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看護師の労働時間性

今回は、看護師の労働時間について取り上げます。看護師の労働時間の特徴的な点
としては、入院患者を抱える病院では夜勤シフ トが必要となり、長時間労働につなが
1)
りやすい点が挙げられます。長時間労働に伴う時間外労働の発生を抑制する解決策

として、今回は、変形労働時間制の導入を取り上げます。

ます。

変形労働時間制 とは

一方、変形労働時間制 を採用 していれば、

変形労働時間制 は、一定 の期 間を平均 し

一定期間 にお け る別 の 日、別 の週 の労働時

て 1週 間あ た りの労働時間が法定労働時間

間 と平均 して 1週 間あ た りの労働時間が法

以内になるよ うに所定労働時間 を設定す る

定労働時間以内 になって いれば、 時間外労

ことによ り、例 えば、所定労働時間が特定

働 は生 じて い ない もの と扱 うことがで きま

の 日に 8時 間を超 えた り、特定 の週 にの 時

す。 この よ うな処理 が可能になる こ とが、

間を超 えた りして も、法定労働時間を超 え

変形労働時間制 を使 うメ リットと言 えます。

た との取 り扱 い を しない制度 です。

以下、看護師のシフ トで多 い と考 え られ

24時 間365日 、入院患者 の看護が必要 とな

る病 院の場合 、 シフ ト制が採用 されて い る

シフ トごとの所定労働時間や シフ トの組み
合 わせによっては、労働時間が法定労働 時

ます。
つ

ことが多 いです。シフ ト制 を採用 した場合、

る 1カ 月単位 の変形労働時間制 を取 り上 げ

変形労働時間制 に関する
就業規則案 (一 例 )

間を超 える場合 (例 えば、夜勤の 日に 1日

本書式 (66ペ ー ジ)は 、看護師の変形労

10時 間を超 える場合)も 生 じます。 この場

働時間制 の場合 の就業規則案 の一 例です。

合、通常 の労働時間制 では、労働時間が 1

(1)定 める必 要 の ある事項

日 8時 間を超 えた分 だ け時間外 労働 とな り

1)長 時間労働

(お

1カ 月単位 の変形労働時間制 を採用 す る

よびこれに伴 う過労 )自 体 を抑 制する解決策 としては、例えば、外来診療時間の短縮

や、看護補助者の配置 による看護職員の負担軽減が考え られ ます。 これ らは、病院 ごとに「医
療従事
者の負担 の軽減及び処 遇 の改善に資す る計画」 を作成 し、その中に盛 り込む こ とによって、入
院基本
料等加算の施設基準等 を充足す ることにつ なが り得 ます (保 医発∞05第 2号 参照 )。
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場合、労使協定または就業規則で①変形労

(2)シ フ トの作成

(変 形期間を

シフ トを作成す る際 には、個 々の看護師

平均 して 1週 間あたりの労働時間が40時 間

の 1カ 月の所定労働時間の合計 を、変形期

働時間制を採用する旨を定め
(特 例事業

2)の

場合 は44時 間)を 超えない

間における法定労働時間の総枠 内に収 める

定め)、 ②対象労働者の範囲、③変形期間お

必要 があ ります ので、 ご留意 くだ さい。

よび起算 日、④変形期間における各 日およ

(3)シ フ トの変更

び各週の所定労働時間、⑤

(労 使協定の場

合)有 効期間を定める必要があ ります。

変形労働時間制 は、 あ らか じめ具体的な
労働 日お よび労働 日 ご との所 定労働 時 間

なお、前述の④ については、本書式のよ

(本 書式 の場合 シフ トが これに該 当す る)を

うに、就業規則等においてシフ トパ ターン

特定す る必要 のあ る制度 です。そ のため、

を記載 したうえで、各人の具体的シフ トを

使用者 が労働時間等 を任意 に変更 で きる場

事前にシフ ト表で定める旨を記載するとい

合 は、変形労働時間制 の有効性 が 否定 され

う対応は可能です。ただし、 シフ ト表は、

るもの と考 えられ ます。

その対象期間すべての労働日ごとの所定労

ただ、一度特定 を行 った後 であって も、

働時間をあらかじめ具体的に定め、労働者

人事配置等 で看護師の 人数に変動が生 じた

に通知する必要があ ります。

場合 や看護師 自身の希望がある場合等 によ

前述の① ない し⑤ のいずれかを欠 く場合
は、変形労働時間制の有効性が否定され、
未払い残業代の支払い義務を負 うリスクが
あ ります3)。

間の変更が必 要 となる場合 もあ ります。
特 定後 の労働 日お よび労働 日ごとの所定
労働 時間の変更 に対応す るためのひ とつ の

本書式では、この リスクを回避するため
に、それぞれ 1項

り、労働 日お よび労働 日ごとの所定労働時

(② 対象労働者の範囲、

③変形期間および起算 日)、 2項
働時間制を採用する旨)、 3項

(① 変形労

(④ 変形期間

方法 として、本書式 の ように、就業規則 に
変更条項 (5項 )を 置 くこ とが考 え られ ま
す。裁判例 (東 京地判平成 12年 4月 27日

)

では、就業規則 に労働者 の生活 に対 して大

における各日および各週の所定労働時間)

きな不利益 を及ぼ さない ような内容 の変更

により、就業規則で定めるべ き事項 を規定

事 由を記載 した変更条項 を置 き、それに基

しています。

づいて変更する ことは、変形 労働時間制 に
お いて労働 日お よび労働 日ごとの所定労働

2)例 えば、常時10人 未満 の労働者 を使用する保健衛生の事業に該当する場合 が挙げ られ ます

(労 基則25

条の 2第 1項 )。

3)有 効性が否定される と、1日 8時 間 または 1週 40時 間を超 えた部分 はすべ て法定時 間外労働 となるた
め、長時間の シフ ト (例 えば 1日 16時 間)を 定めて いる場合 には、多額 の未払 い残業代が生 じる可 能
性があ ります。なお、本稿 では割愛 しますが、変形労働時間制 の場合の時間外労働時間の計算は、正
確 に行 うと複雑になるため (詳 細 は外部専門家 に相談 して くだ さい)、 注意が必要 です。
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時 間 の特定が求 め られて い る趣 旨 には反 し

には、労働時間 に該 当 しない とす ること も

な い と判断 されて い ます。

あ り得 ます。 ただ し、 ナー ス コー ル等 に対

なお、同裁判例 にお いて、変更事 由 は、

す る即座 の対応 が求 め られてお り、実際 に

労働者が どの よ うな場合 に変更が行 われる

も仮眠時間中 に業務 が生 じる ことが まれで

のかを予測す る ことが可能 な程度に具体的

はない場合、労働時間 と判断 され る可能性

に定 める必 要 があると指摘 されてい ます の

が高 いです。
看護師の仮眠時間 に関す る裁判例 (東 京

で、 この点 には留意 が必要 です。
また、そ もそ も就業規則等 にお いて、労

地判平成17年 8月 30日 )で は、夜勤中にナー

働 日や所定労働時 間の特定 につい ての最終

ス コー ルが 10回 以上鳴る こともあ り、ナー

決定 の期限を、変形期 間開始 日 (本 書式 の

ス コー ルが鳴 った場合 に仮眠が中断 される

場合 、毎月 1日 )の 前 日等 に してお くこと

こと等 の事情 を考慮 して、仮眠時 間の労働

も考 え られ ます。 この ような規定に してお

時間性 が肯定 されて い ます。

けば、最終決定 の期限までは、比較的 自由
にシフ ト変更 を行 い得 ます。

したがって、仮眠時 間を設けて い て も、
そ の実態 に合 わせて、労働時間 に含 めるか

本書式 では、看護師 か ら翌月の シフ ト希

否 か の検討 が必要です。仮 に、仮眠時間を

望 を聴取 した うえで (4項 )、 具体的 なシフ

労働時間か ら除外す る として も、仮眠時間

トを定 めるこ とに して い ます。 また、実際

中 に実際 に業務 に従事 した時 間があ る場合

に作成 した シフ ト表 は、毎月 1日 か らの変

には、時間外割増賃金 (場 合 によっては、

形期間が始 まる前 に従業員 に示す必要があ

深夜割増賃 金)の 支払 いが必要 となる こ と

るため、 シフ ト表 の提示方法 を明示 し、前

に注意が必要 です。

月末 日までに提 示す るこ ととしてい ます (3

本書式 では、夜勤 中の仮眠時間を労働時
間か ら除外 してい ます。労働か らの解放 を

項 )。
なお、直前 まで シフ トが分か らない とプ

保障する観点から、本書式では夜勤①

ライベー トの予定 を組 むことが難 しい との

の仮眠時間が重ならないようにしてお り、

不都合が生 じると考え られるため、運用 と

また、仮眠時間帯については他の夜勤 シフ

しては、最終決定 の 1週 間前等 に仮 の シフ

ト者が対応する体制を想定 しています。

トを各看護師 に伝 え、その後、看護師か ら
の変更希望や業務 の都合等 を考慮 して、最
終的な シフ トを月末 までに決 定す る こ と等

次回以降の予定

が有益 と考 えます。

8月 合併号

副業

9月 1日 号

同一労働 同一賃金

(4)夜 動中の仮眠時間

(労 働時間性)

夜動 中、仮 眠を取 る運用 として い るケー

10月

1日 号

メント

ス も少な くあ りません。仮眠時間について
は、労働 か らの解放 が保障 されてい る場合
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医療機関におけるハ ラス

7月 1日 号 NO■ 28

就業規則案

1'

(労 働時間及 び休憩時間)
第●条
1 看護師 (正 職員に限る。以下同 じ)に ついては、毎月 1日 を起算 日とする 1カ 月単位 の変形労働時
間制を適用する。
2 前項 の場合、所定労働時間は、1カ 月ご とに平均 して、1週 間あ た り 時間以内 とす る。
3 各 日の始業・終業の時刻及 び休憩時間は、次 の 日勤及び夜動の組み合わせ 5)と し、毎月末 日までに
翌月分のシフ ト表 6)を 作成 し、●●に掲示又は各 自に配布す ることによ り指定す る。
始 業時刻 終業時刻 休憩時間・仮眠時間
実働時間 (拘 束時間)

日勤①
日動②
夜勤①7)

8 : 00

17:(X)

11 '00

20100

19:30

8 : 30

夜勤②

19:30

8 : 30

夜勤③

19:30

8:30

8H(9H)
8H(9H)

12:00〜 13:(Ю
15 100〜 16100
休憩 5:(X)〜 6:00
仮眠 23:{X)〜 1 :00

10H (13H)
10H (13H)

休憩 21 :00〜 22 : 00
仮眠 1:00〜 3:00
1休 憩 22:∞ 〜
5:∞
1仮 眠 3:∞ 〜":001
￨

10H (13H)

￨

4

看護師 は、シフ ト表作成のため、毎月● 日までに翌月のシフ ト希望を所定 の様式 に従 って、●● ま
で提出す ることとす る。
5 1日 以降であって も、次の事 由8)に 該当す る場合、 シフ ト表を変更す る場合がある。
(1)配 転、休職、退職等 により看護師の人数に変動があ った場合
(2)看 護師 よ り希望があ り、かつ 、他の看護 師 との調整が可能な場合 9'
(3)● ●
6 ……・以下、略

4)本 書式 は夜動中の仮眠時間 に関す る規程例 を解説する観点か ら

(変 則

)2交 代制 を前提 に してい ます

が、 2交 代制にす るか否かについては、急性期病棟か否 か、夜勤中の休憩 の実態、夜勤専従者 の有無 、
看護師の事情 (子 育 てや介護中の看護師の人数)、 夜勤時間の短縮化 の有無等 にもよると考えられ、特
に 2交 代制 を推奨す るものではないこ とにご留意 ください。

5)本 書式 の所定労働時間 は、「夜勤・交代制勤務 に関す るガイ ドライ ン」 における勤務編成の基準

(勤 務

間隔11時 間以上、拘束時間13時 間以内等)を 満 たす形での一例です。実際に所定労働時間を定める際
には、看護師の 人数、病床数、診療科 の特徴、時間帯に よる繁忙等を考慮す る必要があ ります。 また、
息者の容体等 についての引 き継 ぎ作業等 をシフ ト時間内に行 えるように (言 い換 えれば、時間外労働
が発生す ることのない よ うに)、 日勤 と夜勤 とのシフ ト時間が重なるように してい ます。
6)シ フ ト表 については、具体的な労働 日お よび労働 日ごとの所定労働時間が分か る形で作成す る必要が
あ ります。本書式 では、 シフ トパ ター ンとして、 日勤①②お よび夜勤① 〜③ を記載 してい ます。なお、
業務 上 の引 き継 ぎや看護師同士 の話 し合 い によるシフ ト変更等 を考慮す ると、各 自の シフ ト表のみ な
らず、全体のシフ ト表 も作成す るこ とが考 えられます。

7)1カ 月間の、夜動時間帯 に従 事す る看護職 員

(月 あた りの夜勤時間数 が 一 定時間未満 の者等 は含 まな
い)の 1人 あた りの 月平均夜勤時間数を72時 間以下に抑 える ことが、入院基本料の施設基準等 のひと

つ とされてい ます (詳 細 は、保医発Om5第 2号 )。

8)変 更事 由の法的有効性 を高めるとい う観点か らは、労使 で協議を したうえで変更事 由を定める ことが
望 ましい といえます。

9)シ フ ト変更が制限的に考えられて い る趣 旨は、労働者 の生活 に不利益 を与 えない点 にあ ります。 この
ことか らする と、看護師からやむを得ない理由に基づ く変更の 申 し出があった場合に シフ ト変更を行 っ
たとして も、他の看護師に不利益が及 ばない限 り、変形労働時間制全体 が無効 になるリスクは大 きく
はない と考えます (以 上につ き私見)。
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