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１．はじめに

　「24時間タタカエマスカ」というキャッチコ
ピーで知られたテレビCMや、karoshi（過労死）
という言葉がオックスフォード英語辞典に掲載さ
れたことがニュースになる等していた我が国で
あったが、昨今は、労働時間に関する意識もずい
ぶん変わってきているように感じている読者の方
も多いのではないだろうか。その一方、医師につ
いては、患者への対応が曜日・時間を問わず求め
られうるものとはいえ、特に若手医師を中心に他
職種と比較しても長時間労働の実態があり、健康
への影響も懸念される中、今後の医療提供体制を
持続可能なものとしてゆく上でも多様で柔軟な働
き方を実現してゆくことが必要となっていると指
摘されている。本稿では、医師働き方改革の現状
について、厚生労働省の医師の働き方改革に関す
る検討会、医師の働き方改革の推進に関する検討
会の議論を紹介しつ、今後の課題について私見を
述べたい。

２．我が国の働き方改革をめぐる動き

　2018（平成 30）年 6月 29日に国会で可決成
立した働き方改革関連法（「働き方改革を推進す

るための関係法律の整備に関する法律」）は、少
子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児や介
護との両立など、働く人のニーズの多様化といっ
た状況に直面する中、投資やイノベーションによ
る生産性向上とともに、個々の事情に応じた多様
な働き方を選択できる社会を実現することで、成
長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりが
より良い将来展望を持てるようにすることを目指
すというものであった。
　この働き方改革関連法により、時間外労働の上
限の厳格化、36協定で定めることができる時間
外労働と休日労働の限度時間の上限規制、年休取
得の義務化（年 10日以上の年次有給休暇が付与
される社員に対し 1年 5日）、労働時間把握の義
務化、インターバル制（前日の終業時刻と翌日の
始業時刻の間に一定時間の休息の確保）の努力義
務化、残業の割増賃金率の引上げ、高度プロ
フェッショナル制度の新設等が行われた。これま
では労働時間は原則として 1日 8時間・1週 40

時間以内（法定労働時間）とされ、この時間を超
えて時間外労働をさせる場合には、労使協定（労
働基準法第 36条に基づくものであるため 36（サ
ブロク）協定と呼ばれる）を締結し時間外労働の
上限を定め労働基準監督署長への届出を行うこと
になっていた。臨時的に限度時間を超えて時間外
労働を行わなければならない特別の事情が予想さ
れる場合には、特別条項付きの 36協定を締結す
れば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行
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わせることが可能であった。また、上限の基準は
法律ではなく、厚生労働大臣の告示に定められて
いた。これが、今回の法改正により、臨時的な特
別な事情がある場合にも上回ることのできない上
限が原則として月 45時間（1日当たり 2時間程
度に相当）・年 360時間、臨時的な特別の事情が
あって労使が合意する場合でも、年 720時間以
内、（休日労働を含む複数月平均 80時間以内）、
（休日労働を含む月 100時間未満（休日労働を含
む））、原則である月 45時間を超えることができ
るのは、年間 6か月までと定められたのである。
法律に定めら、1947年（約 70年前）に定めら
れた労働基準法の歴史の中でも大きな改正といえ
るものとなった。1）

３．医師の働き方改革をめぐる動き

　働き方改革法による前述の上限規制は 2019年
4月から施行されたが、いくつかの除外や経過措
置が設けられた。特に医師を含む 4業種（医師
以外には、建設事業、自動車運営の業務、鹿児島
県及び沖縄県における砂糖製造業）については上
限規制が 5年間猶予されることなった点が医師
の働き方改革という点では重要である。
　医師への上限規制をめぐる議論については、国
会における働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律の審議を経て、付帯決議とし
て、衆議院では「応召義務等の特殊性を踏まえ、
長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域
における医療提供体制全体の在り方に対する視
点」2）、参議院では、衆議院の付帯決議の内容に加
え、「医師一人一人の健康確保に関する視点」3）を
大切にしながら検討を進めることとされた。この
ため、医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏ま
えた対応を踏まえ、医療界の参加の下で検討の場
を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな

働き方の実現を目指し、規制の具体的なあり方、
労働時間の短縮策等について検討し結論を得ると
なったものである。4）

　医師の働き方改革については、2016（平成
28）年 10月～ 2017（平成 29）年 4月の「新
たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働
き方ビジョン検討会」（全 15回）、2017（平成
29）年 8月～ 2019（平成 31）年 3月の「医師
の働き方改革に関する検討会（全 22回）」、2019

（令和元）年 7月から現在も継続している「医師
の働き方改革の推進に関する検討会」で順次検討
が進められた他、2021（令和 3）年 5月交付の
医療法改正（良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保を推進するための医療法等改正）
には、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康
確保のための措置の整備等に関する規定が置かれ
る等の対応がとられてきた。

４．2024年以降の時間外労働規制の
概要

（1）A水準（年960時間／月100時間未満
（休日労働を含む・例外あり））
　2024年以降の時間外労働規制は、通常予見さ
れる時間外労働については、医師についても一般
労働者と同等で、延長することができる時間数と
して 36協定の中で上限の時間数としての月 45

時間・年 360時間、例外として年 720時間、複
数月平均 80時間、年間 6か月までという原則に
は変わりはない。しかしながら、診療従事勤務医
師（医療提供体制の確保に必要な者として厚生労
働省令に定められる者）には、別途適用される水
準（A水準）が定められることになった。
　これは、診療に従事する医師には、患者の状況
の変化等、業務の性質上、通常予見することので
きない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度
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時間を超えた労働が必要になる場合もあることか
ら、1か月あたりの延長することができる時間数
の上限は、原則 100時間未満（脳・心臓疾患の
労災認定基準における単月の時間外労働の水準
（単月 100時間未満）を考慮したもの）とされ、
年間については月 80時間以下（毎月平均的に働
くとした場合には脳・心臓疾患の労災認定基準に
おける時間外労働の水準が休日労働込み複数月平
均 80時間以下であることを考慮したもの）の労
働となる（80× 12か月分である）年 960時間
とされた。
　ただ、A水準であっても通常の労働者を上回
る水準であることから、個別の状況に応じた健康
確保措置としての面接指導、結果を踏まえた就業
上の措置を行うこととされた。さらに、最低限必
要な睡眠時間の確保のために強制的に労働時間を
制限する「連続勤務時間制限」及び「勤務間イン
ターバル確保・代償休息」が努力義務として定め
られた。

（2）Ｂ水準（年1860時間／月100時間未満
（休日労働を含む・例外あり））
　救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療
機関等地域医療提供体制の確保の観点からやむを
得ずA水準を守れない場合には、地域医療確保
暫定特例水準（B水準）として年 1860時間／月
100時間未満（休日労働を含む・例外あり）の
上限が設けられた。また、B水準については医療
機関を指定し、都道府県知事の指定を受けた医療
機関かつ、指定に係る業務に従事する医師のみと
なった。また、B水準は「暫定」という言葉が示
すとおり、暫定・特例的な水準であるとして、
2035年度末を目標として解消することを目指す
ことなった。
　B水準はさらに 2つの類型に分けられており、
通常の B水準の他に、医師の派遣を通じて、地

域の医療提供体制の確保に必要な役割を担う医療
機関を対象にした連携 B水準が設けられた。こ
れは、自院のみでは年 960時間以内であるもの
の、副業・兼業先での労働時間と通算した場合に
は、時間外労働の上限が年 1860時間となる水準
である。
　B水準を目指す医療機関は、労務管理の徹底や
タスク・シフティングなどを進めるとともに、
「医師労働時間短縮計画」を作成し、新設される
「評価機能」の評価を受けることになった。医師
労働時間短縮計画については、必須記載事項とし
て労働時間数、労務管理・健康管理、意識改革・
啓発、策定プロセスがあり、これに加え労働時間
短縮に向けた取組としてタスクシフト・シェア、
医師の業務の見直し、その他勤務環境改善、副
業・兼業先の労働時間の管理等が項目として示さ
れている5）。この評価機能が、労働時間短縮が進
められているが、地域医療確保のために年間
960時間を超える時間外労働が必要な部門があ
ると判断した場合、都道府県知事が B水準とし
ての指定を行うという仕組みである。

（3）Ｃ水準（年1860時間／月100時間未満
（休日労働を含む・例外あり）
　この他、初期臨床研修医・新専門医制度の専攻
医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的
に症例経験を積む必要がある医師がやむを得ず
A水準を守れない場合には、集中的技能向上水
準（C水準）として、年 1860時間／月 100時
間未満（休日労働を含む・例外あり）の上限が設
けられた。健康確保措置として面接指導、結果を
踏まえた就業上の措置が行われること、「連続勤
務時間制限」及び「勤務間インターバル確保・代
償休息」の義務化、医療機関を指定し、都道府県
知事の指定を受けた医療機関で、指定された業務
に従事する医師のみになる点も B水準と同様で
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ある。また B水準のように時期は明示されな
かったものの、将来的に順次縮減される方向と
なった。
　C水準はさらに、2つの類型に分けられており、
C-1は、臨床研修医や専攻医、C-2は、医籍登録
後臨床 6年目以降で高度技能の育成が必要な分
野の医師が対象とするものとなった。いずれも都
道府県が医療機関を指定するが、C-1水準では医
療機関が「見込み時間外労働時間も含めた研修プ
ログラム」を提示し研修希望医師側が病院を選択
できる仕組みがあること、C-2は医師が高度特定
技能育成計画を作成し審査機関による個別計画の
審査が行われる点が異なる点である。医師労働時
間短縮計画を策定している点は B水準と同様で
ある。いずれにしても、高い技能を身に着けるた
めに短時間に集中的に症例経験を積むということ
で、「医師側から長時間労働を選択できる仕組み」

である、という点が重要である。

５．年1860時間はどのような経緯で
定められたのか

　医師の労働時間規制における B水準・C水準
の上限時間である年 1860時間という水準はいか
にして定められたのであろうか。

（1）Ｂ水準
　医師の働き方改革に関する検討会の中で、B水
準の具体的な時間数を検討した際には、考慮すべ
き事項として、医師需給との関係、政策医療との
関係・都道府県の関与、医師の勤務実態との関係
の 3つの要素が挙げられていた7）。特に医師需給
との関係では、マクロの医師の需給推計の際、労
働時間を週 60時間（年間時間外労働 960時間に

図1　2024年 4月以降の医師の時間外労働規制

出典：医師の働き方改革に関する検討会報告書6）を一部改変
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相当程度に制限し、7％のタスク・シフティング
を実現する等の仮定をおいた「需要ケース 2」
で、マクロの医師需給が 2028年頃に均衡すると
推計されている8）ため、2024年段階ではまだ約
1万人の需給ギャップが存在することが見込まれ
る。さらに医師養成にかかる時間を考慮すると
2024年までに需給ギャップを医師数増によって
埋めることは困難であることから、A水準に到
達することは現実的ではないとされたために別途
の水準を経過的に設けざるを得ないということと
なった。
　そこで、まずは上位約 1割に該当する医師の
労働時間を確実に短縮することを目指し、その
後、A水準に向けて段階的に引き下げてゆくこ
とになったことから、医師の勤務実態調査におけ
る勤務時間分布において、上位約 1割が該当す
る年間時間外の水準である 1900～ 2000時間程
度となったものである。また、この約 1割とい
う水準そのものについては、平成 29年就業構造
基本調査で、正規（年間就業日数 200日以上）
の雇用者の週就業時間 60時間（時間外労働とし
て概ね週 20時間、月 80時間に相当）以上の割
合が約 1割となっていることも参照されていた。
　この年 1900～ 2000時間程度というのは、医
師の勤務時間の実態を把握する調査として平成
29年度厚生労働科学研究班の調査「医師の勤務
実態及び働き方の意向等に関する調査」で病院勤
務医の週勤務時間の区分別時間割合が上位 10％
となるのが 1944時間であることを根拠としてい
たものであるが、週勤務時間のうち、診療外時間
（教育、研究、学習、研修等）における上司等か
らの指示（黙示的な指示を含む。）がない時間と
してさらに精査をし、厚生労働科学研究「病院勤
務医の勤務実態に関する研究」の成果を活用（診
療外時間における上司等からの指示がない時間が
4.4％あることが明らかにされていた）、時間数を

精査したところ、上位 10％は 1904時間である
ことが明らかとなり、さらに、月当たりの時間を
示す際の利便性を考え、12月で割り切れる近似
値として最終的に 1860時間が示されるように
なったものである。9）

（2）C水準
　C水準は、初期臨床研修医・新専門医制度の専
攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中
的に症例経験を積む必要がある医師がやむを得ず
A水準を守れない場合を対象としており、集中
的技能向上水準と呼ばれるものである。このよう
な対象者の特質を考えれば、それぞれの目的に応
じて何時間であれば目的を達成するかを考慮する
ことが必要であるのはいうまでもない。しかしな
がら、医師の働き方改革に関する検討会で B水
準・C水準の具体的な水準の議論が行われた際に
は、このためのエビデンスが存在しないこと、技
能の向上のための診療と日常診療は、概念的には
区別できるとしても、事実上連続しているもので
あることから、実際に切り分けることは困難であ
ることを考慮し、医師に適用される時間外労働の
上限のうち高いものと同じ水準とし、普段に見直
しを図るものとされ、B水準と同じ 1860時間と
なった。9）なお、この水準に関する検討会での議
論の際には、米国卒後医学教育認定評議会
（ACGME; Accreditation Council for Graduate 

Medical Education）が設けているレジデント
の労働時間制限（週 80時間）が年 1,920時間に
相当する水準であることも参照されていた。
　その後、医師の働き方改革の推進に関する検討
会10）では、基本的臨床能力評価試験について 

GM-ITE:（General Medicine InTraining 

Examination）という評価指標を用いて、研修
医の労働時間と基本的臨床能力との関連性を示
し、週 60時間以下の労働時間の研修医は週
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60-65時間の労働時間の研修医と比べ GM-ITE

の点数の低下が見られた。その一方で、週 65時
間以上の労働時間の研修医は週 60-65時間の労
働時間の研修医と比べ、GM-ITEの点数の有意
な上昇は見られなかったということもあり、C-1

水準の時間外労働時間の上限年 1860時間は今後
減少させるのが適当であるといった議論がなされ
ている点も注目される。

６．医師の勤務実態についての調査の
まとめ

　ここで、医師の勤務実態を把握するための過去
の調査の概要についても触れておきたい。

（1）医師の勤務実態及び働き方の意向等に関す
る調査（平成28年度調査）

　現在の医師の勤務実態や、働き方の意向・キャ
リア意識を正しく把握することを目的に、全国の
医療施設に勤務する医師（病床規模等により層化
無作為抽出した医療施設に勤務する医師約 10万
人を対象とした厚生労働科学研究（厚生労働科学
特別研究）「医師の勤務実態及び働き方の意向等
に関する調査」研究班が行った調査で、いわゆる
「医師 10万人調査」として知られているもので
ある。
　同調査は、平成 28年 12月 8～ 14日の 1週
間実施され、医師の属性、勤務実態を詳細に把握
するための 1週間分の勤務状況について自計式
のタイムスタディが行われた。この他にも、他職
種との役割分担やキャリア意識等の将来の働き方
に関する意向、さらに将来の勤務地に関する意向
等の医師偏在対策に関する項目についても調査が
行われた。
　この調査からは、勤務時間について、性別、年
代、勤務形態別の違い、育児中の働き方につい

て、「休職・離職」した医師の専門医取得率が他
の働き方を選択した医師よりも低いこと、他職種
との分担可能な業務について、調査した 5種類
の業務に要する時間のうち 1日当たり平均 47分
を分担可能であること、地方勤務する意思がある
医師の割合は約半数であるが、地方勤務を希望す
る意思がない理由として、20代医師は「専門医
資格の取得」が、30・40代医師は、「子供の教
育」が理由として多く、いずれの年代でも「仕事
内容」、「労働環境」が地方勤務への障壁となって
いることが明らかになっており、医師の働き方に
関する検討にあたって基礎データとして用いられ
た。

（2）医師の勤務実態調査（令和元年調査）
　令和元年度には、厚生労働科学研究（政策科学
総合研究事業（政策科学推進研究事業））「医師の
専門性を考慮した勤務実態を踏まえた需給等に関
する研究調査」班が、平成 28年度調査後の医師
の働き方の実態を明らかにするための調査を令和
元年 9月 2日～ 8日に実施した。同調査の医師
調査は、紙媒体の調査票配布部数 141880部に加
えweb調査も一部組みわせる形で実施された。
　同調査を通じ、令和元年調査以降の医師の勤務
実態を明らかにするとともに、タスク・シフティ
ングの状況、育児休業の取得状況等を明らかとし
た。また、1週間の労働時間に関する自計式調査
では、診療業務、診療外業務（研究、教育、その
他業務・研鑽の別や、これらに対する上司の指示
の有無）、宿直・日直、宅直・オンコールについ
て、主たる勤務先とそれ以外の勤務先に分けて記
載する他、睡眠時間も聞くなど、平成 28年度調
査と比べて詳しい回答を求めるものとなった。こ
の調査結果も、医師 10万人調査とともに、医師
の働き方に関する検討にあたって基礎データとし
て用いられた。
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（3）病院勤務医の勤務実態に関する研究
　前述の 2調査は医師が自らのその勤務状況を
記録、提出する自計式調査として実施されたが、
平成 29年度厚生労働行政推進調査事業費「病院
勤務医の勤務実態に関する研究」では、勤務して
いる医師の業務内容を観察者が 1分単位で記録
する他計式調査も実施された。この調査は、全国
医学部長病院長会議、四病院団体協議会等から推
薦された医療機関等を対象に、看護師等の観察者
が業務内容を記録したもので、医師本人がその業
務内容を記録する自計式調査とともに実施され
た。調査は、先行調査が平成 29年 11月、平成
29年 12月～平成 30年 2月に実施され、当直、
自己研修・研究の実態等を詳細に明らかにした。
この調査からは、一定の休憩・仮眠時間を確保で

きている場合でも連続した時間を確保できず、診
療時間が断続的に分布している場合もあること、
当直開始前後の時間帯においては、日中の診療業
務がそのまま継続をしているような場合も多いこ
と等を明らかにした。また、病院の常勤医師の
「診療外時間」（教育、研究、学習、研修等）にお
ける上司等からの指示（黙示的な指示を含む。）
がない時間割合についても調査されていたことか
ら、先に述べた B水準医師の時間外労働の上限
規制をめぐる議論の際にも重要な役割を占めた。

７．今後の課題

（1）働き方改革が医療提供体制に与える影響に
ついて

図2　平成28年度・令和元年度調査における病院常勤勤務医の週労働時間の区分別割合

出典：令和元年「医師の勤務実態調査」及び「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」の結果の公表について 11）を一部改変
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　医師の働き方改革は、労働問題にとどまらず、
医療提供体制にもさまざまな形で影響を与える問
題であり、国も「地域医療構想」、「働き方改革」、
「医師偏在対策」を三位一体改革と呼び、一体的
な取組を進めている。12）

　労働時間は副業・兼業を行う場合通算すること
とされており（労働基準法第 38条第 1項）、連
携 B水準が B水準とは別の水準として定められ
るなど、兼業の扱いが注目されている。令和元年
調査でも、病院常勤勤務医の約 6割が主たる勤
務先以外での勤務を行っており、特に大学病院の
常勤勤務医は、9割以上が複数の医療機関で勤務
しているという調査結果もある13）。このような
中、労働時間制限を順守するために、医師が兼業
先である地域の医療機関から引き上げるようなこ
とがもし起これば、地域医療の維持に大きな影響
を与えるのではないかという懸念が生じている。
　この点に関し、厚生労働科学研究特別研究「医
師の働き方改革の地域医療への影響に関する調
査」14）からは、大学病院による地域医療機関から
の医師の引き上げが第 1選択となるケースは極
めて稀である、との結果が出されてはいるもの
の、仮に医療機関からの医師の引き上げが起これ
ば、地域医療の体制に影響が及ぶ可能性は否定で
きる、今後の課題として注目される。

（2）新型コロナと働き方改革
　新型コロナの流行が患者の受療行動や医師の働
き方にも大きな影響が及ぶのではないかという指
摘がある。本稿執筆時点（2022年 1月）の時点
では、オミクロン株による第 6波の感染拡大時
期にあたり、今後の見通しが経たない段階ではあ
るが、新型コロナウイルスの影響による受療行動
の変化については徐々に明らかになりつつある。
例えば、新型コロナウイルス感染症終息後の受診
行動への考えについて、コロナにより受診頻度が

減り、終息後も現在の受診頻度を維持する予定と
答えた者が約 10％いるといった調査結果15）もあ
るが、長期的な影響については引き続き検討が必
要である。

（3）医師の勤務実態の継続的な把握方法につい
て
　検討会では、医師の時間外労働の上限規制適用
開始前までは、地域により異なる状況を把握しそ
れぞれの地域の特殊性を踏まえた上での時間短縮
に向けた対応を検討することが必要となるため、
医師の働き方改革の地域医療への影響や医師の勤
務実態調査についても継続的に実施する方向で検
討が進められているが16）、2024年度以降も、B

水準終了期限である 2035年度末に向けて医師の
労働時間の削減を進めていく必要がある中、どの
ような形で医師の勤務実態を把握してゆくかは今
後の課題であると考える。
　医師の勤務実態については、これまでは厚生労
働科学研究班のデータが利用されているが、将来
的には、研究とは違った形での把握の仕組みも必
要になってくるだろう。また、それが国の統計調
査の拡充になるのか、新規統計調査になるのか、
統計とは別の仕組みが立ち上がるのは今後の議論
を待つ必要があるが、正確で迅速、かつ調査対象
者の負担ができるだけ少なくなる形で医師の勤務
実態を継続的に把握する仕組みの構築が今後の課
題となるだろう。

（4）周知活動
先に公表された厚生労働省の勤務医に対する情報
発信に関する作業部会が二次救急医療機関以上の
10医療機関の勤務医を対象として、2021年末
～ 2022年初頭に行ったアンケート調査17）では、
2024年度から制度が開始すること、労働時間の
上限の意味、自己研鑽の考え方については、回答
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者の半数以上が「よく知っている」)「ある程度
知っている」と回答していた一方、各上限水準の
内容や宿日直許可基準の内容については、「全く
知らない」という回答が約半数を占めている等、
制度の認知についてはまだまだ課題があることが
明らかとなった。同アンケートでは、医師の働き
方改革に関する情報がどこから発信されると最も
目に留まるかについて、「所属組織（病院 ･診療
科 ･医局等）」による発信とする回答者の約半数
を占めており、医療機関を通じての情報発信が求
められる。

８．おわりに

　2022年を迎え、医師の時間外労働の上限規制
の導入まであと 2年余りとなった。“half full” や 

“half empty” ではないが、あと 2年もある、と
考えるべきなのか、もう 2年しかない、ととら
えるべきなのか、どちらであろう。
　医療機関が、医師労働時間短縮計画案を作成し
労働時間（実態）を把握したうえで、どの水準を
目指すかを決め、取組を開始するとともに、評価
センターの評価を受けることが必要であり、と、
手続き面を考えると、後 2年しかないとも言え
る。一方、医師の働き方改革については、これま
でその必要性が認識されながらも、なかなか改善
に至らなかったものであるがゆえに、今回の制度
改革に合わせて長年の課題を解決することができ
るチャンスがあと 2年もある、とも言える。
　医師の働き方をめぐる議論が、地域医療への影
響を最小限にしながら、医師にとってより望まし
い働き方につながり、そのことが医師自身の健康
や幸福、患者の利益、地域の人々の健康につな
がってゆくことを願うばかりである。
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The current state of work style reform of Japanese Physicians

Abstract

　A declining birthrate and aging population have brought about a declining working-age population in 

Japan. As the working population declines, work style reforms to meet diversifying needs of workers such as 

redressing long working hours and improving productivity, balancing between childcare / long-term care and 

work, engaging women and elderly in work, redressing disparities between permanent and non-permanent 

staff, become more important. These formed the background for the legislation of the "Act on the Arrangement 

of Related Acts to Promote Work Style Reform" in 2018. Under this law, a new system that places an upper 

limit on working hours and the advanced professional system was established in 2019. 

　However, for physicians, labor regulations are needed that pay particular attention to their special 

requirements such as the obligation to attend to patients as well as other special circumstances; the regulation 

of the upper limit on working hours was to be postponed enacted in 2024. In the meantime, specific regulations 

and efforts to shorten working hours, with the aim of realizing new high-quality medical care and working 

styles in the medical field, were discussed with the participation of the relevant medical community. 

　In this article, I would like to outline the discussions of the national panel on Promote Work Style Reform of 

Physician, summarize the proposed regulation under current discussion, and examine remaining issues to be 

considered. 

[Keywords] work style reform of physicians, labor legislation for physician, limit on working hours. 
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