病院 における

労務 トラブル対策 と書式例

によっては、 本業先 に未払 い割増賃金が生

副業許可申請書

じるリスクがあ ります 1)。
多湖 ・岩田 田村法律事務所
弁護士 染谷裕大
弁護 士 ・ニ ューヨー ク州弁護 士 田村裕―郎

連載

第 5回

(2}労 働者の健康配慮

機関において副業を行う場合の副業許可[ll
―
請 !tの ―
例 です。

とがで きるよう、必要な配慮をする義務 (安

(1)労 働時間の通算に関する事項

全配慮義務 )を 負 っています。例えば、長

(ア

)通 算規定の適用の有無

近時、働き方改革 の一環 として副業推進 の動きがあ り、厚労省 のモデル就業規則が
副業を原則認 める方向に変更されたり、平成 30年 1月 には「副業・兼業 の促進に関す

時間労働によ り疲労が蓄積 した労働者に対
しては、使用者 として、 当該労働考が健康

い ては逝 算規定があ りますが、通算規定が

るガイ ドライ ン」 が出されるなど、副業に注 目が集ま つています。

を害 しないよ うに業務量 を調整する等の対

適用 されない場合としては、
ll業 先 において

応を取 る必要があ ります。

(い

1)、

医師 については、従前から複数 の医療機関での勤務も珍 しくないと思いますが
副業 を踏 まえた労務管理が徹底されていない場 合も少 な くな いと考 えられます。この

労働者 が副業 を行って い る場合には長時

慮義務が果たされて いなかつた りと、使用者に法的 リスクが生 している可能性があ り
ます。
そこで、今回は副業 を踏まえた労務管理 のポイン トおよび リスクを説明 したうえで、
使用者 に生 じる法的 リスクに対応するための書式 を取 り上 げます。
にお い て労働 して いる場合 、'労 働時側 は通

副業を踏まえた労務管理の
2)
ポイントおよびリスク

算 され ます (労 基法38条 1項 ).,こ の規定
は、副業の場合 にも適用されると考えられ

￨

て い るため "、 本業先である病院等 の実労

(1)労 基法上の労働時間通算

働11‖ ‖
￨の みでは法定労働時 l‖ を超えない場

労基法 は、原則 として 1月 8時 間、1週

としてお り、法定労働時‖
‖を超えて労働 さ

合であ って も、本業先 と副業先 の実労働時
′
｀
間を迦算 して法定労働 ￨￨‖ ‖を超える場 に

せる場合 には、36協 定 の締結 ・属出や

は、割 11,賃 金の支払 い等が必要 とな ります。

40時 ‖
Uの 限度 (法 定労働時間 )
1を 労働時‖

11増

賃金の 支払 い (以 ド、制増賃金の 支払 い等

したが って、本業先が、本業先の実労働

)

時間のみをもとに悧1,1賃

が必要 とな ります。
また、′
労基法̲li、 労働 者が共な る !̀業 場

l)医 師が公務11に 腋当する場合には、現￨:の 法律

金の支払 い を行っ

1‖ 等
ている場合 、副業先における実労働サ
:‖

11、

磁 来が制限されてい ます

(国 家公務 !t法 103条

.Ю

l

′公務lt法 38条 ).
条、地 ′
2)仄 師や看謹師 と￨ヽ 家機関との契約は、基本的にはM'日 契約 と孝えられるため、本格では本来も副 Xも
鷹用契約である場合を前■ としています.
3)地 ,■ ■については.副 来推進の妨げになるとの意見も多 く、 ′基法改 正ヽの検討が Ftさ れている
'′

ため、今後〕意が必要です.
k薇 ,I● "18118,11・ :611', No.lm

■ ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ 日

場合 には、未払い割増賃金が生 じて しまつていた り、健康管理が十分ではな く安全配

82

命、身体等 の安全を確保 しつつ労働するこ

使用者は、労働者に対 して、労働者が生

業

副

本書式 (85ベ ー ジ)は 、1欠 師が他の医療

前述 の とお り、労基法

労働時間につ

(2ヽ
労働 イが管理性督著である場 /｀ 、
断親

的労働の許可を得た労働 (い わゆる 当直バ イ

間労働にな りやす く、副業 を行って いない

ト等 )に 従事する場合 '￨が 挙げ られます。

労働者に比べ て過重労働を原因 として健康
を害する可能性が高 い とい えます

11の

これ らの場合はHl業 先の

'′

時 1出 を通算

̀働
する必要がないこ とか ら、制増
11金 の 支払

5)。

労働者 の様子か ら、健康 を害 して い ると

い等 との 関係 では、本業先における′
ノ
′働時

見受け られる場合 に、 当該労働者にさらに

間のみ を計第するこ とで足 ります 、そのた

過竜労働 を課 して健康状態 を悪化 させて し

め本書式では、111業 先での 立場および断続

まうと、安全配慮義務 (労 契法 5条 )に 違

的労働 の許 IIの 有無を確認することとして

反 した もの として、使用者が損害賠償責任

い ます

を負 うリスクがあ ります

6,。

(イ

(6'∫ 〔
および10']t).

)所 定労働‖
11,1等 の把握

通算規定が適用される場合に本業先 と副

4)

協定の構粘・‖出 との凹係では、違法な時ll,外 労働を命 して しまっているリスクや、,"1̀す (f子 を魚
うリスクもあ ります。
5)「 副栞・兼業の促進tt関 するガイ ドライン1で は、
「副 X・ 1に 来イの■II↓ ′
′
′働や不■‖Iな ′
′動による
￨￨り

撻,k日 1年 を ,」 Lす る観点から、働 き通 ぎにならないよう、1"え ば、 11社 での労務と副 X・ 兼来先での
労務との兼ね合いの中で、時間外・体 11労 働の免除や抑制゛を行 うなど、それぞれの'"栞 ■において
̀′

適りな措置を確 じることができるよう.′′使で .[じ 合うことが適 当である」 と￨"摘 されてい ます
liた
6)現 1呼 点 では、労災認定の判断に ｀
っては、本来先と洲 来先の労側
地算 しない もの とされてお
1)(大 阪地制平成291:3月 1311(国 ・ 掟
'￨￨11は )).安 ′
ル71t(鮨 内‖111発 り
i:,1'作
掟 慮義務避反に鳩
'￨1労
づ く僚″賠償請求についても、′
′
られ ます.た だ し、["記 ハ刊何
′働1,間 の連,)は されない もの と
においては、′
芳災認定についての判断ではあ 1,ま すが、本来先と̀え
ll K先 が■イ
t的 に同 ・の ' 業体であ
るような場合には.労 働時側の迪
れる余地があると指摘 されているため、,￨:恵 が必要です.
｀には、
'が ̀jわ
7)当 riバ イ トであったとして も、急想に対する誇殊倅の
った場 ′
:祐 1l riに おける地常 来場1を
̀′
その時厠は、′
労働時間の通算の対象となるものとみえられます .な お、断機的 ′
ての計釧は
,働 につい
2()18年 6月 111り をなlll(し て ください.
.

佐暴
'I●

力18年 8'11・

1511ケ

ヽt,.Im

●:

￨

別図 割増賃金の支払 い等 の義務 を負 う使用者 8)

副業許可中請書 (医 師

Ａ
︐
院

(人 )

所 定 フH

(水 )

所定 フH

④労働時間を
延長した
A病 院負担

(木 )

所定 フH

法定時間外 3H

(金 )

所定 フH

̲年 ̲月 ̲日

医療法人OO
理事長 OO殿
(氏 名)

111

私は、当法人の就ス規,11の 副来許,∫ 等に関する規定"'に 基づ き、 ド記のとお り副来許」の11請 をしま

週所定

35H

す

1

ｒｌ
ｔ
﹁

Ｂ病院

2 1

a,

―

￨

■

法定時間外 2H

￨'11・

所定 フ H

3
4
5
6

②後か ら契約
を:￨1結 した
B病 院負担

業先 のいず れが割増賃金 の支払 い等 の義務

(9項 〜13項 )1い 。

を負 うかについては、⑦所定労働時間を通

(2)健 康配慮 に関する事項

副業の診蒙科 ll
副業の ′
、
ィメ
労働時￨111酬
10 ,'F定 ′
,動 時 :1

前述 の とお り、使用者が安全配慮義務逮

か ら契約 を締結 した使用者 (別 図の「B病

反に基づ く損害賠償責任 を負 うリスクに対

11

院」)が 負担すると考え られてお り、④ (通

しては、使用者 として、労働者 の副業先 に

12
13

算 した所定労働時間を前提 に)す でに法定

おける労働時間や業務 の過重性 を把握 し、

14

労働時間 に達 して い ることを知 りなが ら労

労働者 の健康状態が悪化 しない ような労働

働時間を延長する場合には、延長 した使用

環境 を整える ことが必要です。

者 (別 図の「A病 院」)が 負担すると考えら

この よ うに、割増賃金等 を適切 に支払 う

のため本書式 では、劇葉先 の所定労働時間、

および実 労働時間を把握する必要があ りま

所定労働 日に加えて、副業先 の診療科 目や

す。

診療内容 (診 療 、検診、当直等 )を 記載す

制、所定労働時間、休憩時間、所定労働 日、

るように して い ます (7項 、 8項 、 10項 お
よび12項 )‖

)。

薇 (外 来.病 棟 子篠)● 検お .当 :に その他
通常■変形労働時‖
1割 被 ■労働制 その他
̲時 ヽ̲￨10(断 競的労働の計, あ り なし)
週̲時 間予定
̲分 (̲時 ̲分 〜̲時 ̲分
̲1嗜 11、 ̲唖「
̲昭 u tめ なし
:参

休憩時間
所定労働 日 (1晨 日
法定休 日
その他特記事項

)

)

,

)

￨

li記 の 内容に変更が生 した場合は、直ちに、変更内容をOま でご連続 します。
｀、副莱計可が り消 される場合があることについて即
また、掟来規則所定の事口￨が あった場 ′
取
解 しま
した。

,̀イ

求 人票 .秘 密 ∫
,0,・ '111̀￨￨

サ,I::

以

li

11)使 用者 としては、これ らの事項 を把握 したうえで、(撻 燎配慮の必要性に応 して)副 来先における所定
′ 時lllを 短縮することを条件 としてI,1来 の計 1了 をすることや、副来を不計 ,子 とすることなどがらえ
̀働
られます。
医療機関の場合 は、疲労 による医療 ミス■を防止する観点から、1側 来の計 Irの 判断は快 〔
に行うべ きといえます。
12)栞 様が災なる,1来 (例 えば不動産業■)や 性発.不 定期に′
:iし る剛来 (1,Iえ ばセ ミナー爆師、執年等
11丁

=し

(な お、A病 院 とB病

て

院の開設イはり1の 医療法人等であることを前提 としてい ます)。 また、(●
は、A繊 院が、当敵医師が B病 院で動務 (111の 所定労働時間が 7時 間)を 行 っていることを認識 しな
が ら、新たに 3時 間の時間外労働を命 じる場合です。
9)副 茉先における勤務が醐来先の法定休 I:に 行われる場合、 :雉 労働時側 は近算されない となえます。

10)実 際 の実労働時円については、労働者に自己中,I,を 行わせ ることなどによって把握する必要があ りま
す。
躍針璧 2018年

常動医師 り
1:常 勤医師・ その他 (
十理監督キ ゛理監‖者ではない

)

8)別 図では、先に A病 院で勤務 していた医師が、劇業 として B病 院での勤務 を開始す る場合を想′

"饒

̲̀F̲月 ̲ll
無期.布 期 (̲年 ̲月 ̲日 ヽ̲̀1:̲月 ̲11)

に関 しては、1,1の 書式を準備することが考えられます。
13)本 書式は、就来規則において副来計 lザ の許 11'￨̀山 や許 手続 きヽがため られていることを前拠 として
い ます (■ 体的な就業規則の定めについては、外部ψ門家に11談 して ください).

法定休 日')を 記載す る内 容 としてい ます

11

)

(

よって も大 きく異な ると考え られ ます。そ

観点か らは、副業先 における所定労働時間

そ こで 、本書式は、副栞先での労働時間

病F,。・ 診贅所 .そ の他

そ して、業務 の過電性 は診療科 ごとの特
徴があ り、業務内容 (手 術か検診か等 )に

れて い ます。

副来先の名称
来先の種類
閣来の勤務予定場所
題来開始予定日
副案予定期間
副来先での立場

7
8
9

算 して法定労働時間を超える場合 には、 後

い ます

医療機関用 )12)

所定 7H

(月 )

8サ 11・

15,1サ No」

次 回以降 の予 定

9月 1日 号

同一労働同一 賃金

10月 1日 号

医療機関におけるハ ラスメン ト

11月 1日 号

医療機関 と働 き方改革法

m

艤

"院

'I健

2018年 8,11・ 1511サ

Nol節

85

病院経営をリー ドする『 病 院 羅 針 盤 』 9月 1日 号予告
企 画

地域 を 支える 救急医療最前線

1

事例 1

事例 2
事例 3

報

告

消 防局本部・救急隊 と協働 した
救急患者受入プ ロ ジェク ト
成田赤十宇病院 事務部 医事管理課 i長 谷川久
救急隊 員 ア ンケ ー トによるニー ズの把握 と課題
ヽ
筑波メディカルセンター病院 地域医療連携課 ′
」
林祥子
外 国人救急患 者 の受 け入 れ と対応
製鉄記念室蘭病院 事務長 山口秀一
救急搬送における医療機関 の受 け入 れ状 況 の実態

2 利用者、職 員満足 を追求 したデイサ ー ビス「杏 クル ー ズ」

企 画

医療法人石橋内科 事務長 石橋正子

3 新・ リレー連載

企 画

介護療養型老入保健施設か ら介護医療院へ の転換 と
法人におけ る位置づ け
社会医療法人財団董仙会

一般 に、病院 の総務:供 職 11は 縁 の ドの力

(け いじゅヘルスケアシステム)理 事長

神野正博

病院羅針盤 ― 経営者に聞く⑩
医療法人社団 永生会 みなみ 野病院 (東 京都 )飯 田 達 能 病院長

第 5国

内向型職員を起用する理由

条件 として い る。
さて、当院 の総務課にあたる部署は中央

者の 要望 を実直にこなす とい う、やや弱 い

管理室 と呼 ばれる場所にあ り、ワンフロア

立場 の 11務 11と も,:わ れて いる̲私 はあえ

に多職種 (管 理職を含む)約 Ю人が集 まり、

て、 :l̀務 員 と,:わ ずに 'lj務 職 と呼ぶ ことに

情報 を共有 しなが ら日常業務を行 う緊張感

しているが、この 11務 職 の 役割 は、地道な

漂 う部署 である。

努力で 11,た ない業務 を コツコツとこなし、
liし た川題に静か に対応 を
時には院内で発′

い。実は、私の経験 か ら内向型の職 員 をあ

する。現場か ら迎絲があればただちに対応

えて推薦 して い ること もある。内向型は内

11の :11滑 油にな っている。 これ

気 とか物静か な性 格 、 (― 概には言えな い

らのことか ら、病院内では欠かせ ない存在

が )人 付 き合 いが悪そうなどと、 とらえら

だと思っている。

れがちである。 しか し、内向型の職員 は、

を し、調
̀署

部署 の特徴 もあるが、内向型 の職員が多

か ら、私は 「すべ て の仕事 は人間関

外向型 の素養 も持つて いる。例えば、自分

11に 成 り′っている」 と思って いる。

が重要視 されてい ると感 したとき、外向型

たとえ優秀な職員で も、職場内 の職員と心

の 人のよ うに振 る舞 い、業務を確実にこな

が通 しない限 り、継続的な成果は生 み 出せ

して くれる。

係の

ない。 もちろん、人間関係 だけで仕事が成

内向型 の職員は、日頃か ら回数の少ない

り立つ と言えないこ とは承知 して いるが、

人が多い。 人は、言い過 ぎる と言葉尻をと

人の採用や人事異動 については「人とな り」

らえられて足元をす くわれる こと もあるか

にこだわる。

ら、内向型 の職員はその点で適任であると

特 に、中心的な業務 を担 う部岩

全国病院広報実 務者会鏡研修会開催のお知 らせ

完全攻略「新医療広告ガイドラインと著竹謝闘
主 宰 NPOメ デ ィカルコンソーシアムネッ トヮー クグループ
2018年 6月 .新 医療広告ガイ ドラインの運用が開始されま した。WEBサ イ トが広告の適用範囲と

テー マ

医療法人寿人会 木村病院 事務部長 木村結花

持 ちで、 l欠 :￨￨や 薬剃 nI、 看縦niOな ど有資格

￨1頃

医療・ 介餞新時代 を切 り拓 く「介護医療院」

￨

明 るい未来 に
想 い を馳 せて

(一

般に

い う総務 i傑 )に ついては、こだわって適任
者を登用す ることにして い る。

思 っている。
随分 と前 の話 になるが、総務課だけに事
前報告 をした内容を、総務課職員の一 人が

なり.そ の影響は非常に大きいと予測されています。 しか し、本ガイ ドライン改定での指摘事例がまだ
少ないこともあ り、広報担当者の方は解釈に悩まれているのではないで しょうか。自院のWEBサ イ ト
を活用 していくためには.新 医療広告ガイ ドラインの理解が非常に重要です。
研修会では改定項目を中心に.ま た事前に参加者から寄せ られた質問に詳 しく解説するとともに.ま
すます厳 しくなる書作権についてもポイン トを解説 します。

まず、人の話 をよく聞 く=聞 き̲L手 を選

別部署 の 同期 に話 を して しまった こ とが

ぶ。開 き上 手は話 し ヒ手で もある。次に、

あった。その職員は「 ここだけの話 よ」 と

自分 のス タンスを用 さない。ただ し、状況

言ったようだが、 ここだけの話は「 ここだ

【
福岡開催】第6回 全国病院広報実務者会議研修会in福 同

に応 しては 1分 を絶対視せず、事 象や場面

けの話」に とどまらず またた く,1に 院内に

に応 して相 手の 立場 を考えて柔軟に対応で

広 まり、問題が生 して しまった苦い経験が
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きる。最後に、成張 らない、 日立ちす ぎな

ある。そのため、私は部署 の特徴を考えな

い、 11慢 しない 、裏切らない など、 ご く当

が ら、現在は内向型の職 員 を管理業務 に起

た り前 の ことで あるが、これ らを適任者 の

用する ことが 多い。

