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「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」

医療界で初の指針まとまる

夜勤負担を軽減 働き続けられる職場へ
公益社団法人日本看護協会（会長・坂本すが、会員 66
万人）は、医療関係の職能団体として初めてとなる「看護
職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」をまとめま
した。医療界では初めての取り組みであり、画期的なもの
です。
看護職は 24 時間 365 日、夜勤・交代制勤務を行って患
者の健康と生命を守り働いています。一方で、夜勤・交代
制勤務と生活の両立の難しさは離職の原因ともなり、過度
な負担は心身への影響や医療事故のリスクを高めるとい
う研究結果もあります。
本会は「看護職の安全と健康が、患者の安全と健康を守る」という基本認識
の下、看護職が安全で健康に働き続けられる職場づくりを進めるため、現場の
実態と労働科学の最新の知見を踏まえて、夜勤・交代制勤務の負担を軽減しリ
スクマネジメントに役立てるためのガイドラインを作成しました。ガイドライ
ンでは、夜勤・交代制勤務の現状と課題を整理した上で、
「組織で取り組む対策
の提案」
（第 4 章）として、勤務編成の基準やマネジメントのポイント、人事労
務管理の着眼点などを解説しています。また、一人一人の看護職が生活してい
く中で「個人で取り組む対策の提案」（第 5 章）も紹介しています。
ガイドラインは全国の医療機関などに配布するとともに、全文を本会公式ホ
ームページでご覧いただけます。また、資料を追加した有料頒布版を、5 月末に
発売予定です。
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ガイドラインの内容（つづき）
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

マネジメントの考え方
基本的な知識
勤務編成の考え方（A 勤務編成の基準 B 管理のポイント）
改善に向けた取り組み
（A 取り組みのステップ B 人事労務管理のポイント）
第5章 夜勤･交代制勤務の負担を軽減する生活のヒント
【個人で取り組む対策の提案】……P10 【ガイドライン P86】
第6章 よくあるご質問
……P10 【ガイドライン P98】
※ 日本看護協会公式ホームページで全文を公開します。
※ 5 月末に資料を追加した有料頒布版を発売します。
報道関係者の皆さまには、ガイドラインの趣旨にご理解をいただき、さまざ
まな機会にご紹介をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

■ガイドラインの概要

……………………

◇目
的：看護職の夜勤・交代制勤務の負担軽減、リスクマネジメント
◇適用対象：夜勤・交代制勤務を行っているすべての看護職
※ガイドラインの主な読者としては、看護管理者を想定していま
すが、現場で働く看護職、看護学生、看護教員、労務管理を担
う経営層、人事・労務担当者、あるいは関係職種にもご活用い
ただけます。
◇体
裁：A5 サイズ、全 106 ページ、2 色刷り
◇作成部数：6 万部
◇配 布 先：全国の病院（約 9,000 施設、各 2 部）、都道府県看護協会、都
道府県ナースセンター、行政（厚生労働省、都道府県看護主管
課、都道府県労働局など）、関係団体など
※本会通常総会（6 月 4・5 日）、日本看護学会学術集会などで、
参加者への配布を予定しています。
※判型を大きくし資料などを追加した有料頒布版を、5 月末に（株）
メヂカルフレンド社より発売予定です。
◇ホームページでの公表：本会公式 HP「労働条件・環境の改善」
http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/
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第１章 ガイドラインの基本的な考え方
基本的な考え方は、看護界で広く使われている本会の『看護者の倫理要領』
から、第 12 条「看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の健
康の保持増進に努める」という条文を踏まえ、以下の 3 つに表しました。

１

看護職の心身の健康の保持増進は、「組織」と「個人」
による取り組みによって実現される。

２

看護職の心身の健康の保持増進には、夜勤・交代制勤務
の負担を軽減していく対策が欠かせない。

３

夜勤・交代制勤務の負担軽減は、個々の職員や職場全体
がより快適な方向に向かうためのワーク・ライフ・バラ
ンスの一環として行われる必要がある。

第２章 ガイドラインの活用方法
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ガイドラインには、職場の勤務環境を見直す際のヒントが盛り込んであり
ます。夜勤・交代制勤務の改善の方策だけでなく、看護現場のマネジメント
の基本的な考え方や職場環境に関する改善の方向性も含めて提案しています。
また、｢勤務編成の基準｣の 11 項目を示しており、現状把握のためのチェッ
クポイントや、改善の指標として活用できます。さらに看護学生や新人看護
職、夜勤・交代制勤務に従事する他の職種の参考資料としても活用可能です。

勤務環境見直しのヒントを盛り込みました
•夜勤・交代制勤務改善の方策
•マネジメントの基本的な考え方、職場環境改善の方向性

｢勤務編成の基準｣は
•夜勤・交代制勤務の現状把握のチェックポイントや改善の指標・目標に

看護学生、新人看護職の方に
•専門職業人として働く環境に関する知識を得る教材に

夜勤・交代制勤務に従事する他職種の参考に
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第３章 夜勤・交代制勤務の現状と課題
■看護職の労働時間をめぐる厳しい実態
2011 年 6 月の厚生労働省｢看護師等の『雇用の質』向上プロジェクトチー
ム｣報告書では、看護職の労働時間の現状について、所定外労働や夜勤の負担
が看護職の就業継続を困難にしていると指摘しています。
本会の調査でも、交代制勤務をしながら月 60 時間を超える時間外勤務をす
る過労死危険レベルで働く看護職が 24 人に 1 人に及ぶことや、3 交代勤務者
の半数以上が月 9 回以上の夜勤をしていることなどが明らかになっています
（「2008 年 時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」）。

＜看護職の労働時間の現状＞
・所定時間外労働が多い
・3 交代勤務で十分な勤務間隔の確保が困難
・2 交代勤務での長時間夜勤

■医療安全への影響
労働科学に関する研究結果から下記のことが明らかになっています。
① 十分な休息を伴わない夜勤は酒気帯び運転以上に危険！
休息を取らず作業を続けると、真夜中から明け方にかけての時間帯には注
意力や作業効率が低下します。その作業成績は、酒気帯び状態で同じ作業を
行なった場合を下回ります。
② 長時間労働・夜勤により事故のリスクが増す！
日中でも夜間でも、勤務時間が長い方が事故の発生率が高まります。また、
同じ長さの勤務時間で比べると、昼間に比べて夜間の方が事故の発生率が高
まります。
③ 連続の夜勤によってインシデントの発生リスクが増す！
④
1 回の夜勤から 4 回連続の夜勤までのインシデントの発生リスクを比較し
た実験結果から、夜勤の連続回数が増えるほど、インシデントの発生リスク
が増加することが明らかになっています。
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■夜勤・交代制勤務の負担

夜間に勤務することで、心身や生活に影響があります。
睡眠パターンの変調から睡眠の質が低下するだけでなく、昼間の睡眠には
効果的に疲労回復を行えなかったり、情動ストレスが解消されにくいなどの
特徴があります。また、レム睡眠のはく奪や自律神経の乱れは、高血圧、心
疾患などの循環器への負担となり、ほかにも健康上の影響として、ホルモン
バランスの乱れから糖尿病やがんといったリスクが指摘されています。

１．心身の負担
・睡眠の質の低下
・疲労回復効果の低下
・負の感情ストレスの解消機能の低下
・月経周期の乱れ
・高血圧、心疾患などの循環器への負担
・糖尿病やがんなど長期的な影響も

２．生活上の負担
・社会参加や交際の制約
・年齢とともに増す夜勤負担

第４章 夜勤･交代制勤務の負担軽減に向けて
【組織で取り組む対策の提案】

ガイドライン
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夜勤・交代制勤務の負担軽減に向けて、組織で取り組む対策を提案してい
ます。夜勤・交代制勤務のマネジメントの考え方として、以下の４つが挙げ
られます。

マネジメントの考え方
•
•
•
•

安全と健康を守る職場づくりは組織の責務
適切な労働時間管理が必要
人事労務管理を総合的 に再点検
一律から多様性への変換
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■勤務編成の基準

ガイドラインでは、夜勤・交代制勤務による健康・安全・生活への影響を
少なくする観点から、｢勤務編成の基準｣として 11 項目を提案しています。こ
れらは、看護職能団体として示す改善の方向性と目標です。
項目

基準

①勤務間隔

最低 11 時間以上の間隔をあける

②勤務の拘束時間

拘束時間は 13 時間以内とする

③夜勤回数

3 交代制勤務は月 8 回以内を基本とし、それ以外の勤務は労働時
間に応じた回数とする

④夜勤の連続回数

最大 2 連続(2 回)まで

⑤連続勤務日数

5 日以内

⑥休憩

夜勤時は 1 時間以上、日勤時は労働時間・労働負担に応じて適切
な時間数を確保する

⑦夜勤時の仮眠時間

夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定する

⑧夜勤後の休息
（休日を含む）

2 回連続の夜勤後は概ね 48 時間以上の休息を確保する。1 回の夜

⑨週末の連続休日

少なくとも月 1 回は土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日をつくる

⑩交代の方向

正循環の交代周期とする

⑪早朝始業

早出の始業時刻は 7 時より前は避ける

勤後は概ね 24 時間以上確保する

①勤務間隔 勤務と勤務の間隔は11時間以上あける
• 3交代勤務での｢日勤｣｢深夜勤｣、｢準夜勤｣｢日勤｣シフトなど、勤務
間隔が十分でない実態がある。
• 不規則性が高く疲労が蓄積しやすい夜勤・交代制勤務を行う看護職
では、勤務間隔を一定以上確保することが大切。

②勤務の拘束時間 13時間以内とする
• 2交代勤務では１回の夜勤の時間が16～17時間またはそれ以上の長
時間となることが多い。変形労働時間制の適用により、法令上は１
回の勤務時間の長さの制限がない。
• 長時間労働による心身の疲労やそれに伴う医療安全への影響を考え
ると、勤務の拘束時間（業務の開始時刻から終了時刻まで）の上限
の目安が必要。
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③夜勤回数 3交代制勤務では月8回以内を基本とし、そ
れ以外の交代制勤務は労働時間などに応じた回数とする
• 夜勤回数はできるだけ少ないほうが望ましいが、人事院判定
（1965年）などにより、３交代勤務で月８回以内とする。
• ３交代制勤務以外では、1回の勤務時間の長さや労働負荷に応じた
回数とする。

④夜勤の連続回数

２連続（２回）まで

• 昼型の生体リズムを維持するため、夜勤は連続２回まで。

⑤連続勤務日数

５日以内とする

• 多くの常日勤者は週５日の勤務。夜勤・交代制勤務は、常日勤に比
べ心身への負担が大きいことから、連続勤務日数は、常日勤者と同
等か、もしくはそれ以下とすることが望ましい。

⑥休憩時間 夜勤の途中で1時間以上、日勤時は労働時間の
長さと労働負荷に応じた時間数を確保
• 夜勤・交代制勤務においては、8時間を超える勤務時間であれば、
安全に業務を行い、疲労回復するためにはより長い休憩時間が必要。
• 労働基準法では、実労働時間が8時間を超える勤務や夜間の勤務に
おける休憩について、具体的な基準はない。

⑦夜勤時の仮眠時間
設定する

夜勤の途中で連続した仮眠時間を

• 22時以降の夜勤では、仮眠ができる時間を確保する。
• 仮眠の効果は、①心身の疲労回復と明け方の事故リスクの回避 ②
昼間活動の生体リズムの維持 ③生活時間の有効活用 ④長期的な健
康影響の防止など。
• 長さは、睡眠の１サイクル（レム睡眠＋徐波睡眠）90分＋前後に入
眠時間15分と覚醒時間15分で約2時間が効果的。
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⑧夜勤後の休息（休日を含む） 2回連続の夜勤後には
概ね48時間以上の休息時間を確保する。1回の夜勤後も
概ね24時間以上を確保することが望ましい

⑨週末の連続休日 少なくとも1カ月に1回は、土曜・日
曜ともに前後に夜勤のない休日をつくる
• 一般的な生活リズムに合わせ、週末の昼間に家族・友人と過ごし地
域社会と接する時間を持てるよう配慮する。社会性の要素に着目し
生活との両立を促すことは、就業継続にも資する。

⑩交代の方向

正循環の交代周期とする

• 3交代制では、日勤→準夜→（非番）→深夜のように開始時刻を遅
くする勤務編成（正循環）のほうが、日勤→深夜勤→準夜勤のよう
に開始時刻を早くする勤務編成（逆循環）よりも体を新しいリズム
に調整しやすい。

⑪早出の始業時刻 交代制勤務者の早出の始業時刻は7
時より前を避ける
• 一般に始業時刻が早くなると睡眠の質が下がったり、生活が窮屈に
なるなどの影響があるが、普段交代制勤務で生活時間が不規則な場
合にはその負担が一層大きくなるため、これを避けようというもの。

■夜勤・交代制勤務改善に向けたステップ

ガイドライン
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実際に夜勤・交代制勤務の改善に取り組むにあたっては、まず、それぞれ
の施設の実情を踏まえて、本当に必要なことは何かを、十分に検討する必要
があります。
医療施設や看護の職場には、それぞれに勤務体制改善への取り組みの歴史
があり、働き方の現状もさまざまなので、すべての職場に適応できる完全な
問題解決策はありません。そこで、それぞれの職場に必要な対策を見極め、
自分たちに合った解決方法を考え、取り組むための５つのステップを示しま
した。
8
＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会
広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03－5778－8547
FAX：03-5778-8067
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/

News Release
報道関係者各位

公益社団法人 日本看護協会 広報部
2013 年 3 月 7 日

＜自主的取り組みの５つのステップ＞
• 問題意識を共有したら、病院全体で取り組むことを決め（組織
1.推進体 としての意思決定）、 推進体制を作り担当者を決める。

制づくり

2.現状の
把握

3.課題抽出と
対策の立案

• 夜勤・交代制勤務の現状、働くことをめぐるさまざまな環境な
どを把握する。

• 現状把握をもとに何が問題かを見定め、「緊急性」「効果性」
「重要性」「負担の大きさ」「実現可能性」「費用」「所要時
間」「職員ニーズ」などを考慮して取り組みの優先順位を付け
る。具体的な対策を立案する。

• 夜勤・交代制勤務に関する院内のルールを作る。まずは一部病
棟で試行導入し、問題が見つかれば修正しながら、段階的に全
4.対策の 体に広げる。

実施
• 新しいルールの運用状況をモニタリングし、成果の評価と新た
な課題の発見へ。PDCAサイクルで、あらたな取り組みにつな
5.評価と げる

改善

ガイドライン
P68

■人事労務管理のポイント

夜勤交代制勤務の改善に向け、
「勤務編成の基準」を踏まえて人事労務管理
を展開していく必要があります。ポイントとして７つを挙げています。これ
らについて丁寧にマネジメント行い、PDCA サイクルで継続的に取り組みます。

①業務効率化と
包括的な取り組み

②看護職員の
計画的配置

⑤勤務編成
に関する職場の
ルールの整備

③多様な勤務形態
の導入と展開

⑥看護単位の
看護管理者への
支援と啓発

④労働安全衛生管理

⑦職員への教育
と支援
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第５章 夜勤･交代制勤務の負担を軽減
する生活のヒント【個人で取り組む対策の提案】
看護界では、交代制勤務をする上で先輩から後輩へ受け継がれてきた｢知
恵｣や｢生活の技術｣があり、これらに新しい情報を追加したものです。すでに
働いている看護職だけでなく、これから医療現場で働き始める看護学生にも、
自分の心身の健康を守るため、ぜひ参考にしてもらいたい内容です。

A.交代制勤務

・友人や家族、周囲の人とのつながりを大切に。

をしながら生

・今の自分に合った働き方を考えましょう。

活するには

・ストレスをため込まないようにしましょう。
・普段から質の良い睡眠をとりましょう。

B.夜勤前の

・夜勤前の｢寝だめ｣はできません。

すごし方には

・1日3回、規則正しくバランスの良い食事を習慣に。
・適度な運動を心がけましょう。
・最も眠気を感じる深夜3時～早朝6時ごろの業務を工夫。

C.夜勤中の

・夜勤中の覚醒度と注意力を保つため、仮眠をとりましょう。

すごし方

・食事（間食）をするときはタイミングを考えて。
・食べるなら消化の良い物を。高カロリー食、食べ過ぎに注意。
・夜勤明けの車の運転にはリスクがあります。

D.夜勤明けの
すごし方

・家に帰ったらまず睡眠をとりましょう。
・夜勤が連続するときは、夜生活するリズムを保つと楽。
・次の日が日勤なら、昼間活動する生活リズムに戻る過ごし方を。
昼間に活動して夜は早めに休みます。
・昼間でも眠れるような環境（光・音・気温）を整えましょう。

E.昼間眠るこ
とについて

・安全・防犯のための配慮・対策も忘れずに。
・自分にあった日中の睡眠時間を見つけましょう。
・1日の摂取適正量は300mgぐらい。とり過ぎに注意。

F .カフェイン
について

・コーヒー1杯の効果は20分後から現れ3～4時間持続。
・勤務終了の４時間前以降の摂取は避けましょう。

G. 薬 の 使用 に

・カフェイン錠剤や睡眠薬などの常用は避けましょう。

ついて

・アレルギー薬や風邪薬、鎮痛剤には眠くなる成分も。
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