夜勤は宿日直として扱われていたケースが多い。

夜勤明け（これまでの当直明け）勤務のあり方
連続勤務時間制限（28時間）を考え、昼以降は働けなくなります。

（※時間外労働が年間960時間以内であれば努力義務）

寝られない当直（宿日直許可を受けていない当直）は待機時間も含めて時間外
労働となります。稀に分娩に対応した場合は宿日直であっても取り消されませ
ん。

仮に仮眠時間（不活動仮眠時間）があったとしても、必要に応じて緊急対応が
求められる状況下においては、すべて勤務時間と定義される。

定期巡回や以上患者の医師への報告、
少数の要注意患者の定時検脈などの特殊
の処置を要さない軽度で短時間の業務。
（古い法律表現になっていたため、昭和
24年３月22日付けの通達が廃止され、令
和元年７月１日付けの新たな通達が発出
された。）

労働基準監督署から許可を受けた宿日直
（いわゆる寝当直）

通常業務と同じ宿日直（夜勤と同等）

産婦人科当直

宿日直について（産婦人科で分娩がある当直は分娩が稀でない限り、多くは夜勤扱いと解釈されます）



宿日直許可基準に対して，臨床医の視点から

・例えば，年間300分娩の病院の夜間の勤務状況として医師が必要とされる
頻度が稀かどうか…
－助産師などが担う負担
－分娩以外の負担（婦人科救急や入院管理）

・結局夜間当直中に普段こなしきれない事務作業をせざるを得ない状況にある．
時間外患者数や夜間入院数だけでは図れないと思われます．
（各医療機関における実態把握が必要．）

・大学病院等で宿日直が認められてしまう場合，大学で4回程度の宿直に加え
地域貢献や収入確保の目的でアルバイトで追加で3回程度当直しなければな
らないことになり，結果的にあまり現状が変わらない可能性がある．
→そもそも宿日直基準のルールは他の日に宿泊を伴う勤務実態がないことを
前提としているため，このようなピットフォールが存在する．



研鑽について

「どこからが研鑽？」

「学会は？」

「論文作成は？」



研鑽の考え方は当初よりも大分フレキシブルにまとまったと思われます。

所定労働時間内かどうか

労働時間

Yes No（時間外）

ただし院内の場合

上司の明示・黙示の指示

Yes No

労働時間 研鑽

一般診療における新たな知識、技能習得のための学習

博士取得のための研究及び論文作成や、専門医取得のための症例研究や論文作成

手技を向上させるための手術の見学

３類型

診療を伴わなければ在院している場合でも労働時間に該当しない

自由な意思に基づいていれば、在院している場合でも労働時間該当しない
ただし診療の準備や診療に伴う後処理に不可欠な場合は労働となる

奨励されていても指示がなければ労働時間に該当しない
研鑽の実施を余儀なくされる場合や業務上必須の場合には労働である

医師の研鑽について

直接診療に関連がなくても



医師の研鑽について



医師の研鑽について



医師の研鑽について



研鑽か仕事かについては結局

・上司の明示や黙示に縛られすぎず

・医師個人が主体性を持って

・病院ごと，診療科ごとにルールを作り

・上司と部下がきちんとコミュニケーションを図り

・労働時間かどうかをきちんと区別する



全国医学部長病院長会議 令和元年５月31日
「大学医学部・大学病院に勤務する臨床系教員の働き方改革に関する提言」

□ 大学医学部・大学病院は、教育・研究活動とともに地域の医療提供体制の
かなめの役割を果たしている。

□ 大学医学部・大学病院に勤務する臨床系教員は、教育・研究・診療の
各分野の業務を並行的に遂行しており、診療中心の業務を行っている
一般病院の医師とは働き方及び業務内容が異なる部分がある。

大学病院勤務医の働き方改革は特に重要…ですが

現状では、特別扱いをするような枠組みはありません。



研鑽に対して，臨床医の視点から

・管理者側の視点では，労働時間を削減したい．
⇔これまでは研鑽とされてきた医師の業務について，研鑽の定義に従って
時間外労働として認めてもらうことも必要である．
そうでなければ，医師個人のモチベーションやワークエンゲージメントを
低下させ，10年単位で考えた場合に優秀な医師の育成を阻むことにつなが
る恐れがある．

・病院としても，基本的にはホワイトな体制構築を推進しつつ，技能向上を
図りたい若手や中堅，教育や研究にも時間を割きたい優秀な人材を確保する
ための仕組み（B水準，C-2水準）をうまく活用する必要がある．
⇔この運用にかかる事務量などの課題もある．特に追加的健康確保措置の
遵守が義務化されるためその体制構築が求められる．



研鑽に対して，臨床医の視点から

・各医療機関の医師の勤務状況を正しく把握していただき，メスをいれられる
側（医師）のニーズを拾い上げて頂きたい．

・この改革に向き合い魅力的な病院に良い人材が流れていくと思います．



オンコールの労働該当性について

「うち（とある地方）では宅直でお産に
対応していますが・・・」



第４回（11月6日） オンコールの取り扱いについて整理されました



オンコールの扱い

＝労働時間とみなされるかどうか

＝宿日直許可基準の考え方と同様のレベル

□ 一人医長で毎日宿直体制を敷いている場合、宿日直基準と認められない
程度の業務が発生している場合は、自宅にいても勤務時間になる。
（使用者の指示下にあるという理由）

□ 病院内に泊まっていたら夜勤になってしまうので、例えば、オンコール
（宅直扱い）で病院の目の前に住まわせておくというのは、認められない

第４回 オンコールの取り扱いについて
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オンコール（宅直勤務）に関する過去の判例



複数医療機関に勤務する医師の
労働時間の扱いは？
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・労働時間は労働基準法においては，通算して管理することとされている．

➡労働政策審議会で検討されている労働者全般の副業兼業については
検討が続いているものの，そもそも1860時間という一般よりも高い上限を
設定した医師について，通算しなくても良いという方向にはならない．

（病院や上司の指示の有無にかかわらず兼業は自己申告によって通算する）

複数医療機関に勤務する場合の“労働時間”の扱い



61

・追加的健康確保措置の適応については（B・C水準は義務化）
労働安全衛生法では複数の事業主に雇用されている場合に労働時間を
通算することとは規定されていない．

➡今回の検討会の中で医事法制によって新たに追加的健康確保措置の適応
にあたっては，労働時間を通算して考えることが組み込まれる．

（参考）
追加的健康確保措置は以下の3つ
ー連続勤務時間28時間まで
－勤務間インターバル9時間
－月当たりの時間外労働が100時間になる際の面接指導

複数医療機関に勤務する場合の“休息”の扱い



医師の働き方改革
医師需給

（医師偏在対策）

地域医療構想
（病床整備、機能分化）

人 バランス

適切な場

三位一体改革： 3つのアプローチが動いています
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・地域偏在対策 医師需給分科会 シーリング

・地域医療構想 424病院の公表の話

・医師養成 ２＋２
来年医師法改正法案 Student doctor

・タスクシェア・タスクシフト検討会

・医師等働き方改革推進本部
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08045.html

医師の働き方改革と一体的に進んでいるもの
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上手な医療のかかり方 （国民への啓発）

各医療機関においても診療のスリム化や効率化
を目指して取り組めることがあると思います．
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・ ルールに踊らされず，組織改革，意識改革を進めることが
何より重要だと考えます．
・ 医師個人にとっても医療従事者にとっても患者さんにとっても
より良い医療環境の整備につながる．

医師の働き方の最前線
≠国
＝医療現場

「国の動向を見つめる」 ことと同時に
「現場の課題やニーズを把握すること」

を進めて頂ければと存じます

まとめ （私見）



医師の働き方改革は病院にとってチャンス

働き方改革

前向き 後ろ向き

人を大切にする改革


