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本日の発表内容 

１．「医師の働き方改革」で議論されている項目 

２．「糖尿病診療や科学研究」における課題は何か？ 

３．キャリアを継続して形成できるシステムづくり 



１．「医師の働き方改革」で 
  
            議論されている項目 



実行計画の決定 

2017年3月28日 

■ 働く人の視点に立った労働制度の改革 
 

■ 労働生産性を改善 
 

■ 消費を押し上げ、より多くの方が 
  心豊かな家庭を持てる 

 

基本的な考え方 

１． 



根底にある問題 

日本的雇用システム  
       社会の安定・企業の発展の基礎 
 
■ 長時間労働 
 
 
 
 
■ 正規職員と非正規職員の格差 

少子化の原因 
男性の家庭参加を阻む原因 
女性のキャリア形成を阻む原因 



「医師の働き方改革」における論点 

■ 勤務実態の把握と 
  労働時間の捉え方 

■ 勤務環境改善策 

2年後をめどに 
  具体的な方策案を呈示予定 

・診療業務の効率化 
・推進策 

■ 時間外労働規制の在り方 



 医師の長時間労働の要因 

■ 患者のため、自己の鍛錬のため 
  長時間勤務することを是とする風土 
 
■ 当直業務 
     ≠    宿直 （労基法） 
     ≠ 日直 （労基法） 
     日勤を併せ、30時間以上の連続勤務 
 
■ 時間外労働 
   予想外の救急搬送 
   時間外の家族への説明 
 
■ 高度な専門分化・現場に居る人数の制限 
■ 質の高い医療を提供したいとする職業意識 



労働安全衛生 
総合研究所 
  
高橋正也先生 
資料 

Dawson&Reid Nature 1997 

厚生省 



Landrigan et al.  N Eng J Med 2004 

通常勤務 

短縮勤務 

インターン対象研究 

3晩に一回 
24時間以上勤務 



Landrigan et al.  N Eng J Med 2004 

インターン 

通常 
短縮 



長時間勤務をめぐり議論されていること 

■ 自己研鑽の時間と労働時間の切り分け 

■ 当直業務   

■ 応召義務 

診療に従事する医師は、診察治療の求が
あった場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない。 
  --医師法 第19条 第1項 

など 

■ フリーアクセスの受療制度 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%B3%95




２．糖尿病領域における医師の働き方  

     ～特性と課題～ 

■  糖尿病診療 

■  日本の科学研究 



急性期、継続性 

■ 診療の時間軸 

■ ライフスタイルに寄り添う医療 

■ 専門医に比して患者数が多い 

小児糖尿病・妊娠・出産期・高齢者・勤労世代 

糖尿病診療 

■ チーム医療 
  糖尿病療養指導士・看護師・薬剤師・ 
  管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・ 
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出典：平成24年大臣官房統計情報部 



糖尿病学会 女性専門医の状況 

休職 常勤 非常勤 

  年齢別 勤務形態 
（総回答数449 回答率100％）   

常勤 非常勤 働いていない 
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31 ～ 35 歳 

36 ～ 40 歳 

41 ～ 45 歳 

46 ～ 50 歳 

51 ～ 55 歳 

56 ～ 60 歳 

61 歳以上 

出典：専門医実態調査アンケート 
   糖尿病 News No.2 2015  

専門医取得時期 
  （66％） 



非常勤から常勤への復帰希望 
（総回答数104、回答率98％） 
 
 

復帰希望あり    復帰希望なし 

全体 

配偶者なし 

配偶者あり 

子どもなし 

子どもあり 
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出典：専門医実態調査アンケート 
   糖尿病 News No.2 2015  



働いていない人の復帰予定 
希望時期 

 
（総回答数21、回答率88％） 

 

出典：専門医実態調査アンケート 
   糖尿病 News No.2 2015  

3ヶ月以内 

6ヶ月以内 

1年以内 

2年以内 

2年以上 

1年以内の復帰希望が 
8割 



復帰に必要なもの 

岡山大学 
片岡仁美先生 
資料 

人的医療資源 



第３回医師の働き方改革に関する検討会  順天堂大学 猪俣武範先生資料（改変） 

大学病院勤務医師の職務 

臨床 

研究 教育 

経営 

自己研鑽と労働時間は線引きが難しいが単純な労働作業は存在する。 

・基礎 
  実験 
  研究費取得 
  論文執筆 
・臨床・疫学調査 
・学会活動 

・入院 
  診療・手術 
  病棟管理 
・外来 
  診療 
  書類作成 

・学部生 
・大学院生 
・患者 
・市民 

・安全性 
・効率 
・収益性 
・社会貢献 



化学 

材料科学 

物理学 

計算機科学 
・数学 

工学 

環境・地球科学 

臨床医学 

基礎生命科学 

日本の科学論文数 （量的指標） 

日本の科学研究力の現状と課題 2016年11月 
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 



被引用数が各年各分野で上位10％（1％）に入る論文の抽出後、 
実数で論文数の1/10（1/100）となるように補正を加えた論文数。 

質的指標（TOP10% 、1%論文数、日本） 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 2016.11 



日本の科学研究力の現状と課題 2016年11月 
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 

大学の研究力を強化するために 
優先的に実施すべき取り組み 

若手研究者の割合増加 

研究者の業績評価の見直し 
（量→質へ） 

高評価研究者へのインセンティブ 

研究費の使いやすさの向上 

総職務時間における研究時間の 
割合増加 

研究マネージメント人材 

支援者の増加 

世界的ネットワークへの参画 

現状では問題なし 

そのほか 



大学における育児支援 

大学キャンパス内 
基本保育   7:15ー17:30 
延長保育 17:30ー22:00 
夜間保育 17:30ー翌朝9:00 
月曜ー土曜 

■ 北里保育園 

対象： 
大学病院と医学部に勤務する 
医師と看護師の子ども 
生後8週～ 

■ 病児保育室 

病院内 
基本保育  8:00ー17:30 
平日のみ 

対象： 
相模原市在住者 
6ヶ月～ 10歳 
定員：6名 



2006年度～ RPD制度（Restart Postdoctoral Fellowship）  
      日本学術振興会により 
      男女共同参画の観点から創設された研究員制度 

対象：                  3ヶ月以上出産・育児で離職した研究者 
研究奨励金：  月額 362,000円 
期間：      3 年間 
研究費申請資格：有り（150万円/年） 

出産育児による研究中断者への復帰支援 



2014年3月 男女共同参画事業からダイバーシティ推進室へ 

■さまざまな背景や考え方、異なる視点を持つ仲間との協働 
  → 社会の諸問題に対する適切で的を射た研究成果 

■一人ひとりの流動性 （国内外の企業・アカデミアを経験） 
  → 新たな視野と知見 

■研究に集中しながらも、家事・育児・介護など 
 個人の事情に合わせた働き方 
  → 研究自体を柔軟にする  
  → 社会のニーズにフィットしたイノベーションにつながる 

出典：科学技術振興機構  



男女共同参画委員会からダイバーシティ対応委員会へ 

2017年7月 

■男性も含む若手科学者の育成 

 

■現時点ではマイノリティである外国人研究者を 

どのように受入れていくのか？ 

 

出典：日本神経科学会  



科学技術振興機構 ホームページ 
http://www.jst.go.jp/diversity/about/index.html 

科学研究分野で必要な３つの多様性 
 

人材の多様性 キャリアの多様性 働き方の多様性 

アクション          

調査・提言    セミナー   研究室支援 
        シンポジウム 



3. 医師の継続したキャリア構築に向けて 



3. 医師の継続したキャリア構築に向けて 

■ワークシェア（チーム主治医・業務共有） 
 ワークシフト 
 
■支援に関する情報を集めて活用 
  （育児支援・研究支援・e-learning） 
■多様な働き方の選択肢 
   （短時間常勤・フレックスタイム制） 
■ 時期に応じた柔軟な選択 
 

■ ICT活用（診療支援） 
■ 職場の理解・支えあい 
■ 組織としての平衡性（公平さ） 
■ 財政面・技術面を含めた医療機関への支援 



効率的な医療提供体制にむけた取り組み 

患者の退院にかかる調整業務 

診断書の代筆・代行入力 

民間保険会社からの診断書の代筆 

診療記録の代筆・代行入力 

処方箋の代筆・代行入力 

主治医意見書の代筆・代行入力 

検査の予約オーダリング 

症例登録などの各種統計資料作成 

(n=639)     



効率的な医療提供体制に向けた取り組み
【看護師等が行っている業務①】  

特定看護師が勤務している施設では、更にタスク・シフティングが 
進んでいる場合が多い 

緊急医療におけるトリアージ 

初療時の予診 

点滴の実施 

静脈ラインの確保 

尿道カテーテルの留置 

静脈注射の実施 

採血の実施 

血液培養の実施 

患者移動の実施 

入院や検査手順の説明 

処方箋の代行入力 





厚生労働省 中央社会保健医療協議会「勤務医等の負担軽減」 資料 



ICT 活用への期待 
Information and Communication Technology 

■ モバイルICTによる糖尿病自己管理支援 
 
■ 業務の効率化と診療支援 
  SMBG機器と電子カルテの連動 
  タブレット予診 
 
■ 医療連携 
   地域連携・診療施設間の情報共有 

糖尿病診療マスター 



個人  

「働き方」 

・多様性 
・柔軟性 
・平衡性 

目標・志 心身の健康管理 
環境・雇用の安定性 

キャリア形成 
実績の蓄積 

医療従事者と医療を受ける国民の双方が 
恩恵を受ける体制へ 

社会システム  

・診療経験 
・専門医取得 
・指導医取得 
・学会論文発表 

テクノロジー 

・医療安全性 
・挑戦性 
・独創性 


