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2018・・・・・2019・・・・・2020・・・・・2021・・・・

201801～兼業・副業の解禁
201804～無期転換ルールの適用

201809～派遣労働者期間制限ルールの適用
201904～労働時間の上限規制見直し
201904～年次有給休暇５日取得の義務化
201904～フレックスタイム制の期間拡大
201904～高度プロフェッショナル制度の創設
201904～勤務間インターバル制度の努力義務化

202004～同一労働同一賃金の実現
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HR総研：「働き方改革」実施状況調査 2018年1月19日～1月25日WEBアンケート調査対象：上場及び非上場
企業の人事担当者・働き方改革担当者有効回答：266件
https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=196 2



（１）そもそも医師の入退場（出退勤）時刻を漏れなく記録できているのか？

「ほぼ１００％把握できている」以外は、実務では使えない。
「タイムレコーダー打刻」が絶対お勧め。

（２）そもそも医師の勤務時間（実働時間）を漏れなく把握できているのか？

①「自己申告制＋上司承認制」が絶対お勧め。
②「実働時間≠（退勤時刻−出勤時刻）」は当たり前。
③「健康時間」と「支払時間」は別管理が必要。
④「打刻時間」と「申告時間」の乖離には本人による合理的な説明が必要。
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勤務記録表（時間外勤務等申告書） 所属・氏名 提出年月日 上司確認印

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

4 1 水 0.00 0.00 0.00

4 2 木 0.00 0.00 0.00

月 日
曜
日

①平日所
定時間外
勤務時間

⑦入退出時刻との間に乖離が
ある場合はその理由

⑥（①~④の勤務の内容）②同左深
夜勤務時
間（内
数）

③休日勤
務時間

④同左深
夜勤務時
間（内
数）

⑤宿日直
時間

＜注＞

①②③④⑤の時間はタイムレコーダー等による入退出記録に基づいて記入してください。

⑥の内容は下記から選択して下さい。

Ａ：手術・検査・処置・その他の診療業務や患者対応等、Ｂ：会議・書類作成・業務準備等、Ｃ：その他（具体的に）

⑦の内容は下記から選択して下さい。

Ａ：自己研鑽（自主的な調査研究等）、Ｂ：仮眠・休憩・食事・私用外出等、Ｃ：その他業務外の事由（具体的に）
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超過時間 所属

後期研修医(5年次) 242 外科
医長 238 内科
初期研修医(2年次) 214 臨床研修
部長 212 小児総合診療科
院長補佐 204 血管外科
医長 201 小児科
後期研修医(4年次) 195 内科
医長 194 外科
部長 188 人工透析科
医長 185 小児科
主任医員 181 内科
部長 180 腎臓内科
医長 178 眼科
副院長 174 腎臓内科
初期研修医(1年次) 173 臨床研修
部長 167 化学療法科
部長 154 内科
主任医員 153 眼科
後期研修医(3年次) 151 小児科
主任医員 147 脳神経外科
部長 146 消化器画像診断科
後期研修医(3年次) 140 外科
主任医員 139 外科
副院長 138 呼吸器内科
医長 128 内科
後期研修医(5年次) 127 内科
部長 127 脳神経外科
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医師による、
診療科ごとの、
医療スタッフによる治療選択と、
患者による受療選択の、
マネジメントを通じて、

誰も定時で帰れず、
誰も行きたがらず、
収益も上がらない診療科を、
誰でも定時で帰れる、
誰もが行きたがる、
収益の上がる診療科に、
変身させることができる。

「病院の働き方改革」第２回懇談会

大学分院で医局員全員の残業時間を減らして収益を
上げた実例～コーチングを用いた組織開発とは～
Basical Health産業医事務所 佐藤文彦 医師

医師や医療スタッフにとって「働きやすい、働
きがいのある病院づくり」を進めれば、「良い
医師や医療スタッフがいるから良い医師や医療
スタッフが来る」病院になれる。
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（１）「２４時間３６５日応需」の医療にそもそも「定時制」に適合しない。
（「所定勤務時間」の発想を最初から捨てる。）

（２）「交代制」とするには医師が足りない。
（「実働密度」が高く、医師が確保できるなら「交代制」がいちばん良い。）

（３）よほど「実働密度」が低く（１３％未満？）ないと「宿日直許可」が得られない。

許可が得られる診療科ごと、時間帯ごとに、得られる許可を最大限得る。
許可が得られそうにない診療科、時間帯は、むしろ「実働密度」を上げる。

（４）「フレックスタイム制」の導入・運用事例もある。

（５）「実働時間は自己申告＋上司承認」「打刻との乖離は合理的理由」を徹底する。
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許可が得られない例

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7

実働時間 許可が得られなければ、実働時間以外に、実働時間と同じ支払いを
しなければならない、という「理不尽な」制度。

宿直日直の不稼働時間に、通常の割増賃金をそのまま支払うことは、妥当ではない、不
合理である、という実感を労使の間で共有できるかどうか、に掛かっています。
このたびのような事態は、法制度と行政の不十分なところから生じています。宿直日直
の許可制度は機能しておらず、見直すべきとの意見が、労働法学者の間でも強くなって
います。（Ｋ弁護士）
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医
師
の
職
位
等
級
制
の
例

職位
標準滞
留年数

専門職系

下記のマネジメント機能を発揮しながら課レベルの組織を統括・管理している。

①患者との信頼関係を構築している。

②チーム医療を推進している。

③患者が抱える問題を総合的に解決している。

④医療事故・院内感染の防止に貢献している。

⑤スキルの向上と共有化に努めている。

⑥最適な診療計画を立案・実行している。

⑦社会的経済的に最適な医療を提供している。

⑤業務の組織化、組織の継承、後継者の育成を行っている。

②下記１－①～⑩（または①～⑦）について下位者を指導できる。

②下記①～⑦について適宜・適切な判断に基づいて行動や態度を選択している。

①組織の方針に沿って指導力を発揮しながら業務を遂行している。

①一般的包括的な指示のもとに判断力を発揮しながら業務を遂行している。

共通的な期待水準（および評価基準）

管理職系

①下記４－①のマネジメント機能を病院全体の統括管理において発揮している。
病院全体に専門性と指導性を発揮して
いる。

①下記４－①のマネジメント機能を部レベルの組織において発揮している。
部レベルの組織において専門性と指導
性を発揮している。

等
級

6

５年

医師

副院長

医長 １０年

－

3 主任医員

５年

５年

５年

2

科（課）レベルの組織において専門性
と指導性を発揮している。

①適時・的確な判断と部下や組織への方向付けを行っている。

②部下や組織への動機付けを行い、その成長を促進している。

③組織的な問題や課題を的確に解決している。

④日常的なＰＤＣＡとＱＣＤ（品質・コスト・納期）の管理を行っている。

5 部長

4

医員

1 研修医
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職位
標準滞留
年数

給料(本
給)

①上限額

②下限額

③号　数

④ピッチ

①上限額

②下限額

③号　数

④ピッチ

①上限額 860,000

②下限額 620,000

③号　数 30

④ピッチ 8,000

①上限額 620,000

②下限額 515,000

③号　数 15

④ピッチ 7,000

①上限額 515,000

②下限額 425,000

③号　数 15

④ピッチ 6,000

①上限額 425,000

②下限額 350,000

③号　数 15

④ピッチ 5,000

医長

主任医員

医員

研修医 ５年

医師

部長

副院長 年俸制

年俸制

－

－

１０年

５年

５年

３級

２級

１級

６級

５級

４級

５級（部⾧レベル）
以上は年俸制
評価基準
・病院業績への貢献
・医療の質への貢献
・組織運営への貢献
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理由 Ｎ＋２年度 Ｎ＋３年度 Ｎ＋４年度 Ｎ＋５年度

他病院へ 28 29 15 8

自己都合 11 8 6 0

帰省・転居 9 6 11 8

育児・介護・家庭の事情 2 5 3 8

結婚・夫の転勤 9 8 10 7

体調不良・体力低下 0 1 1 6

通勤困難 0 0 1 3

進学・留学・転職 1 2 4 1

定年・契約期間満了等 6 10 8 10

計 66 69 59 51

不本意なマイナススパイラルに陥らせない。
看護師の定着と確保のプロジェクトを立ち上げて
ＰＤＣＡする。

・退職希望を早期に把握する。
・真の退職理由を把握して定着と
確保のための施策に反映する。
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「病院の働き方改革」＝「看護師の休み方改革」

↑
離
職
率

年休取得日数→

年休１０日以上、
離職率１０％未満を
ＫＰＩにする。
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「休みが取りやすい」ことが「働きやすい職場」の条件のひとつ
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「休みが取りにくい」ことが「退職希望」に結びつきやすい。
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日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

氏名 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

Ａ 日勤 日勤 準夜 夜勤 週休 週休 日勤 日勤 準夜 準夜 週休 週休 年休

Ｂ 日勤 準夜 夜勤 週休 週休 日勤 日勤 準夜 夜勤 準夜

Ｃ

Ｄ

勤務シフト表をつくるスキルをたかめ、プロセスを改善する。

15



働く意欲の阻害要因と促進要因 

 意欲の阻害要因 意欲の促進要因 

動機付

け要因 

①達成 意義・達成感が無い 意義・達成感を感じる 

②承認 認められない 認められる 

③仕事そのもの 仕事に興味関心が無い 仕事が面白い 

④責任 責任の過大又は過小 責任と権限のバランス 

⑤昇進 昇進の期待・機会無し 昇進の期待と機会有り 

衛生要

因 

⑥会社の政策と運営 働く意欲への無配慮 働く意欲への配慮 

⑦監督技術 同上 同上 

⑧給与 努力や成果が報われず 努力や成果とバランス 

⑨対人関係 非協力や不信頼 協力・信頼関係 

⑩作業条件 不快で働きにくい 快適で働きやすい 
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相手への影
響、相手から

の反応

別の影響や反
応

問題となる言
動や態度およ
びその選択

問題とならない
別の言動や態

度の選択

感情や思考お
よびその習慣

別の感情や思
考

　　　　　　　　　 　　その場の本人

改善前 改善後

本人の気質や性格

その場の状況

相手の気質や性格
相手の状況

相手の感情や思考
相手の言動や態度

その相手やその状況に相応しくない（組織や職場の期待
感を外れる）言動や態度の選択の背景には、

その相手やその状況において、そうした選択をするに
至った本人の感情や思考およびその習慣があるはず。

そのとき選択やその背景となった感情や思考およびその
習慣を一緒に振り返り、別の感情や思考に基づく、別の
言動や態度を選択できなかったかどうかを一緒に考える。

次回から、同様の相手や状況に出会ったとき、その場で、
自分に生じる感情や思考を自己認識し、今までとは違う、
別の感情や思考に基づく、別の言動や態度を選択できる
ようにする。
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https://www.hrms-jp.com/douitsuroudou/
メトロコマース事件 大阪医科薬科大事件 産業医科大学事件 ハマキョウレックス

事件

⾧澤運輸事件 日本郵便（佐賀）

事件
日本郵便（東京）

事件

日本郵便（大阪）

事件

東京高裁_20190220 大阪高裁20190215 福岡高裁_20181129 最高裁_20180601 最高裁_20180601 福岡高裁_20180524 東京高裁_20181213 大阪高裁_20190124

契約社員 アルバイト職員 臨時職員 有期契約社員 定年後再雇用社員 時給制契約職員 時給制契約職員 時給制契約職員

〇不合理でない

決定要素

昇給ルール

〇不合理でない ×不合理である 〇不合理でない
役職手当 〇不合理でない
特殊作業手当 ×不合理である
特殊勤務手当 〇不合理でない ×不合理である
精皆勤手当 ×不合理である ×不合理である
時間外労働手当 ×不合理である ×不合理である
深夜・休日（祝日）手当 〇不合理でない 〇不合理でない ×不合理である
（年末年始勤務手当） ×不合理である ×不合理である
通勤手当 ×不合理である 〇不合理でない
出張手当

食事手当 ×不合理である
単身赴任手当

地域手当

①基本給

②賞与

③手当

④所定就業日及び所定休日

⑤雇用期間（及び実際の勤続年数）

⑥定年制

⑦定年後再雇用

⑧職種・職務（及び職位・等級）

「ガイドライン」記載の処遇要件

当該雇用区分の名称

当該雇用区分の職員の人数

「前提」となる処遇要件

①就業規則等労働条件の適用

②勤務時間

③休憩時間
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https://www.hrms-jp.com/douitsuroudou/

常 勤 非常勤 常 勤 非常勤 常 勤 非常勤 常勤 非常勤
「正職員」または単に「職員」

＊＊＊名

「職員就業規則」「職員給与規程」による。
08:00～17:30(12:00～13：00）
期間の定め無し（０年～４０年）
月～金（土日、祝日、年末年始）

満６０歳到達年度の末日
満６５歳到達年度末まで１年更新

「職位等級表」「職務記述表」による。

決定要素 職種・職位・経験年数に応じて決定
昇給ルール 人事評価に応じて昇給号数を決定

等級ごとの平均原資×個人別貢献度評価係数
役職手当 職種・職位ごとに定める額
特殊作業手当 放射線作業手当など
特殊勤務手当 交替制勤務手当など
精皆勤手当 なし
時間外労働手当 法定
深夜・休日（祝日）手当 法定
（年末年始勤務手当） なし
通勤手当 課税上限額
出張手当 旅費実費＋職位ごとに定める宿泊費上限＋日当
食事手当 なし
単身赴任手当 職位ごとに定める月額

③手当

⑤定年制

②賞与

⑥定年後再雇用

①基本給

④所定就業日（および所定休日）

③雇用期間（および実際の勤続年数）

パートタイム（短時間勤務）
有 期 無 期 有期

⑦職種・職務（及び職位・等級）

①就業規則等労働条件の適用

当該雇用区分の名称

当該雇用区分の職員の人数

フルタイム
無 期

 

「前提」となる処遇要件

「ガイドライン」記載の処遇要件

②勤務時間（および休憩時間）
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有期契約の従業員の労働条件が、期間の定めがあることにより、無期契約の従業員のそれ
と相違する場合については、労働契約法20条が「当該労働条件の相違は、労働者の業務の
内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、当
該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもので
あってはならない。」と定めています。しかし、同規定は無期契約の従業員と有期契約の
従業員の均等のとれた処遇を求めたものですから、無期の契約社員と無期の正社員との間
の労働条件の相違には適用はありません。これは、同規定が「有期契約は契約社員、無期
契約は正社員」というこれまでの労働実態に即して作られたものだからです。今後こう
いった区別がなくなった場合、単純に労働契約法20条の規定が適用にならないから、労働
条件にいかなる相違を設けて良いということになるのか、そこは今後の課題となるでしょ
う。

弁護士法人 法律事務所ホームワン
https://www.home-one.jp/kigyouhoumu/mukitenkan/mukitenkan.html
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職員就業規則 嘱託・パート職員就業規則 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

対象者数      

第 １ 条 目的 同左  

第 ２ 条 遵守義務 同左  

第 ３ 条 適用範囲（フルタイムか

つ常勤かつ無期契約の

職員に適用する。） 

フルタイムかつ常勤か

つ有期契約の職員に適

用する。 

短時間又は非常勤職員

のうち、無期契約の職員

に適用する。 

短時間又は非常勤職員

のうち、無期契約の職員

に適用する。 

定年後再雇用職員に適

用する。 

第 ４ 条 管理監督的地位にある

者 
同左 

第 ５ 条 遵守義務 同左 

第 ６ 条 届出 同左 

第 ７ 条  院長代理、副院長、事務

部長、看護部長の採用及

び任免 

適用外 

（左記の役職のまま定年後も雇用する場合は定年延長とする？／定年後再雇用？） 

第 ８ 条 採用時の提出書類 同左 適用外 

第 ９ 条 試用期間 有期契約の場合は採用の日から３カ月間 適用外 

第１０条 

人事異動 異動（人材活用）の範囲を限定する？／しない？ 第１１条 

第１２条 

 

雇用区分別に就業規
則と給与規程を制定
すべき。
定年後再雇用職員や
無期転換後の契約職
員の労働条件が正規
職員と異なるなら各
別に…
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職員就業規則 嘱託・パート職員就業規則 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

第１３条 休職（試用期間中の者お

よび雇用期間の定めの

ある者については私傷

病休職を適用しない。） 

契約期間の範囲内で休

職制度を適用する。 
正職員と同じ？ 

契約期間の範囲内で休

職制度を適用する。 

契約期間の範囲内で休

職制度を適用する。 

第１４条 休職期間（原則として１

年６か月とする。） 

第１６条 再休職 同左 

第１５条 復職 同左 

第１７条 休職期間中無給 同左 

第１８条 普通解雇 契約期間中の解雇要件を明記する？ 

第１９条 懲戒の事由 同左  

第２０条 懲戒の種類 同左  

第２１条 損害賠償 同左  

第２２条 懲戒審査 同左  

第２３条 退職申し出（３０日前ま

でに（医師は３カ月前） 
現行通り３０日前？／法定通り２週間前？ 

 

第２４条 退職の事由 契約期間満了事由を加える？  

第２５条 定年（医師は満６５歳、

その他の職種は満６２

歳） 

契約年齢上限設ける？ 正職員と同じ？ 契約年齢上限設ける？ 契約年齢上限設ける？ 

休職については「ガ
イドライン」に準拠
すべき。ただし、休
職と復職の発令要件
の見直しが必要。

有期契約職員の「定
年（契約年齢上
限）」を設けるとい
う選択もありうる。
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職員就業規則 嘱託・パート職員就業規則 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

第２６条 定年による退職の特例

（茨城県済生会理事の

職にあるもの） 

適用外 

第２７条 定年退職者の再雇用 個別に延長？ 正職員と同じ？ 個別に延長？ 個別に延長？ 

第２８条 服務規律 同左 

第２９条 個人番号提供 同左 

第３０条 勤務時間の厳守 同左 

第３１条 出退勤時刻の記録 同左 

第３２条 １か月単位の変形労働

時間制 
同左 

第３３条 所定就業日における所

定就業時間 
勤務割表で個人ごとに定める？ 

第３４条 休憩時間の自由利用 同左 

第３５条 時間外・休日勤務 同左 

第３６条 振替休日および代休日 同左 

第３７条 割増賃金の支給 同左 

第３８条 遅刻・早退・私用外出、

欠勤 
同左 

第３９条 

第４０条 公私の区分 同左 

第４１条 所定休日 非常勤者については勤務表で定める？ 24



職員就業規則 嘱託・パート職員就業規則 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

第４２条 休暇の申請 同左 

第４３条 年次有給休暇の付与日

数 
現行どおり？／所定勤務日数・時間が正職員より少ない者は、法令どおりの比例付与？ 

第４４条 特別有給休暇 

結婚；５日 

配偶者・子；７日 

祖父母・孫；３日 

配偶者分娩；１日 

現行どおり？／所定勤務日数・時間が正職員より少ない者は、比例付与？ 

第４５条 産前産後の休業 同左 

第４６条 リフレッシュ休暇 短時間勤務者も同左で良い？ 

第４７条 給与規程 雇用区分別に定める？ 

第４８条 安全及び衛生 同左 

第４９条 災害防止及び処理 同左 

第５０条 健康診断・就業制限 同左 

第５１条 伝染病の届け出 同左 

第５２条 
災害補償 同左 

第５３条 

第５４条 

表彰 同左 第５５条 

第５６条 

年次有給休暇や特別
有給休暇は、所定勤
務日数および所定勤
務時間に応じた比例
付与で良いのではな
いか？（無給なら一
律付与でも良いが
…）
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職員給与規程 嘱託・パート職員給与規程 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

第１条 総則（適用範囲） フルタイムかつ常勤か

つ有期契約の職員に適

用する。 

短時間又は非常勤職員

のうち、無期契約の職員

に適用する。 

短時間又は非常勤職員

のうち、無期契約の職員

に適用する。 

定年後再雇用職員に適用

する。 

第２条 給与の定義（給与＝基

本給＋諸手当） 
同左 

第３条 賞与の支給 病院業績及び部門または個人ごとの貢献度に応じて支給することがある。 

第４条 給与の決定 勤務評価の結果に応じて基本給の改定を行う。 

第５条 給与の支給日 同左 

第６条 非常時の給与支給 同左 

第７条 給与の計算 時給者の給与計算も現行規定で良い？ 

第８条 短時間勤務職員の給与 同左 

第９条 扶養手当 支給する？／支給しない？ 

第１０条 住居手当 支給する？／支給しない？ 

第１１条 管理職手当 同左 

第１２条 役付手当 同左で良い？ 

第１３条 職務手当 同左で良い？ 

第１４条 夜勤手当 同左で良い？ 

第１５条 当直手当 同左で良い？ 

 

賞与は？
あくまで病院業績評価とそ
れに対する貢献度評価に応
じて支給するものとすべき。

給与は、何に対して
支払うかを定義すべ
き。
発揮能力に応じて支払う？
役割責任に応じて支払う？
業務の複雑度と困難度に応
じて支払う？

扶養・住居手当は？
段階的に減額して昇給・賞
与の原資に組み入れてはど
うか？
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職員給与規程 嘱託・パート職員給与規程 
定年後再雇用職員 

就業規則 フルタイムかつ常勤かつ無期 
フルタイムかつ常勤 

かつ有期契約 

短時間又は非常勤 

無期契約 有期契約 

第１６条 特殊勤務手当 同左で良い？ 

第１７条 年末年始手当 同左で良い？ 

第１８条 通勤手当 同左で良い？ 

第１９条 超過勤務手当 同左 

第２０条 休暇、休職、休業等の

給与 
同左 

第２１条 欠勤減額 同左 

第２２条 端数処理 同左 
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昇給評価 正規職員 … 行動と成果（または、態度・能力・実績）に関する
総合評価を、給料表上の昇給号数に反映させる。
Ｓ … 標準 ＋ ２号
Ａ … 標準 ＋ １号
Ｂ … 標準
Ｃ … 標準 − １号
Ｄ … 標準 − ２号

上記以外 … 勤怠及び業務のＱＣＤに関する評価を、時給単価
または月額給与の昇給額に反映させる。

賞与評価 正規職員 … 当期の病院業績評価と、部門（または個人）の貢献度
評価（業績目標達成度評価）に応じた係数を、標準賞与
額に乗じて得た額を支給する。
Ｓ … 標準賞与額 × １．２
Ａ … 標準賞与額 × １．１
Ｂ … 標準賞与額
Ｃ … 標準賞与額 × ０．９
Ｄ … 標準賞与額 × ０．８

上記以外 … 当期の病院業績評価に応じた一時金を支払う。

標準昇給号数は病院業績等
に応じて年度ごとに定める。

標準賞与額は病院業績等に
応じて年度ごとに定める。
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