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シフト勤務表の分類

タスク勤務表 シフト勤務表

訪問診療 ２交代勤務表(病棟・介護)

訪問介護 ３交代勤務表(正循環・逆循環）

保育勤務表 Scheduling Benchmarks

アルバイト勤務表

看護師応援割り当て

ホール・コールセンター

３直４交代 工場
INRC-2

■勤務表の分類としては、２日以上に跨るシーケンスを主体としてシフト勤
務表、１日に複数の仕事（タスク）を割り当てるタスク勤務表のタイプに分
類することが出来ます。
■２日以上のシーケンスシフトと２個以上のタスクがある混在タイプの勤務
表もあります。
＊Scheduling BenchmarksとINRC-2は、各々学術ベンチマークサイトです。

http://www.schedulingbenchmarks.org/nrp/
https://mobiz.vives.be/inrc2/
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ドキュメント構成

■動画
シフト型、タスク型のどちらかを分類を参考にして選んでください。
下の対応する動画で、使い方の雰囲気を掴んでください。

シフト勤務表動画
タスク勤務表動画

■チュートリアル
実際の例を使いながら、使い方を概観します。一通り、手を動かしながら、追
ってみてください。

シフト勤務表チュートリアル
タスク勤務表チュートリアル

■ユーザマニュアル
本稿です。シフト・タスク型共通です。項目毎の使い方の説明になります。

必要な箇所について参照してください。

https://youtu.be/0vuGpXbO2Wc
https://youtu.be/M6vHsZ09aDA
https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/shift_tutorial/schedule_nurse3_shift_tutorial.html
https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/task_tutorial/schedule_nurse3_task_tutorial.html
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ドキュメント構成 続き

■アドバンストユーザマニュアル
進んだ使い方についての解説になります。

■Python制約プログラミングマニュアル
さらに進んだ上級者のためのプログラミングマニュアルです。

https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/advanced_manual/schedule_nurse3_advanced_user_manual.html
https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/python_manual/python3_constraint_programming_manual.html
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制約の３要素 集合の指定方法

どのような制約でも、右のような3
要素の規定が必要になります。

以下、具体的に集合要素の指定の仕
方について見ていきます。

日（Day)集合

シフト集合

スタッフ集合

制約
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スタッフ

メニュー設定 ➡スタッフ定義をクリックします。
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スタッフ名の画面
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スタッフ名の編集

スタッフ名をクリックします。するとセルが選択されたことを表す、色表
示になります。この段階は、セル選択段階であり、未だキーボードによる
編集はできません。

右クリックで、
下のようなメニューが
現れ、各操作が可能と
なります。

例えば、Excelからスタ
ッフのリストをコピペ
することもできます。
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セル内の編集

もう一度クリック又は、ダブルクリックでセル内の編集モードになります。

セル編集モードに
入れない場合は、
他のセルをクリッ
クしてから再クリ
ックしてください

。
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スタッフの移動

ここをクリックして行を選択します。
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スタッフの移動はドラッグ＆ドロップ

もう一度クリックすると、バーが出現します。
クリックしたままでバーを移動先にドラッグします。
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スタッフ移動

移動しました。
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スタッフ名の適用

チェックボックスのチェックを外すと、そのスタッフは、いなかった
（存在しない）ことになります。

編集後は、設定
ボタンをクリック
することで、スタ
ッフ名の表の変更
が適用になります
。
設定ボタンをクリ
ックしないと変更
は適用されないの
で注意してくださ
い。
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グループ定義

最初の全スタッフ属性の行は、初期から入っています。消さないでください。

2行目以降が、新た
に追加したものです
。属性の名前があっ
て、その属性に属す
るメンバー名（師長
、副師長..)が並びま
す。メンバー名は、
自由に設定して構い
ませんが重複は許さ
れません。設定ボタ
ンをクリックすると
スタッフ定義に反映
されます。
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各スタッフの属性を記述する

グループ定義で設定した項目が定義順に出てくるので、各スタッフの
該当する属性を設定します。
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グループ集合

制約の記述で、必要となるスタッフ集合についてここで設定します。

グループ集合名
をクリックすると
該当するスタッフ
が下に表示
されます。

演算子は、Day集
合の場合と同様に
作用します。各演
算がどのように作
用するかが確認で
きます。
このようにして、
任意のスタッフ集
合を定義できます

。
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スタッフ毎のシフト

スタッフ毎のシフトのページで
は、スタッフ毎のあり得るシフ
トをチェックします。通常オン
になっており、新しいスタッフ
が入るとオンになっています。
スタッフとシフトが完全に固定
化している場合のみ、定義して
お使いください。月毎に流動的
な職場での使用はお勧めしませ
ん。スタッフプロパティによる
一元管理の方をお勧めします。

本ページを使用した場合、
本ページのメンテナンスも忘れないでく
ださい。
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Day集合

メニュー 設定 ➡ 曜日定義をクリックすることで下の
画面となります。

•期間の設定
•設定済み曜日
•特定の日の設定
•曜日集合の設定

のメニューがあ
ります。
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期間の設定

制約開始日と制約終了日は、最低限設定する必要があります。
表示開始日は、特に必要がなければ自動で設定されるので入力する必要が
ありません。

カレンダ上の日付
を選択して、設定
をクリックすると
設定されます。

制約開始日、制約
終了日、（表示開
始日）の順番で設
定してください。
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制約開始日の意味

制約開始日以降

制約開始日は、通常、勤務表上の今月最初の日にします。

表示開始日以降

表示開始日は
、通常、先月
からの勤務の
連続性のため
に必要です。

通常、前月の
データを入れ
るのでスケジ
ュールする余
地はありませ
ん。
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制約開始日は、基準

殆どの曜日は、制約開始日を基準として記述します。特定の日の設定では
、これとは関係なく絶対月日で記述しますが、それ以外の殆どの曜日は、
制約開始日が基準になります。こうすると、来月の曜日制約では、期間の
設定を変えることで、その他の曜日もこれにリンクして変わることになり
ます。
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設定済みの曜日

設定済みの曜日は、表示開始日ー制約終了日内の曜日を自動で決まります。

これらは、期間
の設定で一意に
決まります。（
このページで設
定することはあ
りません。）

今月は、制約開
始日ー制約終了
日内になります
。今月をクリッ
クする右の表示
となり確認が可
能です。
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日の定義

表示開始日ー制約終了日期間内の日曜日が表示されます。
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特定の日の設定

このページでは、表示開始日以降の1年間の日を設定することができます
。期間の設定が変更されても影響はありません。

設定ボタンをクリ
ックすることで設
定されます。

空白の曜日設定の
場合（名前だけ定
義したい場合）で
も、設定ボタンを
クリックする必要
があります。入力
ミスをしたときは
クリアをクリック
してやり直してく
ださい。
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曜日集合の設定

このページでは、前に定義した曜日名を使って様々な曜日集合を設定する
ことが出来ます。

右のように初期
状態で、既に色
々な集合が定義
されています。
例えば、平日を
クリックすると
右のように結果
集合がカレンダ
上に表示されま
す。
平日は、月また
は、火または...
であることが確
認できます。
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週末の定義

同様に、週末は、土または、日の集合であることが分かります。

ここでの定義は
、ユーザが自由
に変更して構い
ません。
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稼働日の定義

稼働日＝休日でない ですので、演算子がでないになっています。集合
演算は、表示設定日ー制約終了日を全体集合として行われます。
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曜日集合は、集合演算で作る

演算子をクリックすると、様々な演算子が選択できます。よく使うの
は、または(OR) 、でない(NOT) 、かつ(AND)です。

これらが、どうい
う風に集合演算を
することになるの
かは、カレンダ上
の表示で確認して
ください。

このようにして、
任意の集合を期間
の設定を基準にし
て作ることが出来
ます。
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曜日集合を追加する

自分のプロジェクト用に曜日集合を追加定義することも出来ます。

金土日月以降
に定義してく
ださい。

なお、適用の
チェック、設
定のクリック
を忘れずに行
ってください
。これらが行
わないと設定
が反映されま
せん。

自分用に定義追加していく。
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シフト定義

シフトは、必要なものだけを残して後は削除します。シフトの数は、通
常、数個以下で、出来うる限り削減してください。（求解時間・所要メ
モリに影響があります。）

別名ラベルは、制約上
の区別はないけれども
、予定入力時、見易く
するために用います。

また、予定入力時に既
に予定が決まっている
場合（ソルバで自動割
り当てする必要がない
場合）は、自動シフト
のチェックを外します

。
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別名追加

別名を追加するには、右クリックでメニューを出し、列挿入を行います。
別名数は、制限がありませんし、性能への影響もありません。

編集が終わった
ら、適用、設定
を忘れずに行っ
てください。
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シフト時間定義 カウント数

制約で、時間制約を使う場合に、定義します。時間制約を使っているシ
フトのみ定義が必要で、時間制約を使っていなければ定義する必要があ
りません。カウント数は、行制約の整数計数を行う場合にのみ定義する
必要があります。詳細は、行制約をご覧ください。
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シフト集合

メニュー →シフト定義 → シフト集合でシフト集合画面となります。
設定ボタンのクリックで、予定入力パレットが更新されます。
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シフト集合 でない演算で簡潔に記述する

あるユーザ様の例ですが、制約上、「勤務」というなんらかの勤務
をしている状態の集合が必要でした。

シフトは、全体で２
３個もあり、内２２
個がなんらかの勤務
を行っています。こ
れを、または（OR）
で記述すると22個記
述しないといけませ
んが、でない（NOT)
で記述すれば一個(休
み）で済みます。大
規模なシフトの場合
、簡潔に記述するこ
とで、求解時間にも
良い影響が期待でき
ます。
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スタッフ毎のシフト

■設定→スタッフ定義→スタッフ毎のシフト で設定します。
■新しいタスクを設定したときは、そのビットは全スタッフにチェックさ
れます。
■このページは、設定し忘れることが多いです。変更が多い職場では、全
部チェックするようにして、スタッフプロパティで制御した方がよいでし
ょう。
■設定し終わったら設定ボタンをクリックするのを忘れずに。
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予定入力

別名ラベルとシフト集合を駆使することで、多彩な予定入力が可能にな
ります。

右は、あるユーザ
様のプロジェクトの
予定入力ですが、シ
フトは、7個しかな
いのですが、25個
ものラベルが定義さ
れています。

表示しきれないラベ
ルは、ここをクリッ
クすると出ます。
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制約の３要素のまとめ

以上、具体的に集合要素の指定の仕
方について見てきました。

日（Day)集合

シフト集合

スタッフ集合

制約
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タスク型勤務表

シフト型勤務表では、必要ありませんが、タスク型勤務表では、さらに
タスクとフェーズという概念の理解が必要になります。
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タスクの概念

日勤

内科

外科

深夜 準夜勤

救急

シフトは、横方工、日勤、深夜、準夜勤という具合に、時間の流れ、時
間帯に対しての呼び方でした。主に横方向についての呼称です。

シフト

タスク

内科

外科

救急

内科

外科

救急

それに、対してタスクは、縦方向、内科、外科という具合に、シフトの
中で行う仕事のことです。
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１シフト中に、複数の仕事を行う場合もあ
る

日勤

内科

外科

救急

一人の応援スタッフに注目してみましょう。日勤というシフトの中でも
、内科、外科、救急という具合に仕事が入ることが考えられます。

シフト

タスク

一つ一つの仕事にも、やはり時間帯があります。
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一つの仕事の時間帯、フェーズ

日勤

内科

外科

救急

フェーズ フェーズ0 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３…

シフト

タスク

各々の仕事の時間帯をフェーズと呼ぶことにします。1日あたりのフェ
ーズ総数をフェーズ数と呼ぶことにします。
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タスクとシフトの基本ルール

日勤

内科

外科

救急

フェーズ フェーズ0 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３…

シフト

タスク

■アクティブになるシフトは、スタッフ一人につき、1日あたり1個
■アクティブになるタスクは、スタッフ一人につき、1フェーズあたり最大1個
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シフトの意味

■アクティブになるシフトは、1日あたり1個です。
日勤・深夜・準夜勤 シフト形態は、色々がありますが、1人のスタッフに

ついて、1日あたり許されるシフトは、1個です。2個以上でも、0個でもあり
ません。常に1個です。言い換えると常にどれかのシフトがアクティブになっ
ており、それ以外は、非アクティブ状態にあります。ですので、「休み」と
いうシフトを、記述する必要があります。日勤でも、深夜でも準夜勤..でもな
いときは、「休み」シフトがアクティブになります。この性質は、シフト型
・タスク型によらず共通の性質です。
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タスク型勤務表でのシフトのルール

■フェーズには、少なくとも一つのシフトが定義されていることが必要です
。Ph0フェーズには、WorkとPH12シフトが定義されているのでこの条件を
満足します。また、原則として、フェーズを全く含まないシフト(この例では
Off)が、定義されていることが必要です。

■下のph2は、シフトで一つもカバーするものがないのでNGです。



45

タスク型勤務表でのシフトのルール続き

■フェーズを跨いだようなシフト(この例では、前拘)があってもOKです。
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タスク型勤務表でのタスクの動き

■今タスクは、1個だけ、仕事１だけ持つとしましょう。内部的には、フェー
ズ毎に変数を持つので、これらをT0,T1,T2とします。(これらは、各スタッフが
持っているので、全体では、Days*Phases*Staffsという量のタスク変数が存在します。）

■タスクが1個だけのときは、簡単で、シフトが定まれば、タスクの状態が定
まります。例えば、日勤拘束シフトが決定されるとT0/T1/T2は全てアクティ
ブが決定します。日勤シフトが定まれば、T0/T1はアクティブ、T2は非アク
ティブが決定します。逆に、拘束フェーズでT2が非アクティブであれば、日
勤拘束・午後拘束・前拘というシフトはありえません。このように、シフト
とタスクは常に連動した動きとなっています。この表は、タスク型勤務表の
構造の土台になります。

仕事１ T0 T1 T2
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タスク型勤務表でのタスクの動き 続き

■今タスクは、２個あり上のように内部的な変数を定めるとします。
■タスクが複数個あっても、アクティブフェーズであることが確定したとき、
（茶色部のどれかであるとき)、アクティブになるタスクは、1個です。0個で
も2個でもなく、必ず1個が選択されます。例えば、午前フェーズでみたとき
、T0かP0のどちらかが真でどちらかが偽となります。言い換えると仕事１か
、仕事２のどちらかが選択されるということです。どちらも選択される(アク
ティブが2個),どちらも選択されない(アクティブが0個）は、ありえません。
■非アクティブフェーズ(休みシフトも含めて茶色以外）が確定したとき、例
えば、午前フェーズでは、T0/P0共、非アクティブが確定します。
■タスク数が2個以上の場合でも、上記と同様に動作します。アクティブフェ
ーズであるとき、そのアクティブタスク数は１、非アクティブフェーズが確定
したときアクティブタスク数は0になります。

仕事１ T0 T1 T2
仕事２ P0 P1 P2
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シフト型勤務表をタスク型勤務表にする

■シフト型勤務表に複数のタスクを定義し
たくなった場合は、シフト型勤務表をタス
ク型変更にする必要があります。
■その場合、左のように実フェーズ列挿入
で、フェーズ数分、列を挿入します。
■タスクは、タスク名を新しくするのが簡
単です。
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シフト型勤務表に戻す

■元のシフト型勤務表に戻すには、
列を削除して、この状態にします。
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フェーズオブジェクト

■特定のフェーズと特定のタスクを結びつけるのが、フェーズオブジェクトで
す。フェーズオブジェクトは、フェーズ変数とフェーズ変数集合から成ります
。
■フェーズオブジェクトは、殆どの場合、シフトと同様に扱うことが出来ます
。
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フェーズ変数

■フェーズ変数は、各フェーズ毎にタスクまたは、タスク集合を要素に持ちま
す。例えば、日勤という定義は、午前と午後フェーズに日Tタスクが拘束フェ
ーズでは、公休タスクが全てアクティブなときにアクティブになります。これ
以外では、アクティブになりません。これを一つのシフト状態として捉えても
よいです。

■実際、シフトを呼んで
いる制約（予定シフト、
行制約、列制約）でシフ
の代わりに使うことが可
能です。
■カウント数、就業時間
もシフトと同様に定義可
能です。
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フェーズ変数続き

■フェーズ変数は、少なくとも1個のフェーズで、タスクまたは、タスク集合
を持つ必要があります。例えば、午前カウントは、午前フェーズでしか定義が
ありません。他のフェーズの状態は気にしない（ドントケア）ことを表してい
ます。
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NoTaskVarが必要になるとき

■左はタスク勤務表/訪問看護MultiShiftV2
プロジェクトのフェーズ定義です。
■タスクは、仕事１、仕事２と定義されて
いて、実就業は、仕事１、有給用には、仕
事２を使います。
■このとき、午前の仕事１を定義するには
どうしたらよいでしょうか？
■午前フェーズに仕事１だけでは不完全で
す。その状態ですと、日勤拘束シフトや日
勤、前拘と区別がつきません。午後と拘束
フェーズにおいて、仕事１・仕事２とも非
アクティブであるというビットが必要にな
ります
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NoTaskVarを使ってフルデコードする

■全てのフェーズをなんらかの単一タスクで埋めることをフルデコードする
と言います。
■フルデコードすれば、状態は完全に確定します。
■非アクティブ状態を、表すには、NoTaskVarを使用します。NoTaskVarは
、それ以外のタスク全てが非アクティブであるときアクティブになる予約さ
れた名前の特別なタスクです。
■午前PVというフェーズオブジェクトは、就業状態にある（有給ではない）
半日勤務である午前シフトです。午後は、公休で、拘束もありません。
■このようにしてフルデコードすると、シフトとタスクが全て決定状態とな
ります。
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フェーズ変数集合

■フェーズ変数集合は、フェーズ変数のOR集合です。シフトとシフト集合の
関係のようなものですが、フェーズ変数集合は、シフトも要素として持つこと
ができます。
■フェーズ変数集合は、整数計数と、時間制約において制限事項があります。
１）否定の計数は、サポートしていません
２）要素は、排他的集合になっている必要があります。
■シフトからなる集合では、シフト要素自体が排他集合条件を満足するので、
考慮する必要はありません。また単独のフェーズ変数も問題ありません。
■コンパイラは、排他集合条件をチェックしています。エラーが出なければ問
題ない記述ですので、あまり悩む必要はありません。



タスク

■設定→タスク定義で出ます。フェーズ数に対応する名前をつけて、別名
オプションをチェックすると、下のようにフェーズ毎に名前が対応します。



NoTaskVar

■フェーズオブジェクトで使う必要が生じた場合のみ定義してください。
■詳細は、フェーズオブジェクトでの説明をご覧ください。



その他のタスクオプション

■その他のオプションは、通常使用しません。チェックしないでください。



スタッフ毎のタスク

■設定→スタッフ定義→スタッフ毎のタスク で設定します。
■新しいタスクを設定したときは、そのビットは全スタッフにチェックさ
れます。
■設定し終わったら設定ボタンをクリックするのを忘れずに。
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制約

■制約の種類としては以下になります。
■上級者向け機能であるPythonによる言語制約は、殆どの場合、使う必要は
ありません。

行制約

列制約

予定制約

ペア制約

拡張機能
Python言語制約
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集合定義との関係

■どの制約にしても、Day集合、シフト集合、スタッフ集合の指定が
必要になります。
■タスク型勤務表では、これに加えて、タスク集合、（フェーズオブジェク
ト）の記述が必要になります。
■GUIで記述できない記述があったときのみ、Python言語制約を使うことに
なります。

日（Day)集合

シフト集合

スタッフ集合

行制約

列制約

予定制約

ペア制約

拡張機能
Python言語制約

タスク集合

フェーズオブジェクト
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制約方向

列
制
約

行制約

行制約は、横方向、各スタッフに関する制約です。
列制約は、縦方向、各日に関する制約です。
ペア制約もスタッフ間のペアに関する設定ですので、列制約方向の制
約です。



行制約概要

行制約の制約タイプとしては、下図のように４種類です。
■パターン禁止 1個以上のパターンを記述します。
■最大ー最小パターン 割り当てる最大数・最小数を規定します。
最大・最小のどちらか一方または、両方が記載されている必要があります。
1個以上のパターンを記述します。

■整数計数 シフトまたは、フェーズオブジェクトのカウント値を計数します
。1個のパターンを記述します。
■最大ー最小時間 割り当てる最大時間数・最小時間数を規定します。

最大・最小のどちらか一方または、両方が記載されている必要があります
。 1個のパターンを記述します。



行制約必要な記述

■適用 チェックしないと制約は無視されます。
■設定 変更後は、設定ボタンをクリックしないと反映されません。
■行制約名 曜日タイプ グループタイプ 制約タイプは、必ず記載する必要
があります。
■ソフトレベルに１から７のいずれかを記載した場合は、ソフト制約、記載し
ない場合はハード制約となります。



行制約 パターン最初・最後の曜日タイプ

■最初の曜日タイプが設定されている場合、シフトパターン0が、マッチした
場合に、制約が有効になります。
■最後の曜日タイプが設定されている場合、シフトパターン最後のパターン
がマッチした場合に、制約が有効になります。
■最初と最後に曜日タイプが設定されている場合、両方のパターンがマッチ
した場合のみ、制約が有効になります。
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行制約 時間制約

時間制約は、最大ー最小時間 を選択します。
■パターン 1個のパターンを記述します。複数パターンは禁止です。
■最大・最小のいずれか、または両方に時間が記載されている必要があります。
■ソフト制約は、サポートしていません。
■シフトパターン[0] 記述しないでください。
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行制約 整数計数時間制約

■整数計数制約は、シフトまたは、フェーズオブジェクトのカウント数（整数
）を計数する制約です。
■パターン 1個のパターンを記述します。複数パターンは禁止です。
■最大・最小のいずれかまたは両方に時間が記載されている必要があります。
■否定(✓)はサポートしていません。
■ソフト制約を、サポートします。

計数対象は、カウント数を記載する必要があ
ります。また、集合は、排他的集合である必
要があります。詳しくは、フェーズ変数集合
をご覧ください。
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行制約 ベクトル化最大最小

■最大ー最小パターンまたは、整数計数制約に適用可能な記述方法です。
■スタッフ定義の中で正の整数のみで記述されたグループの属性項目が対象
となります。空白は許容されます。その場合、そのスタッフの制約は生成さ
れません。
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行制約 フェーズ制約の開き方

■行制約で、フェーズ毎のタスクに関する制約を記述するページです。
■青部右クリック →フェーズページを挿入 フェーズ制約用ページになり
ます。

青部右クリックでタブページ管理のメニューが出ます。
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行制約 フェーズ制約

■フェーズパターンは、フェーズ定義で定めたフェーズ名順になります。
■パレットは、タスクまたはタスク集合です。
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制約の管理

制約のタブは、色をつけたり、順番の変更が出来ます。

青部右クリックでタブページ管理のメニューが出ます。
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マクロの使用

複数の箇所で同じ定数を定義したいときは、マクロを定義すると便利です。
（設定→マクロ定義）月々のメンテは、期間の設定とマクロの値の変更だけで
済めば楽です。



列制約

列制約の制約タイプとしては、下図のように５種類です。
■シフト禁止 シフト禁止します。
■最大ー最小スタッフ数 割り当てる最大数・最小数を規定します。

最大・最小のどちらか一方または、両方が記載されている必要があります。
■シフト強制 シフトを強制します。シフト禁止と反対の作用です。
■最大ー最小時間 時間制約です。
■ソフトスタッフ数最大最小 最大ー最小スタッフ数の拡張です。

■適用 チェックしないと制約は無視されます。
■設定 変更後は、設定ボタンをクリックしないと反映されません。
■列制約名 曜日タイプ グループタイプ シフトタイプ、制約タイプは、
必ず記載する必要があります。

■ソフトレベルに１から７のいずれかを記載した場合は、ソフト制約、記載
しない場合はハード制約となります。
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列制約 時間制約

■時間制約は、最大ー最小時間 を選択します。
■最大・最小のいずれか、または両方に時間が記載されている必要があります
■ソフト制約は、サポートしていません。
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列制約 ソフトスタッフ数最大最小

■最大ー最小スタッフ数の拡張です。
■最大、最小各々異なるソフトレベルとすることが出来ます。
■使用する際は、求解ページで、どちらのレベルにもチェックします。どちら
か一方のレベルだけにチェックされている場合の動作は未定義です。
■最大ー最小 各々二つの制約を書いたのと等価ですが、僅かに求解時間が
短くなる可能性があります。
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列制約フェーズ制約

■列制約で、フェーズ毎のタスクに関する制約を記述するページです。
■青部右クリック →フェーズページを挿入 フェーズ制約用ページになり
ます。

青部右クリックでタブページ管理のメニューが出ます。
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列制約フェーズ制約

■ベクトル化した最大最小については、タスク列制約のMax/Min指定をご覧
ください。



予定の入力

入力したい箇所でマウスをクリックしてセル
を選択します。（下図状態）



予定の入力

次にパレットを選択すると入ります。（下図では公を選択。）する
と選択が右にずれます。

ブランクに
したいとき



取り消し

取り消しボタンを押すと



やり直し

今の入力が取り消されます。取り消しを取り消したいときは
、やり直しボタンを押します。



複数入力

複数のセルを一気に入力できます。



複数セル入力結果



ロック状態

黄色になり、ロックしていることを表します。



Excel へのコピー

選択した後、右クリック➡テキストとしてコピーをクリックし
ます。

スケジュール
ナースⅢ間で
は、コピーで
行ってくださ
い。



入力中のスタッフは、トップで表示させたい

スクロールバーを出現させて移動してください。予定入力ウィンドウ
を小さくするとスクロールバーが出現します。



タスク予定入力

■予定入力 をクリックするで、フェーズモード(フェーズ数が1以上のと
き）時にタスク予定入力が出現します。（シフト予定も一緒に出ます。）
■隠れて見えないときがあります。ウィンドゥの設定→カスケードで、見
えるようになります。



タスク予定入力の仕方

■パレットは、タスク及びタスク集合でのラベルが並びます。
■後は、シフトと同様です。



フェーズ・タスクモードでの画面構成

• ■左下は予定シフトで従来と同じ、右下は、タスク入力画面です。

• ■フォーカスがタスク画面となるときに、フェーズ定義されていないシフト入力は、描画さ
れます。



タスク列制約のMax/Min指定

■下は、タスク勤務表/チュートリアル２プロジェクトです。
■下のテーブルは、Excelを読み込んで出来ました。



タスク列制約のMax/Min指定続き

■最大・最小を規定しているのは、このテーブルです。
■上段がmax、下段がminに対応します。



タスク列制約のMax/Min指定その２

■制約しているのは、あくまで列制約です。列制約が最大・最小に関して
タスク予定下のテーブルを参照していて、参照名として、タスク名＋属性＋
_max/_minを使用しているだけです。
■グループプロパティ、タスクの規定は、列制約で記述したものになります。



タスク列制約のMax/Min指定その３

■タスク名、属性、最大・最小値は、編集可能です。
■タスク名、属性を変更しないで、最大・最小だけ変更したときは、列制約の
メンテナンスは必要ありません。しかし、タスク名・属性名を変更したときは
、対応する列制約のメンテナンス(制約の削除・変更）が必要になります。



ペア制約 個人制約

AさんとBさんの一緒の勤務を禁止するといった制約になります。

制約タイプは、ペア禁止とAならばBの2種類です。下でAとBカテゴリがあ
ります。それぞれに演算子がありますが、個人スタッフを指定している限
りは、または、かつ どれを選んでも動作は同じです。

制約7は、A・B共、個人スタッフを指定しているので、これにあてはまり
、今月中の各日について、スタッフ名２とスタッフ名３の一緒の深夜は禁
止という意味になります。一方制約８，９については、Bカテゴリにおいて
、（次ページに続く）



ペア禁止 集合制約

スタッフ４に嫌われているという集合を定義しています。Bの演算子は、
または（OR）になっていて、これに対して集合演算が適用されます。
つまり、スタッフ４に嫌われている下の4人のうち一人でも同じ勤務である
ことを禁止する動作になっています。これをかつ（AND）にすれば、4人全
員がスタッフ４と一緒の勤務を禁止します。（4人のうち任意の3人がスタッ
フ４と勤務することは禁止しない）という意味になります。



AならばB制約

制約１は、各診療日について、新人の日勤者が1名以上1名以下なら（A)
、新人以外の日勤者は、15名以上15名以下（B)という制約になります。
の日勤者が1名でないときは、B制約は適用されません。同様に制約２は
、新人の日勤者が2名なら、新人以外の日勤者は、14名、新人の日勤者が
3名なら、13名、4人以上なら、12名という制約になります。つまり、A
ならば、Bを真にするように働きます。AならばB制約においては、このよ
うな不等式制約が使えます。または（OR)、かつ（AND)、も同様に使え
ますが、またはは、1名以上に等価、かつは、全スタッフであることに注
意すれば、自然な拡張であることが理解できると思います。



AならばB制約結果

ペア制約の結果は、列制約の結果のペインに出ます。禁止制約は、定義した
曜日の全てにおいて結果が表示されますが、AならばBについては、Aが
真のところしか表示していません。なおかつ、表示日は、Bカテゴリが適用の日にな
ります。Bカテゴリの日オフセットは、当該曜日集合におけるオフセット値であるこ
とに注意してください。例えば、12日に、「新人が4人日勤なら新人以外は12人」と
いう制約結果が出ていますが、Aの値が真になっているのは、15日です。診療日集合
は、平日集合です。オフセットがー1なので、Bの適用は、15日の一日前の平日とな
り14日ではなく12日になります。

1日前ではなく1診療日前になる。



ペア制約Tips

ある集合上で、任意の二人が一緒に勤務しないという制約はどのように
記述すればよいでしょうか？

実は、これは、既に下青部で記述しています。Aチーム若手の最大勤務者は1名で
す。言い換えるとAチーム若手集合では、任意の二人が同時勤務
になることを禁止している、とも言えます。よって、若手集合内については、ペ
ア制約で、各個人について記述することは冗長であり不要です。ペア制約では
それ以外について記述しましょう。



Excel操作

■Excelシートを本ソフトに取り込むことをインポートと言います。
■本ソフトからExcelシートに出力することをエクスポートと言います。



Excel インポート

■インポートする際に、必須のシートと無くても問題ないシートがあります。
■インポートするシートの順番があるので、順番通りに記述してください。

シート名例 ページタイプ オプション 必須 備考

稼働日設定 稼働日 必須 制約開始日設定

スタッフ属性 スタッフ属性 必須 スタッフ名設定

10月予定 予定シフト 予定読み込み

11月予定 予定シフト 複数月の場合

マクロ設定 マクロ設定

工程人数 工程人数 工程人数の読み
込みのみ

スタッフタスク
属性

スタッフタスク
属性



Excel インポートサンプル

■サンプルプロジェクトを示します。

シート名例 ページタイプ オプション サンプルプロジェクト

稼働日設定 稼働日 Excel_sample/予定シフトと
スタッフプロパティインポー
トスタッフ属性 スタッフ属性

10月予定 予定シフト

11月予定 予定シフト タスク勤務表/パートナー問題
翌月跨ぎ

マクロ設定 マクロ設定 Excel_sample/予定シフトと
スタッフプロパティインポー
ト

工程人数 工程人数 工程人数の読
み込みのみ

タスク勤務表/パートナー問題
翌月跨ぎ

スタッフタスク属性 スタッフタスク属性 タスク勤務表/チュートリアル
２



Excel インポートファイルの指定

■ウィンドゥの設定 →Excel取り込み出力設定→Excel取り込み設定
で下の画面となります。



Excel インポートファイルの指定 その２

ファイルパスをクリックして、読み込むExcelファイルを選択し、開くをクリックします。
さらに 左の設定ボタンをクリックします。これによりファイルパスがプロジェクトにロードさ
れます。さらにファイルとして保存するには、ファイル→保存を行ってください。



Excel インポートファイルの指定 その３

取り込みをクリックすると、インポートを開始します。取り込みが完了するまで数秒かかります。
完了すると、ダイアログが消えます。



Excel インポートページの指定

■ページ名で、読み込むページを指定します。下の例の場合、スタッフ属性ページをスタッフ属
性として、勤務表を予定シフトとして読みます。



稼働日設定

■ページタイプを稼働日にして、シート名のページを設定すると、曜日設定の特別の日のDay集合
を読み込む事ができます。
■マークには、●○等、空白でなければ何であってもかまいせん。
■曜日名出力のtext(a1,”aaa”)は、ロケール問題(各国言語問題)により動作しません。代わりにう
weekday関数を御使用ください。(サンプル記述をご参照ください。）



稼働日設定 続き

■ページタイプを稼働日にして、シート名のページを設定すると、曜日設定の特別の日のDay集合
を読み込む事ができます。
■Day集合は、既存の名前があれば、Replaceされます。なければ、新規に定義されます。Excel
で定義されていない既存の名前は（例 ダミー日) クリアされずにそのまま維持されます。
■予定シフトシートでも、Defaultの制約表示開始日等が読み込まれています。従い、稼働日は、
予定シフトシートがある場合、予定シフトの後に記述する必要があります。



スタッフプロパティのインポート

■フォーマットは、サンプルによります。
■Excel記述通りにプロジェクトに読み込みされます。内部でクリアされてから読み込まれます。



インポート時のグループ定義

■Excelで記述された定義は、グループ定義としても読み込まれます。既存のグループ定義に、追
加されて読み込まれます。

■数字だけのメンバーを持つプロパティは、Python Propertyファイル上で、マップとして記述
されます。これを利用して、Python上で制約することが出来ます。（下の例では、公休数、週当
たりの勤務回数。）詳しくは、Pythonプログラミングマニュアルを参照ください。



予定シフトのフォーマット

■予定シフトのフォーマットは、フリーです。
■あるべき情報は以下です。それ以外は特に必要ではありません
・氏名 （半角・全角スペースはあっても可。ただし詰めて読み込まれます）
・１(月始め半角数字の１です 氏名 行のー1行にある必要があります。）
■オプションとして、
・令和ｘ年y月

■休 夜ｘ 等は、全てプロジェクトファイルで規定されるラベルである必要があります。ラベル
は完全に一致している必要があります。



複数月の予定を読み込む

■次のように1の日に稼働日を参照して、読む月をコントロールする方法もあります。



プロジェクトファイルで指定したラベルを使用

■下のようにシフト・シフト集合で定
義したラベルをExcel予定シフトでは
使ってください。



予定シフトのインポート範囲

■予定シフトのインポート範囲は、制約開始日から、制約終了日までです。
■制約表示日から、制約開始日ー1までは、残ります。
■従い、先月結果を予定シフトに取り込んだプロジェクトで、今月の予定シフトをインポートす
ると、上手く先月結果と今月の予定の合成をすることが出来ます。



予定シフトの色指定

■色の区分は次の通りです。 色 制約レベル

黒 ハード制約

青 ソフト制約レベル６

緑 ソフト制約レベル４

オレンジ ソフト制約レベル１



マクロ設定

■既存のマクロ記述は、全てクリアされて、Excel記述が読み込まれます。従い、必要な記述は、
全てExcel上で記述する必要があります。 適用のチェックは、空白以外なら何であっても構いま
せん



工程人数

■タスク勤務表/タスク勤務表 プロジェクトを読みこんでください。
■工程人数のインポートは、多数の内部テーブルが生成されます。
■フェーズ定義、シフト定義、タスク定義、列グループ(excel_gen)、タスク予定下テーブルが新
規に生成されます。



テーブル生成後

■フェーズ・シフト・タスク・行制約を必要に応じて編集しプロジェクトを完成させてください。



列制約とスタッフ数だけを新規読み込み

■プロジェクト完成後のメンテナンスとして、工程人数の読み込みのみ を指定すると、フェーズ・
シフト・タスクには影響せずに、列制約(excel_genグループ)とタスク予定下テーブルのみ置き換わ
ります。



Excel エクスポート

■下記に示します

シート名例 ページタイプ オプション 備考

Sheet1 Excel出力設定 画面出力

勤務表 ExcelFormatted出力設定 モノクロ
スタッフ名
ラベルブランク化
マーク予定入力

ユーザフォーマットによ
る



Excel エクスポートサンプル

■excel_sample/予定シフトとスタッフプロパティインポート.nurse3 を読み
込んでください



Excel エクスポートファイルの指定

ウィンドゥズの設定→Excel取り込み出力設定 をクリックします
Excel出力設定タブ→ ファイルパスを指定します。保存する任意のファイル名を設定します。



Excel エクスポートファイルの指定その2

■設定ボタンをクリックすることで、ファイルパスがプロジェクトにロードされます。
■出力ボタンを押す前に、解フォーム（下の例）を出力させておいてください。
■出力ボタンをクリックすることで、ファイルが出力されます。
■変更したプロジェクトを保存するには、ファイル→保存で 保存します。



Excel エクスポートファイルの指定その３

■Excel エクスポートファイルは、解画面がそのまま出力されます。
■Excel Auto Filterは、解画面での選択状態で出力されます。
■Excel ファイル出力時は、当該ファイルを閉じておく必要があります。



Excel エクスポートファイルの指定その４

■解画面からも出力することが可能です。



ExcelへのFormatted Export その1

■下のように、ページタイプに、ExcelFormatted出力を選択すると、ユーザフォーマットでの今
月分の出力となります。

■ユーザフォーマットとは、スタッフ
の並び順等です。ユーザが定義した順
番（右）で出力されます。
■フェーズモードでは、シフト解のみ
出力されます。



ExcelへのFormatted Export その２

■解として求めないスタッフは無視されます。
■苗字ー名前間にスペースがあってもOKです。

オプション
■スタッフ名 例）職員
項目の名前を記載します。

■モノクロ
白黒表記とします

■ラベルブランク化
例) 日
日というラベルをブランクで出力されます。

■マーク予定入力
予定入力がハード予定入力されているとき

赤フォントで出力されます。



ExcelへのFormatted Export その３

■添付サンプルでの出力例になります。



ExcelへのFormatted Export その４

■スタッフ名と同じ行に、行制約名と同じ制約名が記載されているときに、SC3の計算値をExcel
に出力します。Excelでの計算式が複雑なときに、ご利用ください。



PythonでCSV生成

■タスク勤務表/タスク勤務表プロジェクトは、CSVを生成するpythonプログラムが実装されていま
す。言語制約の使用 をチェックすると、解生成後に、python ポスト処理プログラムが動きCSVフ
ァイルが生成されます。これを編集してユーザ形式でのCSVを生成することが可能です。詳しくは、
タスク勤務表チュートリアルのチュートリアル３をご参照ください。

https://www.nurse-scheduling-software.com/publications/schedule_nurse3_tutorial_for_task.pdf
https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/task_tutorial/schedule_nurse3_task_tutorial.html


翌月への移行

■シフト勤務表チュートリアル 翌月への移行をご参照ください。

https://www.nurse-scheduling-software.com/tutorial/schedule_nurse3/shift_tutorial/schedule_nurse3_shift_tutorial.html
ule_nurse3/shift_tutorial/schedule_nurse3_shift_tutorial.html


ウィンドウの列が表示されなくなった？

ウィンドウの設定リセットで該当ウィンドウの表示設定をリセットします。



ウィンドウが隠れているときは？

ウィンドウの整列のメニューでどれかをクリッ
クすると出てきます。
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ランダム予定生成機能

右クリック➡ランダム予定生成 をクリックします。
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ランダム予定生成その２

選択肢が出ます。これは、曜日集合の上から4番目までです。



135

ランダム予定生成 その３

右クリック➡ランダム予定生成➡休日➡公休➡公休１で次のように生成しまし
た。休日に休み希望が多いことをシミュレーションしています。公休1は、公
休1個という意味です。
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