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　　当職場の「休日」は、土･日･祝以外に、夏期と年末
年始があります。全て「休日」と考えていたのですが、
他の職場では、夏期と年末年始は「休暇」にしていると
聞きました。違いがあるのでしょうか。また、「休業」や
「休職」についてはどうでしょうか。
　　「休日」と「休暇」の根本的な違いは、「休日」＝労
働日ではない日、「休暇」＝労働日、という点です。簡単
にいうと、「休日」は、職場全体が休みの日で、一般的
に、ほとんどの職員が休みの日ですが、「休暇」は、職
場は営業していて出勤日であるところ、職員本人の申
出・申請により、個別に休みが与えられた日です。これ
を、「労働義務を免除された日」といいます。
　では、その違いは、何に影響するのでしょうか。
まず、割増賃金です。割増単価を計算する際（月給制
の場合は、基礎賃金÷１か月の所定労働時間）、分母と
なる所定労働時間は「休日」が増えると減ります。「休
日」が多い（＝所定労働時間が少ない）方が単価は高
くなりますね。しかし、「休暇」は元々労働日であるた
め、増減しても、休んでも勤務しても、所定労働時間は
変わりません。つまり、ご質問のように、同じように夏
期休暇を設けている場合でも、それが原則的に休み
となる「休日」なのか、職員の申出等に基づき発生す
る「休暇」なのかでは、「休暇」（労働日）とした方が、割
増賃金（の単価）が安くなる、ということなのです。
　とはいえ、それなら夏期や年末年始を「休日」から
「休暇」に変更すればいいのか、というとどうでしょう
か。「休暇」とするならば、あくまでも職員からの申請
が必要です。多くの職員が漫然と休んでいれば、「休
日」と見做される可能性が高いと思われますし、提出
し忘れている職員に申請を強制するようなことになら
ないでしょうか。毎回、手続きをきちんと行えるかを考
慮し、制度の趣旨を慎重に検討したうえで設計される
ことをお勧めします。
　次に、有給休暇の取得要件があります。有給休暇
は、全労働日の8割以上出勤しなければ取得できませ
んが（出勤日÷全労働日≧0．8）、全労働日とは、通常、
総暦日数から所定「休日」を除いた日をいいます。休
日労働しても労働日とはならないので、出勤率も変わ

りません。他方、法律に有給休暇についての定めがな
い「休暇」（慶弔休暇・特別休暇等）については、「出勤
したものとするか、労働日からも欠勤日からも除く
か、欠勤とするか」は自由なため、規定の仕方で8割出
勤率を満たせるか否かが分かれるのです。
　なお、有給休暇を「休日」や「休暇」等、労働日でない
（労働を免除された）日に充てることはできません。た
だし、すでに取得が決まっていた有給休暇日が、後か
ら「休暇」の期間に入ったときは有効です。
　ちなみに、「休暇」と似た用語に「休業」があります
ね。こちらは、本来「仕事がない」「資材が不足してい
る」等、使用者の都合による休みをいいますが、「育児
休業」のような「休暇」にも使用されていて、漠然とし
た期間の長短以外に明確な区分がありません。
　さて、最後の「休職」は、他と異なり、法律に規定が
なく、使用者が独自に設ける制度です。一般的に、「休
職」には、①退職の猶予と②職員の身分保障という二
つの意味合いがあり、職員に一定事由が発生した際
に、使用者が一方的に命じます（私傷病休職、出向休
職等）。制度の趣旨、期間やその間の賃金等、全て使
用者の裁量に委ねられています。ただ、近年、特に私
傷病等では、休職期間を経ない退職や解雇は否認さ
れる可能性が高いですので、制度自体を設けないと
いう選択肢は考えにくいと思います。
　以上のとおり、主な違いを述べましたが、同じ「休
日」「休暇」の中にも、さらに違いがあります。それらを
踏まえたうえで規定をご覧になると、また新たな視点
で確認できるのではないでしょうか。
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  休日と休暇の違い

労務管理ワンポイントアドバイスプチコラム 2020年1月～12月までに収載された新医薬品の一覧表を掲載します。
●2020年1月22日収載

商  品  名 規格・単位 薬価 会社名 一般名 備考

★ドウベイト配合錠

内用薬

内用薬

内用薬

注射薬

注射薬

外用薬

再生医療等製品

外用薬

1錠 4,808.30 GSK ドルテグラビルナトリウム/
ラミブジン 抗ウイルス剤（HIV感染症治療薬）

★ピフェルトロ錠100mg 100mg1錠 2,147.80 MSD ドラビリン 抗ウイルス剤（HIV-1感染症治療薬）

●2020年4月22日収載
商  品  名 規格・単位 薬価 会社名 一般名 備考

デエビゴ錠2.5mg 2.5mg1錠 57.30
デエビゴ錠5mg 5mg1錠 90.80
デエビゴ錠10mg 10mg1錠 136.20

ニュベクオ錠300mg 300mg1錠 2,311.00 バイエル ダロルタミド 前立腺がん治療薬
（アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害薬）

ノクサフィル錠100mg 100mg1錠 3,109.10 MSD ポサコナゾール 深在性真菌症治療薬
（トリアゾール系抗真菌薬）

★フィコンパ細粒1% 1%1g 1,068.90 エーザイ ペランパネル水和物 新規抗てんかん薬
ユリス錠0.5mg 0.5mg1錠 30.00
ユリス錠1mg 1mg1錠 54.80
ユリス錠2mg 2mg1錠 100.20
リンヴォック錠7.5mg 7.5mg1錠 2,550.90
リンヴォック錠15mg 15mg1錠 4,972.80

チラーヂンS静注液200μg 200μg1mL1管 20,211 あすか製薬 甲状腺・副甲状腺ホルモン薬

ノクサフィル点滴静注300mg 300mg16.7mL1瓶 28,508 MSD ポサコナゾール 深在性真菌症治療薬
（トリアゾール系抗真菌薬）

コレクチム軟膏0.5% 0.5%1g 139.70 鳥居 デルゴシチニブ アトピー性皮膚炎治療薬（JAK阻害薬）

●2020年5月20日収載
商  品  名 規格・単位 薬価 会社名 一般名 備考

カボメティクス錠20mg 20mg1錠 8,007.60
カボメティクス錠60mg 60mg1錠 22,333.00

★キャブピリン配合錠 1錠 130.30 武田 アスピリン/ボノプラザン
フマル酸塩

低用量アスピリン（抗血小板薬）/PPI（消化性潰瘍治療薬）
配合剤

テプミトコ錠250mg 250mg1錠 14,399.00 メルクバイオファーマ テポチニブ塩酸塩水和物 非小細胞肺がん治療薬(MET阻害薬)
ベレキシブル錠80mg 80mg1錠 5,067.40 小野 チラブルチニブ塩酸塩 中枢神経系原発リンパ腫治療薬(BTK阻害薬)
メラトベル顆粒小児用0.2% 0.2％1g 207.80 ノーベル メラトニン 小児期の神経発達症に伴う睡眠障害治療薬
ラツーダ錠20mg 20mg1錠 178.70
ラツーダ錠40mg 40mg1錠 328.90
ラツーダ錠60mg 60mg1錠 469.90
ラツーダ錠80mg 80mg1錠 493.40
ロケルマ懸濁用散分包5g 5g1包 1,095.20
ロケルマ懸濁用散分包10g 10g1包 1,601.00

アネレム静注用50mg 50mg1瓶 2,218 ムンディファーマ レミマゾラムベシル酸塩 静脈麻酔薬（ベンゾジアゼピン系催眠鎮痛薬）

エンハーツ点滴静注用100mg 100mg1瓶 165,074 第一三共 トラスツズマブデルクステカン
（遺伝子組換え）

乳がん治療薬
(抗HER2抗体-細胞障害性抗がん剤複合体)

☆オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.25mg0.5mL1キット 1,547
☆オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mg0.5mL1キット 3,094
☆オゼンピック皮下注1.0mgSD 1mg0.5mL1キット 6,188

オニバイド点滴静注43mg 43mg10mL1瓶 128,131 日本セルヴィエ イリノテカン塩酸塩水和物 膵がん治療薬
(細胞障害性抗がん剤(トポイソメラーゼⅠ阻害薬))

9,000mg300mL1袋 444,215 ステラファーマ ボロファラン（10B） 頭頸部がん治療薬（放射線療法用薬）

★☆ソリクア配合注ソロスター 1キット 6,497 サノフィ インスリングラルギン（遺伝子
組換え）/リキシセナチド 持効型インスリン製剤/GLP-1受容体作動薬配合注

ビルテプソ点滴静注250mg 250mg5mL1瓶 91,136 日本新薬 ビルトラルセン デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬
（核酸医薬（アンチセンス核酸））

6mg0.05mL1筒 142,784 ノバルティス ブロルシズマブ
(遺伝子組換え)

加齢黄斑変性治療薬
（VEGF阻害薬）

☆ボンベンディ静注用1300 1,300国際単位1瓶
（溶解液付） 146,288 シャイアー ボニコグアルファ

(遺伝子組換え)
von Willebrand（フォン・ヴィレブランド）病治療薬
（遺伝子組換えvon Willebrand因子製剤）

☆ルムジェブ注カート 300単位1筒 1,175
☆ルムジェブ注ミリオペン 300単位1キット 1,400
☆ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位1キット 1,400
☆ルムジェブ注100単位/mL 100単位1mLバイアル 277

★アイラミド配合懸濁性点眼液 1mL 492.20 千寿 ブリモニジン酒石酸塩/
ブリンゾラミド

緑内障・高眼圧症治療薬
（α2受容体作動薬/炭酸脱水酵素阻害薬配合剤）

ゾルゲンスマ点滴静注 1患者当たり 167,077,222 ノバルティス オナセムノゲンアベ
パルボベク 脊髄性萎縮症治療薬

腎細胞がん治療薬
（VEGFRチロシンキナーゼ阻害薬（マルチキナーゼ阻害薬））

統合失調症・双極性障害治療薬
（非定型抗精神病薬：セロトニン・ドパミン
受容体拮抗薬（SDA））

ノボ

リリー

セマグルチド
(遺伝子組換え)

インスリンリスプロ
(遺伝子組換え)

糖尿病治療薬
(GLP-1受容体作動薬)

超速効型インスリン製剤

武田

大日本住友

アストラゼネカ

カボザンチニブリンゴ酸塩

ルラシドン塩酸塩

ジルコニウムシクロケイ酸
ナトリウム水和物

持田

高カリウム血症治療薬
（カリウム吸着薬（非ポリマー製剤））

アッヴィ ウパダシチニブ水和物 関節リウマチ治療薬
（JAK阻害薬）

エーザイ レンボレキサント 不眠症治療薬
（オレキシン受容体拮抗薬）

ドチヌラド 痛風・高尿酸血症治療薬
（尿酸排泄促進薬）

ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/
300mL

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL

レボチロキシンナトリウム
水和物
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