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 競合の厳しい歯科医院業界の現状として、夜８時や９時の夜間診療はもちろんのこと、

深夜まで行っている医院や土日診療を行っている医院、それも平日を休診にして土日も夜

間まで診療したり、さらには年中無休で診療を行ったりしている医院も登場しています。 

 それに伴い、職員の雇用形態も大きく変わってきています。正職員ではシフト制による

遅番・早番、交代での週休２日制、隔週での４週６休制、パートのみで交代制を採用して

いる医院、変形労働制を利用して勤務時間を調整している医院などが増加しています。 

 しかし、診療時間を重視する余り、注意すべき労働基準法など労働法を十分に理解しな

いでシフトを組んだことで、労使間で問題が発生しているケースも多くなってきています。 

 

 

 

（１）なぜ、労働契約法が制定されたか 

 労働時間の現状をみると、週 60 時間以上労働する労働者の割合は全体で 10.0％、特に

30 歳代の子育て世代の男性にあっては 20.0％となっており、長時間にわたり労働する労働

者の割合が高くなっています（総務省「労働力調査」平成 20 年）。これは、女性職員が多

い歯科医院を含む医療機関においても、例外ではありません。 

 医療の現場では、医院経営の重要なファクターがマンパワーであることは事実ですが、

ここにも不況の影響が表れています。例えば、残業代のカットやサービス残業、パートア

ルバイト職員の解雇、正職員のパート切り替え、有給休暇の拒否等、経営実態と労働契約、

労働法等の境で、院長は苦悩しています。また、対策を講じていても、医院の職員が行っ

た労働基準監督署への相談から、雇用条件の不備や法令遵守違反を指摘され、労働基準監

督署の立ち入り検査、是正勧告等がなされてしまう事例もあります。 

 

 雇用と労働の問題をめぐっては、ここ数年の間に労働関連法の改正が相次ぎました。平

成 17 年以降に改正、あるいは成立した労働条件に関する法律は、以下の５法があります。 

 

①育児・介護休業法（平成 17 年４月１日施行） 

②高年齢者雇用安定法（平成 18 年４月１日施行） 

③男女雇用機会均等法（平成 19 年４月１日施行） 

④労働契約法（平成 20 年３月１日施行） 

⑤短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（以下、「パート労働法」）（平成 20 年４月１日施行） 

歯科医院にとっての労働契約法と就業規則 

１│労働契約法制定の背景     



労働法の実務 歯科医院の労務トラブル解決法 

歯科経営情報レポート 2

 近年では、裁判外紛争解決システム（いわゆる「ＡＤＲ法」）や労働審判法の制定などの

法整備を進められていますが、そもそも、個別的な労働関係を規定している法律は、労働

条件の 低基準を定めた「労働基準法」しか見当たりません。 

 こうしたことを背景に、労働契約の内容が労使の合意に基づいて自主的に決定され、労

働契約が円滑に継続する為の基本的なルール作りの必要性が問われるようになってきまし

た。それを具現化したものが、「労働契約法」です。 

 勤務時間が長時間化し、患者の状況によって常に変化に対応が求められる歯科医院にと

っては、必要不可欠な法律です。 

 

（２）判例から整備された労働契約法 

 労働者が入職してから退職に至るまでには、労働契約の成立、労働条件の変更、出向、

転籍、懲戒、解雇などというように、数々の局面で岐路に立たされることになります。し

かし、これらの事由にリンクする明確な法整備がされていないため、その都度トラブルが

付きまとい、裁判などの司法判断による解決手段に委ねる他はありませんでした。 

 この司法判断事例が確立し、法整備に至りました。労働契約法では、労働契約が労使間

の合意により成立・変更されるという「合意の原則」、及び労働契約と就業規則の関係等を

定める必要性がポイントです。 

 ただし、労働契約法は労働着基準法のような強制法規ではなく、民事成立法として位置

づけられているため、罰則や行政監督・指導は定められていません。 

 

 

 

（１）８つの「労働契約の基本原則」 

 労働契約法は、曖昧だった労働契約上の基本原則を、合意原則をベースとして法令上明

確化されました。 

 労働契約が有効に履行されるためには、以下の「労働契約の基本原則」を遵守する必要

があります。 

 

■労働契約法の基本原則 

①労使対等による合意 

②就業実態に応じた均衡性の考慮 

③ワークライフバランスへの配慮 

④信義則の遵守 

⑤権利行使の濫用の禁止 

⑥労働契約内容についての労働者の理解を深める 

⑦労働契約内容の書面による確認 

⑧使用者の安全配慮義務 

 

 

２│労働契約の基本原則     

雇用ルールの明確化 
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（１）労働契約の補充効力を持つ就業規則 

 労働契約の締結に際して、使用者が、合理的な労働条件が定められている就業規則を労

働者に周知させていた場合、労働契約は就業規則によることが明文化されました。 

 したがって、「合理的」であることを前提に、個々の労働条件によらず、周知された就業

規則が労働契約の補充的な効力を持って包括的に適用されることがはっきりしたのです。 

 

（２）合理的な就業規則と認められるためには 

「合理的」な就業規則とみなされるためには、就業規則の変更を労働者に周知させ、かつ、

その変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の

内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他、就業規則の変更にかかる状況その他、

就業規則の変更にかかる事情に照らす、と明示されています。 

 したがって、これらを具備して合理的であると判断されれば、変更後の就業規則に定め

られた労働条件がそのまま、包括的に労働契約上の労働条件となりえます。 

 

 これにより、歯科医院の就業規則も「合理的」であるものであれば、雇用形態によって

異なる労働条件が定められたとしても、医院の職員全体に対して包括的に適用されるもの

であるということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３│労働契約の締結と就業規則     

就業規則の内容 労働条件 

（包括適用） 

就業規則の変更 

①労働者に周知 

②労働者の受ける不利益の程度 

③労働条件の変更の必要性 

④内容の相当性 

⑤労働者代表や労働組合等との交渉の状況 

⑥その他変更にかかる事情 
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 平成 22 年４月１日より施行された改正労働基準法では、主に下記の２点について改めら

れました。 

 

①時間外労働の抑制 

②時間単位での年次有給休暇取得の容認 

 

 これらの法改正を通じ、長時間労働者の割合の高止まりに対応し、生活時間を確保しな

がら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行うこととしたものです。 

 歯科医院では、週の診療時間が 50 時間から 60 時間と長時間化する傾向にあります。よ

って、シフト制を採用していても注意が必要です。 

 

（１）時間外労働の抑制策 ～限度時間超過をめぐる対応の厳格化 

 厚生労働大臣が定めている限度基準においては、時間外労働は本来臨時的なものとして

必要 小限にとどめられるべきであり、また特別条項付き協定による限度時間を超える時

間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取り組みによって抑制されるべ

きであるという考え方から、制限を設けたものです。 

 そのため、労使の相互努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引

き上げること等によって、限度時間を超える時間外労働を抑制することが今回の改定の主

要な目的として掲げられています。 

 

■限度時間を超える時間外労働抑制の具体策 

①限度基準で定めることができる事項の追加 

 ●割増賃金率に関する事項 

②特別条項付き協定で定める事項の列挙 

 ●限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定め 

 ●限度時間を超える時間外労働短縮への努力義務 

 ●限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ 

 ●１年単位の変形労働時間制雇用における時間外労働抑制の努力義務 

③労働基準監督署による限度基準の遵守、助言・指導の実施 

割増賃金と時間外労働への対応項目 

１│労働時間見直しの具体的施策     
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（２）法定割増賃金率の引き上げ 

 時間外労働に対する割増賃金の支払は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する

労働者への補償を行うと共に、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を

抑制することを目的としています。 

 一方で、少子高齢化の進行により労働力人口が減少する現在、長時間労働者の割合が高

い水準で推移しており、今後将来にわたり、労働者が健康を保ちながら、労働以外の生活

のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することも重要な課題であ

るため、割増賃金による使用者（事業者）の経済的負担を加重することによって、特に長

い時間外労働を強力に抑制することを図るという趣旨なのです。 

 尚、一部の義務については中小企業への適用を猶予し、段階的移行への配慮がなされて

います。 

 

■法定割増賃金率の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歯科医院では、患者の来院時間や治療によって、大幅に診療時間を過ぎることが多々あ

ります。法定労働時間数まで余裕のある勤務時間を設定している医院を除いて、大部分の

歯科医院では、法定時間 大による勤務時間を設定しています。 

 そのため、その日の診療状況によっては職員が残業することになり、これが人件費の増

加、つまり医院の負担増につながってしまうのです。 

 

 残業計算と残業代は、歯科医院にとって負担となる、できるだけ避けたい問題です。 

【１ヶ月の時間外労働】 

現 在 改定後 

【時間外労働】 

 

 

○割増賃金 25％ 

～45 時間：○割増賃金 25％ 

45～60 時間：労使で時間短縮・割増賃金

率を引き上げ（努力義務）

60 時間超：○割増賃金 50％ 
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（３）代替休暇制度の新設 

 歯科医院を含め、特に小規模の事業者であれば、臨時的かつ特別の事情等によって、や

むを得ず月 60 時間を超える時間外労働を行わなければならない場合や、いきなり引き上げ

られた割増率で時間外賃金を支払うことが難しいケースも想定されます。 

 このような場合に、「代替休暇」すなわち「割増賃金の支払に代えて取得させる有給休暇」

で対応することができます。１か月 60 時間超の時間外労働を行った場合に代替休暇を実施

するにあたっては、代替休暇として与える時間数の算定方法および期間等を具体的に定め

た労使協定を締結する必要があります。 

 歯科医院においても、時間外賃金の代わりに有給休暇を付与するという選択肢を検討す

る余地があるでしょう。 

 

■代替休暇の労使協定の例 

（対象者及び期間） 

第１条 代替休暇は、賃金計期間の初日を起算日とする１か月において、60 時間を超える時間

外労働を行った者のうち半日以上の代替休暇を取得することが可能な者（以下「代替休暇取得

可能労働者」という。）に対して、当該代替休暇取得可能労働者が取得の意向を示した場合に、

当該月の末日の翌日から２か月以内に与えられる。 

 

（付与単位） 

第２条 代替休暇は、半日又は１日単位で与えられる。この場合の半日とは、午前（8：00～12：

00）又は午後（13：00～17：00）の４時間のことをいう。 

 

（代替休暇の計算方法） 

第３条 代替休暇の時間数は、１か月 60 時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間

数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金

率 50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率 30％を差し引いた 20％とする。また、

会社は、労働者が代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率（20％）で除した時間数

については、20％の割増賃金の支払を要しない。 

 

（代替休暇の意向確認） 

第４条 会社は、1 か月に 60 時間を超える時間外労働を行った代替休暇取得可能労働者に対し

て、当該月の末日の翌日から５日以内に代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合

において、５日以内に意向の有無が不明なときは、意向がなかったものとみなす。 

 

（賃金の支払日） 

第５条 会社は、前条の意向確認の結果、取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金

額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。

ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされ

ないことが確定した月に係る割増賃金支払日に残りの 20％の割増賃金を支払うこととする。 

第６条 会社は、第４条の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該月に行われ

た時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月

の末日の翌日から２か月以内に労働者から取得の意向が表明された場合には、会社の承認によ

り、代替休暇を与えることができる。この場合、取得があった月に係る賃金支払日に過払分の

賃金を清算するものとする。 
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（１）歯科医院は適用が猶予される「中小企業」 

 法定割増賃金率の引上げのうち、60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率 50％と

する部分については、中小企業に当たる歯科医院は、当分の間適用が猶予されます。 

 経営体力が必ずしも強くない中小企業等においては、時間外労働抑制のための業務処理

体制の見直しや新規雇用、省力化への投資等の速やかな対応が困難であり、かつ、やむを

得ず時間外労働を行わせた場合の経済的負担が大きいことが理由とされています。 

 中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者

の数」で、また事業場単位ではなく企業単位で判断されます。 

 歯科医院を含む医療機関はサービス業に分類されるため、「出資金 5,000 万円以下」、も

しくは「職員数が 100 人以下」である場合、中小企業に分類されることになります。 

 

■中小企業の定義（歯科医院はサービス業に分類） 

Ａ：資本金の額または出資の総額 Ｂ：常時使用する労働者数（＊） 

小 売 業  ：5,000 万円以下 

サービス業  ：5,000 万円以下 

卸 売 業  ： １億円以下 

上 記 以 外  ： ３億円以下 

小 売 業  ： 50 人以下 

サービス業  ： 100 人以下 

卸 売 業  ： 100 人以下 

上 記 以 外  ： 300 人以下 

 

 

（２）歯科医院における改正法適用準備 

「当分の間猶予する」と示されている中小企業の割増賃金率は、法施行３年経過後に改め

て検討することとされています。したがって、中小企業としてみなされる歯科医院につい

ては、法改正後の時間外労働が 60 時間を超えていても、割増率は変更されていません。 

 ただし、将来的には中小企業にも適用される可能性が高いため、 短で３年後に対応が

義務化される事態を想定して、歯科医院においても、時間外労働を削減するための取り組

みを予め進めておくことが賢明です。 

２│改正法適用が猶予されるケース     
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当院では、昼休みは職員に電話番を兼務させています。仕事の延長と考えると、

時間外手当の支給や、他に休憩を取らせる必要があるのでしょうか？ 

 

 通説では、医院側が実質的に当番制の指示命令をしていれば、職員は当番とい

う業務をしていると解され、その分の給与を支払わなくてはいけません。また、

別の時間帯に休憩を取らせる必要があります。ただ、保健衛生業に該当することから、一

斉に休憩を取らせなくても差し支えありません。交代で昼休みをとらせてもよいでしょう。 

 このような仕組みの場合、当番以外の他の職員が休憩場所でゆっくりしているのであれ

ば、上記の法的解決が可能ですが、休憩室で昼食を取りながら電話も出るというような状

態であれば、「法的決着」をしていては、職員間の不平不満も生まれてしまいます。「室内

で食事しているだけだから、電話を取る程度は気にならないし、それほど負担なくできる」

という自発的意思によるものであることが望ましいといえます。 

 

 

 

日々の時間外勤務を月単位で計算するのが原則と考えていますが、個別の計算で

はなく、平均時間数で時間外手当を定額払いすることができるでしょうか？ 

 

 時間外手当の不払いがあった場合、６カ月以下の懲役ないしは 30 万円以下の罰

金に処せられます。資金的に厳しくても不払いで済ませてしまうことは出来ません。 

 したがって、労使双方にとって、定額払いも一つの方法だといえるでしょう。過去の時

間外手当を平均して定額の時間外手当を算出し、実際の時間外手当の方が多い場合に不足

分は追加支給することを前提にして支給する仕組みとするのです。 

 判例も、定額払いについて「定額である点で労基法第 37 条の趣旨にそぐわないことは否

定できないものの、直ちに無効と解すべきものではなく、通常の賃金部分と時間外・深夜

割増賃金部分が明確に区別でき、過不足が計算できるのであれば、その部分を使用者は支

払えば足りる。」（高松高判平 11.7.19）と示しています。 

 尚、時間外手当を定額支給する場合は、その定めに、例えば「調整手当３万円（含む時

間外手当 10 時間あるいは２万円相当分）」といった表現が必要です。明記されていない場

合、職員から残業代をもらっていないと言われても対抗できません。 

歯科医院の労務トラブルＱ＆Ａ 

１│昼休みの電話当番について     

２│時間外手当の定額払い     
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当院では、本人の希望に応じて半日の有給休暇の取得を承認していますが、半日

休暇の午後に出勤し、その日は所定終業時間を超えて勤務した場合、割増手当を

払わなくてはならないでしょうか？ 

 

 ちょっとした私用でも、午前・午後に有休休暇を分割することで、所用を済ま

せてから仕事に戻ったり、仕事がひと段落してから所用を済ませたりすることが

出来ます。このような分割は、話し合いで任意に定められます。問題は午後出勤

の職員が就業時間を超えた場合です。 

 例えば、勤務時間が午前９時から午後６時までの医院で、午前の半日休暇を取り、午後

１時から出勤して午後８時まで働いたケースで考えます。この場合、午後６時から８時ま

で２時間の残業をしたことになりますが、トータルの勤務時間は８時間を超えていないた

め、法的に時間外による割増手当は必要ありません。もし割増手当を支給すると、有給休

暇取得と時間外手当の支給によって職員間に不平等感が生まれ、医院のモチベーションが

下がることにつながりますので、運用には注意が必要です。 

 

 

 

遅刻してきた職員が、「半日休暇に振り替えたいので、遅刻を無かったものとして

欲しい」と申請してきましたが、認めなければなりませんか？ 

 

 原則として、半日休暇をどのように利用しても、業務に支障がない限り認めら

れるものです。しかし、遅刻したとしても既に出勤しているので、午後の半日休

暇を取得するなどによって、職員が途中で退勤しない限り、理論上休暇制度の利

用はあり得ません。 

 また、半日休暇を認めることで、遅刻による皆勤手当の削減を帳消しにすることは出来

ません。それは、皆勤手当はもともと出勤を促す趣旨の制度だからです。さらに、遅刻な

ど勤怠の状況を賞与に影響させることは決して悪いことではありません。それは、評価項

目として、基準が明確だからです。 

 職員が有給休暇を消化しきれないので、やむを得ず半日休暇を捨ててしまうといった行

為を肯定してはいけませんが、無理に遅刻や急な病欠を有給休暇に振り替える必要はあり

ません。有給休暇取得の権利行使は、あくまで事前の申請についてのみ認めるものです。 

３│半日休暇を取った当日の残業代     

４│遅刻を半日休暇に出来るか     
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退職まで１カ月ほどとなった職員が、余った年次有給休暇を取得したいからと、

残り 20 日間の連続休暇を申し出てきました。業務都合に関わらず、この有給休暇

取得を全部認めなければならないでしょうか？ 

 

 年次有給休暇は、本人の都合で自由に取得して良いことになっていますが、一

方で事業主側は、業務上都合が悪ければ時季を変更してもらうことが出来ます。 

しかし、退職直前の場合は就労日が少ないので、それまでの間に時季の変更が出

来ない場合は何とか工夫して調整するか、あるいは申請した有休日数全て取らせるべきな

のかが問題になります。 

 通達には、有給休暇と解雇に関連し、解雇予定日を超えての時季変更は出来ない（昭

49.1.11 基本収 5554）とするものがあることから、退職も同様に考えれば全部取得を認め

ざるを得ないことになります。しかし、職員の適正な権利行使であっても、医院の業務に

支障をきたしてまで、権利行使を認める必要はないと考えられます。有給休暇の買い取り

はできないため、退職日を遅らせての有休消化は不可能ですから、退職する職員に「引継

ぎのために○日と×日は出勤し、他は休んでもかまいません」のように、医院側の出勤希

望日を伝え、後は自由に有休を取得してもらうような交渉が必要でしょう。 

 

 

 

当院の給与締日と支払日は、当月 15 日締め（前月 16 日から当月 15 日）とし、当

月 25 日払いとなっていますが、残業代については当月締め切りに間に合わない場

合があるため、翌月 25 日に支払っています。この取扱に問題はありませんか？ 

 

 給与は毎月１回以上支払わなくてはなりませんが、必ずしも当月働いた分を当

月に支払うことを意味しているのではありません。給与支払の間隔が空き過ぎる

と、生活に不安をきたす点を防止しようとする趣旨なのです。 

 もちろん、給与支払日については就業規則や契約に定める必要が有りますが、給与の算

定期間については、必ずしも月の初日から起算して月の末日に締め切る必要はありません。

また、締日についても、ある月の労働に対する給与を当月中に支払うことが、必ずしも求

められているものではありません。不当に長い期間でない限り、締日後のある程度の期間

を経てから支払う定めをすることも、通説では肯定されています。１か月後に行う残業代

支払は、合理的な期間と考えられます。 

５│退職予定者の年休の完全取得 

６│残業代の翌月払い      
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就業規則で茶髪の禁止を定めた場合、これに違反する職員に対して、何らかの処

分を科すことが出来ますか？ 

 

 就業規則上に茶髪等の禁止規定があれば、この違反行為に対し、懲戒処分を科

すことも可能です。しかし問題なのは、この茶髪、つまり頭髪に係る嗜好という

人格に関する行為に対して、職場秩序維持の理由で禁止したり、その違反に対し

懲戒処分を科したりすることに合理性があるかどうかなのです。 

 この問題に関わり、トラック運転手の茶髪行為につき、頭髪は個人の嗜好に属し、人格

に結びついたもので、正常な業務の運営に支障を期さない限り規制できない、との判例も

あります。（福岡地判平 9.12.25） 

 禁止の根拠は職場規律の維持（職場の一体感も含む）にとどまらず、業務能率の向上、

顧客サービス等がありますから、常に業務や患者への影響を考慮し、禁止の合理性を考え

ることが必要です。周りに不愉快な印象を与えない限り、肯定して差し支えないでしょう。 

 

 

 

雇用契約では、採用後３カ月は試用期間とし、特別に業務遂行上の不都合がなけ

れば本採用とすると定めていますが、期間満了に当たり、特別な理由を示すこと

なく本採用の拒絶が出来ますか？ 

 

 事業主は試用期間中、本人の能力、適性、勤務態度等を観察し、正職員として

やっていけるかどうか判断します。その観点から、試用期間中の職員が自院にふ

さわしくないと判断されれば、本採用を拒絶できます。 

 尚、通常の解雇手続きを取らずに本採用を拒絶できるのは、試用期間の長短にかかわら

ず、勤務を開始してから 14 日以内に限られます。それ以外は通常の解雇理由や予告手続き

が適用されると考えて良いでしょう。ただし、実務的には試用期間中は解雇権が事業主側

に留保されているので、通常の解雇理由よりも幅が広いと考えられています（ 判昭

48.12.12）。 

 したがって、トラブルにならないためには、14 日以内に見極めてしまうか、試用期間が

２カ月程度経過した際に、本採用拒絶についての正当な理由と１カ月前の予告を文書で明

らかにし、試用期間の満了をもって解雇する措置を取るべきです。雇い入れの段階で本人

に対し何となく懸念があるならば、迷わず早めに決断することがポイントです。 

７│茶髪の禁止と処分      

８│試用期間満了後の本採用の見送り     
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■試用期間満了による解雇予告通知書の例 

 

貴殿とは、平成○年○月○日付けで、試用期間３カ月の雇用契約（別紙）を締結い

たしましたが、下記の理由により、平成○年△月△日付をもって本採用を拒絶します

ので、ここに予告通知いたします。 

 

                    経過 

                    平成○年1月４日 雇用契約締結（別紙） 

                    平成○年４月３日 試用期間満了 

 

記 

（理由）１．受付等聞き違いにより、カルテ入力その他受付業務にもミスが多発、 

      患者に迷惑をかけると共に、医院の業務に相当な支障をきたしている。 

 

    ２．同僚の職員との連携も取れず、業務の遂行に支障が出ている。 

 

    ３．再三注意するも改善の見込みがなく、他の部署においても、適当な 

      職務が無い。 

 

  平成○○年 ３月 ３日 

                       ○○歯科医院 

                       院長 ×××××    印 

  △△△△  殿 

 

 

 

 

 


