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ナイチンゲール誓詞
• われはここに集いたる人々の前に厳かに神に誓わんーーー

• わが生涯を清く過ごし、わが任務を忠実に尽くさんことを。

• われはすべて毒あるもの、害あるものを絶ち、悪しき薬を用いることなく、
また知りつつこれをすすめざるべし。

• われはわが力の限りわが任務の標準を高くせんことを努むべし。

• わが任務にあたりて、取り扱える人々の私事のすべて、わが知り得たる一家
の内事のすべて、われは人に洩らさざるべし。

• われは心より医師を助け、わが手に託されたる人々の幸のために身を捧げん。

「ナイチンゲール誓詞」はナイチンゲール自らが作ったものではありません。
ナイチンゲールの偉業をたたえ、その教えを基として、１８９３年、アメリカ・デトロイトの看護婦学校
長夫人を 委員長とする委員会が、「ヒポクラテスの誓い」にならって作成したものです。



取りあえず進学コースへ行って、看護
師になったら辞めようと思ったが・・・

看護は楽しいと気が付いた



1973年国立病院医療センター就職





カラオケでは、PTCAを全員で歌い、踊った！

血栓など吹き飛ばして、みんな元気になれよー







• 98歳の母が入院して、感じたこと(医師・看護師・
介護職・その他のスタッフ) 家族のうろたえ

• 2交替制 [日勤] 8:45～17:00 [夜勤] 16:15～翌
9:30 の疲れた顔、ハイテク、献身的

• 強制不妊(旧優生保護法・優生上の見地から不
良な子孫の出生を防止する)

• 津久井やまゆり園事件から2年(障がい者なんて
生きていても意味がない)

• 自民党、杉田議員の「ＬＧＢＴは生産性ない」
• 母を自宅で、中心静脈栄養の介護を決断





寄りそい、支え、受け入れ、心を救う
2016.10.8 ブログ看護師さん 故・小林麻央さん

• 昨日は、病院でした。

• 通院していると、当然、入院棟の看護師さん達には会え
ません。

• 入院中は、ある意味、一番「底」の状態の身体でお世話
になるので、それを受け止めて下さる看護師さんたちの
器は計り知れないです。

• 入院はしたくないけれど、もう会えないのも寂しいもので
すね

• 人と人って、どのくらい長く一緒にいるか、やどのくらい
深い付き合いか、だけでは語れないから面白いです！

• ほんの数日間の付き合い、ほんの5分の会話で私の人
生を前向きに変えてくれた人もいました。

• 一生忘れられない看護師さん。



看護師は川柳が好き?
深刻な状況の中でも明るく運動するのが看護師

• 道のゲロ、白衣を着れば手で受ける

• あらあなた、いい血管してますね(満員電車)

• 暗闇で、床に落ちてる、総入れ歯

• いつみても、あきることなき、勤務表

• 救急車、子どものころは好きだった

• うちのママ、白衣着てると、チョー優しい

• 看護師は、早寝、早口、早歩き





看護闘争の歴史



従軍看護婦として戦場に



いのちを救う尊厳さえ奪った戦争





日本医労協の結成 (日本医療労働組合協議会)

１９５７年８月３１日・国労会館 3万850人

われわれは、職場の根強
い封建制と古い因習をう
ち破り近代的な労働者と
しての自覚にたち、“生活
と権利”そして“国民の医
療”を守る為に、戦線を統
一して勇敢に闘わねばな
らないと考える」







１９６０年の「病院スト」
産別初の全国的な賃金統一闘争



人権闘争といえば
美容整形外科十仁病院 1960年11月結成

人権要求

① 手紙の検閲、電話の盗聴はやめてほしい

② 看護婦に二重瞼の強制はやめてほしい

③ 院長の足を揉ませたり、羽板という総務部長の看護婦
に対して「俺の2号になれ」などの人権無視の行為を即時
中止せよ

④ 医師・男子職員、看護婦の食事に差別をつけ看護婦
にはパン一切れなどを直ちに改善せよ

しかし、団交に応じず、院長の妻が組合看護婦の自宅に手
紙を書き「お宅の娘さんはアカに操られて争議をしている
が、お嫁さんにも行けなくなる」と切り崩し



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
夜勤は複数・月８日以内(ニッパチ闘争)



１９６５年５月24日、人事院が
「夜勤は月８日以内、一人夜勤の廃止」の判定

１９７３年労働省が

「１ヵ月の３分の１を超える夜勤の規制」の通達出す





1989年10月6日もう我慢できない、看護婦は主張する
1989年10月6日・銀座デモ



何が我慢できなかったのか

事件は現場で起きていた

• 「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



• 日比谷公会堂しか空いていない

• 会場に合った人数を集めたらよいではないか

• 鉢巻きやゼッケンはダサイ シュプレヒコール
は恥ずかしい(若い看護師)

• 何言ってんのよ、労働組合のデモにシュプレ
ヒコールがなければ何やってんだかわからな
いじゃない(ベテラン看護師)

• 大いに議論して、明るく、楽しく、美しい集会
にしよう

やろう、東京のすべての看護師が集まれる集会を
現場の看護師が中心になって企画し、若い看護師の発想を取り入れた





明るくパレード、３００人で都交渉



週刊プレイボーイ誌が４回連載



• ポスターは東京だけで
11,000枚張り出し

• 127名の都議会議員への
賛同要請



手書きのメッセージと１万円のカンパ



署名は、数だけではなく、

人を変え、

社会を変え、

政治を変えます。



• 街頭で

• 親に送って

• 団地に全戸配布

• 病院玄関

• いつもカバンに署名用紙



100筆以上でテレホンカード贈呈など



1990年4月19日女性セブン

１９９０年３月２５日、名寄市立総合病院



青息吐息の「白衣の天使」大田区
FOCUS １９９０年５月



ふれあい看護体験など



行政が動いた



• 私たちの運動で制
定されたのだから

• 外へ出よう

• 血圧測定、包帯巻
きなど・・・・

• 宣伝・署名行動

1991年～看護の日が制定された
１９９１年５月１２日新宿駅東口歩行者天国



看護婦確保法を制定させよう



ストライキをマスコミが大きく報道

1990年11月9日1991年11月13日



10万人がストライキ・国立病院は時間内職場集会



1991年11月13日看護師ストライキの
ニュースがトップのはずが・・・



賃金が上がった 1992年の引き上げ率は5.0%、看

護関連2.6%、日本医労連の92春闘、定昇込みで1万3,124円

国立病院の看護婦初任給 1989年152,737円から

1992年182,126円



1992年6月確保法・12月基本指針制定
看護師等の人材確保の促進に関する法律





東京新聞1992年11月10日1991年11月週刊現代



1992年、新語・流行語大賞の
銀賞に９Ｋが選ばれる



９Ｋとは何か
①キツイ ②キタナイ ③キケン

④給料が安い ⑤休暇がとれない

⑥規則が厳しい

⑦薬に頼って生きている

⑧婚期が遅れる

⑨化粧ののりが悪い



意義ある９Ｋ

• 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





私が感動したドラマ





元気な労働組合が紹介された
今どきの組合は何をしておるのか、クミアイ娘を探せ！１９９３年スパ



労働基本権のモデルに看護師が
１９９７年の教科書に 癌研労組のストライキ







みんなで話し合って
分かりやすい運動を
したこと

現場の看護師が外へ
出て、訴えて、行動
したこと

国民が、支持してく
れたこと



看護師不足を世論にして、
社会問題にしたこと

マスコミが報道せざるを
得ない状況を作ったこと



• 賛同議員275人、
150人の議員が
国会質問

• 自民党、公明党、共産党、民
社党が看護婦政策を策定

• 政治が動き、行政が動き、政

治の責任が問われたこと



• 現場の看護師が元気になったこと

押しかけ記者会見

テレビに映ったので辞めるのをやめた

団体交渉の前面に看護師が

•成功体験ができたこと





１９９９年～医療事故が社会問題に



仕事上のミスやニアミス
日本医労連2017年看護職員の労働実態調査

①ある
82.9%

②ない
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ミス・ニアミスあり（年齢別）

安全の面からも夜勤交替制
労働の改善が早急に求めら
れる結果となった。

労働環境



医療・看護事故が続く大きな原因
日本医労連2017年看護職員の労働実態調査

「慢性的な人手不足による
医療現場の忙しさ」が81.7％
と突出して高い。

人手不足による多忙さや
過重労働が根本的な要因
となっているのは明らか。

労働環境
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• ひとり立ち、脅える夜勤でつまずいて

• せかされて、焦る気持ちに事故の影

• 看護師不足、誇りも化粧もはげおちて

• アラームか、いや耳鳴りかと目を凝らす

• もう終わり、今日の優しさ使いきり

• 旦那には、薬飲んどけただの風邪



医療・看護・介護崩壊



２００６年１０月２７日



２００６年
１０月２７日









2011年6月17日報告書と通知が出る

• 看護師等の「雇用の質」
の向上に関する省内プロ
ジェクトチームの報告書

• 看護師等の「雇用の質」
の向上のための取組につ
いて





日本看護協会も動く



• 夜勤明け なぜか異常に ハイになる

• 夜勤明け 街に繰り出す浪費かな

• 昼休み 夜勤の看護師まだいたの

• 仮眠中 よく見る夢は 夜勤中(悲)

• ３交代 日勤・深夜がきつすぎる

• 選ぶなら、夜勤と健康どっちだろう



日本看護協会の最近の動き

• 認定看護師制度の再構築

• 認定看護師教育に特定行為研修を組
み込む

• 認定看護分野の再編

• 現行制度から新たな認定看護師制度
への移行をどう進めるか

夜勤の調査研究やガイドライン出しているけれど





• 師長が「また妊娠者が出たー」と叫ぶ
• つわりくらいでは休めない
• 38℃までの熱なら這ってでも行く
• 夜勤免除申し入れたら「夜勤が
できて1人前。正職員なのだから
特別扱いはできない」

• 周りに迷惑がかかるからと夜勤
免除申請しない

• 異動や研修の希望を出す調査に、
結婚、妊娠の項目もある

• 患者のいのちを預かる看護師自身に授かった命が危
険にさらされるようでは、看護師不足は解消されず、
患者の命も守れない

ルポ・ハラスメント職場 小林美希



妊娠期の働き方
2018.7.23 
読売新聞



看護師１６人が同時に妊娠（ＣＮＮ・2018.8.19）

米アリゾナ州の病院「バンナー・デザート・メディカル・センター」の集中治療室

• １６人は妊娠中の食事の好みを満たすため全員で
食堂へ出掛け、サラダバーを妊婦向けに改善させ
ることなども申し出ている。

• １６人の出産予定時期は今年９月から来年２月にか
けてで、いずれも１２週間の産休休暇を取得する見
通し。病院は妊娠を祝い、「気を楽にして。私のママ
はバンナーの看護師！」とのメッセージが記された
ベビー服「ワンジー」を全員に贈呈した。

• 病院は数カ月にわたって続くと
みられる看護師不足への対応
策を検討しているという。



自分が大嫌いで、何を考えて何をしたいのか

何ができるのか分からなくて

苦しくて、誰に助けを求めればいいのか

助けてもらえるのか

全然分からなくて

考えなくてもいいと思ったら幸せになりました

甘ったれてごめんなさい



北海道文化放送の報道後だけで
ツイートは３０００件を超える



ネットでも堰を切ったように看護師の
心情が吐露された

2018年10月26日証人尋問
年内結審・来春判決予定



遺書と注射の器具を残して自死

この6カ月、注射係しかできませんでした

○○先生に「お前はOP室のお荷物だな」と
言われて確信しました。

成長のない人間が給料をもらうわけには
いきません。

6カ月、本当に皆様にはお世話になりまし
た。





村山さんのお母さんの発言
2018年9月2日、北海道医労連大会で

• 何も残さず、A4のコピー用紙1枚の遺書

• 看護師になりたいと言っていたが、安定した職業について
ほしいという親の希望で公務員に

• 看護師になりたいと退職して北見の日赤看護大学に入る
• 釧路日赤に就職
• 死ぬときは嘘はつかないと検視の警察が言った

• 釧路日赤病院は一般退職扱いにしていたので、看護協
会・看護連盟から北海道で研修会があるというお知らせが
届いたので、これだと思って相談したが取り合ってもらえず

• 医療のことは難しい、弁護士が見つからない

• 一般の人が、私の知っている人が賃金未払を医労連に相
談したら解決したといっていたから、医労連というところに
相談したら、と言われてネットで検索して北海道医労連と
つながった



92

過労死もあった
なぜ、24歳や25歳の若さで、死ななければいけないのか



①肉体労働

②頭脳労働

③感情労働

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4479761489/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
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安全の面からも夜勤交替制
労働の改善が早急に求めら
れる結果となった。

労働環境



• ディズニーランド

• 葬儀社

• 客室乗務員

• マクドナルド

• 患者が快癒して退院(嬉)

死亡したり(悲)

情動ストレスが強い

夜勤でどれほど疲れてい
ても、明るくさわやかな顔を
見せて、事故は起こしては

いけません



離職率は横ばい
日本看護協会 2017年病院看護実態調査









• 患者・国民は望んでいるだろうか

• どこに住んでいて、なんの病気でも、
安全・安心な医療がうけたい

• 今でも、看護師は多忙なのに、医師
の指示が増え、さらに多忙になる

• 看護師不足に拍車がかかる





私が労働組合運動をした理由

• 忙しくて十分な看護ができない、そのし
わ寄せは患者さんにいきます。「良い看
護」は一人がいくら優秀でも人手不足の
もとではできません。

• 「良い看護」とは、現場で頑張るとこと労
働組合で頑張って増員することがセット
だとの想いからです。



AIより労働環境が
３A(安全・安心・明るい)への進化を

AIでは難しいと言われていること

・心でしっかり感じ取る
・優しく思いやりがある
・気遣いがある



• 儲かる看護はない、人間の世話には手間がか
かるし、省力化できない

• 高齢になればなるほど時間や手間がかかるの
はあたりまえ

• 診療の補助と療養上の世話が看護

• 清拭や洗髪、声掛けが、訴えを聴く、それに
よって回復すること、いのちが助かることもある

• 看護をまもるのはわたしたち







NHKが安室さんの翁長知事への
追悼コメントを削除

体調が優れなかったにもかか
わらず、私を気遣ってくださり、
優しい言葉をかけてください
ました」と県民栄誉賞授与式
を振り返り、「沖縄の事を考え、
沖縄の為に尽くしてこられた
知事のご遺志がこの先も受け

継がれ、これからも多くの人に愛される沖縄
であることを願っております」と知事の冥福を
祈った。



日本の労働組合の組織率
2017年推定組織率17.1%、医療・福祉6.2%





・同じ産業の労働者が集まって作る労働組合のこ

と（医療・介護・福祉）

・国、自治体、民間があり適用される法律は異な

りますが、国民の生存と健康に直接関わる職業

として共通性を持ち、事業収益は診療報酬・介

護報酬に基本的に規制される

・産業別労働組合の利点は、同じ要求（産別統一

要求）を掲げて、産別統一要求で経営者に迫る

ことが出来る

・未組織も含む労働者全体の向上につながる






