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全国医師ユニオン 第 14期運動方針（案） 総会当日版  

2020.11.14 

                                           

１、はじめに 

今期の全国医師ユニオンの活動の中心は、医師の働き方改革関連法案に関するものでした。医師の働き方改革

関連法案が審議された国会においては、各党の国会議員と面談し勤務医の立場に立った付帯決議を要請し一定の

成果を得ることができました。新型コロナ感染防止の取り組みではドクターズ・デモンストレーション主催の「医

療崩壊はなぜ起きたのか ～求められる日本の医療体制について考える～」と題する国会内集会を行い、感染の

拡大につながるオリンピックの開催に反対する活動も行いました。また、昨年に引き続き無給医の問題にも力を

尽くしました。 

その他の活動としては、研修医の問題と女性医師の問題に関するアンケート調査を行い提言を作成しました。

さらに医学生の地域枠問題に関して、全日本医学生自治会連合と日本労働弁護団との 3者で定期的な研究会を開

催し、厚労省要請と記者会見の準備を進めています。 

 

２、医師の働き方改革に対する取り組み 

１）国会への働きかけ 

本年 1月 18日から開催された第 204回通常国会は、医師の働き方改革関連法案が提出され審議が行わる重要

な国会でした。医師の働き方改革は他の働き方改革と異なり 5年間の猶予を持って法律が実施されることになっ

ていました。しかし、昨年末に5年の猶予をさらに延長すべきとの意見が与党内にあるとの報道がなされました。

5 年の猶予自体が長すぎるにもかかわらず、これをさらに延長することは容認できないため国会開会前の 12 月

末から自民党の国会議員に対して、さらなる延長を行わないことを求める要請を行ないました。それぞれの議員

とは医師の働き方改革に関する考え方は異なりますが、さらなる延期はやるべきではないとの回答を得ることが

できました。 

医師の働き方改革関連法案は、医師のみに過労死ラインの約 2倍の長時間労働を認める憲法違反が疑われる法

案です。全国医師ユニオンとしては決して認めることはできませんが、現状の国会では与党が圧倒的多数を占め

ており提出されている法案が否決されることはないため、国会開催後は付帯決議を求める活動を行いました。付

帯決議は与党も賛成できる内容でなければ実現しないため要請する項目を絞って協力を依頼しました。野党の面

談の相手としては 厚生労働委員会の委員を対象としました。最終的にこの法案は修正されることなく 5月 21日

に国会で可決されましたが、21 の付帯決議が追加され、そのうちの 4 つは全国医師ユニオンが要請した内容が

反映されています。それは①当直の問題、②病院管理者や勤務医への労働法の教育の問題、③無給医とも関係す

る大学の問題、④女性医師に関するの問題です。（資料-1 参照）他の項目にも私たちの主張と一致する部分があ

りますが、この 4項目は私たちが主張しなければ 付帯決議とならなかった可能性が高いと思われます。 

２）医師の働き方関連法の成立に関する声明と厚労省要請 

「医師の働き方関連法の成立に関する声明」を 6 月 17 日に発表しました。また、医労連と合同での厚労省要

請を 10月 28日に行いました。この要請は毎年、医労連と合同で行っているもので、例年は 6-7月に行っていま

すが、新型コロナ感染第５波の深刻な感染拡大のため延期となっていたものです。感染防止からリモート開催と

なりましたが、全国医師ユニオンの主張はしっかりと伝えることができました。（資料-2を参照） 

 

３，新型コロナウイルス感染防止の取り組み 

１）ドクターズ・デモンストレーション国会集会 
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 この問題に関してはドクターズ・デモンストレーション主催の集会を 2月25日に衆議院会館で開催しました。

テーマは 「医療崩壊はなぜ起きたのか ～求められる日本の医療体制について考える～」でした。この集会では

第 3波において医療崩壊が起き多くの自宅療養者が出てしまった問題に関して、勤務医・病院管理者・開業医・

歯科医師・看護師の立場から実態と改善策を提起するものでした。 

２）オリンピック開催反対の要請 

  また 第 4 波が拡大する中で オリンピックの開催がさらなる感染拡大を生むことが危惧されたため 5 月 13

日にオリンピックの中止を求める要請文を総理大臣に送り、記者会見を行ないました。全国医師ユニオンがオリ

ンピックの中止を明確に求めたことに対して、これまで不安を持ちながらもオリンピックの中止を求めることに

躊躇していた医療従事者から共感の声が寄せられました。この後、他の医療団体などからもオリンピック中止を

求める声明等が発表されています。また、海外のメディアからも注目されました。 残念ながらオリンピックは開

催され第 5波はオリンピック開催中から急激な感染拡大を生み多くの犠牲者を出しました。しかし私たちの活動

はオリンピックを無観客にしたり、パブリックビューイングをなくすなど様々な点で感染拡大を防止する世論を

作り出すことに貢献をしたと考えられます。 

 

４，無給医問題について 

  この問題に関しては、日本労働弁護団と無給医である大学院生と合同で 1月 15日に厚労省要請を行ない記者

会見を開催しました。この要請はマスコミでも報道され、厚労省の対応にも一定の影響を与えたものと考えられ

ます。日本医科大学付属病院では、無給の大学院生が 東京中央労働基準監督署に違法に関する是正を行うこと

を求めていました。しかし中央労基署は大学院生の労働者性が明確でないとして 2年にわたり結論を先送りにし

ていました。この点に関しては、厚労省要請時に対応した厚労省の担当者も問題であると捉えたと考えられます。

私たちの要請から 1週間も経ずして中央労基署は日本医科大学に是正勧告を行ないました。これは大学院生も労

働者であると認めた画期的な是正勧告と言えます。ただし、大学側は大学院生の外来診療のみを労働と認める対

応しかとっていません。無給医問題の根本は自己研鑽の拡大解釈と均等待遇の無視にあります。私たちは大学や

研究機関においても労基法を徹底させ、人権侵害をなくすために粘り強く闘っていく必要があります。 

 

５，医師労働に関連する提言や研究の活動 

１）研修医問題に関する提言の作成 

前期の研修委員会では初期研修医が抱える問題を明らかにするために、初期研修に関する提言の中間報告を作

成しました。中間報告では初期研修医が抱える問題点と解決の方向性に関して分析を行いましたが、今期はこれ

をバージョンアップするために、研修医アンケートを行いました。アンケートは約 500の臨床研修指定病院に協

力依頼を行い、研修委員長名の依頼文が投稿として MRIC に掲載され、223 名の協力を得ることができました。 

これに基づく最終報告を作成し、総会後のシンポジウムで公表します。 

２）女性医師の働き方に関する提言の作成 

 日本の勤務医は、過重労働を強いられたり様々な人権侵害を受けていますが、とりわけ女性医師は出産や育児

を担う立場に立たされているため、女性医師への特有の差別を受けるなどの深刻な状況に置かれています。全国

医師ユニオンは女性医師の労働条件改善のためにさまざまな発言を行ってきましたが、この問題に関するまとま

った政策を持っていませんでした。また、執行部にも女性医師はいませんでした。しかし、今期より執行部に女

性医師が加わったことを契機に提言を作成することになりました。そして今季は中間報告を作成することを目的

としそのデータを集めるために全国医師ユニオン会員に向けての緊急のアンケート調査をおこないました。会内

の調査であるため回答数は 43と少ないものですが、提言の基本的な方向性を作る上で貴重な資料となりました。

今期はこの調査に基づいた中間報告を作成し総会終了後のシンポジウムにおいて発表します。 
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３）地域枠問題に関する研究 

地域枠制度とは、僻地や医療過疎地域をはじめとする相対的に医師が不足し地域医療の継続が困難な地域の医

師不足を解消することを目的として作られた制度で、奨学金制度や入学試験における特別枠を設けるなどの措置

がとられています。本来であれば医師を増員し日本の絶対的医師不足の解消を図るべきですがこの点は放置され

ています。また、医師不足の地域においては地域の実情に合った能力を持ち、やりがいを持って働く医師を養成

することが求められていますが、実態は高額の奨学金と引き換えに長期間指定された地域の病院で働くことを強

制する制度になっています。様々な事情から地域枠からの離脱を求める医学生がいますが、最近では一部の都道

府県が高額の違約金を求めると決めたり、一方的に日本専門医機構が専門医の資格を与えないと公言するなど地

域枠で入学した学生の人権侵害を引き起こす制度が導入され医学生の不安や反発を招いています。 

全国医師ユニオンは、医学生の団体である全日本医学生自治会連合の依頼により日本労働弁護団も協力して 3

者で、地域枠問題に関する研究会を 6月から定期的に行っており、年内に 3者合同の厚労省要請と記者会見を行

うことを計画しています。 

 

６、情報発信に関する活動 

 今期も、マスコミからの取材、原稿依頼が数多くありました。主な取材の内容としては、①医師の働き方改革

に関するもの、②新型コロナ感染症対策及びオリンピックの開催に関するもの、③無給医問題についてでした。

これらの取材に対して勤務医の立場から情報発信を行いました。また、医師の働き方改革とコロナ禍のオリンピ

ック開催問題での 2つの声明を発表しました。記者会見は無給医問題とコロナ禍のオリンピック開催問題で行い

ましたが、オリンピックの開催に関しては外国特派員協会からも会見の依頼があり 5 月 27 日に行った会見は世

界に同時発信され、その後 CNNをはじめとする海外メディアからの取材がありました。 

今期は 2つのアンケート調査を行い 2つの提言を作成し総会後のシンポジウムで発表します。また、今期もド

クターズユニオン・ニュースの発行を年 4回行いました。 

 

７，医師ユニオンを強化する活動 

 今期も全国医師ユニオンの主張や活動がテレビや新聞・雑誌やネットを通じて大きく報道され、全国医師ユニ

オンの存在感は強まっています。会員を増やす活動に関しては、自らの労働問題を全国医師ユニオンに相談する

ことから入会につながった会員が増えています。また、最近の傾向として若い研修医の世代の入会が増えていま

す。まだまだ、小さな組織ですが全国医師ユニオンが多くの医師に知られ、若い医師からも信頼される団体とし

て認知されつつあると言えます。これまでも会員が全国に点在しているため、顔の見える活動が困難だった上に

コロナ禍により会員間の親睦等を深める活動が一層困難となっています。ZOOMや You Tubeなどを使った活動

を積極的に行うと同時に、コロナ後の直接会って話ができる活動を検討していく必要があります。 

 

８、第 1４期の主な課題と活動 

 全国医師ユニオンは、第 1４期も勤務医の基本的人権を守り診療環境の改善を進めるために、労基法遵守を主

張し、勤務医のための企画や情報発信等を行います。また、様々な会員の要望に応えることができる労働組合と

なることを目指します。今期は主要な活動として以下の課題に積極的に取り組みます。 

１）勤務医労働実態調査 2022の取り組み 

 全国医師ユニオンは、2012年及び 2017年に実行委員会を立ち上げ他の団体とも協力し勤務医の労働実態調査

を行いました。前回調査から 5年となる 2022年に勤務医労働実態調査を行います。これまでの調査はおおむね

2000 名規模でしたが、これを実現するには全国医師ユニオン単独では困難なために、これまで同様に他団体と

も協力し調査を行うこにします。 
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２）女性医師問題に関する取り組み 

 女性医師の抱える問題は、医学部の入学差別に始まり、医師になってからもキャリアアップでの不利な扱いや、

出産育児等による一時的な離職からの復帰のためのシステムが不十分であることなど、様々なものがあります。

全国医師ユニオンは第 13期に女医師問題に関する提言の中間報告を作成しました。 今期は、さらに規模の大き

なアンケート調査をおこない最終報告を作成し問題の解決にあたります。また、全国医師ユニオンの執行部の女

性比率を高めることを追求し、これを公表します。 

３）初期研修問題及び専門医制度に関する取り組み  

先に述べたように、第 3期は初期研修に関する提言の最終報告を作成したので、これに基づいた取り組みを進め

ます。一方、2018 年４月から新制度による専門研修が始まりましたが、様々な不安や批判の声が上がっていま

す。専門医制度は専門医の質の向上を目的としていますが、この専門医制度によって医師の偏在対策を行うこと

が加えられたためにさらに矛盾が広がっています。本来、専門医の質の向上と、医師の偏在問題は全く別の問題

です。全国医師ユニオンとしてもこの問題に関して現場の医師の立場に立った提言作りを追求します。 

４）地域枠問題への取り組み 

 地域枠の医師・医学生に対する人権侵害をなくすために、できるだけ早い時期に全日本医学生自治会連合及び

日本労働弁護団と共同して厚労省要請と記者会見を開催します。また、地域枠を経てすでに地域で働いている医

師の声を直接聞く活動を進めます。具体的には、全国医師ユニオンに地域枠相談窓口をもうけることとします。 

さらに、地域枠医師の入会を追求し、全国医師ユニオン内に地域枠委員会を作ることを目指します。 

５）医師及び医学生に対する労働法制の教育・研修の推進 

医師の働き方関連法では、その付帯決議 10 に「医療機関の管理者、中間管理者の医師等に関して、労働法制

に関する研修・教育」を行うとされています。（資料-1 参照）また、医学生に対する労働法制のパイロット授業

が３つの大学で年内に行われます。医師の過重労働や病院の労基法違反は、労働法制を知らないことから起きて

いる面が少なくありません。医師・医学生に対する労働法制の教育や研修を徹底することが、医師の働き方を改

善する上で極めて重要であり、これを進める活動に取り組みます。 

６）勤務医の過重労働をなくす取り組み  

①客観的時間管理と労働時間の合算 

現状では、多くの病院が医師の労働時間を客観的に管理しておらず、単なる自己申告のみで行っています。特

に複数の病院で診療を行う医師は、労働時間を全て合算しなければ健康確保措置は全く意味を持ちません。厚労

省は、時間外労働に関しては自己申告でよいとしていますが、これでは実態が反映されません。客観的時間管理

の徹底と、複数の病院で診療を行う医師についても労働時間の客観的時間管理、さらに記録の保存を義務付ける

よう厚労省に訴えていきます。 

②宿日直許可の適正化 

医師の働き方関改革連法の付帯決議８（資料-1参照）にあるように第二次救急や急性期病院において通常の診

療を行う場合には時間外労働として適切に扱う必要があります。なお、詳細に関しては令和元年 7月 1日厚生労

働省労働基準局長の基発 0 7 0 1第 8号に基づき、「宿日直の許可」は「一般の宿日直業務以外には、特殊の措置

を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること」を徹底することを求めて行きます。 

③交代制勤務の推進 

働き方改革を行うためには、欧米先進国では常識となっている交代制勤務の導入が必要となりますが、交代制

勤務の導入はほとんど進んでいません。医師の働き方改革を機にチーム医療や医療機関の枠を超えた協力関係を

作り交代制勤務導入を推進することを求めて行きます。 

④自己研鑽の拡大解釈をなくす取り組み 

診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、自らが術者等である手術や処置等に
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ついての予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等、などは患者の治療に不可欠の業務です。その

時代の医療費水準に照らして一般に期待される診療を提供できなかった場合には使用者がその責（損害賠償など）

を問われることになります。曖昧な「上司の明示・黙示による指示」を必要とせずに労働時間として認めるべき

です。また、大学院生の診療に関しては、入院患者に対する診療や検査等に関しても労働時間として認めること

を求めて行きます。 

⑤裁量労働制の悪用をなくす取り組み 

医師の働き方改革が進められる中で、大学においては裁量労働制の拡大を進める動きがみられます。これは残

業代を払わなくてもよい方法として裁量労働制を悪用するもので、裁量権がない助教等に適用が広がっていると

考えられます。裁量権のない医師に裁量労働制を適用することは違法であり、これをやめさせる取り組みを進め

ます。 

⑥割増賃金を含む残業代の支払の徹底 

未だに残業代不払いが横行しています。残業代の不払いは、法律違反であるだけでなく、経営者の労働時間短

縮のインセンティブをなくし、無駄な業務をなくすことやタスクシフトを進めることの障害になっています。働

き方改革を進めるためにも残業代及び割増賃金の不払いをなくす取り組みを進めます。 

⑦36協定違反をなくす取り組み 

 労基法では、使用者は 1 日 8 時間を超えて労働させてはならないと定めています。労基法 36 条ではこれを超

えて労働させる場合には労働者の過半数代表者と協定を結ぶ必要があると定めています。しかし、地域の基幹病

院として救急医療を担っていながら 36協定を結んでいない病院があります。また、大学病院等を中心とする 86

の特定機能病院の 36協定において、年の時間外労働時間が 1860時間を超えるのは 2つの病院のみであり、960

時間を超えるのは 17病院にすぎませんが、厚労省の調査では年間の時間外労働が 1860時間を超える医師は 27％

の病院に存在し、大学病院の 88％に存在するとされています。これは、多くの病院が 36協定違反を行っている

ことを示しています。このように 36 協定がないがしろにされている違法状態をなくすことを厚労省に強く求め

て行きます。 

⑧安全配慮義務と休日取得の徹底 

病院には健康確保の点から適切な労務管理を行い長時間労働に歯止めをかける安全配慮義務があります。長時

間労働をなくす取り組みと並んで、完全な休日を取得することも非常に重要です。医師によっては休日であって

も病院からの呼び出しなどで、心身ともに完全な休息が取れていません。労働からの解放が完全に保証された休

日の確保を徹底することを求めて行きます。 

⑨携帯端末の普及と自宅待機の問題 

 携帯端末の普及は医療の効率化にとって大きな力となる側面がある一方で、不適切な使用が医師労働を悪化さ

せています。具体的には、時間外や休日に携帯端末を使用した患者への指示の依頼や相談が安易に行われている

ため、常に緊張を強いられ休息が取れない事態が引き起こされています。また、自宅待機時に携帯端末を使用し

自宅で対応した時間が労働時間として認められないケースが大半であると考えられます。原則として時間外や休

日に携帯端末を使用しないことを徹底する必要があります。また、自宅待機の場合は、待機手当を支払うことに

加え、携帯端末等で対応した時間を労働時間として認めることを求めて行きます。 

⑩労働契約締結の推進 

日本の医療機関においては労働契約書の締結や取り扱いが適切に行われておらず、これを改めさせる必要があ

ります。そのために、全国医師ユニオンとしても労働契約書のチェック等の活動を進めます。 

７）医師数抑制政策をやめさせる取り組み 

厚労省は日本の人口は 2060 年には 8000 万人台まで減少するとし、将来の人口減少を理由に医師数を抑制す

る政策をとっています。これは、少子化対策を進め人口減少を食い止める政策に真っ向から対立するもので、少
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子化対策が失敗することを前提としたものです。また、深刻な医師不足を放置したままでは医師の働き方改革は

進みません。長時間労働の例外をなくすと共に医師数抑制政策を厳しく批判し医師増員を求めて行きます。 

８）無給医問題への取り組み 

 無給医問題は、医師の人権を侵害する悪質な労働犯罪です。単に医師から搾取を行う経済的な犯罪のみなら

ず、その結果アルバイトを余儀なくされることによる過重労働を生み、若手医師の研究時間を奪うことで日本の

医学の発展の障害となっています。これまで全国医師ユニオンとして様々な取り組みを行ってきましたが当事者

が納得できるような改善は進んでいません。今期も引き続き厚労省に問題解決の要請を行うとともに、文科省に

対して無給問題の再調査を求めて行きます。 

９）新型コロナ感染拡大を防ぐ取り組み 

 新型コロナウイルスの感染拡大の始まりは自然災害とも言えるものです。しかし、国が適切な対応を取らな

かったために適切な診療を受けられないまま在宅しするなどの感染被害が拡大した人災と言わざるを得ない面

があります。感染拡大が起きた第１波から日本における PCR 検査数は世界最低レベルであり、これは今も続い

ています。また国は Go Toキャンペーンやオリンピックの開催を強行しましたが、これらは人為的な感染拡大を

生みだしたと言えます。私たちは医師の立場から、感染拡大を防止するために国が適切な対応を取るよう今後も

情報発信を行い、国に対する要請を行っていきます。 

10）労基署の対応の問題に関する取り組み 

 この間、医師の労働問題に関する相談が全国医師ユニオンに寄せられていますが、その中で「労基署に相談し

たが全く変わらない」との声が少なくありません。無給医の問題でも、労基署に相談したが動いてくれないとの

声も見られました。労基署は労働法違反に苦しむ労働者を守るためにあるはずですが、その役割を果たしていな

い現状があります。 36 協定違反、残業代の不払い、労働を自己研鑽として賃金を払わないなどは違法であり、

これらの違法が恒常的に行われているのであれば極めて悪質であるため、積極的な捜査や送検が行われるべきで

す。この問題は労働行政の問題として看過できない深刻な問題であり、全国医師ユニオンとしても引き続きこの

問題の解決に取り組んでいきます。 

11）労働法遵守を診療報酬で担保することを求める取り組み 

 医師の長時間労働や残業代の不払いに関して、診療報酬が低く病院経営が大変であることを理由として挙げる

病院管理者は少なくありません。実際、労基法を遵守しなくても経営には全く影響がないためにモラルハザード

が起きている面があります。労基法遵守と診療報酬をリンクさせることが極めて重要と言えるでしょう。診療報

酬には当然医療スタッフの人件費が含まれています。例えば、救急医療を行っていながら 36 協定を結んでいな

い医療機関や医師の宿日直許可をとっている医療機関は適切な人件費を払っておらず、救急医療に対する診療報

酬を受け取る資格はありません。労基法を遵守し働き方改革を進める医療機関に対して診療報酬による担保がな

されるような診療報酬の改定を求めて行きます。 

12）過労死裁判の支援 

 引き続き過労死裁判の支援を行っていく必要があります。現状では過労死した医師の一部しか労災認定を申請

していないものと思われます。勤務医の４割が過労死ラインを超えて働いている現状から、勤務医が亡くなった

場合は、必ず過労死の可能性を考える必要があります。それは、病死、自死のみならず交通事故死に関しても同

様です。このことを、多くの医師や医療従事者に知らせ、一人でも多くの過労死家族を救済すると同時に、過労

死を防ぐ病院の取り組みを促進させる必要があります。 

13）医療の安全性を高める取り組み 

多くの医師は、過重労働が安全性を脅かしていることを危惧しています。私たちは、厚労省に対して医療安全

の視点から労働時間の規制を求めてきましたが、国はこの問題に関して具体的な政策をとろうとしていません。

厚労省はもとより日本医療安全調査機構などは当然この問題に取り組むべきであり、日本医療評価機構なども、
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医療機関の労務管理や安全性に関する評価を行うべきです。この点に関しては引き続き粘り強く主張していきま

す。 

14）全国医師ユニオン組合員への支援について 

 勤務医に対する違法な扱いは後を絶ちません。パワハラや不当な配置転換・解雇などに関する相談が全国医師

ユニオンに寄せられています。会員や入会した医師からの相談に関しては顧問の社労士等による対応を行ってい

ますが、個別対応が必要なものに関しては日本労働弁護団の弁護士に対応を依頼しています。これからも、会員

の権利を守るために相談活動を積極的に進めていきます。 

15）医学生が抱える問題への取り組み 

 地域枠問題以外でも、医学生は学費（特に私立大学の高額費）や医学教育や女性差別などの問題を抱えて、様々

な取り組みを行っています。彼らは、将来の日本の医療を担う医師となる人材であり、彼らの抱える問題は医療

問題の一部でもあり、全国医師ユニオンとしても医学生の抱える問題解決に積極的に協力をする必要があります。

また、医学生時代から医師の労働組合の存在意義を知ってもらい身近な存在として感じてもらうことは重要な活

動と言えるでしょう。 

16） 全国医師ユニオンを大きくする活動 

  全国医師ユニオンは、これまでに医師の労働問題で様々な取り組みを行ない社会的な知名度も上がり厚労省

や国会議員からも認知されるようになっています。しかし現在の会員数はわずか 130名程度であり、大きな力を

持つには至っていません。医師の労働組合が大きな力を持つためには会員数を大幅に増やすことが求められてい

ます。今期は特に会員数を増やし全国医師ユニオンを大きくする活動に全力で取り組みます。 
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資料 

資料-1 医師の働き方改革関連法の付帯決議 

以下に 21の付帯決議のうち 私たちの主張が反映されたと考えられる 4つを記載します。 

 

八、医師の夜間勤務、特に、第二次救急医療機関や急性期病院における夜間勤務については、通常の勤務時間と

同態様の業務を行う場合には時間外労働として扱うなど、労働時間の適切な管理が必要な旨を周知徹底するとと

もに、交代制勤務を導入する等により、夜間勤務の負担軽減を図る医療機関に対し、必要な支援を行うこと。  

 

十、医師の労働時間短縮に向けた医療機関内のマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者、中間管理職

の医師等に対し、労働法制に関する研修・教育を推進すること。また、医療機関において管理職の地位にある勤

務医が、労働基準法上の管理監督者には該当しないにもかかわらず、労働時間規制が適用除外されるものと取り

扱われることがないよう周知・啓発を行うこと。  

 

十二、診療以外の研究、教育においても重要な役割を担う大学病院において労働時間短縮の取組を着実に進める

ため、大学病院における医師の働き方の諸課題について文部科学省と厚生労働省が連携して速やかに検討を開始

するとともに、その検討結果に基づいて財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。  

 

十五、医療機関における育児休業制度の規定状況、利用状況等について調査を実施し、臨床研修以降の研さん期

間中の医師が育児休業を取得しやすくなるような方策の検討を含め、出産・育児期の女性医師を始めとする子育

て世代の医療従事者が、仕事と出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備するとともに、就業の継続や復

職に向けた支援策等の充実を図ること。 

 

資料-2 厚労省要請における具体的な要請内容 

１．医師及び医療スタッフの増員について 

①日本の医師は OECD平均に比べて約 14万人も不足している。夜間の時間外労働にあたる当直を全て交代制勤

務とし過労死ライン以下の労働条件を実現するために必要な医師数を明らかにすること。また、これに基づき医

師養成数を増員すること。 

②医師の増員のみならず、看護師やその他の医療スタッフの増員を行うこと。医師の業務軽減は、医行為などの

看護師への業務委譲ではなく、専門職を養成し配置すること。 

③感染症指定病床を抜本的に増やすこと、また感染症に即応できる医師、看護師、コメディカルなどの体制を強

化すること。 

２．医師労働に関する労働法遵守と夜間労働の適正化、自己研鑽について 

①医師の働き方改革関連法の付帯決議 10 にある「医療機関の管理者、中間管理者の医師等に関して、労働法制

に関する研修・教育」を徹底すること。 

②現在、医師に対する労基法違反が横行していることに鑑み、病院の医師労働に関する労基法違反への勧告や指

導を強化することを労基署に指示することを求めること。また、36協定の重要性を病院管理者に理解させ遵守さ

せること。 

③医師の働き方改革関連法の付帯決議８にあるように第二次救急や急性期病院において通常の 

診療を行う場合には時間外労働として適切に扱うこと。なお、詳細に関しては令 和 元 年 ７ 月 １ 日厚生労

働省労働基準局長の基 発 0 7 0 1 第 ８ 号に基づき、「宿日直の許可」は「一般の宿日直業務以外には、特殊の



9 

 

措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること」を徹底すること。また、医療安全の点からも交替制勤

務を導入し、当面連続労働の上限をトラック運転手と同様の 16時間とし、速やかこれを実現すること。 

④労働時間の自己申告をやめさせ客観的時間管理を徹底させること。アルバイトの労働時間に関しても、自己申

告とせずに適切な健康確保措置をとるために客観的な時間管理を義務化すること。 

⑤自己研鑽の拡大解釈を行わないこと。診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、

自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等、などは患

者の治療に不可欠の業務である。曖昧な「上司の明示・黙示による指示」が必要とせずに、労働時間として認め

ること。大学院生の診療に関しては、入院患者に対する診療や検査等に関しても労働時間として認めること。 

３．女性医師への支援、無給医問題と均等待遇、裁量労働制、研究者の労働条件、地域枠学生への対応について 

①医師の働き方改革いう関連法の付帯決議 15 にあるように、女性医師の出産・育児等の環境の整備を進めるこ

と。また、女性医師の出産・育児は初期研修や後期研修等と重なり、専門医制度などとも関連するため、実態調

査を行い適切な制度を作るために女性医師の働き方改革に関する検討会等を設置し、着実な解決にあたること。 

②無給医を完全になくすこと及び医師に対して均等待遇に基づく適切な賃金を支払うこと。無給医や均等待遇に

反するような労務管理がなされているような病院は B・C 水準として認めないこと。 

③大学病院において裁量権のない助教等に裁量労働制を適用させないこと。 

④研究に従事する医師に関しても適切な処遇を行うこと。 

⑤地域枠医学生への奨学金の 10％程度の利息を日本学生支援機構なみの利息（0.16％程度）に引き下げ、拘束期

間を 6年間以内とすること。また離脱希望者へも人権侵害とならないよう適切な対応を行うこと。 

４.財源の確保について 

①上記の措置を実施するために、国の責任で必要な財源と体制を確保すること。そして、医療機関が必要な医療

を提供できるように、診療報酬の適正な増額を行うこと。 

②また、研究者が適切な労働条件で働けるよう、厚労省は文部科学省と協力して財政的な対応をとること。 


