
東京医療関連協 ナースウェーブ「看護の日」集会

2022年 5月11日

日本医労連中央執行委員 松田 加寿美

実現しよう！大幅増員！
健康に働きつづけられる職場へ



○ 自己紹介 ○ 2005年
看護学校卒業

北海道勤労者医療協会
勤医協中央病院
救急・放射線・内視鏡
[検査・治療部門]に配属

2007年秋
消化器内科病棟 異動

2017年7月1日
北海道勤医協労働組合
出向

2017年10月
日本医労連着任



本日のおはなし

① 実態調査からみる
看護現場の実態

② たたかいの歴史
― 運動の成果



◆2017年「看護職員の労働実態調査」

深刻な人手不足、過酷な夜勤・交替制労働

2017年9月20日記者発表
朝日・共同通信など11社が取材

【調査期間】
2017年5月1日～7月25日

【回収枚数】
全５４組織から33,402人分

＊公的病院(大学等含め）比率6割

切実に求められる夜勤改善と大幅増員



慢性疲労７割
88年より5.4ポイント増 疲労→過労→疲弊→疾病

の順に、ストレスが加わる
ことで移行していく
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「慢性疲労」－30年前より悪化

疲れが翌日に残る 休日でも回復しない
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健 康



休憩「取れていない」
準夜勤4割、深夜勤3割、2交替・2交替仮眠2割

労働環境

日勤 準夜勤 深夜勤 2交替夜勤 2交替仮眠

①きちんと取れている 24.7% 14.8% 19.9% 19.8% 20.1%

②大体取れている 57.9% 41.2% 52.9% 59.8% 58.4%

③あまり取れていない 16.5% 36.5% 23.7% 19.1% 18.6%

④まったく取れていない 1.0% 7.4% 3.5% 1.4% 2.8%

2017年「看護職員の労働実態調査」から

看護師不足が問題の根底にある！！



全産業比で高い「強い不満、悩み、ストレス」

62.5

58.3

看護職 全産業

強い不満･悩み･ストレス

看護職

全産業

2017年厚労省「労働者安全衛生調査」

健 康

全産業に比べ
4.2％も高い

強い不満、悩み、ストレス

「仕事の量」
約５割と最多



７割が「仕事を辞めたい」と思いながら働いている

理由（3つ以内で選択）

①人手不足できつい 47.7％

②賃金が安い 36.6％

③休暇がとれない 33.7％

④夜勤がつらい 27.9％

⑤達成感がない 26.0％

時間外労働が多いほど、休憩が
取れないほど「やめたい」の比
率は高い結果となった



働き続けることを困難にする労働環境

●交替勤務にもかかわらず９割が時間外労働

●サービス・不払い労働７割、総額３億円超え
→主な業務①記録 ②情報収集 ③患者への対応

●労働時間が長くなるにつれ、健康の自覚症状悪化

●休憩が取れないほど「慢性疲労」の訴えが高くなり
健康不安、ストレス、健康の自覚症状にも影響

●年休取得５日以下 ３割

夜勤改善と大幅増員なしには解決がむずかしい！！



◆2021年度 夜勤実態調査結果の概要

（1）調査の目的
医療機関における看護職員などの
夜勤・長時間労働の実態を把握し、
増員・夜勤改善・長時間労働規制な
ど働き続けられる職場づくりに活用。

（2）集約結果
357施設、2,729職場、
看護職員97,646人、
看護要員119,949人分。

調査結果



夜勤・長時間労働の健康リスク

①〈短期〉 疲労の蓄積、睡眠・感情障害

②〈中期〉 循環器疾患、糖尿病

③〈長期〉 発がん性（乳がん、前立線がん）

夜勤・長時間労働の安全リスク

夜勤や長時間労働はの作業は、「酒気帯び運転と同等以
上のリスクがある」と海外の研究であきらかになっている



諸外国では、
ILO（国際労働機関）「夜業条約（第171号）」や
EU（欧州連合）の「労働時間指令」などに基づいた
規制が行われ、「有害業務」である夜間勤務から労
働者の健康と生活を保護している。

より健康で安全に働くために

医療機関では、
夜勤・交替制勤務
は避けられない！

長時間に及ぶ夜勤や短す
ぎる勤務間隔については、
その改善や規制が強く求
められている。



●１日の労働時間は8時間以内

●時間外を含めても12時間以内

●勤務と勤務の間に少なくとも連続12時間以上の
休息期間を与えなければならない

日本でも諸外国並みの保護措置をとり、
労働者が働き続けられる環境整備が必要

ILO「看護職員の雇用と労働および
生活条件に関する勧告（第157号）」



◆2021年度 夜勤実態調査結果の概要

・2交替病棟の割合 44.0％ ＝過去最多
・「16時間以上」の長時間夜勤は

病棟数の52.7％、看護職員数52.1％



・ひと月の夜勤日数

3交替「9日以上」 25.1％

2交替「4.5回以上」40.1％

◆2021年度 夜勤実態調査結果の概要

看護師確保法・基本指針（1992年）では、
離職防止対策として夜勤負担の軽減をあげ、
「複数・月8日以内の夜勤体制の構築」を位置付けている。

ICU・CCU

38.2％

61.2％➡
深刻な
実態



◆2021年度 夜勤実態調査結果の概要

・もっとも短い勤務間隔
「12時間未満」53.3％
「8時間未満」 41.7％

健康に働き続けるためにも
夜勤改善とそのための増員が必要！！

・夜勤協定協定
「有」65.7％ 「無」34.3％

・インターバル協定
「有」14.5％ 「無」85.5％



本日のおはなし

① 実態調査からみる
看護現場の実態

② たたかいの歴史
― 運動の成果



戦争と医療



終戦（1945年～）

労働者の差し迫った要求は、食料・仕事・賃上げ

1946年1万2000組合・368万人 組織率41.5％

1949年3万4688組合・665.5万人 組織率53％

欧米なみの社会保障制度が生まれた

1945年 労働組合法

1947年 失業保険 労災補償保険

1947年 児童福祉法

1950年 生活保護法



1948年
全医労結成大会

1946年「全日赤」結成
日赤本社前座り込み風景



日本医労協の結成
1957年8月31日・国労会館 3万850人

【参加組織】全医労、全日赤、全労災、国鉄医協、都医協、
慈恵医大、民従協、厚生連従組、新潟医労協ほか



結婚・通勤の自由がなかった看護婦たち 1950年代

国立栃木病院

結婚・通勤は法律や憲法が
どうあろうと看護婦道から
禁止する

国立弘前病院

「80名中20名が通勤してい
るので、今後通勤は新婚
６ヶ月間、乳児のある者は
誕生日まで」



新潟・国立高田病院妊娠輪番制事件 1959年



結婚・通勤の自由、妊娠制限撤廃を求めるたたかい

自分たちの子どもを
生み育てることは

“ ”



１９６０年の「病院スト」
産別初の全国的な賃金統一闘争

病院ストのたたかいは、日本の医療実態や病院経営の実情をさらすこ
とになった。医療行政は批判にさらされ、抜本的な改善を迫られ、中山厚
生大臣（当時）は辞任。看護婦養成に大幅助成、生保基準18％引き上
げ、抗生剤の保険適用、結核公費負担の拡充などを実現させた。



院内保育所運動

1954年 国立旭川病院に「職場保育所」誕生
1974年 国庫補助が実現



1965年～
夜勤制限闘争
(ニッパチ闘争)

1973年労働省｢1ヵ月の3分の1を超える夜勤の規制｣の通達発出

人事院（1965 年）
「夜勤は月平均8日以内」
「1人夜勤廃止」の
『夜勤判定』を出した。



1970年代「病院給食をまもるたたかい」など
医療改善と「合理化」反対の運動

さわやか運動 ５点改善運動



最大の成果は看護婦不足を“社会問題”にしたこと

桜前線に合わせて全国の看護婦の運動を起そう！

もう我慢できない、看護婦は主張する
1989年10月6日・銀座デモ

白衣の看護師でいっぱいになった
日比谷公会堂



•「夜勤が多い」「賃金が安い」「仕事が忙しい」「休みがと
れない」「結婚したら働けない」「家賃が高くて東京には住
めない」「宿舎が悪い」

•ベット稼働率を追及され倒れるほど働いている

•看護婦の引き抜きが始まっている

•不足を口実に無資格者が看護の仕事をさせられている

•看護婦の若年化、流動化が進み、一方では中高年看護婦
をパートや嘱託の低賃金で雇用する政策が進行している

何が我慢できなかったのか



有名雑誌・プレイボーイ
でも大きく掲載





看護師等の人材確保の促進に関する法律

1992年看護師確保法・基本指針制定



新語・流行語大賞

1992年

１年の世相を反映した
最も話題になった言葉銀賞に「９Ｋ」が選ばれる

▪ キツイ、キタナイ、キケン（３Ｋ）

▪ 給料が安い

▪ 休暇が取れない

▪ 規則が厳しい

▪ 薬に頼って生きている

▪ 婚期が遅れる

▪ 化粧の、乗りが悪い



意義ある９Ｋ

審査委員・金田一春彦氏はこう語った

・看護婦さんのことを知らなかった。

・皆さんがデモしたり、ストライキを
したり､外へ出て訴えたから分かった。

・賞に選ぶことでもっと応援したかった。



労働基本権のモデルに
看護師が登場

1997年





5300人の白衣行動

2006年～「いのちまもる国民集会」





⚫医師・看護師など医療従事者を大幅に増員すること

⚫看護職員の配置基準を、夜間は患者１０人に対して
１人以上、日勤時は患者４人に対して１人
以上とするなど、抜本的に改善すること

⚫夜勤日数を月８日以内に規制するなど、
「看護師確保法」等を改正すること



2007年
・150万筆の署名、自治体決議880議会を集約、
紹介議員153人⇒参議院全会一致で採択。

・介護人材確保法が14年ぶりに改定。

2008年
・政府が「医師養成定数削減の閣議決定」を撤回。
・介護従事者処遇改善法が成立。

2009年 ・介護職員の処遇改善交付金の実施。

2010年 ・厚労大臣が看護師の労働実態改善の必要性に言及。

2011年
・看護師等の『雇用の質』の向上のための取り組みを
促進する「5局長通知」発出。



署名数 成果

2013年度 47万
6463筆

医療分野全体の『雇用の質』の向上を
求める「6局長通知」発出。

2014年度 37万
1986筆

通常国会で『改正医療法』施行。
医療従事者の勤務環境改善を位置づけ、
指針策定と基金の創設。

2015年度 42万
6949筆

厚労省として初めて『病院の勤務環境
に関するアンケート調査』の実施。
厚労大臣が「大変厳しい勤務環境にあ
ることを認識するとともに、改善の必
要性を強く実感した」と発言。

３年間の合計は
127万5398筆



（4/18 現在）

（4/18 現在）

2016年 ・診療報酬改定で夜間勤務改善項目が盛り込まれる。

2017年
・介護職員処遇改善加算が拡大。
・介護報酬＋1.14％の臨時改定実施。

2018年
・労働時間等設定改善指針に「深夜業の回数の制
限」と「勤務間インターバル」の項目で「交替制
勤務」も対象となることが明記された。

2019年 ・「看護師確保法・基本指針」の改正の必要性を
検討することを閣議決定



新「いのち署名」広げ、国会請願採択をめざす

【目標】

1組合員10筆以上

医労連全体で180万筆

署名用紙

☜3つ折りリーフ



新「いのち署名」広げ、国会請願採択をめざす

【到達状況】2022.5.10時点

署名数：20万6850筆集約（医労連・自治労連・全大教分）

紹介・賛同議員：101人

写真は2022.3.2 / 署名数は全体集計



いきいきと働き続けられて、自分の時間も豊かに過ご
せる、労働環境・社会の実現のために、仲間とともに
声をあげ、行動しましょう!!


