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医療機関における働き方改革
ハイズ株式会社　代表取締役社長　裵 英洙

（医師、医学博士、経営学修士 （MD、Ph.D、MBA））

　これまでになく、看護師の働き方の多様性は急速に加速しています。
　「働く」ということに対する考え方や姿勢、価値観など、一昔前と比べるとその幅は飛躍的に広がってき
ています。「看護師白書 2020」の結果からもその傾向は見ることができ、画一的な回答への圧倒的多数で
はなく、様々な選択肢に対する回答のすそ野が伸びています。看護師のキャリアは幾通りにも発展し、世代
ごとに労働観が変遷し、SNS 等の情報氾濫の渦の中での思考の多層化が作用して、「働き方」が多様化し
始めているのは間違いないでしょう。
　コロナ禍で不確実性が高まっている今の時代、硬直的・画一的な視点を求める姿勢ほど危険なものはなく、
柔軟かつ多方向性の思考こそが求められています。看護管理者・管理職の方々は、“働き方への絶対的な
解はもはや存在しない”と考えるくらいのパラダイムシフトを自身の思考回路の中に組み入れても良いで
しょう。
　このような激動の時代の中、働き方改革を効率的・効果的に医療機関で推進する際の３つの重要なポイン
トについて述べたいと思います。

①「WHY」から始めよう
　まず、“なぜ働き方改革が必要なのか”を明確にすべきです。他院が実施しているから、院長に言われたから、
なんとなく業界の流れだから、といった他因子契機の取り組みは往々にして失敗しがちです。
　自院の大切な職員の生き方に関わることであり、自院の魅力を向上させる貴重な機会でもあります。改革
の道のりは長い。しかし、なぜ当院では働き方改革に取り組むのか？と看護管理者・管理職自身が何度も何
度も自問して、職員たちとも語り合い、現場が“腹落ち”した後に改革に取り組むことが結局は早道となっ
ていきます。納得感なくして改革なし、です。

②「KPI」を定めよう
　気合や精神論のみの改革は誰もついていきません。だからこそ、進むべき方向を数字に変換することが重
要です。働き方改革のゴールは何か？それをいつまでに達成するのか？などの“現実的”かつ“実現可能性
のある”数字が必要になってきます。つまり、残業時間、労働生産性、職員離職率、満足度調査などの KPI 

（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）をマネジメントしていくこととなります。
　複数年度にわたる改革になるであろう働き方改革では、今年度は〇〇指標を□□まで達成しよう、と目標
を定期的に設定すべきであり、その達成のためにすべきことをリスト化していく。しかも、その目標は理想
論ではなく、実現可能性＝ feasibility にこだわるべきです。Feasibility のない改革は「この改革は果たし
て大丈夫なのか？大風呂敷を広げ過ぎていないか？」といった現場の不安を増幅させ、過度な業務改革で職
員の負担が増えるだけの“改悪”になってしまいます。

③「個」から「集」へシフトしよう
　働き方改革の推進は医療機関全体に関わる問題でもあるため、院内ではチームとしての“集”の英知が必
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要となるのは言うまでもありません。
　看護師の働き方改革は、他職種、例えば、医師の協力も必要となります。医師の指示出しが時間外になっ
てしまうと当然ながら看護師の残業は増えていきます。看護師業務の多くは院内業務の一プロセスであり、
単独職種で完結できるようなものは少ない。ボトルネックが他職種に存在することは往々にしてあります。
だからこそ、他職種をまじえた「集」の英知が必要となるのです。
　看護師は頑張り屋さんが多い。何とか「個」で対応しようとする人も多いでしょう。しかし、「個」での
対応では長期戦は戦えない、のがマネジメントの鉄則であり、“巻き込み力”が問われているのです。改革
とは組織内の分厚い壁を破ることであり、その壁は単独の力ではびくともしないことも多い。だからこそ、
看護師が中心となり、他職種を巻き込みながら壁を破る力を共鳴して増幅させる必要があるのです。

　今後は、過去の武勇伝や精神論だけで何とか「働き方改革」を乗り切ろうとする医療機関はもう立ち行か
なくなり、昔ながらの長時間労働のノスタルジーを振り回す価値観だけでは職員からも見放されてしまう。
だからこそ、働き方改革を進める中で、現場のムリ・ムダ・ムラをあぶり出していき、働く人のやりがいを
保ちつつ、効果的かつ効率的な業務改善が必要となります。この難問を解く手法として「マネジメント」と
いう視点が今後の医療界にはますます不可欠となっていくのは間違いありません。
　そして、働き方改革は働く人が主役の改革であり、押し付けられた「働かされ方」改革になってはいけな
い。働く職員自らが職業人としてのキャリアプランを明確にしていき、自身と組織にとって何がベストバラ
ンスかを考えることが必要となっているのです。
　管理職だけでなく、看護職だけでなく、現場だけでなく、皆が考えるべき大きな組織変革なのです。そう、
働き方改革は総力戦なのです。

看護師の労働環境と看護管理
東京医療保健大学　副学長・医療保健学部　看護学科長

　公益社団法人日本看護協会 前会長　坂本 すが 

　看護界において「働き方改革」は今に始まったことではなく、従前から取り組んできた古くて新しい課題
といえます。なぜなら、女性が９割以上を占める職場というだけでなく、夜勤・交替制勤務という特殊な労
働環境を有するからです。筆者も、日本看護協会会長を務めていた 2011 年頃から看護職のワークライフ
バランス推進事業などを展開し、全国の看護職たちがいきいきと働き続けられるよう、労働環境の改善に取
り組んできましたが、現状はどうでしょうか。
　今回、このような執筆の機会を得て、看護の労働実態を改めて概観し、看護管理の観点から気になった点
や注目できる点があったので以下に述べてみることにします。

①夜勤と時間外労働の現状―配慮ではなくシステムに
　まず、夜勤に注目すると、2 交替制で月平均４~ ５回が約６割を占めます。注目すべきは「夜勤をしても
よい条件」（p17 ～）です。「夜勤手当が高い」や「夜勤帯の業務負担が少ない」に次いで、「家族の理解・
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協力がある」と答えた人が４割弱と高くなっています。夜間保育やベビーシッターの環境整備を望む声もあ
り、子育て中の母親看護師が夜勤のできる体制を整えることは、やはり夜勤の人員確保の肝といえます。
　夜勤に限らず、子育て・介護などの事情を抱えた看護師が働き続けられる仕組みを整えることは、看護管
理者にとって喫緊の課題です。仕組みを整えるとは、「早く帰られるよう」配慮することではありません。
システムにすること、つまり制度化です。たとえば、短時間勤務正職員制度などを導入して、子育て中の看
護師は気兼ねなく退勤できるようにすること。それ以外の看護師から不満もでるでしょうが、そこは給与や
手当で調整するとともに、子育てに関する制度が当然の権利にはならないよう、注意も必要です。
　化粧品メーカーの資生堂では、女性活躍推進の一環として、子育てを理由とした短時間勤務中の美容職社
員に対して、遅番や土日勤務を求めた施策を出し、“資生堂ショック”といわれ一時話題になりました。た
とえば子育て中でもなんとか月１回は夜勤をしてもらう。家族の理解を得たうえで必要な日は残業してもら
うなどはいかがでしょうか。実際に取り組んでいる看護部長さんもいらっしゃいます。

②就業継続に向けた看護管理者の働きかけ―働き方改革は「対話」から
　次に、やはり気になるのは就業継続の意向（p34 ～）です。全体の約半数が今後の職業選択に看護職を
選ばない可能性があるという事実に少し驚きました。一方、看護職を長く続けるために何が必要かに対し、
なんと８割以上の人が「良好な人間関係」と答え、「給与など待遇面の充実（75.5％）」より高い割合になっ
ています。感情労働ともいわれるように、人対人の仕事をしている看護職にとって、良好な人間関係はい
きいきと仕事をする基盤であり、セルフマネジメントとともに看護管理者の関わりが重要になってくると
ころです。
　そのために大事なのは、スタッフと対話する、腹を割って話すことだと思っています。従来の看護部長を
トップとする軍隊のように統制された組織の良さもありますが、変化の激しい時代、情報が共有され、もっ
と柔軟で関係性がフラットな、皆で成長・学習していけるような組織が求められるのではないでしょうか。
　企業においても最近はスタッフ１人ひとりの話を聞くことがマネジャーの役割になっているようです。１
on １（ワンオンワン）ミーティングといって、定期的に上司と部下が１対１で話し合う方法を導入してい
る企業や病院もあります。そこでは能力だけで見るのではなく、その人の内に隠れた思いや性格を知り、何
をしたいか、何ができるのかを見出していきます。近年、ダイバーシティの推進が社会で取り組まれていま
すが、その人の多様な能力や考え方を受け入れるだけでなく、活かす配置が看護管理者に期待されます。

③休暇は働く活力である
　もう１つ興味深いのは、有給休暇の取得状況（p22）です。年に「５～９日」が 34.1％でと最も多いですが、
ばらつきがあり、0 日という人もいます。休暇が取れない理由として、看護職不足や休みをカバーする体制
がないことも挙げられていますが、いまだに取りづらい雰囲気があると答えた人が過半数に上ります。
　海外では休暇は尊重されるものであり、たとえば“世界一幸せな国”フィンランドでは年１回４週間程度
の長期休暇が一般的です。医療関係者は同様に多忙ですが、なんとしても長期休暇が取れるよう、夏季休暇
中にカバーする人員を手配するなど仕組みがあるそうです。なぜこれほど休暇が重要とされるのかと考える
と、実際外国の人の声も聴きましたが、休むことでよりよく働けるからではないでしょうか。つまり休暇は
働く活力になるということ。私自身、心身の休息はもとより、休暇中に看護とは違う世界や物にふれること
で、逆に看護や看護教育に活きるような発見をすることもあります。
　休みが取りづらい雰囲気を払拭する良い方法が１つあります。それは上司が率先して休むことです。看護
マネジメントの立場から、看護管理者自身が積極的に休暇を取り、楽しみ、いきいきと仕事する姿を見せる
ことも大事と考えています。 
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看護師調査の概要

調査名称 マイナビ看護師『看護師白書』2020 年度版
調査目的 看護職の労働環境全般の改善に向けて、労働実態と転職活動を含む就業の

意向を把握する。
調査対象 マイナビ看護師登録会員
調査期間 2019 年 11 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
調査方法 マイナビ看護師の登録会員に調査票の入力フォームをメールにて送信し、

オンラインにて入力された回答を回収した
回収状況 有効回収数 2,655 件

年　齢

回答者の基本属性

性　別

男性 151人
（5.7％）

（回答者数：2,655）

女性 2,504人
（94.3％）

10代：7人

20代：1,078人

30代：700人

40代：536人

50代：283人

60代以上：51人

0.3％

40.6％

26.4％

20.2％

10.7％

1.9％

（回答者数：2,655）
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現在の居住地

8.8％

北海道・東北

関東

北陸・甲信越

近畿
中国・四国

九州

37.9％

3.7％

東海

12.3％

19.3％

8.3％

9.5％

北海道・東北

関東

北陸・甲信越

近畿
中国・四国

九州

東海

看護職員としての経験

これまでの看護職員としての経験年数（すべての職場での勤務年数の合計）

6.4％

13.9％

16.3％

24.1％

13.7％

9.2％

7.8％

8.8％

1年未満

1～3年未満

3～5年未満

5～10年未満

10～15年未満

15～20年未満

20～25年未満

25年以上

0 10 20 30（％）

（回答者数：2,640）
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事業者調査の概要

調査名称 マイナビ看護師『看護師白書』2020 年度版
調査目的 看護職の労働環境全般の改善に向けて、各事業者における看護職員の労働

実態および採用活動の実態と傾向を把握する。
調査対象 マイナビ人材紹介サービスの利用実績のある事業者
調査期間 2020 年 7 月 16 日～ 2020 年 7 月 24 日
調査方法 調査票の入力フォームをメールにて送信し、オンラインにて入力された回

答を回収した
回収状況 有効回収数 221 件

役職・ポジション

回答者の基本属性

事業形態

（回答者数：221）

医療機関
64.7%

介護福祉施設
21.3%

在宅医療・訪問サービス
8.6%

企業 1.4% その他 4.1%

（回答者数：221）

事務・人事部門
管理職
38.9%

経営者・
院長

10.9%

看護部長
14.9%

事務・人事部門
スタッフ職

22.2%

看護部門スタッフ職
0.5%

看護師長 1.4%

施設長 5.4% その他 5.9%





看護師の
労働実態

・	「マイナビ看護師『看護師白書』2020 年度版」の結果について、
 項目ごとに表組やグラフ、テキストで解説します。
・	回答者が離職中の場合には、前職での状況を回答しています。

労働条件

夜勤・時間外労働（残業）

休憩時間・休暇

職場環境の現状と希望

ハラスメント

調 査 の 結 果 ❶

1
2
3
4
5
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職場1
現在の雇用形態は正社員・正職員が
76.7％を占める
　現在の雇用形態を尋ねたところ、「正社
員・正職員」が 76.7％と圧倒的に多く、
次いで「パート・アルバイト（扶養の範囲
外）」9.5％、「パート・アルバイト（扶養
の範囲）」7.5％、「契約社員」3.8％、「就
業経験なし」0.5％、「その他」1.9％です。

現在の職場は病院が63.4％を占める
　現在の職場を尋ねたところ、「病院」が
63.4％と突出して多く、次いで「クリニッ
ク」13.0％、「介護福祉施設」10.0％、「訪
問サービス」4.3％、「企業」2.1％、「そ
の他」7.0％です。

現在の雇用形態は？

（回答者数：2,655）

正社員・正職員
76.7％

パート・
アルバイト

（扶養の範囲外）
9.5％

パート・アルバイト
（扶養の範囲）

7.5％

契約社員 3.8％
就業経験なし 0.5％ その他 1.9％

現在の職場は？

（回答者数：2,640）

病院
63.4％

クリニック
13.0％

介護福祉
施設

10.0％

訪問サービス
4.3％

企業 2.1％
その他 7.0％ 無回答 0.3％

労働条件1
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給与2
年収は400万～424万円が最も多いが、広範囲に分布
　現在の年収を尋ねたところ、「400 万～ 424 万円」が 11.5％と最も多く、僅差で「300 万～ 324 万
円」10.7％、「130 万円未満」10.1％、「500 万～ 549 万円」9.2％が上位に挙げられています。続いて、

「200 万～ 249 万円」6.6％、「250 万～ 299 万円」と「450 万～ 474 万円」が 6.0％、「350 万～
374 万円」5.6％、「475 万～ 499 万円」5.4％、「325 万～ 349 万円」5.1％、「375 万～ 399 万円」
5.0％の順に挙げられ、年収は広く分布していることが見受けられます。
　回答者の 76.7％が正社員・正職員であることと、年収の分布を考慮すると、勤務先等によって格差があ
ることが推察されます。

現在の年収（総支給金額）は？

130万円未満

130万～149万円

150万～199万円

200万～249万円

250万～299万円

300万～324万円

325万～349万円

350万～374万円

375万～399万円

400万～424万円

425万～449万円

450万～474万円

475万～499万円

500万～549万円

550万～599万円

600万～699万円

700万円以上

0 2 4 6 8 10 12 14（％）

6.6％

3.5％

2.0％

10.1％

6.0％

10.7％

5.1％

5.6％

5.0％

11.5％

4.9％

6.0％

5.4％

9.2％

4.3％

3.3％

0.9％ （回答者数：2,655）
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各種手当額よりも「賞与額」「基本給額」「月収額」が改善される方が、給与への満足度は高まる
　現在の給与に満足していないと感じている 1,414 人に、どの項目が改善されれば給与に満足していると
言えるか尋ねたところ、「賞与額」が 52.3％と最も多く、次いで「基本給額」48.4％、「月収額」
46.5％、「時間外手当額」32.0％、「年収額」30.0％、「夜勤手当額」28.5％、「時給額」18.0％、「そ
の他手当額」12.0％、「その他」3.0％の順に挙げられています。
　各種手当額よりも賞与額や基本給額が改善する方が、給与への満足度が高くなると推察されます。

どの項目が改善されれば「給与に満足している」と言えますか？（※複数回答）

0

52.3％

48.4％

46.5％

32.0％

30.0％

28.5％

18.0％

12.0％

3.0％ （回答者数：1,414）

賞与額

基本給額

月収額

時間外手当額

年収額

夜勤手当額

時給額

その他手当額

その他

50 60（％）40302010

給与に満足していないと感じている人は、
満足していると感じている人より多い
　現在の給与に対する満足度を尋ねたとこ
ろ、「どちらかといえば満足している」が
29.0％と最も多く、次いで「どちらかとい
えば満足していない」24.3％、「満足して
いない」16.4％、「満足している」12.8％、

「まったく満足していない」12.6％、「と
ても満足している」4.9％です。
　「まったく満足していない」「満足して
いない」「どちらかといえば満足していな
い」を合計した、給与に満足していない
と感じている人は全体の 53.3％と、給与
に満足していないと感じている人が、満
足していると感じている人より多い結果
となりました。

給与に対する満足度は？

（回答者数：2,655）

満足している
12.8％

どちらかといえば
満足している
29.0％どちらかといえば

満足していない
24.3％

満足していない
16.4％

とても満足している
4.9％

まったく
満足していない
12.6％
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働き方1
日勤と夜勤やオンコール業務がある働き方が55.5％を占め、日勤のみよりも多い
　現在の働き方を尋ねたところ、「日勤のみ」が 42.8％と最も多く、次いで「日勤と夜勤（2 交替）」
41.6％、「日勤と夜勤（3 交替）」9.4％、「日勤とオンコール」4.6％、「夜勤のみ（2 交替夜勤専従）」1.5％、

「夜勤のみ（3 交替夜勤専従）」0.2％です。
　日勤に加えて夜勤やオンコール業務もある働き方（「日勤と夜勤（2 交替）」「日勤と夜勤（3 交替）」「日
勤とオンコール」の合計）は 55.5％となり、「日勤のみ」を上回ります。「夜勤のみ」という働き方は 1.7％
と少数です。勤務形態は 3 交替制よりも 2 交替制が多くなっています。

夜勤の回数・手当金額2
1か月間の2交替夜勤の回数は、
4～5回が約6割を占める
　現在の働き方を「日勤と夜勤（2 交替）」
と「夜勤のみ（2 交替夜勤専従）」と回答
した 1,144 人に夜勤の回数と手当につい
て尋ねました。
　1 か月の平均的な夜勤の回数は「4 回」
が 32.4％と最も多く、次いで「5 回」
27.7％、「6 回」14.2％、「3 回」6.6％
の順です。「4 回」と「5 回」を合計すると、
全体の 60.1％を占めます。

現在の働き方は？

0 20 40 60 80 100（％）

日勤と夜勤（3交替）9.4％
日勤とオンコール  4.6％

夜勤のみ（3交替夜勤専従）0.2％
夜勤のみ（2交替夜勤専従）1.5％

日勤のみ
42.8％

日勤と夜勤（2交替）
41.6％

（回答者数：2,655）

1か月間の夜勤回数（月平均）は？

（回答者数：1,144）

1回 2.6％
2回 3.3％

3回
6.6％

4回
32.4％

5回
27.7％

6回
14.2％

7回
5.6％

8回 4.1％
9回 0.8％

10回以上 2.6％

夜勤・時間外労働（残業）2
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2交替夜勤の手当金額は、10,000～ 10,999円が最も多いが、分散傾向がある
　1 回あたりの夜勤手当金額は「10,000 ～ 10,999 円」が 19.2％で最も多い回答です。しかし回答が
比較的分散し、「5,000 円未満」が 5.8％、「16,000 円以上」が 7.3％あることから、勤務先等によって
格差があることが見受けられます。

3交替夜勤の回数は、準夜勤と深夜勤ともに4回が最も多い
　現在の働き方を「日勤と夜勤（3 交替）」と「夜勤のみ（３交替夜勤専従）」と回答した 254 人に夜勤の
回数と手当について尋ねました。
　1 か月の平均的な準夜勤の回数は「4 回」が 42.1％と最も多く、次いで「5 回」28.0％、「6 回」5.9％、

「3 回」5.5％の順です。深夜勤の回数も「4 回」が 45.7％と最も多く、次いで「5 回」24.8％、「6 回」6.7％、
「3 回」6.3％の順に多く挙げられています。

1回あたりの夜勤手当金額は？

5,000円未満

5,000～5,999円

6,000～6,999円

7,000～7,999円

8,000～8,999円

9,000～9,999円

10,000～10,999円

11,000～11,999円

12,000～12,999円

13,000～13,999円

14,000～14,999円

15,000～15,999円

16,000円以上

無回答

0 10 15 20 25（％）5

5.8％

6.2％

3.4％

7.1％

10.5％

7.4％

19.2％

4.9％

9.8％

5.9％

3.2％

8.4％

7.3％

0.8％ （回答者数：1,144）

（回答者数：254）

10回以上 1.6％

4回
42.1％

5回
28.0％

3回
5.5％

2回
5.1％

8回
5.1％

1回
2.8％

6回
5.9％

7回
2.4％

9回 1.6％
1か月間の深夜勤の回数（月平均）は？

4回
45.7％

5回
24.8％

6回
6.7％

3回
6.3％

1回
5.5％ 2回

5.5％

7回 1.6％
8回 2.4％

9回 0.8％
10回以上 0.8％

1か月間の準夜勤の回数（月平均）は？

（回答者数：254）
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夜勤をしてもよい条件3
夜勤をしてもよい条件は、職場に求める要望だけでなく、勤務者側の事情も影響する
　日勤のみで勤務している（夜勤をしていない）1,136 人に、どのような条件があれば夜勤をしてもよい
と思うか尋ねたところ、「夜勤手当が高い、もしくは別途手当が支給される」が 48.2％と最も多く、次い
で「夜勤帯の業務負担が少ない（仮眠が取れるなど）」45.5％、「家族の理解・協力がある」38.1％が上
位に挙げられています。続いて、「夜勤回数が少ない」32.3％、「夜勤の曜日・時間帯が選択できる」
30.2％、「急な夜勤の休み・変更も対応してもらえる」27.4％、「夜勤時間が短い」18.1％といった勤務
シフトに関する要望、「夜間の保育制度がある」11.4％、「ベビーシッター料支給など保育補助制度がある」
7.3％といった子育て支援に関する要望が挙げられています。
　夜勤をしてもよい条件には、労働条件、勤務シフト、子育て支援という「職場に求める要望」に加えて、
家族の理解・協力という「勤務者側の事情」も影響していると考えられます。
なお、回答者が夜勤のない職場に勤めている場合は、夜勤のある職場に移ってもよいと思う条件として回答
しています。

1回あたりの深夜勤手当金額は？

0％10％20％30％

24.0％

26.0％

18.1％

17.3％

4.3％

3.1％

3.5％

1.2％

1.6％

0.4％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

（回答者数：254）

0％ 10％ 20％ 30％

（回答者数：254）

12.6％

17.7％

16.5％

22.0％

8.3％

5.1％

7.1％

2.8％

4.7％

0.0％

1.2％

0.8％

0.0％

0.4％

0.8％0.4％

1回あたりの準夜勤手当金額は？

3,000円未満

 

16,000円以上

3,000～　3,999円

4,000～　4,999円

5,000～　5,999円

6,000～　6,999円

7,000～　7,999円

8,000～　8,999円

9,000～　9,999円

10,000～10,999円

11,000～11,999円

12,000～12,999円

13,000～13,999円

14,000～14,999円

15,000～15,999円

深夜勤の手当金額は準夜勤よりも高く設定されていると推察される
　準夜勤の手当金額は 1 回あたり「3,000 ～ 3,999 円」が 26.0％と最も多く、次いで「3,000 円未満」
24.0％、「4,000 ～ 4,999 円」18.1％、「5,000 ～ 5,999 円」17.3％が上位に挙げられています。5,000
円未満は全体の 68.1％、5,000 円以上 10,000 円未満は 29.4％、10,000 円以上は 2.4％と極めて少
ない割合です。
　深夜勤の手当金額は 1 回あたり「5,000 ～ 5,999 円」が 22.0％と最も多く、次いで「3,000 ～ 3,999
円」17.7％、「4,000 ～ 4,999 円」16.5％、「3,000 円未満」12.6％が上位に挙げられています。5,000
円未満は全体の 46.8％、5,000 円以上 10,000 円未満は 45.3％、10,000 円以上は 7.9％と少数です。
準夜勤と比較して、深夜勤の手当金額が高く設定されていることが推察されます。
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時間外労働（残業）の状況4
1か月間の時間外労働（残業）は40時間未満が全体の92.5％を占める
　現在の 1 か月間の時間外労働時間（月平均、申告していないサービス残業時間も含む実質の時間）を尋
ねたところ、「5 時間未満」が 26.2% と最も多く、次いで「10 ～ 20 時間未満」19.7%、「5 ～ 10 時
間未満」19.1%、「20 ～ 30 時間未満」11.2％、「なし」10.9% が上位に挙げられています。40 時間
未満が全体の 92.5％を占めています。
　一方、50 時間以上が 3.7％あり、時間外労働の上限規制：原則月 45 時間（時間外労働の上限が、
2019 年 4 月 1 日より罰則付きで法律に規定された。2020 年 4 月 1 日より中小企業にも適用）を超え
る職場がみられます。

どのような条件があれば夜勤をしてもよいと思いますか？（※複数回答）

0 （％）

48.2％

45.5％

38.1％

32.3％

30.2％

27.4％

18.1％

11.4％

7.3％

10.3％ （回答者数：1,136）

夜勤手当が高い、もしくは別途手当が支給される

夜勤帯の業務負担が少ない（仮眠が取れるなど）

家族の理解・協力がある

夜勤回数が少ない

夜勤の曜日・時間帯が選択できる

急な夜勤の休み・変更も対応してもらえる

夜勤時間が短い

夜間の保育制度がある

ベビーシッター料支給など保育補助制度がある

その他

5040302010

1か月間の時間外労働時間は？

（回答者数：2,655）

なし
10.9％

5時間未満
26.2％

5～10時間未満
19.1％

10～20時間未満
19.7％

20～30時間未満
11.2％

30～40時間未満 5.5％
40～50時間未満 3.8％

50～60時間未満 1.5％
60～70時間未満 0.6％ 70時間以上 1.6％
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時間外労働は、日勤の終業後に発生することが突出して多いが、始業前の発生も散見される
　時間外労働はいつ発生していることが多いか尋ねたところ、「日勤の終業後」が 88.4％と突出して多く、
次いで「日勤の始業前」38.9％、「2 交替夜勤の終業後」21.0％、「2 交替夜勤の始業前」16.8％が上位
に挙げられています。
　すべての勤務時間帯において、時間外労働はそれぞれの終業後に発生していることが多いですが、始業前
に働く「前残業」も多く発生しています。

時間外労働中の業務は、看護実践に関する内容が多い
　時間外労働中の主な業務を尋ねたところ、「看護記録」が 58.4％と最も多く、次いで「患者対応・診療
補助」52.6％、「患者情報収集・申し送り」32.2％と、看護業務のメインである看護実践に関する内容が
上位に挙げられています。
　続いて、「書類作成・事務作業」18.3％、「研修・勉強会・委員会参加」16.5％、「機材・物品など業務
の準備」11.1％、「会議・カンファレンス」10.6％、「その他」7.6％となっています。

時間外労働はいつ発生していることが多いですか？（※複数回答）

0 （％）

88.4％

38.9％

21.0％

16.8％

8.7％

4.9％

4.7％

4.0％

6.6％ （回答者数：2,655）

日勤の終業後

日勤の始業前

2交替夜勤の終業後

2交替夜勤の始業前

深夜勤の終業後

準夜勤の終業後

準夜勤の始業前

深夜勤の始業前

その他

10080604020

時間外労働中の主な業務は何ですか？（※複数回答、3つまで）

0 （％）

58.4％

52.6％

32.2％

18.3％

16.5％

11.1％

10.6％

7.6％ （回答者数：2,655）

看護記録

患者対応・診療補助

患者情報収集・申し送り

書類作成・事務作業

研修・勉強会・委員会参加

機材・物品など業務の準備

会議・カンファレンス

その他

80604020
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賃金の支払われない労働
（サービス残業・早出など）が
71.1％にみられる
　時間外労働のうち、賃金の支払われな
い労働（サービス残業・早出など）が月
平均で何時間あるか尋ねたところ、すべ
て賃金が支払われているとの回答は全体
の 28.9％にとどまっていることから、
サービス残業・早出などが常態化してい
る職場が多いことがうかがえます。賃金
の支払われない労働時間は、「5 時間未
満」が 31.6％と最も多く、次いで「5
～ 10 時間未満」19.4 ％、「10 ～ 20
時間未満」11.2％と時間が長くなるに
つれて少なくなっています。

休憩時間の取得状況1
全体の70.3％が休憩時間を取れていると感じている
　現在の職場の休憩時間の取得状況を尋ねたところ、「規定どおり取れている」が 24.3％、「だいたい規定
どおり取れている」が 46.0％、「あまり取れていない」が 24.8％、「まったく取れていない」が 4.9％です。

「規定どおり取れている」と「だいたい規定どおり取れている」を合計した、休憩時間を取れていると感じ
ている人は全体の 70.3％です。一方、「あまり取れていない」と「まったく取れていない」を合計した、
休憩時間を取れていないと感じている人は 29.7％です。

（回答者数：2,655）

すべて賃金が
支払われている

28.9％

5時間未満
31.6％

5～10時間未満
19.4％

10～20時間
未満

11.2％

20～30時間未満 5.2％
30～40時間未満 1.8％ 40～50時間未満 1.2％

50時間以上 0.8％

時間外労働のうち賃金の支払われない労働は何時間？

休憩時間は取れている？

0 20 40 60 80 100（％）

あまり取れていない
24.8％

まったく取れていない 4.9％

規定どおり
取れている

24.3％
だいたい規定どおり取れている

46.0％

（回答者数：2,655）

休憩時間・休暇3
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休憩時間が取れていない勤務時間帯は、日勤帯が92.8％
　休憩時間が取れていないと感じている 789 人に、休憩時間が取れていないのはどの勤務時間帯か尋ねた
ところ、「日勤帯」が 92.8％と突出して多くなっています。次いで「夜勤帯」30.0％、「準夜勤帯」
10.0％、「深夜勤帯」6.2％、「その他」1.8％の順に挙げられています。

休憩時間が取れていない要因は、主に業務の多さと人員不足と感じている
　休憩時間が取れていないと感じている 789 人に、休憩時間が取れていない要因は何かと尋ねたところ、

「一人あたりの業務量が多い」が 65.5％と最も多く、僅差で「看護職員数が足りない」64.8％、「看護以
外の業務が多い」33.2％、「介護・看護補助などの職員数が足りない」21.8％と、業務の多さと人員不足
が上位に挙げられています。続いて、「自身のスキルや経験が足りない」11.2％、「勉強会・会議などが多い」
10.4％、「職員間のコミュニケーションが足りない」9.6％、「その他」8.7％の順に挙げられています。

休憩時間が取れていないのはどの時間帯？（※複数回答）

日勤帯

夜勤帯

準夜勤帯

深夜勤帯

その他

0 40 60 80 100（％）20

92.8％

30.0％

10.0％

6.2％

1.8％ （回答者数：789）

休憩時間が取れていない要因は？（※複数回答）

0 （％）

65.5％

64.8％

33.2％

21.8％

11.2％

10.4％

9.6％

8.7％ （回答者数：789）

一人あたりの業務量が多い

看護職員数が足りない

看護以外の業務が多い

介護・看護補助などの職員数が足りない

自身のスキルや経験が足りない

勉強会・会議などが多い

職員間のコミュニケーションが足りない

その他

8020 40 60



22 マイナビ看護師 看護師白書 2020 年度版

有給休暇の取得状況2
全体の39.6％は有給休暇が取れていないと感じている
　現在の職場の 1 年間の有給休暇の取得状況（前年度の取得実績）を尋ねたところ、「だいたい希望どおり
取れている」が 32.8％と最も多く、次いで「あまり取れていない」28.5％、「希望どおり取れている」
18.6％、「まったく取れていない」11.1％、「勤続 1 年未満のため前年度の実績なし」9.0％の順に挙げ
られています。
　「希望どおり取れている」と「だいたい希望どおり取れている」を合計した、有給休暇が取れていると感
じている人は全体の 51.4％です。一方、「あまり取れていない」と「まったく取れていない」を合計した、
有給休暇が取れていないと感じている人は 39.6％です。

有給休暇の取得日数には
バラつきがあり、0日もいる
　前年度に有給休暇の取得実績がある
2,416 人に、現在の職場の 1 年間の有
給休暇の取得日数（前年度の取得実績、
勤続 1 年未満の場合には今年度実績）を
尋ねたところ、「5 ～ 9 日」が 34.1％
と最も多く、「10 ～ 14 日」28.0％、「1
～ 4 日」18.8％、「15 ～ 19 日」6.6％、

「0 日」6.5％、「20 日以上」5.9％の
順に挙げられています。有給休暇の取得
日数にはバラつきがあります。
　後述のとおり、2019 年４月より労
働基準法が改正され、年 10 日以上の有
給休暇が付与される労働者に対して年５
日以上取得させることが雇用主に義務付
けられていますが、職場によっては法遵
守がなされていない恐れもあります。

1年間の有給休暇の取得状況は？

0 20 40 60 80 100（％）

希望どおり
取れている

18.6％

まったく取れていない 11.1％
勤続1年未満のため前年度の実績なし 9.0％

だいたい
希望どおり取れている

32.8％
あまり取れていない

28.5％

（回答者数：2,655）

1年間の有給休暇の取得日数は？

（回答者数：2,416）

0日
6.5％

1～4日
18.8％

5～9日
34.1％

10～14日
28.0％

15～19日 6.6％
20日以上 5.9％
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有給休暇が取れていない要因は、看護職員数不足と取得しやすい体制が整えられていないこと
　有給休暇を取れていないと感じている 1,051 人に、有給休暇が取れていない要因を尋ねたところ、「看
護職員数が足りない」が 69.9％と最も多く、次いで「取得しにくい雰囲気がある（上司や同僚もとってい
ないなど）」54.7％、「休んだ人の業務をカバーする体制がない」35.9％、「一人あたりの業務量が多い」
25.1％、「取得を申請しても許可されない」18.4％、「休まないことが評価される風土がある」18.0％、「介
護・看護補助などの職員数が足りない」12.1％の順に挙げられています。
　有給休暇が取れていない要因には、看護職員数の不足と取得しやすい体制が整えられていないことがある
と考えられます。

39.8％の職場で有給休暇を取得しやすくする取り組みが実施されていない
　2019 年 4 月から、年 5 日以上の有給休暇の取得が義務付けられました（※）。
　現在の職場で有給休暇を取得しやすくする取り組みが実施されているか尋ねたところ、「実施されている」
が 60.2％、「実施されていない」は 39.8％です。
※労働基準法が改正され、年 10 日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年 5 日以上取得させる
ことが雇用主に義務付けられました。

有給休暇が取れていない要因は？（※複数回答）

0 （％）

54.7％

69.9％

35.9％

25.1％

18.4％

18.0％

12.1％

4.5％

8.4％ （回答者数：1,051）

看護職員数が足りない

休んだ人の業務をカバーする体制がない

一人あたりの業務量が多い

取得を申請しても許可されない

休まないことが評価される風土がある

介護・看護補助などの職員数が足りない

職員間のコミュニケーションが足りない

その他

8020 40 60

取得しにくい雰囲気がある
（上司や同僚もとっていないなど）

有給休暇を取得しやすくするための取り組みが実施されていますか？

0 20 40 60 80 100（％）

実施されている
60.2％

実施されていない
39.8％

（回答者数：2,655）
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有給休暇の取得を促進するためには、取得しやすい設計と取得をバックアップする仕組みが必要
　職場で有給休暇を取得しやすくする取り組みが実施されている 1,598 人に、有給休暇の取得を促進する
ためにどのような取り組みが実施されているか尋ねたところ、「病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休
暇とする」が 42.2％と最も多く、次いで「長期休暇・連続休暇を取得できる」39.4％、「時間単位や半日
単位で有給休暇を取得できる」38.4％、「誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする」
26.4％と、有給休暇が取得しやすく設計されていることが挙げられています。
　続いて、「看護部長や上司からの呼びかけなど、取得しやすい雰囲気づくり」17.0％、「休んだ人の業務
をサポートする体制づくり（チームでのフォロー、代替人員の確保など）」15.2％と、有給休暇の取得をバッ
クアップする仕組みがあることも挙げられています。

有給休暇が取得しやすくなるには、業務の適正化と取得しやすい設計が求められる
　どのような取り組みが実施されたら有給休暇が取得しやすくなるか尋ねたところ、「適正な人員の配置・
業務量の削減」が 56.0％と最も多く、次いで「長期休暇・連続休暇を取得できる」49.4％、「看護部長や
上司からの呼びかけなど、取得しやすい雰囲気づくり」45.4％、「休んだ人の業務をサポートする体制づく
り（チームでのフォロー、代替人員の確保など）」41.2％、「時間単位や半日単位で有給休暇を取得できる」
32.2％、「誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする」32.1％が多く挙げられています。

有給休暇の取得を促進するために実施されている取り組みは？（※複数回答）

0 （％）

26.4％

38.4％

39.4％

42.2％

17.0％

15.2％

11.9％

9.1％

6.5％

3.3％

3.9％ （回答者数：1,598）

病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする

長期休暇・連続休暇を取得できる

時間単位や半日単位で有給休暇を取得できる

誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする

有給休暇取得率の目標設定

適正な人員の配置・業務量の削減

有給休暇取得のための周知活動（ポスターの掲示など）

その他

10 20 30 40 50

看護部長や上司からの呼びかけなど、
取得しやすい雰囲気づくり

休んだ人の業務をサポートする体制づくり
（チームでのフォロー、代替人員の確保など）
有給休暇の計画的取得（労使協定を結んで、
計画的に有給休暇取得日が割り振られる）
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どのような取り組みが実施されたら有給休暇が取得しやすくなる？（※複数回答）

0 （％）

41.2％

45.4％

49.4％

56.0％

32.2％

32.1％

26.1％

21.5％

20.4％

8.0％

1.4％ （回答者数：2,655）

適正な人員の配置・業務量の削減

長期休暇・連続休暇を取得できる

時間単位や半日単位で有給休暇を取得できる

誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする

病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする

有給休暇取得率の目標設定

その他

10 20 30 40 50 60

休んだ人の業務をサポートする体制づくり
（チームでのフォロー、代替人員の確保など）

有給休暇の計画的取得（労使協定を結んで、
計画的に有給休暇取得日が割り振られる）

有給休暇取得のための周知活動
（ポスターの掲示など）

看護部長や上司からの呼びかけなど、
取得しやすい雰囲気づくり

休日・休暇の取り方への希望3
休日・休暇は、希望する日に取れることが最も求められている
　どのような休日・休暇の取り方を希望するか尋ねたところ、「希望する日に休みが取れる」が 81.4％と
最も多く、次いで「2 日以上の連続休が取れる」60.6％、「急な休みが受け入れてもらえる」38.9％、「1 
週間以上の長期休みが取れる」30.3％、「夜勤明けに必ず休みが取れる」29.2％、「土日に休みが取れる」
25.4％、「平日に休みが取れる」14.0％の順に挙げられています。

どのような休日・休暇の取り方を希望しますか？（※複数回答）

81.4％

60.6％

38.9％

30.3％

29.2％

25.4％

14.0％

0.6％

0 （％）

希望する日に休みが取れる

2日以上の連続休が取れる

急な休みが受け入れてもらえる

1週間以上の長期休みが取れる

夜勤明けに必ず休みが取れる

土日に休みが取れる

平日に休みが取れる

その他

100804020 60

（回答者数：2,655）
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入職前の不安1
入職する前に不安に思うことは、人間関係に関することが最も多い
　現在の職場に入職する前に不安に思ったことを尋ねたところ、「職場の上長やメンバーとなじめるか」が
68.6％と、人間関係に関する不安が突出して多く挙げられています。続いて、「給与・福利厚生等が想定ど
おりか」43.1％、「勤務時間、休日休暇等が想定どおりか」40.8％と労働条件に関する不安、「自身の経験・
スキルが十分か」41.2％、「職場ならではの慣習や規範になじめるか」40.3%、「仕事内容やミッション
が想定しているとおりか」35.1％、と担当する仕事に対して自身の知識・能力・経験を発揮して貢献でき
るか不安に思うことが見受けられます。
　入職する前に不安に思う要素として、主に「良好な人間関係を築くことができるだろうか」「労働条件・
勤務環境が想定どおりだろうか」「自身の知識・能力・経験を発揮して、担当する仕事で貢献することがで
きるだろうか」の 3 つがあると考えられます。

入職する前に不安に思ったことは？（※複数回答）

68.6％

43.1％

41.2％

40.8％

40.3％

35.1％

34.9％

32.2％

0 （％）

職場の上長やメンバーとなじめるか

給与・福利厚生などが想定どおりか

自身の経験・スキルが十分か

勤務時間、休日休暇などが想定どおりか

職場ならではの慣習や規範になじめるか

仕事内容やミッションが想定しているとおりか

退職者が多くないか

教育・トレーニング、研修環境が整っているか

勤務場所・配属先が想定どおりか

目指す方針や看護観が合うか

有給休暇や育児休暇等の利用状況

院内や業界用語等、専門知識が理解できるか

衛生・医療安全体制

前職との仕事のやり方や進め方の違いがないか

人事評価制度が整備されているか

服装やオフィス環境等が想定どおりか

不安は感じなかった

その他

804020 60

（回答者数：2,655）

28.3％

23.5％

21.7％

18.1％

15.5％

13.6％

8.6％

4.7％

2.1％

1.3％

職場環境の現状と希望4
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　年代別では、「不安は感じなかった」の回答は 10 代が突出して高く、「給与・福利厚生等が想定どおりか」
「教育・トレーニング、研修環境が整っているか」「勤務場所・配属先が想定どおりか」「院内や業界用語等、
専門知識が理解できるか」の回答は、20 代が最も高く、中高年ほど低くなる傾向が見られます。一方、「前
職との仕事のやり方や進め方の違いがないか」「人事評価制度が整備されているか」の回答は、中高年ほど
高い傾向が見られます。

仕事のストレス2
93.4％の人が仕事をする上でのストレスを感じている
　現在の職場で仕事をする上でのストレスを尋ねたところ、「ほぼ毎日感じている」が 57.3％と突出して
多く、次いで「週に何度かは感じている」26.6％、「月に何度かは感じている」9.6％と続き、頻度はさま
ざまであるものの全体の 93.5％がストレスを感じていると回答しています。

《年代別》入職する前に不安に思ったことは？（※複数回答）

仕事をする上でストレスを感じますか？

0 20 40 60 80 100（％）

月に何度かは感じている 9.6％
あまり感じていない 5.6％
まったく感じていない 1.0％

週に何度かは
感じている

26.6％
ほぼ毎日感じている

57.3％

（回答者数：2,655）

（％）
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10 代
（7 人） 14.3 14.3 14.3 28.6 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 

20 代
（1,078 人） 69.1 47.2 40.6 42.6 34.9 36.3 36.1 38.9 38.2 17.0 24.0 22.4 13.4 10.2 6.9 5.1 1.8 0.9 

30 代
（700 人） 75.1 44.0 43.4 43.3 45.0 36.0 35.9 32.0 26.1 24.1 24.7 18.7 15.7 17.9 9.1 4.1 2.0 0.7 

40 代
（536 人） 67.7 37.9 43.5 39.9 45.7 31.5 34.3 25.6 18.3 29.1 16.6 14.0 17.4 13.1 10.1 4.5 2.1 2.4 

50 代
（283 人） 58.3 36.7 37.8 32.5 42.0 36.7 31.1 24.0 17.0 35.7 16.3 11.3 19.4 15.2 10.6 4.6 3.2 2.1 

60 代以上
（51 人） 43.1 35.3 19.6 27.5 27.5 29.4 25.5 13.7 21.6 27.5 13.7 3.9 17.6 23.5 13.7 5.9 2.0 2.0 

全体
（2,655 人） 68.6 43.1 41.2 40.8 40.3 35.1 34.9 32.2 28.3 23.5 21.7 18.1 15.5 13.6 8.6 4.7 2.1 1.3 
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人間関係や仕事の内容・量にストレスを感じる人が特に多い
　ストレスを感じていると回答した 2,479 人に、何に対してそのストレスを感じているか尋ねたところ、

「上司や同僚との人間関係」が 63.0％と最も多く、次いで「仕事量の多さ」と「仕事の内容」がそれぞれ
51.0％と、仕事に関することが続きます。さらに「給与や雇用形態などの労働条件」29.5％、「勤務先の
将来性・方針」28.2％、「長時間労働や休日の少なさなどの労働環境」24.1％、「患者や利用者との関係」
20.9％、「仕事への適性」19.9％、「昇進や昇給・異動などのキャリア」11.7％の順に挙げられています。
ストレスの対象は、人間関係、仕事の内容・量・質、労働条件・労働環境、将来・展望とさまざまです。

何に対してストレスを感じますか？（※複数回答）

0 （％）

63.0％

51.0％

51.0％

29.5％

28.2％

24.1％

20.9％

19.9％

11.7％

3.4％ （回答者数：2,479）

上司や同僚との人間関係

仕事量の多さ

仕事の内容

給与や雇用形態などの労働条件

勤務先の将来性・方針

長時間労働や休日の少なさなどの労働環境

患者や利用者との関係

仕事への適性

昇進や昇給・異動などのキャリア

その他

80604020

仕事のやりがい3
現在の仕事にやりがいを感じている人の割合は63.5％
　現在の職場で仕事をする上でのやりがいを尋ねたところ、「月に何度かは感じている」が 28.0％と最も
多く、次いで「あまり感じていない」26.6％、「週に何度かは感じている」25.6％、「ほぼ毎日感じている」
9.9％、「まったく感じていない」9.8％の順に挙げられています。「ほぼ毎日感じている」「週に何度かは
感じている」「月に何度かは感じている」を合計した、やりがいを感じている人は全体の 63.5％です。

仕事をする上でやりがいを感じますか？

0 20 40 60 80 100（％）

ほぼ毎日感じている 9.9％ まったく感じていない 9.8％

あまり感じていない
25.6％

週に何度かは
感じている

25.6％

月に何度かは
感じている

28.0％

（回答者数：2,655）
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看護師のモチベーションには、看護の提供で貢献していると実感することが大きく影響
　やりがいを感じていると回答した 1,687 人に、それはどのようなときかを尋ねたところ、「患者・利用
者に感謝されたとき」が 79.8％と突出して多く挙げられています。看護の提供で貢献していると実感する
ことが、看護師のやる気やモチベーションに大きく影響していると考えられます。続いて、「自身のスキルアッ
プ・成長を感じるとき」42.1％、「上司や先輩に働きぶりが評価されたとき」39.0％、「困難な仕事をや
り遂げたとき」37.4％が上位に挙げられています。周りからのポジティブな反応と達成感が、やる気やモ
チベーションを引き出していると考えられます。

どのようなときにやりがいを感じますか？（※複数回答）

79.8％

42.1％

39.0％

37.4％

31.8％

30.6％

25.3％

21.4％

10.0％

0.9％

0 （％）

（回答者数：1,687）

患者・利用者に感謝されたとき

自身のスキルアップ・成長を感じるとき

上司や先輩に働きぶりが評価されたとき

困難な仕事をやり遂げたとき

チーム・職場全体で仕事に取り組んでいるとき

上司・部下・同僚・医師などに頼られたとき

自身の得意な分野で貢献できたとき

責任のある仕事を任されたとき

昇進・昇給したとき

その他

100604020 80

患者への看護の提供状況4
患者に十分な看護が提供できていると感じている人は全体の55.5％
　現在の職場で、患者に十分な看護が提供できていると感じるか尋ねたところ、「どちらかといえばできて
いる」が 49.6％と最も多く、次いで「どちらかといえばできていない」33.2％、「できていない」
11.3％、「できている」5.9％の順に挙げられています。　「できている」「どちらかといえばできている」
を合計した、できていると感じている人は全体の 55.5％です。
　一方、「どちらかといえばできていない」「できていない」を合計した、できていないと感じている人は
44.5％です。

患者に十分な看護が提供できていると感じますか？

0 20 40 60 80 100（％）

できている 5.9％ できていない 11.3％

どちらかといえば
できていない

33.2％

どちらかといえばできている 
49.6％

（回答者数：2,655）
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介護・看護補助等の職員数が足りず患者に十分な看護が提供できないと考えている
　患者に十分な看護が提供できていないと感じている 1,182 人にその理由を尋ねたところ、「看護職員数
が足りない」が 67.7％と最も多く、次いで「看護以外の業務が多い」50.2％、「自身のスキルや経験が足
りない」35.0％、「介護・看護補助などの職員数が足りない」34.5％が上位に挙げられています。介護・
看護補助等の職員数が足りないため、看護以外の業務が多くなっていることが考えられます。
　また、「職員間のコミュニケーションが足りない」が 29.8％あり、同職種および多職種との連携が不十
分であると考えていること、「教育指導・研修制度が足りない」が 24.6％あり、スキルアップするための
環境や仕組みが不十分であると考えていることが想像されます。

看護職が働きやすい工夫・制度5
看護職が働きやすいと思う工夫や制度は、勤務シフトに関することが多い
　現在を含むこれまでの職場において、看護職が働きやすい工夫や制度で良いと思ったものを尋ねたところ、

「シフトの組み方の工夫・制度」が 34.3％と最も多く、次いで「休日の取り方の工夫・制度」32.8％と、
勤務シフトに関することが多く挙げられています。続いて、「給与・待遇の工夫・制度」25.2％、「業務改
善の工夫・制度」23.4％、「看護業務の工夫・制度」22.3％、「教育・研修の工夫・制度」19.9％、「コミュ
ニケーションの取り方の工夫・制度」19.4％、「子育て支援の工夫・制度」18.1％の順に挙げられています。
　一方、「良いと思った工夫・制度はない」は 31.1％です。

十分な看護が提供できないと感じる理由は？（※複数回答）

67.7％

50.2％

35.0％

34.5％

29.8％

24.6％

21.9％

13.5％

5.8％

0 （％）

（回答者数：1,182）

看護職員数が足りない

看護以外の業務が多い

自身のスキルや経験が足りない

介護・看護補助等の職員数が足りない

職員間のコミュニケーションが足りない

教育指導・研修制度が足りない

医療安全対策が足りない

勉強会・会議などが多い

その他

80604020
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看護職が働きやすいような工夫や制度の中で良いと思ったものは？（※複数回答）

32.8％

34.3％

25.2％

23.4％

22.3％

19.9％

19.4％

18.1％

1.8％

31.1％

0 （％）

（回答者数：2,655）

シフトの組み方の工夫・制度

休日の取り方の工夫・制度

給与・待遇の工夫・制度

業務改善の工夫・制度

看護業務の工夫・制度

教育・研修の工夫・制度

コミュニケーションの取り方の工夫・制度

子育て支援の工夫・制度

その他の工夫・制度

良いと思った工夫・制度はない

40302010

▲

巻末（P60 ～ 90）に具体的な工夫や制度の内容に関する回答を抜粋して掲載しています。
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上司・先輩・医師と職務上の上位者からのハラスメントが多い
　ハラスメントを経験したことがある、見たことがある 1,945 人に、それは誰からのハラスメントか尋ね
たところ、「上司」が 67.2％と突出して多く、次いで「先輩」44.9％、「医師」28.1％と続き、職務上の
上位者からという回答が上位に挙げられています。続いて、「患者・入居者・利用者」23.5％、「同僚」
16.8％の順に挙げられています。

誰からのハラスメントですか？（※複数回答）

0 （％）

上司

先輩

医師

患者・入居者・利用者

同僚

その他

80604020

67.2％

44.9％

28.1％

23.5％

16.8％

1.2％ （回答者数：1,945）

ハラスメント5
ハラスメントの経験1

73.3％が職場のハラスメントを
経験している
　現在を含むこれまでの職場のハラスメン
ト（セクハラやパワハラ、マタハラ）の状
況を尋ねたところ、「受けたことがある」
が 58.1％と突出して多く、「受けたこと
がない」17.4％、「他の職員が受けている
のを見たことがある」15.2％の順に挙げ
られています。
　「受けたことがある」と「他の職員が受
けているのを見たことがある」を合計した
73.3％もの人が、職場のハラスメントを
経験していることが示されています。

職場のハラスメントの状況は？

（回答者数：2,655）

受けたことがある
58.1％他の職員が

受けているのを
見たことがある

15.2％

受けたことが
ない

17.4％

あてはまるものはない 9.3％

▲

巻末（P91 ～ 98）に具体的なハラスメントの内容に関する回答を抜粋して掲載しています。



看護師の転職・
就業動向

・	「マイナビ看護師『看護師白書』2020 年度版」の結果について、
 項目ごとに表組やグラフ、テキストで解説します。
・	回答者が離職中の場合には、前職での状況を回答しています。

調 査 の 結 果 ❷

就業継続の意向

退職・転職の動向

6
7
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就業継続の意向6
看護職を続けたいか

看護職を長く続けるために

1

2

全体の約半数が、今後の職業選択の際に看護職を選ばない可能性がある
　今後も看護職を続けていきたいと思うか尋ねたところ、「看護職として長く働き続けたい」が 44.6％と
最も多い一方で、「看護職に限らず、関心のある仕事をしてみたい」は 41.2％、「看護職以外の仕事をして
みたい」は 6.3％挙げられています。「看護職に限らず、関心のある仕事をしてみたい」と「看護職以外の
仕事をしてみたい」を合計すると 47.5％で、全体の約半数の人は、今後の職業選択の際に、看護職を選ば
ない可能性があるといえます。

看護職を長く続けるためには、良好な人間関係と環境の整備が求められる
　今後も仕事を続ける意思のある 2,580 人に、看護職を長く続けるためには何が必要だと思うかを尋ねた
ところ、「良好な人間関係」が 82.2％と最も多く、次いで「給与など待遇面の充実」75.5％、「休暇の取
りやすさ」71.5% が上位に挙げられています。続いて、「十分な看護職員数」64.6％、「長時間労働負担
を軽減する体制」49.9％、「十分な育児支援」39.2％、「十分な教育体制」37.6%、「夜勤負担を軽減す
る体制」34.4％、「十分な医療安全対策」30.8％と、健康で仕事に集中できる環境の整備を求める回答が
選択されています。

今後も看護職を続けていきたいと思いますか？

0 20 40 60 80 100（％）

看護職以外の仕事をしてみたい 6.3％
仕事はしたくない 2.8％

まだ分からない 5.1％

看護職として長く働き続けたい
44.6％

看護職に限らず、
関心のある仕事をしてみたい

41.2％

（回答者数：2,655）
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看護職を長く続けるためには何が必要だと思いますか？（※複数回答）

82.2％

75.5％

71.5％

64.6％

49.9％

39.2％

37.6％

34.4％

30.8％

0 （％）

（回答者数：2,580）

良好な人間関係

給与など待遇面の充実

休暇の取りやすさ

十分な看護職員数

長時間労働負担を軽減する体制

十分な育児支援

十分な教育体制

夜勤負担を軽減する体制

十分な医療安全対策

昇進・キャリアアップの機会

その他

100604020 80

25.5％

2.2％

退職・転職活動のタイミング1
退職日は年度末が多く、1月に転職活動を開始する人が多い
　退職予定月（まだ決定していない場合は退職希望月）については、3 月が最も多く、翌 4 月には減少、5
～ 11 月までは総じて少なく、12 月に増加しています。退職日は、年度または年の区切りの時期に設定さ
れる職場が多く、特に年度末の場合が多いことが想像されます。　
　転職活動を開始した月（求人情報を転職サイトで見るなどの行動を含む）については、1 月が最も多く、
翌 2 月に減少に転じ、4 ～ 7 月までは総じて少なく、8 ～ 10 月まで増加傾向となり、11 ～ 12 月に若
干減少しています。転職活動は退職予定月の 5 ～ 2 ヶ月前開始していることが想像されます。

退職予定月・転職活動を開始した月は？

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0

10

20

30

40

退職予定

転職活動開始

（回答者数：2,655）

（％）

退職・転職の動向7
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退職を考え始めたきっかけ・理由は、仕事内容・やりがいと人間関係が多い
　退職を考え始めたきっかけ・理由を尋ねたところ、「仕事内容・やりがいに関する理由」が 38.9％と最
も多く、僅差で「人間関係に関する理由」37.9％、「給与条件（年収・月収・手当・賞与など）に関する理
由」32.3％、「勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）に関する理由」27.6％、「ライフ
スタイルの変化（結婚・出産など）に関する理由」24.5％、「残業時間に関する理由」21.9％が多く挙げ
られています。理由としては仕事、人間関係、給与条件、勤務シフト、自身のライフスタイルの変化などさ
まざまですが、日々直面することを理由に挙げていることが考えられます。

転職活動期間は3か月程度までと
比較的短い人が70.4％を占める
　実際の転職活動にかかった期間（転職
活動をはじめてから、転職先が決定する
までの期間）を尋ねたところ、「1 ～ 2
か月程度」が 27.3％と最も多く、僅差
で「1 か月以内」27.0％、「2 ～ 3 か
月程度」16.1％、「3 か月～半年程度」
11.2％、「半年～ 1 年程度」9.8％が
多く挙げられています。転職活動期間は、
3 か 月 程 度 ま で と 比 較 的 短 い 人 が
70.4％を占めているが、少数ではある
ものの 2 年以上要している人もいます。

（回答者数：2,640）

1か月以内
27.0％

1～2か月程度
27.3％

2～3か月程度
16.1％

3か月～半年程度
11.2％

半年～1年程度
9.8％

1年～1年半程度 2.4％
1年半～2年程度 1.4％ 2年以上 4.8％

転職活動にかかった期間は？
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　年代別では、「人間関係に関する理由」と「家庭事情の変化（親の介護・看護など）に関する理由」の回
答は 40 ～ 50 代が他の年代よりも高く、「ライフスタイルの変化（結婚・出産など）に関する理由」と「残
業時間に関する理由」の回答は 20 ～ 30 代で高くなっています。「休日・休暇に関する理由」と「キャリ
アアップ・昇進制度に関する理由」の回答は若い年代ほど高く、一方「病院・施設が目指す方向性や目標に
関する理由」は中高年ほど高い傾向があります。

退職を考え始めたきっかけ・理由は？（※複数回答）

0 （％）

11.6％

13.3％

16.4％

16.9％

21.9％

24.5％

27.6％

32.3％

37.9％

38.9％

11.3％

11.0％

8.2％

7.9％

7.5％

3.8％

5.6％ （回答者数：2,655）

仕事内容・やりがいに関する理由

人間関係に関する理由

給与条件（年収・月収・手当・賞与など）に関する理由

ライフスタイルの変化（結婚・出産など）に関する理由

残業時間に関する理由

休日・休暇に関する理由

勤務地・通勤距離に関する理由

健康上の理由

配属部署に関する理由

病院・施設が目指す方向性や目標に関する理由

家庭事情の変化（親の介護・看護など）に関する理由

研修・教育制度・スキルアップに関する理由

福利厚生（寮・託児所など）に関する理由

キャリアアップ・昇進制度に関する理由

衛生・医療安全体制に関する理由

その他

10 20 30 40 50

勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）
に関する理由

《年代別》退職を考え始めたきっかけ・理由は？（※複数回答）

（％）

仕
事
内
容
・
や
り
が
い
に
関
す

る
理
由

人
間
関
係
に
関
す
る
理
由

給
与
条
件（
年
収・月
収・手
当・

賞
与
な
ど
）
に
関
す
る
理
由

勤
務
時
間
・
勤
務
体
系
（
交
替
制
度
・
オ

ン
コ
ー
ル
回
数
な
ど
）
に
関
す
る
理
由

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化（
結
婚・

出
産
な
ど
）
に
関
す
る
理
由

残
業
時
間
に
関
す
る
理
由

休
日
・
休
暇
に
関
す
る
理
由

勤
務
地
・
通
勤
距
離
に
関
す
る

理
由

健
康
上
の
理
由

配
属
部
署
に
関
す
る
理
由

病
院
・
施
設
が
目
指
す
方
向
性

や
目
標
に
関
す
る
理
由

家
庭
事
情
の
変
化（
親
の
介
護・

看
護
な
ど
）
に
関
す
る
理
由

研
修
・
教
育
制
度
・
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
に
関
す
る
理
由

福
利
厚
生
（
寮・託
児
所
な
ど
）

に
関
す
る
理
由

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
・
昇
進
制
度

に
関
す
る
理
由

衛
生
・
医
療
安
全
体
制
に
関
す

る
理
由

そ
の
他

10 代
（7 人） 14.3 14.3 28.6 0.0 14.3 14.3 28.6 14.3 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 

20 代
（1,078 人） 40.7 34.7 32.9 30.8 27.9 29.0 19.6 17.1 13.5 13.3 9.3 6.2 9.4 7.8 7.4 2.7 3.8 

30 代
（700 人） 37.0 36.7 30.7 28.1 32.3 22.3 18.4 19.7 10.9 10.6 11.4 11.3 8.4 10.6 8.0 4.0 4.1 

40 代
（536 人） 38.4 43.1 32.5 24.3 16.0 14.0 11.8 12.7 14.0 10.1 12.9 16.2 6.9 6.7 7.5 5.0 6.9 

50 代
（283 人） 39.6 44.2 35.3 23.0 12.0 11.0 13.8 13.4 17.7 12.0 15.2 18.0 7.1 4.9 7.1 4.9 10.2 

60 代以上
（51 人） 33.3 33.3 23.5 17.6 5.9 9.8 11.8 11.8 7.8 3.9 17.6 11.8 3.9 3.9 2.0 5.9 23.5 

全体
（2,655 人） 38.9 37.9 32.3 27.6 24.5 21.9 16.9 16.4 13.3 11.6 11.3 11.0 8.2 7.9 7.5 3.8 5.6 
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退職の引き止め2
退職引き止めに勤務者に寄り添う姿勢がない職場もみられる
　退職引き止めの状況を尋ねたところ、「退職時期の延長を提案された」が 30.2％と最も多く、次いで「配
属先の見直しを提案された（異動など）」24.2％、「条件の見直し等の提案はなく、ただ説得された」
22.9％、「引き止めにあったことがない」21.4％が上位に挙げられています。
　退職時期の延長、労働条件・労働環境の見直しを提案されることもあれば、ただの説得や強引な引き止め、
話し合いを拒否されるなどもあり状況はさまざまです。

どのような方法で退職を引き止められたことがありますか？（※複数回答）

30.2％

24.2％

22.9％

21.4％

10.8％

9.4％

8.1％

6.2％

5.1％

0 （％）

（回答者数：2,655）

退職時期の延期を提案された

配属先の見直しを提案された（異動など）

条件の見直し等の提案はなく、ただ説得された

引き止めにあったことがない

初めての転職で、退職交渉をまだ始めていない

勤務時間・休日の見直しを提案された

強引に引き止められた

給与条件の見直しを提案された（昇給など）

新たな役割・役職の付与を提案された（昇進など）

退職に関する話し合いを拒否された

その他

40302010

5.0％

3.2％

転職活動で重視する条件3
応募を決める際には労働条件を最も重視している
　転職活動で応募を決める際に重視する条件を尋ねたところ、「給与条件（年収・月収・手当・賞与など）」
が 84.1% と最も多く、次いで「休日・休暇」70.0％、「勤務地・通勤距離」64.8％、「勤務時間・勤務
体系（交替制度・オンコール回数など）」64.7％、「職場の雰囲気・人間関係」62.2％、「仕事内容・やり
がい」50.2％、「残業時間」45.6％が上位に挙げられています。
　労働条件、職場環境、人間関係、仕事の 4 つの視点のなかでも、応募を決める際には労働条件を最も重
視し、次いで人間関係を重視していることが見受けられます。
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　年代別では、「勤務地・通勤距離」の回答は中高年ほど高く、「キャリアアップ・昇進制度」の回答は若い
年代ほど高い傾向があります。「残業時間」「福利厚生（寮・住宅補助など）」「福利厚生（託児所・育児支援
など）」の回答は、20 ～ 30 代で他の年代よりも高く、「業態（病院・クリニック・介護施設など）」の回
答は 50 代で高くなっています。

転職活動で、応募を決める際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

84.1％

70.0％

64.8％

64.7％

62.2％

50.2％

45.6％

35.5％

0 （％）

給与条件（年収・月収・手当・賞与など）

休日・休暇

勤務地・通勤距離

勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）

職場の雰囲気・人間関係

仕事内容・やりがい

残業時間

業態（病院・クリニック・介護施設など）

福利厚生（寮・住宅補助など）

勤続年数・離職率 

配属部署

福利厚生（託児所・育児支援など）

職員の年齢構成・人数

研修・教育制度

病院や施設の強み・特徴・科目

病院や施設の病床数・規模

病院・施設が目指す方向性や目標

キャリアアップ・昇進制度

衛生・医療安全体制

その他

1004020 60

（回答者数：2,655）

34.4％

25.8％

24.7％

23.7％

23.0％

18.9％

14.0％

13.6％

11.8％

11.6％

10.9％

1.3％

80
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《年代別》転職活動で、応募を決める際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

（％）

給
与
条
件
（
年
収・月
収・手
当・

賞
与
な
ど
） 

休
日
・
休
暇

勤
務
地
・
通
勤
距
離

勤
務
時
間
・
勤
務
体
系
（
交
替

制
度
・
オ
ン
コ
ー
ル
回
数
な
ど
）

職
場
の
雰
囲
気
・
人
間
関
係

仕
事
内
容
・
や
り
が
い

残
業
時
間

業
態
（
病
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
・

介
護
施
設
な
ど
）

福
利
厚
生
（
寮
・
住
宅
補
助
な

ど
） 

勤
続
年
数
・
離
職
率 

配
属
部
署

福
利
厚
生
（
託
児
所
・
育
児
支

援
な
ど
）

職
員
の
年
齢
構
成
・
人
数 

研
修
・
教
育
制
度

病
院
や
施
設
の
強
み
・
特
徴
・

科
目

病
院
や
施
設
の
病
床
数
・
規
模

病
院
・
施
設
が
目
指
す
方
向
性

や
目
標

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
・
昇
進
制
度

衛
生
・
医
療
安
全
体
制 

そ
の
他

無
回
答

10 代
（7 人） 85.7 42.9 28.6 28.6 14.3 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 14.3 14.3 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 

20 代
（1,078 人） 84.6 73.6 58.5 65.0 64.2 50.3 53.3 33.2 44.6 25.0 27.6 31.3 23.8 22.9 16.7 17.7 8.9 14.1 10.1 0.9 0.1 

30 代
（700 人） 83.7 74.0 67.4 68.3 62.7 47.4 52.3 36.9 33.6 30.0 25.7 33.7 20.9 19.4 14.7 12.9 13.7 13.1 10.4 0.9 0.0 

40 代
（536 人） 85.3 66.8 71.6 64.7 62.3 54.1 35.1 35.8 23.3 26.3 20.7 8.4 23.3 16.2 11.4 9.7 14.0 8.4 11.9 1.1 0.0 

50 代
（283 人） 83.0 57.6 68.6 56.2 57.6 50.9 24.4 42.4 24.0 19.8 21.6 3.2 25.1 9.9 8.5 8.8 14.1 6.0 12.4 3.2 0.0 

60 代以上
（51 人） 74.5 45.1 74.5 58.8 45.1 43.1 19.6 29.4 7.8 15.7 13.7 2.0 17.6 7.8 3.9 2.0 11.8 2.0 13.7 5.9 0.0 

全体
（2,655 人） 84.1 70.0 64.8 64.7 62.2 50.2 45.6 35.5 34.4 25.8 24.7 23.7 23.0 18.9 14.0 13.6 11.8 11.6 10.9 1.3 0.0 

面接では双方向のコミュニケーション、職場見学では職場の雰囲気を直接確認できることを重視
　転職活動で面接・職場見学の際に重視する条件を尋ねたところ、「労働条件等の詳しい説明」が 67.7％
と最も多く、次いで「仕事内容・流れ等の詳しい説明」65.0％、「通勤アクセスの良さ」56.4％、「経験
や希望を尊重して聞いてくれる」50.1％、「配属先の職場見学ができる」47.6％が上位に挙げられています。
続いて、「職員があいさつをしてくれる」33.9％、「患者・利用者の状況や雰囲気」32.9％、「面接官の人柄」
31. ６％、「配属先の上長・同僚と話ができる」29.8％が挙げられています。
　面接においては、業務内容と労働条件を正確に説明した上で、求職者の経験内容や希望条件をヒアリング
するなど、傾聴する姿勢・双方向のコミュニケーションを図ること、職場見学では職場の状況や雰囲気を直
接確認できることが重要であるといえます。
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《年代別》転職活動で、面接・職場見学の際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

　年代別では、「通勤アクセスの良さ」「衛生・医療安全体制」「廊下・居室の広さ」の回答は中高年ほど高く、
「配属先の上長・同僚と話ができる」「寮や託児所等、福利厚生施設の印象」「具体的なキャリアプランを提
示される」の回答は若い年代ほど高い傾向が見られます。

転職活動で、面接・職場見学の際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

67.7％

65.0％

56.4％

50.1％

47.6％

33.9％

32.9％

31.6％

0 20 40 60 （％）

労働条件などの詳しい説明

仕事内容・流れなどの詳しい説明

通勤アクセスの良さ

経験や希望を尊重して聞いてくれる

配属先の職場見学ができる

職員があいさつをしてくれる

患者・利用者の状況や雰囲気

面接官の人柄

配属先の上長・同僚と話ができる

衛生・医療安全体制

寮や託児所など、福利厚生施設の印象

具体的なキャリアプランを提示される

導入している機器

廊下・居室の広さ

出身校の先輩や知人が在籍している

その他

80

（回答者数：2,655）

29.8％

17.6％

15.4％

11.7％

10.1％

8.7％

2.9％

0.9％

（％）

労
働
条
件
な
ど
の
詳
し
い
説

明 仕
事
内
容
・
流
れ
な
ど
の
詳
し

い
説
明

通
勤
ア
ク
セ
ス
の
良
さ

経
験
や
希
望
を
尊
重
し
て
聞

い
て
く
れ
る

配
属
先
の
職
場
見
学
が
で
き
る

職
員
が
あ
い
さ
つ
を
し
て
く

れ
る

患
者
・
利
用
者
の
状
況
や
雰
囲

気 面
接
官
の
人
柄

配
属
先
の
上
長
・
同
僚
と
話
が

で
き
る

衛
生
・
医
療
安
全
体
制

寮
や
託
児
所
な
ど
、
福
利
厚
生

施
設
の
印
象

具
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を

提
示
さ
れ
る

導
入
し
て
い
る
機
器

廊
下
・
居
室
の
広
さ

出
身
校
の
先
輩
や
知
人
が
在

籍
し
て
い
る

そ
の
他

10 代
（7 人） 57.1 28.6 14.3 14.3 0.0 14.3 14.3 0.0 42.9 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 14.3 

20 代
（1,078 人） 63.9 63.9 51.1 50.5 48.4 36.1 33.3 34.3 30.8 14.9 22.4 14.3 10.0 9.0 3.8 0.6 

30 代
（700 人） 71.3 67.9 57.7 54.7 47.9 36.1 33.6 32.1 31.3 18.3 18.3 10.1 12.6 9.0 2.9 0.9 

40 代
（536 人） 71.5 63.1 60.1 45.0 48.5 31.3 33.2 31.5 26.5 20.7 5.0 9.9 8.4 6.9 2.2 0.9 

50 代
（283 人） 67.8 68.6 65.4 47.7 43.1 28.6 29.0 22.3 29.0 17.7 4.2 9.5 7.1 8.1 1.4 2.1 

60 代以上
（51 人） 60.8 54.9 68.6 52.9 51.0 15.7 37.3 23.5 23.5 35.3 2.0 5.9 11.8 19.6 0.0 2.0 

全体
（2,655 人） 67.7 65.0 56.4 50.1 47.6 33.9 32.9 31.6 29.8 17.6 15.4 11.7 10.1 8.7 2.9 0.9 
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入職を決める際にも、労働条件を最も重視する傾向がある
　転職活動で入職を決める際に重視する条件を尋ねたところ、「給与条件（年収・月収・手当・賞与など）」
が 83.8％と最も多く、次いで「休日・休暇」70.0％、「勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数
など）」66.6％、「勤務地・通勤距離」58.1％、「職場の雰囲気・人間関係」55.9％、「残業時間」
50.6％、「仕事内容・やりがい」48.2％が上位に挙げられています。
　労働条件、職場環境、人間関係、仕事の 4 つの視点のなかでも、入職を決める際には労働条件を最も重
視していることが見受けられます。これは、応募を決める際に重視する条件と同様の傾向です。

　年代別では、「勤務地・通勤距離」「職員の年齢構成・人数」「病院・施設が目指す方向性や目標」の回答
の割合は、中高年ほど高い傾向が見られます。一方、「残業時間」「福利厚生（寮・住宅補助など）」「福利厚
生（託児所・育児支援など）」「研修・教育制度」「病院や施設の強み・特徴・科目」は 20 代が最も高く、
若い年代ほど高い傾向があります。「業態（病院・クリニック・介護施設など）」は 50 代、「衛生・医療安
全体制」は 60 代が、他の年代よりも特に高くなっています。

転職活動で、入職を決める際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

83.8％

70.0％

66.6％

58.1％

55.9％

50.6％

48.2％

32.5％

0 （％）

給与条件（年収・月収・手当・賞与など）

休日・休暇

勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）

勤務地・通勤距離

職場の雰囲気・人間関係

残業時間

仕事内容・やりがい

福利厚生（寮・住宅補助など）

業態（病院・クリニック・介護施設など）

配属部署

職員の年齢構成・人数

福利厚生（託児所・育児支援など）

勤続年数・離職率

研修・教育制度

病院や施設の強み・特徴・科目

衛生・医療安全体制

キャリアアップ・昇進制度

病院・施設が目指す方向性や目標

病院や施設の病床数・規模

その他

1004020 60

（回答者数：2,655）

29.6％

24.4％

22.7％

22.3％

20.3％

16.6％

11.9％

11.5％

11.4％

10.7％

10.4％

0.6％

80
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《年代別》転職活動で、入職を決める際に重視する条件は何ですか？（※複数回答）

（％）

給
与
条
件
（
年
収・月
収・手
当・

賞
与
な
ど
）

休
日
・
休
暇

勤
務
時
間
・
勤
務
体
系
（
交
替

制
度
・
オ
ン
コ
ー
ル
回
数
な
ど
）

勤
務
地
・
通
勤
距
離 

職
場
の
雰
囲
気
・
人
間
関
係

残
業
時
間

仕
事
内
容
・
や
り
が
い

福
利
厚
生
（
寮
・
住
宅
補
助
な

ど
） 

業
態
（
病
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
・

介
護
施
設
な
ど
） 

配
属
部
署

職
員
の
年
齢
構
成
・
人
数

福
利
厚
生
（
託
児
所
・
育
児
支

援
な
ど
）

勤
続
年
数
・
離
職
率 

研
修
・
教
育
制
度

病
院
や
施
設
の
強
み
・
特
徴
・

科
目

衛
生
・
医
療
安
全
体
制

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
・
昇
進
制
度

病
院
・
施
設
が
目
指
す
方
向
性

や
目
標

病
院
や
施
設
の
病
床
数
・
規
模

そ
の
他

10 代
（7 人） 42.9 42.9 14.3 14.3 28.6 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 28.6 

20 代
（1,078 人） 82.7 71.7 66.4 51.0 57.1 58.6 46.9 42.0 27.0 26.3 21.7 30.3 21.2 20.6 14.1 9.6 13.3 8.8 12.4 0.1 

30 代
（700 人） 83.4 73.4 69.3 58.9 59.0 56.7 45.4 31.0 29.1 26.1 20.7 30.0 21.4 16.1 12.4 12.9 12.9 10.9 10.9 0.3 

40 代
（536 人） 85.6 69.8 67.0 64.7 53.2 42.0 54.3 22.4 31.7 22.4 25.0 8.6 21.1 14.6 10.4 12.3 10.6 13.2 7.3 0.7 

50 代
（283 人） 86.6 59.0 61.5 69.3 52.7 27.2 50.9 24.7 37.1 20.5 26.5 2.5 13.8 8.5 6.4 11.7 4.2 12.0 6.7 2.5 

60 代以上
（51 人） 82.4 52.9 64.7 70.6 41.2 21.6 35.3 7.8 31.4 7.8 27.5 2.0 19.6 5.9 7.8 25.5 0.0 15.7 15.7 0.0 

全体
（2,655 人） 83.8 70.0 66.6 58.1 55.9 50.6 48.2 32.5 29.6 24.4 22.7 22.3 20.3 16.6 11.9 11.5 11.4 10.7 10.4 0.6 

新しい職場に入職して戸惑ったこと・困ったこと4
入職前の情報と入職後のギャップに戸惑うことが多い
　新しい職場に入職して戸惑ったこと・困ったことを尋ねたところ、「離職する人が多い」が 25.7％と最
も多く、次いで「勤務時間、休日休暇が考えていたものと違った」23.3％、「仕事内容やミッションが考え
ていたものと違った」22.5％、「職場ならではの慣習や規範になじめない」21.5％、「前職との仕事の進
め方ややり方の違い」20.6％、「給与・福利厚生が考えていたものと違った」18.7％、「職場の上長やメ
ンバーとなじめない」18.5％が上位に挙げられています。一方で「特にない」の回答が 21.7％あります。
　戸惑ったことや困ったこととしては、職場環境、労働条件、仕事において想定していたことと異なってい
ること、人間関係など複数のことが挙げられていますが、なかでも想定と異なっていることに戸惑うことが
多い様子が見受けられます。入職前に正確な情報を提供、実情を開示して、入職前後のギャップが生じない
ように配慮することが、新規入職者の早期活躍・定着につながるといえそうです。
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新しい職場に入職して戸惑ったこと・困ったことは何ですか？（※複数回答）

25.7％

23.3％

22.5％

21.7％

21.5％

20.6％

18.7％

18.5％

0 5 10 15 20 25 （％）

離職する人が多い

勤務時間、休日休暇が考えていたものと違った

仕事内容やミッションが考えていたものと違った

特にない

職場ならではの慣習や規範になじめない

前職との仕事の進め方ややり方の違い

給与・福利厚生が考えていたものと違った

職場の上長やメンバーとなじめない

教育・トレーニング、研修環境が整っていない

自身の経験・スキル不足

目指す方針や看護観が合わない

勤務場所・配属先が考えていたものと違った

有給休暇や育児休暇などが利用されていない

人事評価制度が整備されていない

衛生・医療安全体制

院内や業界用語など、専門知識が分からない

服装やオフィス環境が考えていたものと違った

その他

30

（回答者数：2,655）

13.9％

13.7％

10.2％

10.2％

7.8％

7.2％

6.9％

5.7％

2.4％

6.9％

《年代別》新しい職場に入職して戸惑ったこと・困ったことは何ですか？（※複数回答）
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10 代
（7 人） 0.0 14.3 0.0 57.1 14.3 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 

20 代
（1,078 人） 18.0 21.1 16.0 33.3 14.7 15.9 15.5 12.5 10.0 11.4 7.1 8.3 6.5 3.5 4.3 4.4 1.9 10.4 

30 代
（700 人） 30.1 24.7 23.9 16.1 26.1 26.1 22.0 22.4 16.6 17.9 10.3 10.9 9.0 10.6 9.6 8.3 2.4 5.4 

40 代
（536 人） 31.9 25.7 27.2 12.9 26.7 21.3 18.1 22.6 19.8 14.0 14.6 11.2 8.0 9.5 8.4 4.7 2.6 3.7 

50 代
（283 人） 33.6 23.7 34.6 8.5 26.1 23.7 23.3 23.3 12.4 13.8 13.8 13.8 9.5 8.1 7.8 6.7 3.9 2.8 

60 代以上
（51 人） 21.6 25.5 27.5 11.8 19.6 25.5 21.6 21.6 5.9 5.9 13.7 9.8 5.9 7.8 7.8 3.9 2.0 9.8 

全体
（2,655 人） 25.7 23.3 22.5 21.7 21.5 20.6 18.7 18.5 13.9 13.7 10.2 10.2 7.8 7.2 6.9 5.7 2.4 6.9 

　年代別で見ると、「離職する人が多い」「仕事内容やミッションが考えていたものと違った」の回答は 50
代の割合が最も高く、中高年ほど高い傾向があります。「特にない」と「院内や業界用語など、専門知識が
分からない」の回答は、10 代の割合が突出して高くなっています。



事業者の
取り組み状況

・	「マイナビ看護師『看護師白書』2020 年度版」の結果について、
 項目ごとに表組やグラフ、テキストで解説します。

調 査 の 結 果 ❸

事業者の取り組み8
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労働環境改善・定着1
全体の57.9％は看護師不足を感じている
　看護師の配置状況を尋ねたところ、「や
や不足している」が 41.6％と最も多く、
次いで「適正である」34.8％、「不足して
いる」16.3％、「やや余剰がある」7.2％
の順に挙げられています。
　「不足している」と「やや不足している」
を合計した、看護師が不足していると感じ
ている事業者は全体の 57.9％です。

看護師不足を感じる理由には、看護職員の労働環境の改善・
定着のための対策が実施できないことが最も多い
　看護師が「不足している」「やや不足している」と回答した 128 事業者に、不足していると感じる理由
を尋ねたところ、「看護職員の労働環境の改善・定着のための対策を実施するには不足している」が
70.3％と突出して多く、次いで「患者様に十分な看護を提供するには不足である」48.4％、「今後、より
手厚い診療報酬の看護配置基準を算定するためには不足している」19.5％、「現在算定している診療報酬の
看護配置基準を維持するためには不足している」14.1％の順に挙げられています。
　看護師不足を感じる理由としては、看護職員の労働環境を改善し、定着のための対策を実施したくても、
人員の不足により実施できない状況が伺えます。

事業者の取り組み8

（回答者数：221）

不足している
16.3%

やや不足している
41.6%

適正である
34.8%

やや余剰がある 7.2% 余剰がある 0.0%

看護師の配置状況は？

看護師が不足していると感じる理由は？（※複数回答）

0 （％）

患者様に十分な看護を提供するには不足である

その他

看護職員の労働環境の改善・定着のための
対策を実施するには不足している

今後、より手厚い診療報酬の看護配置基準を
算定するためには不足している

現在算定している診療報酬の看護配置基準を
維持するためには不足している

1004020 60

（回答者数：128）

70.3％

48.4％

19.5％

14.1％

5.5％

80
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全体の75.6％が何らかの取り組みを
実施中または予定・計画している
　看護職員の労働環境改善・定着のために
何らかの取り組み（人員の確保・勤務シフ
ト・業務効率化・待遇改善など）を実施し
ているか尋ねたところ、「実施している」
が 62.0％と突出して多く、次いで「取り
組む必要があるが、余裕がなく実施できて
いない」17.6％、「実施を予定・計画して
いる」13.6％、「取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので実施してい
ない」4.5％、「取り組む必要がないので
実施していない（すでに働きやすい環境で
ある）」2.3％の順に挙げられています。
　全体の 97.7％が看護職員の労働環境改
善・定着のために何らかの取り組みが必要
とし、さらに全体の 75.6％で実施中また
は実施を予定・計画しています。

約7割で時間外労働の削減・十分な看護職員数の確保・休暇の取得促進に取り組んでいる
　看護職員の労働環境改善・定着のために何らかの取り組みを「実施している」「実施を予定・計画している」
と回答した 167 事業者に、どのような取り組みを実施／計画しているか尋ねたところ、「時間外労働の削減」
が 71.9％と最も多く、次いで「十分な看護職員数の確保」68.3％、「休暇の取得促進」65.9％、「教育・
研修・スキルアップ支援」61.7％、「育児・介護支援」56.3％が上位に挙げられています。
　また、看護師調査では看護師は上司や同僚との人間関係に最もストレスを感じていることが示されていま
すが、「ハラスメント防止対策」は 37.1％、「職員間のコミュニケーションの活性化・円滑化施策」は
35.9％にとどまっています。

（回答者数：221）

実施している
62.0%

実施を予定・
計画している

13.6%

取り組む必要があるが、
余裕がなく

実施できていない
17.6%

取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので

実施していない  4.5%

取り組む必要がないので
実施していない

（すでに働きやすい環境である） 
2.3%

労働環境改善・定着のために、
何らかの取り組みを実施している？
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看護職員の労働環境改善・定着のためには、看護職員の業務負担の軽減に直結する取り組みが効果的
　看護職員の労働環境改善・定着のために何らかの取り組みを「実施している」と回答した 137 事業者に、
実施しているもののうち、どの取り組みの効果が高いと思うか尋ねたところ、「十分な看護職員数の確保」
が 52.6％と最も多く、次いで「時間外労働の削減」49.6％、「休暇の取得促進」34.3％、「教育・研修・
スキルアップ支援」32.8％、「育児・介護支援」31.4％、「勤務インターバルやシフトの組み方など、勤
務形態の工夫」26.3％が上位に挙げられ、看護職員の業務負担の軽減に直結する取り組みが効果につながっ
ていることが想像されます。
　これら上位に挙げられている内容は看護職員の労働環境改善・定着のための取り組みとして上位に挙げら
れており、事業者は取り組みが効果につながっていると捉えていることが伺えます。

労働環境改善・定着のためにどのような取り組みを実施／計画している？（※複数回答）

71.9％

68.3％

65.9％

61.7％

56.3％

38.3％

37.1％

0 20 40 60 （％）

時間外労働の削減

十分な看護職員数の確保

休暇の取得促進

教育・研修・スキルアップ支援

育児・介護支援

ハラスメント防止対策

夜間の人員確保・業務改善

十分な医療安全対策

賃金引き上げなどの待遇改善

昇進・キャリアアップの支援

LGBTに関する配慮

その他

勤務インターバルやシフトの組み方など、
勤務形態の工夫

職員間のコミュニケーションの
活性化・円滑化施策

業務プロセスの改善／
IoTの導入などによる効率化

80

（回答者数：167）

35.9％

34.7％

28.1％

27.5％

26.3％

21.6％

4.8％

4.8％
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実施しているもののうち、どの取り組みの効果が高い？（※複数回答）

52.6％

49.6％

34.3％

32.8％

31.4％

26.3％

21.9％

0 20 40 60（％）

十分な看護職員数の確保

時間外労働の削減

休暇の取得促進

教育・研修・スキルアップ支援

育児・介護支援

勤務インターバルやシフトの組み方など、勤務形態の工夫

賃金引き上げなどの待遇改善

職員間のコミュニケーションの活性化・円滑化施策

夜間の人員確保・業務改善

ハラスメント防止対策

業務プロセスの改善／IoTの導入などによる効率化

十分な医療安全対策

昇進・キャリアアップの支援

LGBTに関する配慮

その他 （回答者数：137）

21.9％

17.5％

11.7％

9.5％

5.8％

5.1％

0.0％

2.9％

夜間の負担軽減2
全体の46.1％が、夜間の負担を
軽減する取り組みを実施中
または予定・計画している
　夜間の看護職員の負担を軽減するための
取り組み（夜勤回数や時間・シフトの調整、
業務フォローなど）を実施しているか尋ね
たところ、「実施している」が 38.0％と
最も多く、次いで「夜勤をする看護職員が
いない」22.6％、「取り組む必要がないの
で実施していない（すでに負担が少ない環
境である）」15.4％、「取り組む必要があ
る が、 余 裕 が な く 実 施 で き て い な い 」
10.4％、「実施を予定・計画している」
8.1％、「取り組む必要があるが、大きな
問題となっていないので実施していない」
5.4％の順となりました。
　実施中または実施を予定・計画している
事業者が全体の 46.1％を占めますが、取
り組みの必要性があるものの実施に至って
いない事業者も見られます。

（回答者数：221）

実施している
38.0%

取り組む必要があるが、
余裕がなく実施できていない

10.4%

実施を予定・
計画している 8.1%

取り組む必要がないので
実施していない

（すでに負担が少ない
環境である） 15.4%

取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので

実施していない 5.4%

夜勤をする
看護職員がいない

22.6%

夜間の負担を軽減するための取り組みを実施している？

▶巻末（P123 ～ 126）に、具体的な取り組み内容に関する内容を抜粋して掲載しています。
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約半数が、夜間の負担を軽減する取り組みとして看護ニーズに応じた勤務を導入している
　夜間の看護職員の負担を軽減するための取り組みを「実施している」「実施を予定・計画している」と回
答した 102 事業者に、どのような取り組みを実施／計画しているか尋ねたところ、「早出や遅出などの看
護ニーズに応じた勤務の導入」が 48.0％と最も多く、次いで「夜勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保」
45.1％、「夜勤時間帯に看護補助者を配置する」44.1％、「勤務間インターバルの導入（11 時間以上の間
隔を空ける）」38.2％、「月の夜勤回数の上限の設定」37.3％、「夜勤の連続回数を 2 連続（2 回）までに
する」36.3％、「夜勤後の暦日の休日の確保」34.3％が上位に挙げられています。
　約半数の事業者が早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務を導入しています。

夜間の負担を軽減するためには、看護ニーズに応じた勤務の導入と看護補助者の配置が効果的
　夜間の看護職員の負担を軽減するための取り組みを「実施している」と回答した 84 事業者に、どの取り
組みの効果が高いと思うか尋ねたところ、「早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入」と「夜勤時
間帯に看護補助者を配置する」がそれぞれ 31.0％と最も多く、次いで「月の夜勤回数の上限の設定」と「夜
勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保」がそれぞれ 26.2％、「夜勤後の暦日の休日の確保」25.0％、「夜
勤の連続回数を 2 連続（2 回）までにする」17.9％、「勤務間インターバルの導入（11 時間以上の間隔
を空ける）」15.5％、「（2 交代制勤務の場合）16 時間未満となる夜勤時間の設定」14.3％が上位に挙げ
られています。
　これら上位に挙げられている内容は負担軽減のために実施している取り組みの上位に挙げられており、事
業者は取り組みが効果につながっていると捉えていることが伺えます。

負担を軽減するためにどのような取り組みを実施／計画している？（※複数回答）

48.0％

45.1％

44.1％

38.2％

37.3％

36.3％

0 20 40 60（％）

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入

夜勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保

夜勤時間帯に看護補助者を配置する

勤務間インターバルの導入（11 時間以上の間隔を空ける）

月の夜勤回数の上限の設定

夜勤の連続回数を 2 連続（2 回）までにする

夜勤後の暦日の休日の確保

（2 交代制勤務の場合）16 時間未満となる夜勤時間の設定

夜間帯の院内保育所の設置

見守りセンサーなどの IoT 機器の導入

（3 交代制勤務の場合）日勤深夜、準夜日勤のシフトの回避

その他

夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの導入
（業務量を一括で把握し、業務量に応じて一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいくなどの調整）

夜勤負担に応じた賃金追加支給
（夜勤回数に応じて手当金額を上げるなど）

（回答者数：102）

34.3％

24.5％

22.5％

21.6％

15.7％

10.8％

5.9％

8.8％
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実施しているもののうち、どの取り組みの効果が高い？（※複数回答）

31.0％

31.0％

26.2％

26.2％

25.0％

17.9％

0 20 40 60（％）

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入

夜勤時間帯に看護補助者を配置する

月の夜勤回数の上限の設定

夜勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保

夜勤後の暦日の休日の確保

夜勤の連続回数を 2 連続（2 回）までにする

勤務間インターバルの導入（11 時間以上の間隔を空ける）

（2 交代制勤務の場合）16 時間未満となる夜勤時間の設定

夜間帯の院内保育所の設置

見守りセンサーなどの IoT 機器の導入

（3 交代制勤務の場合）日勤深夜、準夜日勤のシフトの回避

その他

夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの導入
（業務量を一括で把握し、業務量に応じて一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいくなどの調整）

夜勤負担に応じた賃金追加支給
（夜勤回数に応じて手当金額を上げるなど）

（回答者数：84）

15.5％

14.3％

10.7％

9.5％

7.1％

3.6％

2.4％

9.5％

夜間の負担軽減における課題・障害では、職員数の不足が上位に挙げられている
　夜間の看護職員の負担軽減において、どのような課題・障害があるか尋ねたところ、「看護職員数が足り
ない」が 36.7％と最も多く、「その他」を除き、次いで「介護・看護補助などの職員数が足りない」
29.0％、「負担軽減策への評価が不足している・見合わない（診療報酬上の加算など）」16.3％、「シフト・
勤怠管理が煩雑」14.5％、「医療安全上の懸念がある」10.4％の順に挙げられています。
　看護職員または介護・看護補助などの職員数の不足が上位に挙げられています。

夜間の負担軽減において、どのような課題・障害がある？（※複数回答）

0 10 20 30 40 50（％）

看護職員数が足りない

介護・看護補助などの職員数が足りない

シフト・勤怠管理が煩雑

医療安全上の懸念がある

その他

負担軽減策への評価が不足している・見合わない
（診療報酬上の加算など）

（回答者数：221）
36.7％

29.0％

16.3％

14.5％

10.4％

29.9％
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有給休暇の取得促進3
有給休暇の取得率は60％以上が
約半数であるが、20％未満もみられ、
事業者によりばらつきがある
　看護職員の１年間の有給休暇の取得率

（看護職員平均／前年度実績）を尋ねたと
ころ、「40 ～ 60％未満」が 31.2％と最
も多く、次いで「80 ～ 100％」25.8％、

「60 ～ 80 ％ 未 満 」22.6 ％、「20 ～
40％未満」12.7％、「不明」5.9％、「0
～ 20％未満」1.8％の順となりました。
　取得率 60％以上の事業者が 48.4％あ
るものの、20％未満、不明という回答も
あり、事業者によりばらつきがあります。

87.8％の事業者が有給休暇の取得を
促進するための取り組みを実施中
または予定・計画している
　2019 年４月から、年５日以上の有給
休暇の取得が義務付けられました（※）。
看護職員の有給休暇の取得を促進するため
の取り組みを実施しているか尋ねたところ、

「実施している」が 82.4％と突出して多
く、次いで「取り組む必要がないので実施
していない（すでに消化率が高い）」8.6％、

「実施を予定・計画している」5.4％、「取
り組む必要があるが、余裕がなく実施でき
ていない」2.7％、「取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので実施してい
ない」0.9％の順となりました。
　87.8％の事業者が実施中または実施を
予定・計画してる一方で、「取り組む必要
があるが、余裕がなく実施できていない」
と「取り組む必要があるが、大きな問題と
なっていないので実施していない」事業者
も合わせて 3.6％存在しています。 ※労働基準法が改正され、年 10 日以上の有給

休暇が付与される労働者に対して、年５日以上
取得させることが雇用主に義務付けられました。

（回答者数：221）

40～60％未満
31.2%

20～40％未満
12.7%

60～80％未満
22.6%

80～100%
25.8%

不明 5.9% 0 ～ 20％未満  1.8%

１年間の有給休暇の取得率は？

（回答者数：221）

実施している
82.4%

実施を予定・
計画している

5.4%

取り組む必要があるが、
余裕がなく

実施できていない
2.7%

取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので
実施していない  0.9%

取り組む必要がないので
実施していない（すでに消化率が高い）
8.6%

有給休暇の取得を促進するための
取り組みを実施している？
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有給休暇の取得促進の取り組みは、時間単位や半日単位で有給休暇を取得できるが最も多い
　看護職員の有給休暇の取得を促進するための取り組みを「実施している」「実施を予定・計画している」
と回答した 194 事業者に、どのような取り組みを実施／計画しているか尋ねたところ、「時間単位や半日
単位で有給休暇を取得できる」が 74.2％と最も多く、次いで「看護部長や上司からの呼びかけなど、取
得しやすい雰囲気づくり」56.7％、「病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする」51.5％、「長
期休暇・連続休暇を取得できる」44.3％、「適正な人員の配置・業務量の削減」39.2％、「休んだ人の業
務をサポートする体制づくり（チームでのフォロー、代替人員の確保など）」35.1％が上位に挙げられて
います。
　利用しやすい制度を導入するだけでなく、有給休暇を取得しやすくする仕組みや雰囲気づくりにも取り組
んでいることが伺えます。

有給休暇の取得促進のためには、
時間単位や半日単位で有給休暇を取得できることが効果的
　看護職員の有給休暇の取得を推進するための取り組みを「実施している」と回答した 182 事業者に、実
施しているもののうち、どの取り組みの効果が高いと思うか尋ねたところ、「時間単位や半日単位で有給休
暇を取得できる」が 56.6％と最も多く、次いで「看護部長や上司からの呼びかけなど、取得しやすい雰囲
気づくり」37.4％、「病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする」34.6％、「長期休暇・連続休
暇を取得できる」33.0％、「適正な人員の配置・業務量の削減」25.3％、「休んだ人の業務をサポートす
る体制づくり（チームでのフォロー、代替人員の確保など）」20.3％が上位に挙げられています。
　これら上位に挙げられている内容は、看護職員の有給休暇の取得を促進するための取り組みでも上位に挙
げられており、事業者は取り組みが効果につながっていると捉えていることが伺えます。
　一方で、看護職員側では「適正な人員の配置・業務量の削減」が最上位に挙がるなど制度面に加えて環境
の改善を求めている傾向が見られ、労使間で認識の差が発生している可能性があります。

有給休暇の取得を促進するためにどのような取り組みを実施／計画している？（※複数回答）

74.2％

56.7％

51.1％

0 20 40 60 80（％）

時間単位や半日単位で有給休暇を取得できる

病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする

長期休暇・連続休暇を取得できる

適正な人員の配置・業務量の削減

有給休暇取得率の目標設定

誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする

有給休暇取得のための周知活動（ポスターの掲示など）

その他

休んだ人の業務をサポートする体制づくり
（チームでのフォロー、代替人員の確保など）
有給休暇の計画的取得（労使協定を結んで、
計画的に有給休暇取得日が割り振られる）

看護部長や上司からの呼びかけなど、
取得しやすい雰囲気づくり

（回答者数：194）

44.3％

39.2％

35.1％

26.3％

21.1％

20.6％

16.0％

3.1％
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有給休暇の取得促進における課題・障害には、職員数不足が多く挙げられている
　看護職員の有給休暇の取得促進において、どのような課題・障害があるか尋ねたところ、「看護職員数が
足りない」が 44.8％と最も多く、「その他」を除き、次いで「介護・看護補助などの職員数が足りない」
26.7％、「休んだ人の業務をカバーする体制がない」15.4％、「一人あたりの業務量が多い」13.6％、「職
員間のコミュニケーションが足りない」5.9％、「取得しにくい雰囲気がある（上司や同僚もとっていない
など）」5.0％、「休まないことが評価される風土がある」1.8％、「取得を申請しても許可されない」0.9％
の順に挙げられています。
　有給休暇の取得促進における課題・障害には、看護職員や介護・看護補助などの職員数不足が多く挙げら
れています。

実施しているもののうち、どの取り組みの効果が高い？（※複数回答）

56.6％

37.4％

34.6％

0 20 40 60 80（％）

時間単位や半日単位で有給休暇を取得できる

病気休暇など、不測の事態の休暇を有給休暇とする

長期休暇・連続休暇を取得できる

適正な人員の配置・業務量の削減

誕生日など、決まった日や申告した日を有給休暇とする

有給休暇取得率の目標設定

有給休暇取得のための周知活動（ポスターの掲示など）

その他

休んだ人の業務をサポートする体制づくり
（チームでのフォロー、代替人員の確保など）
有給休暇の計画的取得（労使協定を結んで、
計画的に有給休暇取得日が割り振られる）

看護部長や上司からの呼びかけなど、
取得しやすい雰囲気づくり

（回答者数：182）

33.0％

25.3％

20.3％

16.5％

12.6％

8.8％

5.5％

3.3％

有給休暇の取得促進において、どのような課題・障害がある？（※複数回答）

44.8％

0 20 40 60（％）

看護職員数が足りない

介護・看護補助などの職員数が足りない

休んだ人の業務をカバーする体制がない

一人あたりの業務量が多い

職員間のコミュニケーションが足りない

取得しにくい雰囲気がある（上司や同僚もとっていないなど）

休まないことが評価される風土がある

取得を申請しても許可されない

その他 （回答者数：221）

26.7％

15.4％

13.6％

5.9％

5.0％

1.8％

0.9％

26.2％
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ハラスメントの予防に向けた取り組みは、相談窓口の設置や社内規定への追加が最多
　ハラスメントの予防に向けた取り組みを「実施している」「実施を予定・計画している」と回答した 165
事業者に、どのような取り組みを実施／計画しているか尋ねたところ、「ハラスメントについて相談できる
窓口を設置している」が 83.0％と最も多く、次いで「就業規則などの社内規定に盛り込んでいる」
80.0％、「ハラスメントに関する講演や研修を実施している」51.5％、「上司に対し、部下への接し方な
どの研修・講習を実施している」30.3％、「ポスターやリーフレットなどの啓発資料を配布・掲示している」
25.5％、「職場におけるコミュニケーションの活性化などに関する研修・講習を実施している」18.2％、「ア
ンケートなどで実態調査・把握に努めている」17.0％の順に挙げられています。
　約 8 割の事業者が相談できる窓口の設置や社内規定への追加を行っています。中にはアンケートなど、
実態把握のためにより踏み込んだ取り組みを実施／計画している事業者も見られます。

全体の74.6％が取り組みを実施中または
予定・計画している
　2020 年６月から、職場におけるハラ
スメント防止のために必要な対策を取るこ
とが義務付けられました（※）。
　ハラスメントの予防に向けた取り組み
を実施しているか尋ねたところ、「実施し
ている」が 57.9％と突出して多く、次い
で「実施を予定・計画している」16.7％、

「取り組む必要があるが、余裕がなく実施
できていない」13.6％、「取り組む必要
があるが、大きな問題となっていないの
で実施していない」7.7％、「取り組む必
要がないので実施していない（ハラスメ
ントは発生しない環境である）」4.1％の
順となりました。
　実施中または実施を予定・計画している
が全体の 74.6％を占めますが、取り組む
必要性があるものの実施に至っていない事
業者もみられます。

ハラスメントの予防4

※労働施策総合推進法などが改正され、職場におけるパワーハラスメント・セクシャルハラスメント防止の
ために、雇用管理上必要な措置を講じることが雇用主に義務付けられました。（パワーハラスメントの措置
義務については、中小事業主は 2022 年４月１日から義務化（それまでは努力義務））

（回答者数：221）

実施している
57.9%実施を予定・

計画している
16.7%

取り組む必要があるが、
余裕がなく

実施できていない
13.6%

取り組む必要があるが、
大きな問題となっていないので

実施していない
7.7%

取り組む必要がないので
実施していない（ハラスメントは
発生しない環境である）
4.1%

ハラスメントの予防に向けた取り組みを
実施している？
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ハラスメントを予防するために最も効果が高い取り組みは、相談できる窓口の設置
　ハラスメントの予防に向けた取り組みを「実施している」と回答した 128 事業者に、どの取り組みの効
果が高いか尋ねたところ、「ハラスメントについて相談できる窓口を設置している」が 71.1％と突出して
多く、次いで「就業規則などの社内規定に盛り込んでいる」47.7％、「ハラスメントに関する講演や研修を
実施している」31.3％、「上司に対し、部下への接し方などの研修・講習を実施している」17.2％、「ポ
スターやリーフレットなどの啓発資料を配布・掲示している」13.3％、「職場におけるコミュニケーション
の活性化などに関する研修・講習を実施している」10.2％、「アンケートなどで実態調査・把握に努めてい
る」8.6％の順でした。

ハラスメントの予防のために実施／計画している取り組みは？（※複数回答）

0 （％）

ハラスメントについて相談できる窓口を設置している

就業規則などの社内規定に盛り込んでいる

ハラスメントに関する講演や研修を実施している

アンケートなどで実態調査・把握に努めている

その他

上司に対し、部下への接し方などの
研修・講習を実施している

ポスターやリーフレットなどの啓発資料を
配布・掲示している

職場におけるコミュニケーションの活性化などに関する
研修・講習を実施している

1004020 60

（回答者数：165）

30.3％

51.5％

80.0％

83.0％

25.5％

18.2％

17.0％

3.6％

80

実施しているもののうち、どの取り組みの効果が高い？（※複数回答）

0 （％）

ハラスメントについて相談できる窓口を設置している

就業規則などの社内規定に盛り込んでいる

ハラスメントに関する講演や研修を実施している

アンケートなどで実態調査・把握に努めている

その他

上司に対し、部下への接し方などの
研修・講習を実施している

ポスターやリーフレットなどの啓発資料を
配布・掲示している

職場におけるコミュニケーションの活性化などに関する
研修・講習を実施している

1004020 60

（回答者数：128）

17.2％

31.3％

47.7％

71.1％

13.3％

10.2％

8.6％

4.7％

80
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中途採用活動において募集をする際に重視している施策は、採用したい人物像の決定が最多
　看護職員の中途採用活動において、募集（母集団形成）をする際に重視している施策を尋ねたところ、「採
用人数だけでなく、採用したい人物像を紹介事業者の担当者とすり合わせるなどして決定している」が
41.2％と最も多く、次いで「求人票の記載内容を随時更新し、最新の情報を掲載するようにしている」
38.5％、「就業イメージを持ってもらえるよう、職場の特徴や職員の人数などをホームページで公開してい
る」34.4％、「面接を実施するまでに、事前に応募者の転職の軸や気にしているポイント、懸念点などを確
認・把握している」29.4％、「募集状況をまとめ、定期的に紹介事業者の担当者に共有している」25.8％、「年
間・半などで採用計画を立てている」23.1％、「残業時間や有給消化率、職員の人数体制などを数値化して、
具体的に業務イメージが湧くような資料を用意している」20.4％の順に挙げられています。

募集内容を開示する際には、詳細な給与条件を開示することを最も重視している
　看護職員の中途採用活動において、募集内容（求人条件）を開示する際に重視している項目を尋ねたとこ
ろ、「給与条件（年収・月収・手当・賞与など） を詳しく開示する」が 67.9％と最も多く、次いで「勤務
時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）の勤務条件を詳しく開示する」58.8％、「休日・休暇の
条件を詳しく開示する」55.2％、「仕事内容・やりがいについて詳しく開示する」40.7％、「勤務地・通
勤アクセスについて詳しく開示する」37.1％が上位に挙げられています。この他には、「福利厚生（寮・住
宅補助）を詳しく開示する」32.6％、「研修・教育制度を詳しく開示する」30.3％、「福利厚生（託児所・
育児支援など）を詳しく開示する」28.5％、「病院や施設の強み・特徴・科目を詳しく開示する」28.1％、「残
業時間を詳しく開示する」25.8％などが挙げられています。
　これら上位に挙げられている内容は、看護師が応募を決める際に重視する条件でも上位に挙げられて
います。
　一方で、看護職員側では「職場の雰囲気・人間関係」を応募の判断材料として重視する傾向にあり、
求人情報に職場環境に関する内容を開示することで、応募者の確保に好影響が出ることが考えられます。

募集をする際に重視している施策は？（※複数回答）

0 20 40 60（％）

求人票の記載内容を随時更新し、最新の情報を掲載するようにしている

募集状況をまとめ、定期的に紹介事業者の担当者に共有している

年間・半期などで採用計画を立てている

その他

採用人数だけでなく、採用したい人物像を
紹介事業者の担当者とすり合わせるなどして決定している

就業イメージを持ってもらえるよう、
職場の特徴や職員の人数などをホームページで公開している

面接を実施するまでに、事前に応募者の転職の軸や
気にしているポイント、懸念点などを確認・把握している

残業時間や有給消化率、職員の人数体制などを数値化をして、
具体的に業務イメージが湧くような資料を用意している

（回答者数：221）

29.4％

34.4％

38.5％

41.2％

25.8％

23.1％

20.4％

5.0％

中途採用活動5
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募集内容を開示する際に重視している項目は？（※複数回答）

22.2％

23.5％

25.8％

28.1％

28.5％

30.3％

32.6％

37.1％

40.7％

55.2％

58.8％

67.9％

21.7％

20.4％

0 20 40 60 80（％）

給与条件（年収・月収・手当・賞与など） を詳しく開示する

休日・休暇の条件を詳しく開示する

仕事内容・やりがいについて詳しく開示する

勤務地・通勤アクセスについて詳しく開示する

福利厚生（寮・住宅補助）を詳しく開示する

研修・教育制度を詳しく開示する

福利厚生（託児所・育児支援など）を詳しく開示する

病院や施設の強み・特徴・科目を詳しく開示する

残業時間を詳しく開示する

職場の雰囲気・人間関係を詳しく開示する

職員の年齢構成・人数を詳しく開示する

病院や施設の病床数・規模を詳しく開示する

病院・施設が目指す方向性や目標を詳しく開示する

配属部署について詳しく開示する

業態（病院・クリニック・介護施設など）を詳しく開示する

キャリアアップ・昇進制度を詳しく開示する

勤続年数・離職率を詳しく開示する

衛生・医療安全体制を詳しく開示する

その他

勤務時間・勤務体系（交替制度・オンコール回数など）の
勤務条件を詳しく開示する

（回答者数：221）

16.3％

15.8％

11.8％

6.8％

2.7％

3.2％

面接・職場見学の際には、仕事内容・流れを詳しく説明することを最も重視
　看護職員の中途採用活動において、面接・職場見学の際に重視している施策を尋ねたところ、「仕事内容・
流れを詳しく説明する」が 68.8％と最も多く、次いで「経験や希望を尊重して聞く」59.3％、「配属先
の職場見学を設定する」58.8％、「労働条件を詳しく説明する」57.9％、「配属先の上長・同僚と話をす
る時間を設ける」と「患者・利用者の状況や雰囲気が伝わるようにする」34.8％、「職員があいさつをす
るようにする」31.2％が上位に挙げられています。この他には、「寮や託児所など、福利厚生施設の見学
を設定する」11.8％、「面接官の人柄の良さをアピールする」10.4％、「具体的なキャリアプランを提示
する」9.0％、「衛生・医療安全体制を説明する」7.2％、「導入している機器を説明する」6.8％などが挙
げられています。
　これら上位に挙げられている内容は、看護師が面接・職場見学の際に重視する条件でも上位に挙げられて
います。
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面接・職場見学の際に重視している施策は？（※複数回答）

59.3％

68.8％

58.8％

57.9％

0 20 40 60 80（％）

仕事内容・流れを詳しく説明する

経験や希望を尊重して聞く

配属先の職場見学を設定する

労働条件を詳しく説明する

配属先の上長・同僚と話をする時間を設ける

患者・利用者の状況や雰囲気が伝わるようにする

職員があいさつをするようにする

寮や託児所など、福利厚生施設の見学を設定する

面接官の人柄の良さをアピールする

具体的なキャリアプランを提示する

衛生・医療安全体制を説明する

導入している機器を説明する

その他 （回答者数：221）

34.8％

34.8％

31.2％

11.8％

10.4％

9.0％

7.2％

6.8％

3.2％

内定後～入職まで、また入職後に重視している施策は？（※複数回答）

0 20 40 60 80（％）

入職後に、上司などとの定期的な面談のスケジュールを組んでいる

入職前のオリエンテーションや内定者懇親会を実施している

中途入職者向けの研修を実施して、定期的な振り返りができるようにしている

その他

労働条件に認識の相違が出ないよう、
書面（採用条件通知書・雇用契約書など）で通知している

採用決定後は、入職までの間に、
早めに入職予定者と直接連絡を取るようにしている

中途入職者にも新卒職員同様に物品の場所や業務の方針、
手順などを細かく説明している

入職日当日は配属先のスタッフだけではなく、
上司や人事担当者が出迎えるようにしている

法人全体だけでなく、事業所・病棟ごとの手順やルールを
マニュアル化して指導している

（回答者数：221）

79.2％

60.2％

47.5％

38.5％

30.3％

25.8％

23.5％

22.6％

3.2％

事業者の約8割が労働条件に認識の相違が出ないよう書面で通知している
　看護職員の中途採用活動において、内定後～入職まで、また入職後に重視している施策を尋ねたところ、「労
働条件に認識の相違が出ないよう、書面（採用条件通知書・雇用契約書など）で通知している」が 79.2％
と最も多く、次いで「採用決定後は、入職までの間に、早めに入職予定者と直接連絡を取るようにしている」
60.2％、「中途入職者にも新卒職員同様に物品の場所や業務の方針、手順などを細かく説明している」
47.5％、「入職後に、上司などとの定期的な面談のスケジュールを組んでいる」38.5％、「入職日当日は
配属先のスタッフだけではなく、上司や人事担当者が出迎えるようにしている」30.3％、「入職前のオリエ
ンテーションや内定者懇親会を実施している」25.8％、「法人全体だけでなく、事業所・病棟ごとの手順や
ルールをマニュアル化して指導している」23.5％、「中途入職者向けの研修を実施して、定期的な振り返り
ができるようにしている」22.6％の順に挙げられています。
　事業者の約 8 割が、労働条件に認識の相違が出ないように、採用条件通知書や雇用契約書などの書面で
通知しています。
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自由記述形式の回答内容（抜粋）

Q.「シフトの組み方の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 20代 連続出勤（4 日連続出勤、5 日連続出勤など）をできるだけ少なくする。
女性 30代 連続勤務は○日まで、など決める。
女性 30代 連勤の日数制限を設ける。夜勤明け翌日は必ず休みにする。夜勤回数は希望に対応する。
女性 40代 連続勤務を避ける、夜勤の後は休みにするなど看護師の健康面に配慮したシフトの組み方。
女性 20代 連続の夜勤を無くすか、連続で勤務した場合 2 日は必ず休日にする。
女性 20代 連続勤務を極力付けない。それぞれの看護能力を理解し、バランスの取れたメンバーにする。
女性 30代 4 日連続日勤があり、かなりきつい。せめて、2 日日勤して休み、のサイクルが良い。

女性 30代 連続勤務が長くなったり、一月ほぼ夜勤だけのような偏りのあるシフトを避ける。夜勤明けの研修や、研修の日の
前残業や研修後の定時後の病棟の手伝いなどをやめる。

女性 20代 連勤の後には 2 日休みがある。
女性 30代 連勤だが、連休が多い、連休は少ないが連勤が少なくできるなど、スタッフに合わせての勤務調整。
女性 50代 週休 2 日になるように、また連続勤務にならないよう配慮する。

女性 40代 連休があったり夜勤の間隔やメンバーの考慮（ベテランと新人のバランス、ベテラン一人に新人が多いといったこ
とがないような組み合わせなど）。

女性 40代 連休・年休が取れるような配慮や夜勤明けが休日となるような配慮（師長の采配次第な印象がある）。
女性 20代 月に 1 度 3 連休がある。6 連勤は無し。夜勤明けの次の日は休み。
女性 20代 月に 1 回は連休が取れるようにしていた。
女性 30代 どんなに忙しくてもお互い様で連休を必ず 1 回取るように上司が組んでくれた。
女性 20代 師長さんができるだけ連休ができるようにシフトを組んでくださっていた。
女性 50代 単発の 1 日休みではなく、連続の休みを入れて、スタッフの休息の時間も考える。患者人数に合ったスタッフの確保。

女性 20代
子育てをしているが連続した休みは無いため家族との時間は無い。日曜＋平日どこか。希望休は 1 ヶ所のみで土曜
日は休めない。有給休暇は希望しても平日以外は通らないことが多い。2 人以上希望がかぶるとどちらかが出勤しな
ければならない。

女性 20代 夜勤明けは必ず 2 連休になるようにシフトを組んでもらっていた。
女性 60代以上 基本的に夜勤明けは、休み、休み。
女性 30代 深夜勤の次の日は必ず休日。
女性 40代 夜勤明けは休みにする。長い連休はスタッフと相談しお互いにカバーする。
女性 40代 夜勤の後は必ず休みがもらえるようになっていた。また、公休、年休の希望も聞いてもらえた。

女性 20代 夜勤明けに連休を付けて少しでも長い休みにしてくれていたのが良かった。4 連休を毎月取れる制度があり助かっ
ていた。

女性 20代 夜勤明けに休みを組み込むようにしてくれたことや夏休み制度があることが良かった。有給休暇を申請しても使用
しない、拒否することが良くなかった。

女性 40代 夜勤明けの翌日は必ず休み。苦手な人と夜勤に当たらない。
女性 20代 夜勤明けの日は原則休みにする。面談を行い、人間関係の良くない相手と夜勤を組まないよう師長が配慮してくれた。
女性 20代 夜勤明けの次の日は必ず休み。長日勤の次の日は必ず休みもしくは夜勤。

女性 50代 夜勤明けの次の日は休みにする。職場内での研修や委員会活動のある日は日勤にする。土日などの出勤が偏らない
ようにする。

女性 20代 夜勤の次の日は必ず休みになる。委員会や研修があれば日勤になってしまうが、上司から一声かかる。
女性 60代以上 夜勤の翌日は休みにする。連続 6 日以上の勤務を付けない。夜勤を連続で付けない。
女性 20代 2 交替において、夜勤入り夜勤明けが 2 回続いた後に 1 日しか休みが無いシフトの組み方はしないでほしい。
女性 30代 夜勤明けは日勤を付けない 3 交替夜勤で、休深深準準休のシフトを廃止し、準準休休深深へ変更。

女性 20代 3 交替ですが、日勤深夜のシフトは無く、深夜の翌日は必ず休みである。準夜から日勤、深夜のシフトの時は必ず 1
日間に休みがある。

女性 40代 当直の後には日勤を入れない。緊急時や希望者以外は、休日にしてくださっていました。
女性 20代 夜勤の後は遅出や、休みになるように工夫されていた。

女性 30代 夜勤明けの次は休みにしていただきたいです。ワークライフバランスが取れるように人数に余裕が有ればシフトも
きつくならないと思います。

女性 20代 準夜の後は休みにする。希望休の後に深夜を入れない。
女性 20代 準夜、休み、深夜の勤務が減ることで休みの時間が体感として増えている印象がある。
女性 20代 準夜、休み、深夜になることがあり、休んだ気がしないため、それをやめてほしい。
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女性 20代 人員不足なのは分かっているが、2 交替で入り明け、入り明けや明け日勤があるのはきつい。
女性 20代 深夜深夜、準夜準夜、深夜後の連続の日勤、準夜休み深夜勤務などのシフト体制がきつい。

女性 20代 深夜の入休み、準夜の明け休みが公休扱いのため、月の休みの半分以上が入りと明けになっているため考慮して
ほしい。

女性 40代
夜勤メンバーは主任と新人が組むが、補佐から中堅が必ず入って主任ばかりに負担がいかないようにする。休みは重
ならないようにとか何日まで可能とあらかじめルールを決めておく。休み希望がオープンで他のメンバーにも一覧表
で誰がどこを希望してるのか分かりやすくなっている。また希望締切日までが 1 週間以上あると予定を組みやすい。
他の人と重ならないところを考えて取りやすかったです。

女性 20代 新人とベテラン看護師をバランス良く配置する。
女性 20代 1 年目の時には必ず夜間でチームの先輩がリーダーとしていてくれるように配慮してもらったところ。

女性 20代 低い学年ばかりの日がありとても忙しくなるし、負担も重いです。上の学年、下の学年がバランス良く入れるシフ
トを考えてほしい。

女性 20代 経験年数が多い人と、少ない人を組み合わせたシフト。若手ばかりの日があって不安です。
女性 20代 経験年数などが均等（3 年未満ばかりの日などが無く、必ず主任やリーダークラスが 1 日に一人はいる）。
女性 20代 リーダー層、新人などのバランスを整える。連休を取る人がいたらその分の人員を確保する。
女性 10代 もっと、バランス良く上の層、下の層がいるようにしてほしい。
女性 20代 経験年数が少ない同士の夜勤を組まないでほしい。
女性 30代 個々のレベルに合った組み合わせにてシフトが組まれ、それぞれの看護を学ぶ機会ができていた。

女性 20代
それぞれに能力差があると思うが、日ごとで能力差が生じないように割り振られているとは思う。特に夜勤などは 3
人でやるため 1 年目の人がシフトにいる時には上のベテランの人が付くなど工夫されている。また 1 年目の人など
は連勤にならないよう極力休みをばらまいているように感じる。

女性 30代 その日の業務（予想される忙しさ）に合わせたシフトメンバー。予定入院や、検査件数など。
男性 20代 スタッフの経験年数をちゃんと加味して考える。中堅にも負担が掛からないように、上と下とバランスを考えて組む。
女性 30代 スタッフの経験値を見てシフトを組むようにしてくれる。
女性 20代 経験年数を考慮。研修などが時間内である時は人数に余裕を持つ。
女性 20代 経験年数を考えて均等に配置する。人員を増やし、常にプラス人員にしておく。

女性 20代 スタッフに持ち点数（キャリアが高ければ点数が高く付く）を所属長が付けて、総合計点数が同じくらいになるよ
うにシフトを組めるようにすると、パワーバランスが偏らない勤務が作れるのではないか。

女性 60代以上 施設勤務において、経験豊富なスタッフ（介護リーダー）との勤務でスムーズに業務を進行できる。
女性 40代 ペアによる責任や業務の負担が一方に大きく責任が掛かる時、ペアの制限を付けたり、手当てが付いた。

女性 40代 訪問看護であれば、その日に訪問する方の順番や担当を単調にそのひぐらしな組み方をしていると、無駄は無いが、
幅が広がらないため、まんべんなく経験させたほうが、臨機応変に対応できるスタッフになる。

女性 40代 訪問移動時間が十分に確保されている。できるだけ担当患者を訪問できるように組まれている。
女性 40代 予定の業務を確認してから、人数調整している。
女性 20代 日々の仕事（リーダー、部屋持ちなど）を考えて、必要人数をあてながらのシフト調整をしていた。
女性 30代 平日に人を厚めに入れる。週末は人を少なめにする。
女性 40代 曜日によって業務が分かっている部分があるのだから、それに対応できるだけの、人数確保。
女性 40代 仕事量が多くなると予想される日に、勤務人数を多くする。
女性 30代 残業が多いであろうと想定される日に遅出業務を配置したりなどの工夫。
女性 30代 業務が多忙になる時間に一人スタッフを増やせるようなシフトを作った（遅出勤務）。

女性 30代 業務が煩雑になる時間帯の人員確保のための早出、遅出などのスタッフ配置。各病棟の特性に合わせて、病棟単位
で選択できる。

女性 40代
2 交替勤務の夜勤は患者の起床後から朝食後までの間に業務やナースコールが集中して大変忙しいので、朝 8 時か
ら勤務開始の早出シフトを増やしたことにより（早出は 8 時から 9 時は夜勤のサポート業務に従事）夜勤の負担が
多少軽減された。

女性 20代 中勤を配置し、残業が減るよう工夫。
女性 20代 夜勤など週の中で忙しい日を明確にしてスタッフを業務量を想定して配置。
女性 20代 夜勤が大変になる時は遅番や夜勤を一人増やすなど、勤務変更をかけている。
女性 20代 夜勤 4 人体制。

女性 20代 夜間や休日は人数が制限されるので急患対応がままならない。どうしても手術が終わらない日は日勤帯が 12 時間以
上働くこともある。休日の人数も少なく、急患を受け入れた際に対応すると日常の業務が滞る。

女性 30代 サブの待機が付く。夜間呼び出しがあった場合は翌日勤務調整で休みが取れるよう配慮がある。
男性 40代 必要人数＋αの人数が出勤している。
女性 40代 人員が定数決められており、それプラス一人フリーを取るためのシフト作り。
女性 30代 看護職が常に 2 人以上出勤できるようにしていた。
女性 50代 業務がスムーズに回るように、人数を確保する。休み希望など、希望に沿った勤務表だと、仕事の日は頑張れる。
男性 20代 常勤の扱いを週 5 回の 8 時間でなく、週 3 ～ 4 回の 7 時間として、常勤スタッフの数を確保する。
女性 30代 常勤でしっかりとベースをかためてその後に非常勤で配置を考える。
女性 20代 常にフリーが何人かいるなど人数に余裕のあるようにシフトが組まれている。
女性 20代 最低限の職員数は確保してくれている。急なお休みが出ても変わりの人が出勤してくれる。
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女性 30代 妊婦さんがいる場合には補助要因として無理させない余裕のあるシフト。
女性 30代 余裕のある組み方をする。報告書、記録だけを書く時間の確保。
女性 50代 スタッフが少ない部署にロ－テ－ションで配置される。
女性 30代 緊急入院が多い病棟やユニット系は時短ではなく夜勤ができる者を多く配置する。

女性 30代 リーダー業務ができるスタッフが明らかに少なく、一部のスタッフに負荷が掛かりがち。スタッフがまず足りて
いない。

女性 50代 国立では、人数が少なくても、配置や個人のスキルで変形的な勤務を行っていたので、時間外もありましたが、こ
なせていたと思います。

女性 60代以上
毎日の必要人数の確保や行事などでの人員確保、土・日出勤の公平さや休日の割り振りなど。勤務希望が 100％と
いう訳にはいかないので個別に調整しコントロールしてほしい。日によって配置人数が違うのはおかしいし、管理
者が現場を把握するために手伝うことは大切だと考える。

女性 30代
独身者、結婚しているが子供がいない人のシフトがひどかったです。夜間の呼び出し後に日勤ということもあり、あ
まりの激務で体調を崩して辞めました。子育て中の方への配慮はもちろん必要ですが、全職員への無理のないシフ
ト調整をしていただきたいと思います。

女性 30代 子供がいる人が休みや勤務の希望を優先され独身は受け入れてもらえないので、そうなった時に別に有給休暇を付
けてくれたり月に 1 度は土日休みを全員にまんべんなく与えるようにするべき。

女性 40代 家庭状況や経験年数に合わせた上で、全職員に均等に勤務日を割り振ってくれた。

女性 30代 新卒で入った病院では、4 日勤＋深夜＋準夜＋準夜と 7 連勤が当たり前だったので、均等な勤務になるようにした
ほうがいい。また先輩から休み希望が優先されるため人間関係も改善が必要。

女性 20代 現在シフトは先輩方の休みを優先的に付け、その後配慮して申請しています。自分の都合で休暇できずストレスです。
女性 20代 連勤ばかりの人連休ばかりの人など偏りがないようにする。
女性 40代 偏った業務にならないように勤務を組む。
女性 50代 外来なので、問診係や処置係どちらかに偏らないように、スタッフの誰もが同じように仕事ができるように。
女性 40代 職員みんな平等に夜勤を組む。特定の人の希望ばかり優先しない。

女性 30代 オンコール付きの職場では、あらかじめオンコール可能な日をシフトメンバーで出し合って偏りがないように協力
していた。

女性 20代 一部の人にばかり休日出勤させるなどしない。
女性 40代 平等になるようそれぞれの回数も勤務表に載せていた。
女性 20代 使用済みの有給休暇日数が希望表に記されている。
女性 40代 希望休の日数を統一したり、勤務が長い連勤にならないように、公平にシフトを組む。
女性 20代 全員が月に 1 回は土日連日で休みを取れるように組んでくれたので、リフレッシュできた。
女性 50代 平等にできるような環境、雰囲気作りをする。
女性 40代 専用のソフトがあって、平等に勤務が組まれる。
女性 50代 年中無休の職場の時、日曜日休みたい人が交互に休めるように配慮された。ところどころに 2 連休が組み込まれた。
女性 30代 土日出勤の割合が一定。
女性 30代 土日を決まった人以外の人にも休ませるようにしてほしい。
女性 20代 年末年始は公平にくじ引きで決めていたこと。
女性 30代 夏休み休暇時期はスタッフ順番に休みが取れるようにしていた。
女性 20代 夏休みを取れる期間の振り分け。

女性 40代 夏休みなどの長期休暇制度でなく、年間を通しての長期休暇制度があったため、部署でどの時期に長期休暇を取る
か相談しながら全員が長期休暇を取れた。その長期休暇を目標にモチベーションを保つことができた。

女性 40代 夏期休暇など長期の休みを取る時には、くじ引きだったこと。

女性 20代 長期休暇は半年分ずつ申請し、同僚と休みがかぶらないようにしている。月のシフトでは希望休の制限がなく、平
日は何人まで休み希望入れてもいいなどの括りであった。

女性 40代 変則 3 交替勤務（日勤 8:30～17:00 遅番 13:30～22:00 夜勤 21:00～9:00）。

女性 30代 変則 2 交替勤務（日勤、長日勤、夜勤）。長日勤の次の日は、夜勤か休み。夜勤の次の勤務も夜勤の場合は、2 回目
の夜勤後は 2 日休み。

女性 30代 現職が変則 2 交替制なので、16 時間の 2 交替のほうが自分の時間が取れやすく、働きやすい。
女性 40代 2 交替と 3 交替が自由に選択できる。
男性 30代 3 交替制より 2 交替制のほうが楽だった。

女性 20代 現在の職場は日勤、準夜、深夜、遅出と勤務時間が不規則かつ、深夜の次の日は日勤勤務が多く休息が取れない。2
交替勤務のほうが身体的負担が少なく深夜の次の日は休みとなるため体の休息が図れる。

女性 20代 日勤者のうち一人が定時で帰れる権利がある。

女性 30代 日勤でも、早番遅番で子供のいる人にも働きやすい時間帯を設けている。夜勤も 3 交替制のほうが家族の協力も得
やすいのかなと感じます。

女性 30代
日勤が 8～16 時の勤務（A）と、8～19 時の勤務（B）の 2 種類あり、夕方の食事介助や配薬など業務量の多い
時間帯に、夜勤の勤務者と上記（B）の勤務者両方の人手があるため、手厚い看護が提供できる。また、シフトが
AAB 入明休など、日勤の基本は A 勤務の 8～16 時なので、日々の疲れが残りづらく、プライベートも充実している。

女性 30代 勤務時間を決められる。例えば基本は 9 時から 17 時半であるが、8 時半から 17 時までの勤務を選んでも正社員
のままとしてくれる。

女性 40代 半日やフレックスタイム制。
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男性 40代 フレックス制の導入。
女性 40代 同じ日勤でも時間をずらす。そのことで、残業を無くす。
女性 20代 遅番や早番を取り入れることで残業担当者が予想しやすくなり、予定が立てやすくなった。
女性 50代 遅出の翌日は早出勤務は無い。できるだけ土曜日・日曜日の 2 連休にしてくれる。
女性 20代 遅出の活用、日勤の現患数に対する看護師の増減。
女性 20代 時間休があり、繁忙日の次の日は休みが考慮される。
女性 40代 今は日勤と夜勤のみにしてもらっているが、ロングという日勤と夜勤をつなぐ勤務体制もある。
女性 30代 毎日シフト制だったところから、曜日ごとに担当を決めて診療介助にあたった。
女性 30代 曜日別でシフトを組み、希望休の交渉を職員同士ですることで、シフト作成時間の削減につながった。
女性 50代 ある程度の固定曜日勤務にすると、個々の意見がバラバラにならないと思う。
女性 30代 人数が少ないので、どうしても希望休が合わない。固定シフトにするなどしていく。
女性 40代 日勤夜勤のパターンが決まっていた。
女性 20代 シフトが固定で安定している。
女性 30代 夜勤の希望回数を聞いてくれる。
男性 40代 指定した日に夜勤ができる。
女性 30代 深夜勤の希望も募りできる限りそれが通るよう調整してくれる。

女性 30代 夜勤希望を出すと、入明休の 3 日分の休み希望とされて他に休みが取れにくくなるため、夜勤希望も出しやすくし
てほしい。

女性 40代 夜勤だけやりたい。今の職場は、制限があるため、そうならない。
女性 20代 月にシフト希望を 3 回出せるなどの決まりがある。
女性 20代 研修や委員会による日勤希望などは前の月の 10日まで、提出。
女性 40代 希望の曜日に働けるよう配慮があった。
女性 20代 少なくとも月に 1 回の希望する休みが取れる、シフトが出来上がるのが早いといい。
女性 20代 月に 1 回は希望の休みが通る。
女性 20代 毎月休み希望を提出でき、みんなの希望が通るよう調整してくれた。

女性 20代 できるだけ希望が通るようにする。上下関係関係無く平等に！人手不足でシフトが希望どおりにならないことが増
えたら人手を増やすより患者を減らしてほしい。

女性 40代 自分自身が毎月シフトを組んでいて、ほぼスタッフの希望に添えるよう希望が重なった場合はお互い思いやりを持っ
て譲り合ったりしていた。

女性 40代 全員の意見を聞き、シフトを組んでくれていました。急なシフトの交代もコミュニケーションを取りながらしてい
ました。

女性 20代 職員の希望が合うよう、全員とコミュニケーションを取っている。
女性 30代 少人数なのでそれぞれの希望を調整して希望どおりになるべくする。

女性 20代 希望休みを聞き、看護師が少ない日は個々で相談して休日調整していた。多く休みが欲しい人は看護師長へ相談す
ることができた。

女性 20代 一人ひとりにシフトの希望を聞き、それをできるだけ通そうとしていただけているところはありがたいです。
女性 40代 勤務希望を５つまで申告できるというルールを設けていた。
女性 40代 休み希望を考慮しながら、休日出勤などが偏らないよう平等に組まれている。

女性 50代 休み希望はきちんと反映してもらい、人のいない日をスタッフ全員に知らせて協力を求める。シフト希望の時に、管
理者から声かけがある。

女性 20代 希望休の前を夜勤明けにするなどの配慮があった。

女性 20代 希望休が入れやすいよう、一人ひとりに確認してくれた。急なメンバーの休暇に対しても他のメンバーが対応でき
るよう対策をとってくれていた。

女性 50代 希望休が同僚とお互い譲り合える関係が望ましい。
女性 20代 希望休が取れる。相性の悪い職員同士のシフトはできるだけかぶらせない（特に夜勤）。
女性 20代 希望休が取れ最大１週間、海外にも行ける。夜勤の次は必ず休み。連休が多い。
女性 50代 希望は優先して取れるよう、訪問やスタッフが重なって休まないよう工夫する。
女性 20代 希望はほぼ 100% 通しお互いに支え合おうという話し合いがなされた。
女性 20代 希望がかぶりにくいよう、1 ヶ月 2 ヶ所までと制限を設けている。希望が多い日は、スタッフ間で話し合いをする。
女性 40代 基本的に希望どおりに休みが取れたり、夜勤の回数、準夜勤や深夜勤どちらかだけ、などの希望もできた。

女性 50代 基本的には日勤ですが、連勤の際、有給休暇を断り無く入れられる。体調不良時に有給休暇不足になり欠勤になる
ことがあった。就労当初有給休暇が少なく、困った。勤続年数が長い人のほうが勤務体制で優遇される傾向にある。

女性 20代 基本休み希望は 3 日と決まってはいるがそれ以上あげた場合でもちゃんと休みとして勤務調整をしてくれる。急な
勤務変更もその場で調整をしてくれることが多い。

女性 20代 毎月 15 日までに、翌月の休み希望を 5 日まで希望を書いて出し、それを考慮して師長・係長がシフトを作っている。
希望は通る。

女性 20代
第一希望、第二希望の休日をだいたい取らせてくれる。空欄のシフト表が休憩室に貼ってあり、希望の休みを書き
込め、その後管理職が整理して休み希望を決めてくれる。他の先輩と後輩と休みが多くかぶった時は、当人同士で
話し合いの結果休み希望決定となる。時折、希望は通らないこともある。

女性 20代 かぶらないように職員で話し合ってから希望を入れていた。
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女性 40代 スタッフ全員がどうしても避けたい日を申告してシフトを組むことで基本的に希望どおり休みが取れた。

女性 30代 現在の職場は休みの希望を 3 ヶ所まで入れてよく、スタッフ人数も多くいるため希望は通っている。やはり、十分
な人員を確保することが、スタッフの休み取得について満足度を上げる一つだと思います。

女性 30代 月に何回まで希望を自由に記入し調整する。また、厳しい場合はパートや派遣など人員を補えるようにする。
女性 20代 休み、夜勤希望を３つまで入れることができる。早番遅番ができるかどうかのアンケートを取る。
女性 20代 月 3 日休暇希望を取り、それ以上の希望も人員が足りている場合は休暇が取れるようにしていた。
女性 20代 所属部署は特に休み希望の制限はないが、1 日 1 チーム 5 人までの休み希望可。

女性 20代 現職はママさんナースが多く、土日休みなど希望に沿ってくれたり、ママさんナースにとってはいいかもしれない。
休み希望が 2 日までしか取れないのが少々不満である。希望休み 5 日や、制限が無かったりするといいなと思う。

女性 30代 空欄の勤務表を掲示して休みや明け希望を書き入れる方式。チーム内のスタッフの希望とかぶらないように記載で
きることで休みを取りやすい。

男性 20代 全員希望を入れる、その後師長が難しいと思ったところはみんなに声かけやスタッフへの申し送りノートに書いて
少ない日への呼びかけを行う。

女性 20代 師長室に勤務希望表があり、みんなそれぞれ希望の勤務を記入し、それを参考にして師長が勤務を作成していた。
女性 20代 休憩室に希望表が貼ってありいつでも申請ができる。

女性 30代 苦手なスタッフと当たる夜勤の回数を減らしていただいていました。未記入のシフト表を休憩室に掲示し休み希望
をみんなが確認できるようにしていました。

女性 40代 希望休みを確認する。1 週間以上休みが取れるよう年間表を作成し長期休暇の実施。月 1 回の有給休暇が取れるよ
う計画。大型連休がある月、時期は夜勤明けの 3 連休や 4 連休が取れるよう勤務作成の実施。

女性 20代 長期で休み長期働くのが好きな人にはそうやって組んでほしい。
女性 40代 盆や正月、働きたい人が働き休みたい人は休むという、職場のみんなが理解して決めていた。
女性 20代 ノー残業デーを指定できる。
女性 40代 自宅勤務ありだった。子供が小さい時、子供の体調不良の時は助かった。
女性 30代 時短勤務であったが、曜日指定をし夜勤に入れる日を出して入れてもらっていた。

女性 40代
個人の希望、生活背景や家族関係を条件項目として、AI やアプリが開発されると良いかも。各スタッフと細やかか
つ丁寧な面談を行う管理者の能力は必須であるため、条件、要望を細やかに聞き取りができる部下との関係樹立や、
面談能力を磨く機会を、管理職は積極的に持つべき。

女性 40代 前職の職場は、パートはシフトが自由に決められた。当日、用事ができた場合は、時短も希望すれば、可能であり、パー
トの場合は非常に自由であり、子育て中には、大変融通がきく職場であり、出産を挟みながら長く働くことができた。

女性 30代 優先度の高い希望休みの取得や夜勤後の休みなど、家庭との両立ができるようなシフトの組み方。
女性 50代 個々に家族背景があるので優先してほしい。希望を叶える代わりに周りが協力して仕事をしてほしい。
女性 40代 家庭の事情や子供の行事を優先的に休ませてもらえる。

女性 40代 家庭がある者は子供の休みと合わせたり、学校行事に合わせてできるだけ希望どおりに休みが取れるようにしてく
れていた。

女性 30代 子持ち、家族の介護中の人に配慮してくれる。
女性 20代 子育てのため、土日祝の休みを多くしてほしい。
女性 30代 正社員でも子供が小学生や幼稚園の場合、土日固定で休みを取ることができた。
女性 30代 子持ちは日曜祝日に休みが多い。年休を入れて、連勤にならないようにしている。
女性 30代 子供のイベントなど休みを受け入れやすい環境作り（子持ち世代が多い、上司が理解してくれる）。
女性 50代 小さなお子さんのいる方は、優先的に、リーダーとなれる人と必ず休みを重ねない。
女性 20代 小さい子供がいるスタッフの勤務がかぶらないように１日当たりの子持ちスタッフの人数が決められていた。
女性 50代 夜勤専従がいるので、比較的夜勤は組みやすい。日勤も日勤常勤がいて、組みやすい。
女性 20代 疲れが取れ、プライベートが犠牲にならないようなシフトの組み方。
女性 20代 職員に負担がないように、夜勤の回数や夜勤の次の日のシフトなどを工夫して組み立てる。

女性 50代 土曜日のシフトを入れる場合、第 1 週は○○、第 2 週は△△、というふうにはならない、先に決めておいて用事が
あれば個人交渉する。

女性 20代 前の月と比較してくれる。上司との組み合わせの考慮。
女性 20代 遅くなった次の日は休みにしてくれる。

女性 50代 早番の時は、必ず半日有給休暇を付けてくれようになった。そのため早く起きて行かなければいけない早番が苦痛
ではなく、逆に好きになりました。

女性 60代以上 各チームの担当主任が集まってシフト調整している。
女性 30代 子育て世代と独身世代の意見を尊重したシフトの組み方。
女性 30代 子育てしやすいシフト（土曜勤務ができるだけ無いように）を、希望を聞きながら作成してくれた。
女性 20代 外来部門なので、リリーフさんが来てくれて、スタッフが休みやすい。

女性 20代
院内の規定でガチガチに固めるのではなく、人情のある個人の、希望に可能な限り寄り添ったシフトを部署のトッ
プが行ってくれている。それに、救われているスタッフは多いと思う。他覚的に見ていてもいじめなど相性の悪い、
また仕事にも支障をきたすレベルのスタッフの組み合わせは、夜勤の場合は極力避けてくれている。

男性 30代 委員会などや患者関係の外出がある時は、夜勤前後に日勤を配して、その他業務を軽くして、責任がきちんと果た
せるように組むこと。

女性 30代 委員会がある時は日勤になる。
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女性 30代 つわりのひどい人がいたので、その人が休んでも回せるようにシフトは組まれていた。年休が多い人は病棟が落ち
着いていれば年休の取得をさせていた。

女性 30代 リフレッシュ休暇があり、明けの休みが組まれていた。

女性 30代 できる人、時間帯で最大限に業務を組むこと。例えば、準夜勤だけとか、深夜だけとか、日勤だけできる人とか、土
日祝日だけ夜勤だけとか、できる時間を活用して業務を組む。

女性 50代 できる限り自由にできること。勤務内容、必要人員を全員で共有することによって可能になるのでは。
女性 30代 チーム制でも、休みが重なる時は臨機応変に対応できるシフト。
女性 30代 翌月のシフト完成を早める。希望休の受け入れを増やす。
女性 30代 月末に全てのシフトが出る仕組みだったが、月の前半だけでも早めに教えてくれた。
女性 20代 前月までには必ずシフトを出してほしい。
女性 20代 シフト完成するのを前月 20日くらいまでにはしてほしい。
女性 30代 シフトが出るのが遅い。
女性 20代 1 ヶ月以上前に希望を出し、前月の 10日には翌月のシフトが出るので、予定が立てやすい。
女性 50代 数ヶ月前から予定を申請できるようにしてある。
女性 50代 上司の主観的なシフト振り分けを無くす。

女性 20代 上司との面談が多いため、疲労度や体調、家庭の事情を考慮した担当や業務量、就業時間の希望が伝えやすく、通
りやすい。

女性 30代 師長だけが権限を持っている現状。シフトが組みにくい現状を他のスタッフにも周知し、スタッフ全体の取り組み
として開示したほうが良いと感じる。

男性 30代 師長が基本作っていて、休み希望も 1～2 日程度しか取れない。夜勤が入っていないので、夜勤希望は出せない。
女性 20代 師長がメンバーの休み希望が通るようにシフトを組んでいた。人が足りない場合は早番、遅番を無くしたりしていた。

男性 40代 出来る師長はだいたいの個人の希望休みなどを聞いた上でシフト組んでいたが、杓子定規な方だと融通がきかなかっ
た。月を跨いでの連続 10日ぐらいの連休を取れる職場は働きやすかった。

女性 30代 希望を取った上で、組んでくれていた。何が他の人と違うか分からないが、すごく上手な上司がいた。

女性 50代 全て上司任せでなく、現場で働いているスタッフと意見を出しそれからシフトを組むので誰かが良い、悪いという
ことはなかった。

男性 20代 シフトを組む上で独りよがりなシフトにならないようにアンケートなど匿名で意見が書けたらいいと思う。
女性 30代 シフトの作成者を毎月替える。
女性 30代 シフト作成ソフトの活用。
女性 40代 勤務表作成ソフトの開発。
女性 40代 本人や家族に急病が出た時にフォローできる体制。
女性 40代 都合が悪いスタッフなどの変わりなど、スタッフ間で話しやすい雰囲気がある。
女性 30代 無理なシフトを押し付けない。断りにくい空気感を出さない。
女性 50代 急な休みなどに対応できるよう応援体制を決めておく。

女性 40代 休日希望が叶えてもらえやすい職場の雰囲気が大事。決まった勤務の変更などはなるべくしないようにスタッフみ
んなでカバーすることが大事。

女性 20代 勤務変更や、急な病欠など不測の事態があっても、上司に相談しやすい環境にあった。各チームから均等にメンバー
が勤務できるようになっていた。

女性 20代 みんなが分からないようにシフト調整者に伝えられるようにするとやりやすそう。
女性 30代 看護師間で相談して調整したり、上司に相談して調整してもらえたりした。
女性 20代 スタッフ同士で相談・了承したらシフト交換できる。

女性 20代
小さな子供のいる職員が土日、祝日、夜勤の勤務をしないという状況に対し、他の職員に無理が出ないような職員
数の設定や、上司の働きかけ、シフトの作成が必要だと思う。そうするとママナースも働きやすい、そしてまた復
職したいと思える。

女性 40代
個人病院だったので、子供が幼稚園の頃に熱が出てお迎えに来てくださいと言われた時も院長に事情を言って、仕
事中ですが即、幼稚園に迎えに行けて、そのまま勤め先のベッドで子供を寝かせていただき私は仕事の続きをさせ
てもらえたので、助かりました。

女性 20代 現在の職場は業務に慣れるまで土日を休みにしてくれていた。規則正しい勤務は職場に慣れることで緊張している
ためメリハリを付けやすく働きやすかった。

女性 40代 学生の時からいる人が多く、中途採用者は肩身が狭く、希望が重なるとなかなか中途採用者は取りにくい。取れた
としても、嫌がらせがあるから希望を出しにくい。
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Q.「休日の取り方の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 40代 連続休暇が取れる。

女性 30代 連続した休みがほとんど無かったです。希望は出せましたが、先輩が優先なのと、新人は休みの希望を出すなんて
おこがましいという職場環境でしたので不公平だと思っていました。

女性 20代 連休の希望を申し出やすい、1 ヶ月に 3 連休が 1 度は必ずあるなどの制度があれば、仕事を続けようと思える。
女性 20代 必ず月に 3 連休があるようにシフトを組んでくれていた。
女性 20代 毎月必ず 4 連休以上の休みがもらえる。
女性 30代 「2 交替で必ず月に 1 回は 4 連休がある」というのを売りにしていました。
女性 20代 土日の連休を月に 1 回は作る。
女性 20代 全員が土日休みや連休を取れるようにシフトが組まれていた。

女性 20代 連休を必ず全員取れるように看護主任がシフトを組んでいる。休日が平等になるように先輩後輩関係無く希望休を
取れるように後輩から声をかけてくれる。病欠や急な用事の際は有給休暇を使わせてくれる。

女性 40代 有意義な休日の過ごし方をするために、連休を希望する時はなぜ連休を取るのかをメンバーに話し、なるべく連休
が取れるように全スタッフと話し合いシフト調整する。

女性 40代 連休になるようにシフトを組む。急に休みをもらう時も、お互いにカバーできるような柔軟な業務変更と、良好な
人間関係。

女性 20代
そもそも無床のクリニックなので院長が休みと言えば休みになることが、入院施設である病院ではあり得なかった
が、お盆を避けた夏休み、年末年始、ＧＷと 1 年に 3 回は連休があるのは本当に大きいと感じる。また、常に誰か
が休みになれば出勤できるパートスタッフがいることで、急な休みや子供さんの急病でも対応できることがとても
いい工夫だと思う。

女性 30代 連休、有給休暇を付けてほしい。リフレッシュ休暇など、1 週間まとまった休みの確保。
女性 30代 年 1 回長期休暇が取得できる。
女性 20代 年に 1 度長期休暇（最高 1 週間程度）を取ることができる制度がある（新人でも）。
女性 20代 年に 1 回リフレッシュ休暇で 7 日間休みが取れる。
女性 30代 年に 1 度ゆとり休暇があり 8 日ほど連休がもらえた。
女性 40代 リフレッシュ休暇の導入。夏期休暇は 1 年間有効。有給休暇の買い取り。
女性 30代 リフレッシュとして年 9 日休み＋有給休暇として 5 日取れる。

女性 20代 土日が月に 1 回は休みが来るようにシフトを組む。くじ引きにより、順番を決め、全員で順番に夏や冬の長期休暇
を取る。

女性 30代 長期休暇を取る際は事前に白紙の勤務表に記入し重複を避けていた。

女性 30代 部署によってだったが、夏休暇 4 日＋有給休暇で 1 週間休み。や、秋休暇や年末年始休暇として、時期を分けて 3
連休の希望休（有給休暇ではなく代休でまかない）を取れるようにしていた。

女性 30代 長期休暇希望を半年以上の期間を設けて、一覧表に各々希望する日程で仮希望を入れ、スタッフ同士休暇が重なら
ないよう工夫していた。

女性 20代 長期休暇を取る際、チーム内で半年以上前から名簿に記入して、必ず長期休暇が取れていた。
女性 50代 与えられるリフレッシュ休暇を、半年区切りで希望を聞いてもらえるため、予定が立てやすい。
女性 20代 必ず夏季休暇を 2 回取れる。
女性 30代 病棟会で、夏季長期休暇を平等に取るための話し合いを行ったことで、人員が少なくても納得して働けた。
女性 20代 年間カレンダーを作成し、夏休みや年末年始などの長期休暇の取り具合を可視化し、スタッフ間で調整しやすくする。
女性 20代 長期休暇や冠婚葬祭など、1 年のカレンダーに希望休を書き込んでおき、休み希望が重なるのをできるだけ避ける。
女性 20代 長期休暇は最長 9 日間取ることができた。しかし長期休暇を取る時は他の希望はほとんど通らなかった。
女性 20代 長期休暇を取りやすくする雰囲気、体制作り。
女性 30代 長期休みを取ってもお互い様で、文句など無くスタッフで協力し合う。
女性 50代 長期の休みもバランス良く。気持ち良く休み、休んでいる人も感謝し、他の人が休む時は、気持ち良く頑張って働く。
女性 40代 遅くても 1 ヶ月前までに休暇希望を出したら、ほぼ 100％取得できた。

女性 40代 前病院では、休み希望が重ならないよう長期休暇取得予定があれば、分かった時点でカレンダーに記する。他のスタッ
フはその期間を避け長期休暇予定を立てる方法で、スタッフみんなが平等に長期休暇が取れていた。

女性 40代 夏休みなど、長期休暇を希望どおり取れるように協力していた。2 人同じ時期に取ることもできていた。
女性 40代 リフレッシュ長期休暇とその時にいくらかお小遣いを給付してくれる制度。
女性 20代 リフレッシュ休暇と称した 1 週間長期休みが取れる制度がある。
女性 20代 スタッフが交代で長期休暇が取れるように年間スケジュールを組む。
女性 40代 1 年間のうち、希望者全員に 1 週間以上の長期休暇を取れるよう配慮してくれた師長がいた。
女性 50代 1 年に 1 ～ 2 回は連休が取れ、リフレッシュできるといいと思う。
女性 20代 くじ引きで年 2 回、8 日間休暇がもらえる。
女性 20代 経験年数に応じて必ず、年 1 回は 8 ～ 10連休取れるようにしたこと。
女性 40代 1 週間から 10日の連続長期休暇必ず取得義務。年度始めに希望月を申請、スタッフ間で重ならないよう相談。
女性 40代 長期でも短期でも自由に取ることができた。リフレッシュ休暇（7 日間）も合わせて有給休暇が多かった。
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女性 50代 臨機応変な変更や直近での希望が通りやすい環境や雰囲気。

女性 30代 子供の体調不良、自身の体調不良時にも快く休ませてくれる。休んだ場合にも嫌な顔はされず、心配してくださる
上司がいる。長期休暇も取らせてもらえる。

女性 50代 平日に急な用事ができてもスタッフ間で交代して、お休みを取らせてくれる。
女性 20代 上司や先輩ばかりが連休を取っているので、平等にする。

女性 20代
所属年数に関係無く、夏と冬にそれぞれ 5 ～ 7 日の長期休みをもらえる。希望日がある人は 5 日間、希望無しは 7
日間で、基本的に明けから連休に突入する。大きなカレンダーが貼り出されてスタッフがそれぞれ他のスタッフの
希望を見ながら自分の希望を書き込めるため、シフトが出て蓋を開けたら同じ時期の希望者多数で休めなかったと
いうことが無い。

女性 40代 休日希望日数を不公平無く一律にしていた。上司や長期勤務の先輩方が積極的に 1 週間程度の長期有給休暇を取っ
ていたり、リフレッシュ休暇の制度があった。

女性 40代 先輩など関係無く休日や正月、お盆休みなどの大型連休など休みが取れるようにしてほしいです。

女性 60代以上
休日出勤は嫌がるにもかかわらず希望が無視され日曜勤務がシフトされている、交代者もいない中で仕方がなく勤
務しているのがストレスとなっているので退職を考える人も多い、管理者は土・日を毎週休んでいるのは疑問なの
で職員みなさんが公平に勤務できるように、スタッフを増やしたり、アルバイトを検討するなりしてほしい。

女性 30代 子供がいる人といない人の区別が無いように、公平に休日が取れるようにする。長期休暇を取りたいタイプなのか、
単発の休暇をちょこちょこ取りたいタイプなのかを聞き取り、希望に合った取り方を調整する。上司から声をかける。

女性 20代 全員が均等に休日を取れるように計画的に休日を定める。
女性 30代 シフトの中に師長が平等に希望していなくても月 1 回有給休暇を入れて休みの日を増やしてくれる。
女性 40代 土日祝日と平日の休みがなるべく偏らないようにスタッフ全体の休日を組んでいた。
女性 20代 土日勤務したら必ず平日どこかで振休がもらえる。
女性 40代 土日の休日は平等に回数で割り振られている。
女性 20代 土日の休みどちらかはあるもしくは土日どちらも出勤の場合は平日に休みを振り分ける。
女性 30代 半休が取得できる。
女性 50代 1 日の休みだけでなく、半休も取得しやすい雰囲気と人員配置でした。
女性 30代 半日休暇を適応し、有給休暇 1 日分を 2 日に使い分けることができるようにする。
男性 30代 時間単位での休みが取りやすい。
男性 30代 有給休暇の時間単位使用の許可。急な休みの有給休暇使用を認めること。
女性 40代 前職場は時間の有給休暇が取れたので、とてもプライベートが充実できて良かったです。

女性 30代 1 時間単位で有給休暇が取得でき、少しだけ早く帰らなければならない時や、絶対残業はしたくない日など申請がで
きたこと。

女性 40代 時間休が可能なら、まるまる 1 日休まなくて済み、業務に支障をきたさないようにやりくりできると思う。
女性 30代 バースデー休暇の実施 1 時間からの休暇取得があり、上司が声をかけてくれることもあった。
女性 40代 臨機応変に時間有給休暇が取れる。
女性 30代 比較的希望したところが通りやすい。
女性 30代 新人でも希望を 1 日は認められる制度。
女性 20代 月に 4 日までは勤務希望を出すことができること。
女性 20代 前もって数ヶ月先の希望休を記入できる。
女性 20代 毎月翌月のカレンダーが貼られて自分で休み希望を記入できること。
女性 60代以上 翌月有給休暇希望を一覧表に記入することで全体把握でき、対応をしている。
女性 30代 全スタッフが見るカレンダーに希望日を記入する。

女性 30代 月に 1 度カレンダーに休みの希望日を記入することができた。スタッフの休みが重なる日は少なく希望は通ってい
た。夏休みも 10日もらえ師長さんがみんなの希望をなるべく通すように配慮されていたと思う。

女性 20代 1 ヶ月のカレンダーがホワイトボードに貼ってあり、希望を書き込むような工夫をされています。
女性 20代 カレンダーに休み希望を入れていき、かぶらないようにする。

女性 20代
休日希望を出しやすいよう、紙に記入式になっている。他の人がどこで希望しているかも見ることができる。特に
夏休み（８日間まで取得可）が同じ時期にみんなかぶって取ってしまうと大変なため、みんながどこで希望してる
かを見ながら希望することができる。

女性 20代 希望休をシフト表に直接記入して申請すること。日数制限は最低限にして長期休暇は上司と相談することで比較的
休暇が取りやすかったこと。

女性 20代 休み希望表が病棟の休憩室に置いてあり、スタッフみんなで休みがかぶらないようにしながら希望できるようになっ
ていた。

女性 20代 希望の休みがかぶらないように一覧表に希望を記入してお互いが見えるようにしている。
女性 30代 一覧表で希望を埋めていくのでみんなの希望が見やすいし、調整も会話に持ち込みやすい。

女性 20代 1 年分のカレンダーに希望休を書くことで、他の人とかぶって休みが取れないことが無いようにしてくれた。カレン
ダーを見ることで、自分がいつ休みを取っても良いのかがよく分かった。

女性 30代 スタッフ全員の勤務希望が一覧で確認でき、休みがかぶらないように工夫して各々休みたい日に休みや有給休暇が
取得できる。

女性 40代 年間スケジュールの作成。
女性 40代 年間カレンダーで、先に計画がある人は書き込んでおく。
女性 50代 グループラインで早めに休み希望を共有する。
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女性 20代 希望日を自由に電子カルテで記入できること。師長さんからもっと休み希望を出していいよと声をかけてくれること。
女性 40代 毎月希望を聞いてくれていた。もし希望が叶わないような時は事前に相談があった。
女性 20代 とりあえず、全員希望休があればあるだけ出してほしいと師長からの声かけがあり、それからシフトが作られていく。
男性 20代 全員がバランス良く休日を取れるように、希望日をあらかじめ聞いておく。有給休暇消化率を各病院は明示すべき。
女性 60代以上 年間行事に各個人の休暇希望を聞き取りして入れて計画を立てる。
女性 20代 夏季休暇などいつ取りたいか、連休にしたいか早い段階で聞いてくれる。
女性 30代 上司によっては、勤務希望を自由に申請して良く、ほぼ希望どおりのお休みをいただけたこと。

女性 20代 私の病棟では冠婚葬祭以外の希望休は原則受けていない。私の場合は祖父の葬式ですら休むなと言われた。毎月初
めに翌月の希望休を聴取できるよう、上司から働きかけるべき。

女性 20代 希望休は第 1 希望は通るようにしてくれるが、患者の安全を守れないような勤務になる時も存在する。
女性 20代 希望を出せば基本的に休みがもらえる。希望していなくても、有給休暇が組み込まれている。

女性 30代
希望休はそれぞれの日に 3 人までのため、先輩など同僚と休日の希望がかぶり、希望する日にちに後輩の私が希望
を出せない時、「勉強会に出席するため」など正当な理由があれば、それを正直に記入した時に関して休み希望の人
数がオーバーしていても、希望する休みが取れる。

女性 20代 月の休日は希望 3～5 日まで可能。希望がなくてもおよそ 10 日ほどの休みがある（有給休暇を自動的に組み込ん
でくれる）。

女性 20代 希望休を申請しやすい体制が欲しい。勝手に看護師長や副師長から明日休みですなどと夕方頃に言い渡される。
女性 30代 希望を通してほしい。休みの日に委員会活動や、会議をなくしてほしい。
女性 20代 希望を出せる日数を制限しないでほしい。

女性 50代 休日希望の回数の制限なく、連休の希望は基本的には交渉して許可が出る。公休の他、有給休暇を希望なくとも組
み入れた勤務表を作成してくれる。

女性 20代 職員全員が、できるだけ希望休が取れるように、みんなで協力し合っている。

女性 40代 それぞれ交代して希望の休日が取れるようにしていた。その場合には少し給与を増額してそこへ入れる者を探した
りしていた。

女性 40代 お互いに譲り合ってなるべく希望に沿った休みを取らせてくれたり、事前に他部署に応援依頼を打診している。

女性 30代 看護師間で相談し、休み希望が重なるのであれば院長に相談する。休診になったり、受付時間を短縮するなどの対
応をしてもらえる。

女性 40代 希望すれば有給休暇が取れ、連休ももらえた。また、5 日間の夏休み制度があり、リフレッシュできた。

男性 30代 希望した日に有給休暇。都合で休む時は師長に言えばだいたい考慮してくれる。祝日休みや誕生日休もあり、1 年の
うちどこかで取れる。

女性 40代 基本的に職員の休みの希望をシフトに反映される。病欠に有給休暇を使うことが許される。
女性 30代 直属上司が子育てを優先できるよう、自由シフトにしてくれていた。
女性 30代 小さな子供がいるため、病棟でしたがカレンダーどおりの休みにしてくれました。すごく助かりました。
女性 40代 子供のいるスタッフは土日祝日休み。
女性 40代 基本的に子育てをしているスタッフは休みを取りやすい環境にはある。
女性 40代 子供の行事は、休みを優先させる。独身の人にも平等に休日を与える。
女性 30代 子供がいるスタッフには配慮が欲しい。働きたくても預け先が無ければ働けない。

女性 50代 子育てのスタッフが遠慮せずに休みが取れるような工夫をして、子育てしていないスタッフが休日に出勤し、お互
いが遠慮せずに働きやすい環境を作ると良いのかと思います。

女性 40代 子供の発熱などの病気時には、特別休暇として、1 日分の給料が支給されること。
女性 30代 希望を聞いてくれたり、子供の体調不良の時にも対応してくれる。
女性 20代 育児に協力体制が欲しい。
女性 20代 ママさんナースや外せない用事がある方から優先して休みを取れるようにしていた。
女性 30代 有給休暇の他に子の看護の休日という制度がある。
女性 40代 来年度の有給休暇の希望を全員提出しないといけない。全員がその年の有給休暇を消化しないといけないシステム。
女性 20代 前職で有給休暇を年間通して計画的に使用できるようにできていたことがいいと思います。
女性 50代 有給休暇は必ず月 2 日、希望することとする。
女性 20代 12 月までに年次休暇を 5 日取ることができるように全員がまんべんなく有給休暇を振り分けられている。
女性 20代 有給休暇取得日数目標設定、顕在化。
女性 30代 有給休暇取得目標日数の提示。
女性 40代 休暇の取得目標が提示してあること。休暇取得はシステムから申請できること。
女性 50代 有給休暇の消化を、管理者から推進すること。
女性 20代 働き方改革の呼びかけがあった。師長が自ら取ることで示した。
女性 20代 上司より有給休暇取得を促される。
女性 30代 忙しくない時は帰れる人から時短を取るよう上司が促している。
女性 30代 有給休暇を月に一つは消費しましょうと上司からの決定事項としてくれたおかげで、休みが取りやすかった。
男性 40代 前職の看護長が有給休暇取得に積極的で、部下に声をかけ、自分も取得していたので取りやすかった。

女性 30代 師長がスタッフへ声をかけ、有給休暇を取得しやすくしている。スタッフも、他スタッフが長期休暇を取得してい
ても文句などを言わない雰囲気ができている。
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女性 30代 上司からも有給休暇を促すことをしていただきたいです。人数確保できないため有給休暇をあげられないと言われ
たことがありますので人数、マンパワーが無いと取りにくい環境となってしまうと思います。

女性 20代 暇な日が見付かると休めていない人に明日休んでもいいよと声かけがあったり、有給休暇を自由に使ってもいい雰
囲気を師長さん自らが作り出している。

女性 30代 上司が率先して休暇を取ってほしい。強制や勝手に有給休暇消化しないでほしい。
女性 20代 有給休暇の取得日数に応じて好きな時に好きなだけ休める制度、病気で休むことが仕事に響かないような人員体制。
女性 10代 有給休暇を師長が勝手に使わないでほしい。
女性 20代 シフトを組む際に計画的に有給休暇を消化できるよう上司から提案がある。
女性 40代 有給休暇を適度に組み込んでくれる。病欠を有給休暇に使ってくれる。
女性 40代 病欠を有給休暇で休ませてくれる。自分が休んでも出勤している人達だけでできる業務量の調整をしていた。
女性 40代 病気などの急な休みを有給休暇とする。

女性 40代 急な休みを有給休暇で取れる。有給休暇の申請が勤務表ができる前にいつでもできる。また管理表が個人に渡され
残日数などが分かりやすい。

女性 30代 家族の病気などの際に有給休暇を振り分けてくれる。
女性 20代 有給休暇は確実に消化できる。病気休みで診断書を要求されたくない。
女性 20代 有給休暇を使えるようにする。休日に学会、研修、勉強会などしない。
女性 20代 有給休暇を取得でき、希望日に休みをいただけたこと。
女性 40代 有給休暇を入れてもらいたい。年末年始の休みを、週休で休むのではなく特別休暇で休みたい。
女性 30代 毎月の休日や、病欠の際に有給休暇を利用することで、100% 有給休暇の消化ができている。
女性 30代 研修などで希望休を出すと、有給休暇にしてもらえた。
女性 20代 有給休暇を取れない。勝手に付けられ、希望の休み以外の日に付けられることもある。

女性 30代 有給休暇が使いやすい職場。以前の職場で結婚休暇＋有給休暇を使ったら、その後の勤務が 11 連続勤務とひどい勤
務を付けられたことがある。

女性 30代
有給休暇がたくさん残っている人を優先に、人が足りている時に休みを取ってもらえるようにしていた。前日には
翌日の勤務を考えて、スタッフがたくさんいて休んでもよさそうなら、有給休暇の残りを配慮して判断し、前日中
には明日休んでもらっていいですよ、と連絡していた。

女性 50代 有給休暇や休日の取り方についての各自の希望を考慮（有給休暇を捨てないために計画的に取る、有給休暇はあま
り使わないでほしい、月 1 回以上は土日の連休など）。

女性 20代
現在の職場では準夜→休み→深夜のシフトが多く、深夜の前の休みはシフト上休みだが完全な休みではないため休
みが少なく感じる。また、有給休暇も希望休以外で消化されることが多いため、休みたい時に有給休暇が完全に使
える訳ではない。生理休暇取得も認められてはいるが、生理休暇を取得できる雰囲気でもなく、誰も取れない。生
理による体調不良での休みでも有給休暇扱いになる。

女性 50代 普段休み希望の日に指定休を当てて、有給休暇をできるだけ残してくださるので、長期休みが取りやすい。
女性 20代 誕生日などは有給休暇が取れる決まりになっている。
女性 50代 クリニックなど小さなところでも、ちゃんと有給休暇など取れているか、調べてほしい。
女性 20代 有給休暇を取りやすい環境を作る。その分人員を多く確保する。
女性 40代 人員の確保、休日を取りやすい環境、人間関係が大事だと思います。
女性 30代 休暇を取った場合でスタッフが足りない場合は他病棟から補完できる体制。
女性 30代 基本休が取りやすいような人材確保がされていて職員数が足りている。
女性 50代 看護師全員がフォローできるよう、チームナーシングを徹底する。
女性 50代 看護師を増員し、安心して休める環境作りをする。
女性 20代 全ては人手不足から来ているから患者を減らす、病棟を一つ減らすなどしてほしい。

女性 30代 リーダー業務ができるスタッフ層が明らかに不足しているため、新人・若手は休みが多いが中堅層は休み希望がな
かなか通らない。

女性 20代
新人は有給休暇を取りにくい雰囲気があった。新人は、特にお盆休み、正月休み、ゴールデンウィークなどは働く
ことが当たり前のような。働きやすい人間関係雰囲気作りが必要。特に上司の雰囲気が悪いと全体の雰囲気も悪く
なりそこで働く看護師の看護も悪くなると思う。

女性 30代 生理休暇を取りやすくしてほしい。上が男の上司だと報告しにくいので、報告しなくても自分で申請できるように
してほしい。

女性 40代 上司も積極的に休みを取り、それが普通という認識。

女性 20代 繁忙期以外は休日申請しても嫌な顔をされることは無かった。先輩が休みを進んで取っていたため休みを取りやす
かった。

女性 50代 働く施設に沿った勤務ができれば良いが、一緒に働くスタッフで協力して取っていくこと。
女性 40代 夜勤明けはお休みとか、夏休み冬休みは、連休を入れるとかで、休む時期をずらしてもいいようにする。

女性 20代 病棟スタッフのバランスを整えるために同じ年代のスタッフの連休が重ならないように、新人、中堅、ベテランで
分けて休日を取るように工夫されていた。

女性 50代 1 日の必要人数が分かれば、休みも取りやすい。

女性 20代 病棟の入院数や重症度に合わせて、十分人数がいる時は、出勤日であっても話し合って休みを取れるような環境に
していた。

女性 30代 土日休み希望がなくても、どちらかを休みに調整していただける環境でした。
女性 40代 休日希望の理由を確実に伝える。逆に出勤可能な日を早めに伝える。
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女性 50代 年末、年始の休日をみんなが３日半続けて取れるように工夫してシフトを組んでくれた。しかし上司が変わると全
く考慮されないこともあった。

男性 20代 年末や夏季以外にも特別有給休暇を取れるシステムを導入する。また、週休 2 日でなく 3 日にする。
女性 30代 ノー残業デーを自己申告し、申告した日は各自が残業無しで帰宅するよう意識して業務する。

女性 30代 前前の職場ではノー残業デーが月に 1 回、取れるよう配慮する係がいた。それをもとにリーダーが割り振りをして、
チームプレーで取り組んでいた。

女性 40代 誕生月に必ず休みを取らせてもらえたり、リフレッシュ休暇が 5 日以上あり、スタッフが同時に取らないようにファ
イルをみんなが見れた。また、有給休暇台帳もあり、勤務希望の紙に印をしたら、入れてもらえた。

女性 30代 週休 2 日制＋祝日の導入。
女性 20代 師長さんがしっかり生活や家族構成も把握して配慮してくれる。
女性 20代 休日体制に対して休日手当が無い。
女性 20代 休日に課題などさせない工夫。
女性 50代 介護のために休みを取りやすくしてほしい。
女性 30代 委員会や行事などは休日にしない。
女性 20代 委員会などは出勤時に行ってほしい。
女性 20代 希望休を入れると連休にしてくれる。有給休暇を取る場合連休になるように工夫してくれた。
女性 40代 メールのみで有給休暇が取得できること。当日の朝でも可能なので、子供の体調不良時など大変助かる。

女性 20代 チーム内で有給休暇を取得する月を決めてから 1 週間ずつ自分が希望するところでお休みをもらえるのでありがた
いです。しかし、そのせいか普段の業務はフリーの看護師はおらず、日々の業務は大変です。
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Q.「コミュニケーションの取り方の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 50代 話しやすい雰囲気作りを心がける。

女性 20代 和やかで分からないことは積極的に聞ける雰囲気がある。何度聞かれても怒ってはいけない、繰り返し教えるよう
に上司が常に言っている。

女性 40代
風通し良い人間関係になるよう主任や師長が積極的にコミュニケーションを取る。カンファレンスなどでも意見が
出しやすい雰囲気作り。後輩の変な意見でも否定せずとりあえず聞く姿勢を持ち、どんな意見でも良い点やヒント
を見出せるよう主任以上の人達が心を配るようにしていました。過酷な環境の中でも仲良く協力して仕事ができて
いました。

女性 30代 普段から先輩看護師や師長、主任が話しかけやすい雰囲気だと良い。
女性 50代 積極的に自分から話しかけることが大事だと思います。
女性 20代 新人や新しく入ってきたスタッフに対して、意見が言いやすい雰囲気がある。また質問がしやすい環境が整っていた。
女性 20代 師長も先輩もいつでも話しかけてとみんなに伝えており、話しかけやすい雰囲気を作ってる。
女性 20代 師長がコミュニケーションを取りやすい空間作りをしてくれる。
女性 30代 師長に、師長と呼ばないで、「○○さん」と呼んでほしいと言われた。
女性 30代 困っていることがないか声をかけてくれる。聞きやすい環境、関係作り。
女性 40代 仕事を円滑に行えるように笑顔でコミュニケーションを交わし人間関係を良好にする。相談のできる環境作り。
女性 30代 師長だけでなく、チームリーダーや主任が積極的に声をかけて困っていることはないかなど相談に乗ってくれた。
女性 20代 先輩が食事に誘ってくれたりして、仕事のこととかも話しやすい環境ができていた。

女性 30代 元気が無いスタッフがいると声をかけてくれる先輩がいて、話を聞いてくれたり、飲みに誘ってくれる環境はとて
も良かったと思います。

女性 40代 休みの希望を出した時、休みをもらえるだけでなく気持ちに寄り添って言葉をかけてもらえた。
女性 20代 希望の休みの日にお互い声をかけ合い、休みを取る。話しかけやすい雰囲気作り。
女性 30代 慣れていないスタッフに仕事以外の話も積極的に話しかける。
女性 40代 その日の勤務者全員に話しかける。月 1 回面接を実施。挨拶を大切にする。
女性 20代 その都度、互いに声かけを行える状況を作り、優先順位を共有することができる。

女性 50代 コミュニケーションが上手く取れないと仕事のミスにもつながるので、スタッフのみんながそれを理解し、話しか
けやすくしている。

女性 30代 同世代の職員が多く上司ともコミュニケーションを取りやすい。
女性 20代 同僚とコミュニケーションがちゃんと取れないとやっていけない。
女性 20代 同じ勤務の日はメンバーと話す機会を作る。
女性 40代 周りとのやり取りをすることで、周りとの周知を高めていく。
女性 30代 全体で話す場を週一とか定期で作る。分からないことや悩みがあればいつでも相談できる体制を作る。
女性 50代 職場の風通しを良くするために、定期的にシャッフルをする。
女性 20代 働きやすい職場作り委員会が設置された。職員のコミュニケーションを図るために食事会なども開催された。
女性 30代 ワンフロアしかなく、常にスタッフがステーションに集まり、困ったことや問題などすぐに話せる環境にある。
女性 40代 日頃から感謝して支え合うようなコミュニケーションなら休みや業務も全体的に平和にいく。

女性 40代 感謝をしたことなどほんのささいなことでもよいので、サンキューカードを書いてその人のロッカーに入れておい
たりと、お互いが感謝しながら働けるようみんなで心がけた。

女性 40代 メッセージボードやノートの活用。
女性 30代 ポジティブフィードバックをキャンペーン的に行った。
女性 50代 笑顔で挨拶、声かけを常にする。ランチタイム後のお菓子タイムで雑談をする。
女性 50代 笑顔で、挨拶、ありがとうと言える職場環境作り。
女性 60代以上 声かけ、挨拶による反応をもとに返事や顔の表情で判断する。また、ご家族からの連絡を大切にし、会話すること。
女性 20代 出勤時は、毎回相手の目を見て挨拶するという方針でやっていた。

女性 30代 挨拶をしない先輩、上司をよく見掛ける。新人さんがそれだけで怯えてしまうためコミュニケーションを円滑に取
れるよう上司がきちんと指導していくべき。

男性 20代 挨拶の徹底。まだまだ女性社会であり、男性看護師は肩身の狭い思いをしている場面が多いと感じるため、結束を
固めることが必要。

女性 20代 連絡ノートの活用、カルテ掲示板の活用、ミーティング。
女性 40代 訪問後に今日の様子をお互いに話し、情報交換する。心配や辛いことを話すことができる雰囲気作り。

女性 30代
入職 1 年目が情報交換するためのノートがあり、シフトが合わなくてもコミュニケーションが取れるようになって
いた。ロッカーに磁石がたくさんあり、先輩後輩関係無く、手紙を磁石で貼ってコミュニケーションを取っていた。
すごく良かった。

女性 20代 伝達ノートを使用し、情報の共有を行っていた。

女性 20代
私のクリニックでは、全体的に情報を共有する機会が無い。そのため、ワクチンの数や打てる対象者に制限があ
る場合などに職員で統一が取れていないことが多々ある。そのため、情報共有する機会があればいいのではない
かと思う。
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女性 30代 各コメディカル、事務局との連絡ツールが薄くて、情報共有できていないことが多い。

女性 40代 いつ、子供のせいで休みになってもいいように、日頃から翌日の申し送りノートのような物があった。また、お互
いの家族の状況などシェアしておき、相互理解できると職場の雰囲気が良い。

女性 20代 連絡を取り合い、プライベートでも話せる環境を作る。
女性 40代 最初からプライベートも話しておくと、急な休みでも、他者に理解してもらいやすい。
女性 20代 面談を定期的に行い上司とのコミュニケーションが取りやすい。
女性 30代 面談などを通じてコミュニケーションをできるだけ図るように取り組んでいる。
女性 20代 半年に 1 回ほどコミュニケーションについて問題がないか上司が部下各々と面談する時間を設ける。
女性 40代 定期的に面接の機会がある。定期的に親睦会がある。
女性 50代 定期的な面談。不要なカンファレンスの軽減（カンファレンスに出るために休みが削られないようにする）。
女性 20代 師長さんとの定期的な面談があり、とても話しやすく相談しやすい環境にあった。
女性 20代 月に 1 回師長との面談があり、シフトのことやその他の相談もしやすい。
女性 40代 一人ひとり面接をし、何に困っているかを理解。
女性 20代 無記名用紙でアンケートを実施した。
女性 20代 定期的にアンケートを取って職員の思いを聞く。
女性 20代 分からないことなど誰に聞いたらいいのか明確。聞いたことは必ず教えてくれるなど教育係の指導も行き届いていた。

女性 20代 否定から入らずにまずは肯定からしてくれること。技術など、知識も大事だが実践でまずはやってみよう！と言っ
てくれること。

女性 20代 新人がいたら､ フォローする先輩に頼るように人を決めておくこと｡
女性 50代 新人には、メンターが付き、メンターがご飯など一緒に行き、話を聞く。
女性 30代 相談役やプリセプターナースの設置。
女性 30代 プリセプター制度を活用し、話しやすい雰囲気作り。適宜係内会議の開催。人事考課。
女性 30代 プリセプター以外にもサポーターが数名いて声をかけてくれるので相談相手がたくさんいると感じる。

女性 30代
プリセプターとマンツーマンで 7：1 なら、14 人の患者を看る。分からないことや間違いに対して否定的な声をか
けたり、威圧的な態度を取らない。その人がどう行動すれば良いか指針を示してあげる。指導を受けるほうも指導
者と相性が良くなければ師長に秘密裏に相談できるようにする。面談の機会をあらかじめ持つ。

女性 40代 プリセプターと何でも言い合えるように交換日記のような物を利用している。

女性 20代 プリセプター、エルダー、部署教育ナースを中心に、部署全体でしっかりと新人時代育ててくれたので、働きやすかっ
たです。

女性 30代 プリセプター、エルダー、チューター制度があった。
女性 30代 ケアについての相談をしやすいように、プリセプター同士が連携を取る。
女性 20代 PNS の導入。
女性 20代 1 年目にはチューターが付き、日々の悩みなどに寄り添ってくれる面がある。
女性 20代 チューター制度を取り入れ、相談しやすい上司がいるという安心感を与える。
女性 30代 パートナーシップで、常に先輩と組んで行動するためコミュニケーションの機会が多い。

女性 20代 月に 1 回はチームリーダが主になり、チーム会を行い、新人ナースへのメンタルフォローを行っており、日々業務
を行う中でやりづらさなどを感じている点などはないかを聞き取り、まとめ、師長と相談するなど。

女性 30代 リーダー業務を行うメンバーのみ集めて月に 1 回の業務改善や情報共有を行う。
女性 50代 特別な対策は無いが、上下関係をあまり感じず話しやすい人間関係があること。
女性 20代 先輩後輩関係無く、意見を言い合える場を設けていた。
女性 30代 経験年数にかかわらず、コミュニケーションが取りやすい環境。

女性 20代 とても優しい先輩方であるため、日々分からないことや不安なことなどについて聞きやすいため常にコミュニケー
ションを取ることができている。

女性 40代 先輩や同期などとコミュニケーションを取りやすい場所があればいいかなぁと思いますが実際は先輩や上司と話す
のは結構無理かなぁと思います。

女性 30代 何年も働いてる人が主導権を握っている感じで新人の負担が大きい。指導する人が新人に優しく接する必要がある。

女性 30代 先輩の言うことが絶対という職場環境でした。また、医師がすぐに怒鳴るため、いつも怯えていました。勤務年数
関係無く、全ての職員がより良いケアをするためにも発言しやすい職場環境を整えることが大切だと思います。

女性 30代 上司に人間関係について話しやすい。またトップダウンでコミュニケーションについて考える風土があると違うと
感じる。

女性 30代 上司にすぐに相談できるツールが直接だけでなくメールなどでも可能であった。

女性 30代 直属の上司だけでなく部長に意見を言うことができる環境を部長や直属上司がすぐ連絡が取れ相談に乗っていただ
けるように体制を取っていただいている。

女性 20代 上司にきちんと意見を述べ、患者中心の看護につなげていく。
女性 30代 上司とのコミュニケーションが円滑に行くようにプリセプター制度をしっかりしてほしい。
女性 20代 上司、部下間で個別に定期的な意見交換の機会を作る。
女性 30代 上下分け隔てなく話す環境があり、互いに尊重し合える雰囲気があった。

女性 20代 中堅看護師が中心となるコミュニケーションのあり方で、新人、ベテラン共に、コミュニケーションが取りやすく
なる。

女性 30代 経験年数の高い看護師も一緒に協力する。
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女性 20代 仕事中は先輩だけでなく後輩も意見の言いやすい環境になるとコミュニケーションが取りやすくより良い看護を提
供できると思う。

女性 50代 上司が部下の間を取り持つ。指摘だけではなく切磋琢磨し合える関係性ができる環境作り。

女性 50代 コミュニケーションでスタッフが困って、上司に相談しても調整をするのではなく、逆に人間関係が悪化する傾向
にある。コミュニケーションの取り方はスキルだと思うが、スキルにたけている人が上司とは限らない。

女性 20代
プリセプターが平気で人に言ってほしくないことも言う人だったため、話しにくく信頼関係は無かった。和気あい
あいと病棟自体がするためにも、自分のイライラを新人に当たらないでほしい。統一した教育体制が必要。それぞ
れの看護師で教え方が違っていて不安しかなかった。

女性 20代 上司が威圧的で話しづらい、人によって態度を変える人もいるため、上司こそ勤務態度を改めたほうが良い。
女性 20代 上司からは適当に指導をしていただき、仕事以外ではフレンドリーな感じだった。
女性 40代 上司から、指導が必要なスタッフへの助言。

女性 20代 上司、先輩がアサーティブなコミュニケーションについての研修・教育を受けているので自然と若い世代にも伝播
している。

女性 30代 アサーティブなコミュニケーション。言いにくいことは適切な人から伝えてもらう。
男性 20代 アサーティブコミュニケーションを活用する。
女性 20代 上の人が謙虚になるべき。下をこき使ったりしないように師長などがしっかり見ておく。
女性 20代 人に当たらない（理不尽に怒られると怖くてコミュニケーションを取りにくい）。
女性 40代 上に立つ立場の人が特定の人に限定せずに態度を一定にしてスタッフに接する。
女性 50代 所属長が、スタッフ一人ひとりの体調や家族状況を把握して有事時に時間が取れるよう配慮してくれる。

女性 20代 自分の機嫌は自分で取るようにしていただきたい。全部できること前提で話しかけずにどこまでできるか、理解で
きているのか相互確認を行える環境が欲しい。

女性 20代 師長や上の先輩が絶対的な権力を持っており、自分の意見を述べても反映されない。聞く耳も持たれず指示された
ことをするしかない状況。指導者への研修制度を追加するなどして再度指導者自身が後輩への接し方を学ぶべき。

男性 20代 師長によってその病棟の雰囲気が変わるので師長が明るくかつみんなに慕われる方で積極的にコミュニケーション
を促したり自分から取っていく。

男性 30代 上司がとてもフレンドリーで、輪を大事にしていた。
女性 20代 ホーム長、主任が人間関係を大切にするタイプであったため、話しやすかった。

女性 20代 隔てのないステーションでトップがみんなと平等にコミュニケーションを取って笑いも取ってくれる。冗談も言い
やすいから些細な相談もしやすい。

女性 20代 スタッフに言いづらいことを師長自ら注意してくれる。
女性 40代 態度の悪い人に対して、管理者からきちんと指導してほしい。
女性 40代 おかしいことを指摘すると無視が始まる。上司は、パソコンばかり見ていて現場が分かっていない。
女性 50代 主任、師長、部長のスタッフへの顔見せ、声かけ。定期的なミーティング。
女性 30代 上司が率先して部下とコミュニケーションを取っていてそれが見本になる。
女性 30代 普段から上司が話しかけてくるので色々と言いやすいし尋ねやすくなる。

女性 30代 上司が自ら挨拶をしてきてくれたり、病棟で接遇について取り組むチームがあり、毎月チェックリストに沿って、自
己評価する機会がある。

女性 50代 大丈夫？と聞くのではなく、何か困っていることはないかと、聞くと良い。威圧的な態度で話さない。相手を馬鹿
にしない。みんなの前で批判、中傷しない。

女性 50代 相手の気持ちを受け入れてから、自分の意見を言う。
女性 30代 相手が答えやすいような内容から質問したり、まずは自分の考えを伝えるようにしています。

女性 50代 自分も新人だった頃を振り返ってみる。優しく丁寧に指導する。威圧的な指導をしないようにするために上司・指
導者は人間として出来た人が担当する。

女性 30代 新人に対して威圧的にならない。また、困っている時に話しかけていきなり怒らない。他職種から見てのナースステー
ションや看護職に対しての意見を確認する。

女性 20代 高圧的な指導をしない。
女性 20代 後輩だと馬鹿にせず、しっかり意見を聞くべき。
女性 20代 今のクリニックでは責められるような言い方はされないので、何でも質問しやすいです。
女性 20代 指導の仕方や言葉遣いが適切でなければその都度指導を行う。あだ名は禁止とする。
女性 50代 失敗は解決策を重視し執拗に責めない。本人の意思を尊重して自由に表現できる環境を整える。

女性 30代 昔は分からないことは自分で調べて、それでも分からなければ聞くでしたが、今はまず聞いて、効率良く働けるよ
うにするなど、コミュニケーションを取ることが必要だと思う。

女性 20代 当時の看護師長の提案で、師長を含む病棟のリーダー層だけでグループ LINE を作成。業務連絡や周知してほしい内
容を共有できたため、働きやすかった。

女性 30代 上層部の考えを、現場のベテランにきちんと伝わるようにする。
女性 40代 院内全体で安全対策としてのコミュニケーションスキルアップに関する研修が行われ、風土化している。
女性 30代 部下とのコミュニケーションの仕方などを研修で行った。
女性 30代 研修の実施。プライバシーについて。患者間だけでなく職員間のも大事だと分かっていない。
女性 40代 医師、看護師、コメディカル込みの必修の院外講師の研修。
女性 20代 いち社会人として、相手を尊重して関わるコミュニケーションが取れるように、新入職者に研修を設ける。
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女性 50代
人として、大人として、社会人として、当たり前のコミュニケーションの取り方についての研修をする。いじめ、意
地悪とはどういうものなのかの具体的な学習の機会を作る。ネームプレートに明記するなどして看護師と准看護師
の立場を明確にする。

女性 30代 感情的にならないよう、職場教育を充実させてほしい。
女性 40代 コミュニケーションスキルのセミナーを受講し、学んだことを実施する。
女性 20代 ショートカンファレンスの実施。
女性 20代 カンファレンスを毎日行うことを目標にして取り組んでいる。
女性 30代 カンファレンスを定期的に行い多職種での情報交換を行いコミュニケーションを取る。

女性 20代 午前中にミーティング、カンファレンスをする。新人にはお兄さんお姉さんのような立場の人を付けて精神面の
フォロー。

女性 20代 病棟会やカンファレンスを定期的に行う。師長や教育担当者がスタッフと話をする機会を設ける。
女性 50代 短めで濃厚な朝礼。
女性 30代 他職種間でのコミュニケーションが上手くいくと、仕事が回る。

女性 40代 他職種との連携は電話FAX以外にコミュニケーション用アプリを使用している。スタッフ間では申し送りやカンファ
レンスを週 1 回開催。必要時、アプリで連携を取っている。

女性 50代 他職種との交流、意見交換を密にする。
女性 20代 報連相が確実に実施できている。自分の業務に責任を持って対処対応できる。
女性 30代 職場のスタッフとのコミュニケーションは大切で、特に報告、連絡、相談ができる雰囲気作りをする。
女性 50代 基本中の基本、「ほう・れん・そう」は絶対ですし、新しい入職者や、新卒採用者への配慮。
女性 20代 どれだけ忙しくても報連相時は手を止める。
女性 30代 仕事の進行状況をその都度伝える。休憩中でもコミュニケーションを取る。
女性 50代 細やかに仕事の流れ方などの相談が取れやすい環境作りを希望します。タイムスケジュールのあり方など。
女性 30代 毎日必ず昼ごはんを一緒に食べるので、その際にコミュニケーションが図れる。
女性 40代 病棟ごとに休憩室を持ち、そこでご飯を食べることでコミュニケーションを取れている。
女性 40代 クリニックなので院長含め全員で昼食をとりコミュニケーションを取っていた。

女性 50代
週に 1 度のランチミーティング。美味しいお弁当をみんなで食べながらリラックスした状態で報告や業務改善、個
人的なニュースなど誰でも発言できる。仕事以外の個人にも関心を持つことでコミュニケーションを取りやすくな
り、仕事の能率も上がる。

女性 40代
昼休憩に訪問した方の申し送りをしているが、全く休まらず、人からの口伝いだけ、与えられるだけの情報の取り方
しかできなくなるから、オススメしません。それよりは効率良く、記録からも情報を取り、分からないことはコミュ
ニケーションを取ってみるやり方でいいと思う。

女性 60代以上 休憩場所の充実。
女性 20代 休憩室でのコミュニケーションを大切にしていたり、先輩後輩の壁があまりないような雰囲気だった。
女性 40代 業務のことだけでなく、辛い時に話をお互いに聞けるように、休憩時間でのコミュニケーションも大切にする。
女性 30代 診療中もでしたが、特に診療時間をすぎた後はお菓子をつまみながら雑談する時間があった。（毎日ではなかったが。）
女性 40代 お互いに効率良く仕事できる範囲で会話できる関係を作るように一緒に休憩を取ったりする。
女性 40代 勤務時間内の十分な休憩。スタッフ間の意識の共有のためのワークショップによる場作り。
女性 40代 雑談推奨。雑談からコミュニケーションが生まれる。
女性 20代 仕事の話のみではなく、雑談などもするように全員が心がけていた。

女性 50代 時々の食事会など、コミュニケーションを図れるように。また、適宜面談など行う。スタッフ間での不満が溜まら
ないように、上司が相談に乗ってくれる。

女性 20代 スタッフ間での食事会を開催する。また院内研修などでスタッフ間で情報共有したり会話できる環境を作る。
女性 20代 よくみんなで食事にいく。PNS がある。
女性 30代 参加は強制ではなかったが、チーム内で 2 ヶ月に 1 回飲み会があった。
女性 20代 運動会やクリスマスなどの行事に対して催しがある。
女性 30代 院内スタッフでの旅行。
女性 30代 病棟内で、グループごとに旅行があったりと関わり合いがしやすいような取り組み。
男性 20代 所属を越えた定期的な座談会・グループワークの実施。
男性 30代 人員、業務内容に余裕を感じることができれば、自然と良好なコミュニケーションは取れると考えています。

女性 50代 日勤と夜勤者が分かれているので、コミュニケーションは取りにくい。もう少しどちらもできる人がいるといい
と思う。

女性 20代 患者様や家族さんとのコミュ二ケーションはできるだけお会いしたら、今の状態を言ったりと看護師が積極的に話
しかけている。

女性 30代 患者さんとの良好な関係作りについて言葉遣いを気を付ける。

女性 40代 何かコミュニケーションエラーが発生した場合には当事者だけでなく全員で再発防止を考え、マニュアル、業務改
善すること。

女性 20代 直接やり取りを行いコミュニケーションエラーが起きないようにする。
男性 40代 労働基準法への理解を深める。
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女性 40代 多く夜勤ができたり、当直明け翌日日勤可能な場合は上司に自己申告する、高齢ナースや子育て中の方も相談する
と考慮してくださっていました。

男性 40代 他病棟への出張体験。
女性 30代 個人のLINEを使用して、会議や委員会の内容を打ち合わせたくない。アサーティブに、メンバー達と関わり合いたい。

女性 50代 ほどほどの距離感を保つ。仕事に対しては、積極的に意見を交わし、相手からの相談以外は、家庭やプライベート
のことには、基本踏み込まない。

女性 30代 ハラスメントなど陰湿な関係のない管理体制。
女性 20代 コミュニケーション向上委員会がある。
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Q.「給与・待遇の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 50代 最低限の基本給は絶対に守る。
女性 40代 基本給が低いので、モチベーションが下がる。資格手当が低い。
女性 30代 基本給が低いと思う。夜勤しないと手取りがかなり低い。夜勤手当も少ない。
女性 20代 日勤のみで手取り 14 万円はとても安く生活苦。せめて 20万円以上は確保したい。
女性 30代 地方と都会の給料差を見直すべき。
女性 30代 中途入職者は付属看護学校卒業生より待遇が劣る。（入職してからでないと知り得ない情報だった。）
女性 20代 基本給が新人の時からほとんど変わってない。業務はどんどん増えていくのに、お金が増えなくて理不尽。
女性 30代 基本給が 10年経験あるのに、総合病院の新卒並。経験年数・キャリアに合った基本給が欲しい。
女性 40代 経験年数を考慮してほしい。

女性 40代 経験年数からの基本給を提示するのはもちろんのこと、休日手当など業務に関わる手当の充実。それにより、また
頑張ろうと思える環境があると良い。

女性 40代 基本給のベースアップは能力や個別に差別化していいと思う。研修参加、資格取得などの努力を反映させる。
女性 40代 基本給が上げられなくても、職務手当・資格手当などを上げる制度。
女性 20代 基本給はそこまで多くないが、インセンティブがあり給与がもらえていたためモチベーションとなっていた。

女性 20代 単純に給与を上げてほしい。土日休みを取る人が多く不公平感があるため、代わりに出勤している人に手当を出し
てほしい。

女性 40代 中抜けがあるのに交通費が午前中の分しか出ないので午後診の分も払っていただく。基本給与が低すぎる。

女性 20代 離職者が多く、人員が少ないため給料の見直しがあり後から入った職員のほうが高給料となっています。仕事量と
給料が見合っていません。

男性 20代 病棟によって業務量や内容が違うので、業務量や内容に合った給料の見直し。
女性 20代 働く上で給与は大事。看護師は忙しいと自他共に認める社会の中で、仕事内容に見合った給与が好ましい。
女性 40代 仕事内容に対して、給与が安すぎると思います。
女性 20代 看護師は仕事量の割に給料が合っていない。もう少し上げるべき。

女性 20代 仕事内容に合わせた給与。救急であれば仕事量や精神的負担に合わせた待遇が必要である。一般病床では急な入院
を取った際に時間給を上げるなど。

女性 50代 給料が高ければ多少の負担、不満は我慢できる。働いた分だけ、きっちりいただければ問題無い。サービス残業はあっ
てはならない。

女性 30代 時間と給料が割りに合わない。土曜日の午後と日曜日しか休みがなく、それ以外は拘束時間が長く朝から夜まで病
院にいる。

女性 50代 そもそも、仕事量に見合った給与が支払われていれば、このような問題は起きないのでは。
女性 50代 楽で給料が良いということはなかなか無いと思うので、それを理解して働いている。

女性 50代

社会全体の看護師の給与が安すぎる。私立の短大、大学の場合は、年間の授業料は 200 万円程度掛かり、卒業
までにはかなりの労力を要するにもかかわらず、なぜ専門職である看護師の時給が 1,500 円などという馬鹿げ
た金額になるのか、また国家資格でない准看護師との時給の差もほんの僅かであるのはどうしてなのか、更に准
看護師という資格を廃止すべきではないのか、国として、看護協会や看護学会と共に、看護師の待遇改善に取り
組んでほしい。

女性 30代 医師との給与格差がありすぎる。リスキーなのは双方とも同じであり、社会的地位の向上が必要だと思う。

女性 20代 病院のグループや本人の職歴、資格保有について、給与形態が異なるが、今後後期高齢者社会となってくる上で、医
療職、介護職は要するため、給与を上げてほしいと思う。

女性 50代 なぜ介護職だけに特別加算があるのか？施設では協力がなければ、上手くいかないと思う。仕事量が少ない介護職
が看護師より給料が高いのは、不思議である。

女性 30代 最低賃金が 1,000円以上になってきているので、それに合わせて国家資格のある看護師も高時給に変える。看護師
手当としての料金を基本給に反映し、賞与額を上げる。

女性 40代
はっきり言って夜勤をやらなければ安い肉体労働。精神的負担もかなり多い。一般企業に比べると休みも少なく有給
休暇や長期休暇も取りにくい。国家資格、医療従事者として給与を上げてほしい。もっと休みが欲しい。土日祝祭日、
年末年始。台風だろうと休めない。

女性 30代 一般企業よりも年間休みが少なく、休みなく夜勤をする、クレームも受ける、患者からの暴力もある、といった環
境に対して安い給料ではやれません。給料が良いことは良かったと感じています。

女性 40代 毎年少しでも、昇給があること。
女性 40代 毎年基本給が上がる。
女性 50代 年に 1 度の昇給があり、また頑張ろうと思えるように取り組む。
女性 30代 年度ごとに十分な昇給。新人とベテランとで基本給があまり変わらないことが多い。

女性 40代 年ごとに少しでもいいので、上がっていく。上がらない場合は、話してもらう（今のところは、いつ上がるのか上
がらないのか、はっきりしない）。

女性 30代 連続して勤務すると昇給がある。
女性 40代 長く働いてる方には特に昇給や、やはり評価していただきたい。
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女性 40代 入社時、昇給ありとなっていたのに昇給が無い会社だった。規定は守られていないと不信感を持つ。
女性 40代 定期的に昇給する、賞与がもらえる他に、業績により、臨時の小ボーナスがもらえる年があった。
女性 40代 毎年昇給するかしないかは個人目標とかを評価してもらって査定してもらう。
女性 20代 ひとり立ち夜勤や委員会、資格に応じて昇給してほしい。
女性 30代 有資格者や組織への貢献度を明確に評価してほしい。
女性 40代 年齢や資格のみで評価するのではなく、能力を考慮する。

女性 30代 年齢ではなく、担当業務の実績に応じたインセンティブが入るようにし、その額が見える化されるとより競争力が
強くなると思う。

女性 30代 年功序列ではなく、モチベーションが上がる仕組みにしてほしい。全てが数値結果で評価できるとも限らないが。
女性 40代 仕事のできる、できないの差がなく、賞与が出ているため、能力給にしてほしい。

女性 30代 仕事の出来不出来に応じて、給与や待遇を変える。働かない人と働く人が同じ時給だったり年収だったりすること
の無いように、きちんと正当に評価できるように基準を作る。

女性 40代 前病院では、能力評価され昇給に反映されていた。また病院が黒字の時は、全職員に対し臨時の賞与が支給され
ていた。

女性 30代 一律で給与査定ではなく業務評価し、査定してほしい。
女性 30代 人事考課にて評価によって給与を上げる。
女性 40代 個人の仕事を評価して、等級を昇格させる制度。
女性 20代 基本給は毎年評価によって上がるはずだがどう評価されているかが曖昧。特に評価の面談とかはない。
女性 30代 査定などの評価のフィードバックがあること。
女性 20代 病院全体の利益が上がったので、金一封。

女性 30代 病院の収益によりますが、年度末に職員に 2 万円程度の臨時給与をいただき、1 年頑張って良かったと実感でき
たこと。

女性 30代 満床が続いたりした時に賞与が出た。
女性 20代 年間ボーナスの他に誕生日や臨時ボーナスがあった。
女性 20代 入社 1 年目の新入社員であっても夏から賞与が出たこと。
女性 30代 日勤常勤でも少ないがボーナスがもらえる。
女性 20代 賞与額の変動がありすぎるため固定にしてほしい。
女性 20代 賞与の際に賞与の基準を付ける用紙を付けており、その人に合った賞与がもらえる。
女性 20代 自己の振り返りシートを作成し目標が達成できれば賞与があった。

女性 30代 モチベーションが上がるようなボーナスなどが欲しい。件数が増えたら、寸志をもらえるなど。指導件数によって
も給料プラスなど。いくら頑張っても何も無い。

女性 30代
休みはあるけどお金が無いとリフレッシュできないからとの理由で、年間 3 万円ぐらいのお小遣いが出ました。また、
前年度に比べ売り上げが上がった年は現金で１万円支給されました。病院が加入しているリゾート施設などが安く
なるサービス。

女性 30代 院長より頑張った人にボーナスをアップすると直接発言があった。
女性 20代 夜勤手当を上げてほしい。
女性 20代 夜勤手当を上げる。一般床でも危険手当を導入する。
女性 20代 夜勤手当や祝日出勤手当を上げる。
女性 20代 夜勤手当や住宅手当をアップしてもらいたい。
女性 20代 夜勤手当の賃金を上げる。スキルや資格に合わせた手当。時間外を付けやすい雰囲気作り。
女性 30代 夜勤手当の引き上げ。夜間緊急入院手当。休日手当。
女性 20代 夜勤手当が少ない。有給休暇を取ることに対して師長が取るべきでないと考えていることへの考えの改善が必要。
女性 50代 夜勤手当が充実しており、公休が 1 ヶ月に 10日ある。
女性 20代 現職の夜勤手当が 2 交替で 14,000 円なのはモチベーションになります。
女性 20代 夜勤手当が高い（15,000円）。夜勤の場合、朝食と夕食が無料で出てくる。節約になるので助かっています。
女性 20代 夜勤をしていれば稼げるが、していないと稼げない。夜勤をやっていた頃の給与は満足できていた。
女性 30代 夜勤の給与が満足できる。夜勤をやりたいと思える金額。
女性 20代 夜勤５回以上で手当額がアップする。
女性 20代 夜勤を行うにあたり、体調面を相談し、場合により変更してくれる。

女性 30代 看護部として夜勤時間の変更があった際に、今までの夜勤手当＋増えた時間分の残業代として給与を増やすことで
対応した職場があった。

女性 20代 時間外労働に賃金を付ける。タイムカードを導入していない病院なのでタイムカードを導入してほしい（時間外労
働の申告ができない。ベテランが遅刻してきてもペナルティが無い）。

女性 30代 時間外労働に対してはきちんと詳細な時間の記載をしたほうがいいと思います。働いた対価が見えるほうが頑張れ
ると思います。

女性 60代以上 時間外の労働賃金の支払いがなく負担が多く仕事ヘの意欲低下がある。
女性 20代 時間外がきちんと取れるようにタイムカード制など。
女性 50代 タイムカードが 1 分単位でカウントされていた。
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女性 20代 残業代を支払う。休日出勤や夜勤には適切な手当を付ける。
男性 20代 残業代をちゃんと計算して出してもらう。仕事量に見合った給料をもらう。
女性 40代 残業代が１分単位で付く。
女性 30代 残業時間に見合った給与が支払われる。みなし残業が無いこと。
女性 20代 残業時間を申告しやすくしてほしい。
女性 40代 残業が事前申告ではなく、残業した分の手当にしてほしい。

女性 40代 超過勤務については、用紙などに書き直接上司に報告するところが多いようだが、パソコンで自分自身で入力後上
司が承認するため、書きづらさはなかった。ほぼ承認されていたため就業後サービス残業は無かったと思う。

女性 20代 みなし残業手当を用いない。申告された残業時間分、手当を支給する。

女性 30代 サービス残業が出勤前、後に多い環境です。残業にしても遊んでいる訳ではないので残業を申請しやすい環境への
工夫もしくは残業が出ないような仕事量への工夫が必要と感じます。

女性 20代 長日勤でも日勤扱いになっており、現在タダ働きの時間があるため、その分の給与を発生させて、夜勤の手当を上
げてもらいたい現状です。

女性 30代 サービス残業、早出など無く、働いたら働いた分だけ給与が支払われるよう上司が率先して声かけしていると働き
やすいと思う。

女性 20代 前残業代を出す制度が必要。
女性 40代 サービス残業は医療従事者なら当たり前という風潮を変えてほしい。
女性 40代 時間外を取りやすい上司の意識改革。

女性 20代 日勤後、深夜勤後の時間外労働は当たり前。時間外労働の申請をあまり書かないようにとも言われた。国がもっと
看護、介護の現場を顧みないことには絶対に変わらない。

女性 30代 きっちり残業代が出る。休日出勤の廃止、勉強会にも時給が発生する。
男性 40代 勉強会などにも時間外手当を支給する。
女性 20代 透析室勤務のため、危険手当や血液手当など手当が多い。
女性 20代 救急や放射線を扱うため危険手当を付けてくれた。

女性 30代 危険手当を必ず付ける。夜勤しないと一般企業と給料が変わらないので、資格を持っているということに対しての
待遇をしてほしい。

女性 20代 危険手当を付けてほしい。カテ室業務での被曝や、ヘリ業務での危険手当など。
女性 40代 化学療法の曝露する危険のある治療に関わることへの危険手当は必要。

女性 20代 手術室では夜勤が少なく、業務負担に対しての給料が少ないことが多い。手術室手当を付けているところはいい
と思う。

女性 20代 忙しい病棟などには手当を付けるべき（外科など）。
女性 40代 繁忙期には月 5,000円スタッフみんなに還元していた。
女性 40代 離職が多くあった時に手当でカバーされた。
男性 40代 扶養手当を付けてくれる。
女性 30代 幼児の手当は厚いが中学、高校生の手当がないところが多い。一番お金が必要。

女性 40代 住宅手当、家族手当は世帯主にとって助かる。また、看護職になる以前の経歴で基本給を上げてもらえたのはあり
がたかった。

女性 20代 家賃補助や通勤手当がしっかりしていること。
女性 40代 緊急入院を取ったらプラスいくら、などの制度があれば良い。
女性 30代 緊急入院など時間の掛かる業務に手当が欲しい。

女性 20代 美容皮膚科クリニックなので、契約が取れた時や指名をもらった時など件数や金額に応じて賞与や施術プレゼント
などの対応をしてほしい。

女性 20代 祝日手当や皆勤賞などの手当があれば良いと感じます。
女性 50代 皆勤手当、精勤手当など。休まないで働いてもあまり評価されていない。
女性 50代 私の働いていた職場では、入院患者様１人に対して 500 円のインセンティブがありました。とても励みになります。
女性 40代 細やかな手当がある。研修も申請が通れば、自己負担無しで受講できる。

女性 30代 研修、資格にて手当が付くようになっており、また、大学院などの進学も常勤で勤めながら進学できる制度があり
ました。

女性 30代 資格を取ったら手当など付けてほしい。
女性 30代 離島で働いていた時、応援手当をもらえた。
女性 20代 カフェテリアプランという、１年に１回３万円分申請すれば、給料に振り込まれる制度。
女性 40代 長年勤めると、１0連休もしくは 5 日以下の連休＋ 3 万円の支給がある。
女性 40代 時短常勤がある。夜勤専従常勤がある。
女性 40代 育児制度で 16:30まで、小学生になるまで時短勤務がある。
女性 30代 その人の置かれた状況、家庭などを考慮してくれるなら、時短を小学生まで、延長してほしい。
女性 20代 日勤のみの正社員を多くしてくれると子育て後も安心して働ける。
女性 40代 オンコールで呼ばれても手当だけしか出ない。時給が発生しない。
女性 40代 時給の設定が高く、1 年ごとに昇給がある。
女性 40代 パートの時給がいいと働く気持ちも高くなった。突然の出勤や休日出勤は更に時給が上がると良かった。
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男性 40代 やはり、直雇用での非常勤、パート、アルバイトの時給が安い。それなのに、普段の仕事に加え、アナログ的な事
務作業が異様に多い。

男性 30代 年俸制。業績に左右されない支給。みなし残業や退職金を含まないもの。そもそも業績を考えるのは、末端の看護
師の本分ではないので。

女性 50代 燃料手当やボーナスをあらかじめ割り振った年俸制。
女性 40代 面接の段階でしっかり確認する。
女性 20代 面接の時に希望年収を聞かれたのは良かったです。

女性 50代 上司が定期的に困っていることはないか、尋ねて、改善の努力を目の前で進める。現場の職員に経営状況などきち
んと正しく伝え、理解できるよう努めてくれる。

女性 30代 年 1 回ぐらい上司と話す機会を作り、待遇や給料など話す場があり、自分の頑張りを認めてくれるような待遇を受
けることができる。

女性 20代 管理職は必ずスタッフ一人ひとりと面談した上で、人事考課を行うべき。
女性 30代 業績評価を行い、年に何度か面接を行って評価してほしい。
女性 30代 気付いたことや改善案は上司に話すようにしていた。家賃補助があってもいいのでは、など。
女性 20代 アンケートや要望を伝える機会がある。

男性 20代 賞与が高くても、基本給が低い場合や、基本給が高くても賞与が低ければ実際の年収は変わらないため、年収がど
のくらいアップするのかをキャリアアップのシステムと共に見える化する。

女性 40代 昇給あり、賞与ありではなく、はっきりした数字で表してほしい。

女性 20代 他の病院と比較すると夜勤が多い割に給料の少なさに驚いた。給料明細について詳しく教えてもらえると納得でき
ると思う。

女性 20代 年休を勝手に使われており不愉快に感じた。
女性 20代 年間 120日以上の休み。夜勤手当１万円以上。
女性 30代 忌引や結婚式なのに有給休暇消化だったりと、慶弔休暇があるにもかかわらず使わせてくれませんでした。
女性 30代 福利厚生を整えてほしい。危険手当や休日手当など保証してほしい。
女性 20代 福利厚生の充実、医療費補助など。
女性 20代 福利厚生が充実している。引越し代金などを全て保証。
女性 30代 福利厚生（診療費 ･ 薬代が無料、スポーツ観戦が格安でできるなど）。

男性 40代 労働組合を通じての労使間での情報公開と労使交渉。特に人事評価と給与・賞与に関しての交渉の実施。同時に労
働組合を通しての待遇改善要求と交渉の実施。

男性 40代 労働基準法への理解を深める。
女性 60代以上 長期で勤められるよう環境を整え、十分な給与と希望時有給休暇の消化ができるなど働きやすい体制作り。
女性 40代 常勤、非常勤の格差が大きいので、それぞれのメリットを生かせるような仕組み。
女性 40代 奨学金制度がある。

女性 50代 研修費などほぼ自己負担。採用前に就職していた人に、全額出ると聞いていたが、実際働き出すとほとんど出ない。
資格手当が無いためにモチベーションが上がらない。

女性 20代
季節の節目にクリスマス会なんてしないで給与を増やしてほしい。入院中の人の気晴らしになるならまだしも、イ
ルミネーションなんて外来の人しか見ないからいらないし、イルミネーションするお金があるなら給与を増やして
ほしい。

女性 40代 ベースアップ。全額残業代支給。夜勤の後のタクシーは乗り合いではなく個々が終わり次第速やかに帰れるタクシー
券支給。主任以上は年に 1 度有給休暇とは別に 3 日程度のリフレッシュ休暇を付ける。

女性 20代
それまで未消化の有給休暇を買い上げて退職時に慰労金として支払っていたのに加え、独自に積立制度を設け、退
職金が支払われることになり、長く働きたいと感じる環境になった。また、副業可なので、休みに単発で派遣とし
て働いたり、他に興味のある仕事をやってみることができ、看護師免許を持ちながら色々な仕事をすることができる。
看護師以外にも居場所があるという実感の安心感は大きいと思う。

女性 40代 501 人以上の会社だったので、子育てしながら、週 21 時間勤務で社会保険に入れてもらえた。
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Q.「教育・研修の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
男性 20代 無駄な勉強会は無くす。
女性 40代 勉強会を定期的に行い、医療の知識、技術の共通理解を深める。
女性 30代 病棟内での勉強会が定期的に行われる。
女性 20代 認定または専門看護師が率先して、勉強会を行っていた。
女性 30代 得意分野のある認定看護師などが勉強会を実施してくれた。

女性 30代 透析室スタッフが行ってくれる透析についての勉強会。病棟の半数以上の患者様が血液透析を受けているが、病棟
勤務の自分は透析のことを詳しく分からないため。

女性 50代 定期的に勉強会を開く。全員で接遇マナーの DVD を視聴したり、個人が準備した勉強の発表を聞く、自分が発表す
る。外部の研修にも参加する。

女性 50代 定期的なミーティング。外部講師による研修（時には、看護、医療以外のことも）。医師などと合同の研修、勉強会。
女性 20代 年間いくつもの勉強会が企画されており、残業代が出る研修もあるので、参加しやすい。
女性 20代 時間外で給料は発生しないものの、業者などがお弁当などを用意してくれての勉強会がある。
女性 40代 昼のカンファレンス時に合わせた、ミニ勉強会。

女性 20代
月に 1 回病棟で勉強会を実施している。ノバイスは技術チェック表があり病棟内に張り出されているため何が
行ったことがないのかすぐに分かるようになっている。外部の勉強会に参加しやすい（快く休みをもらうことが
できる）。

女性 60代以上 定期学習会が無い。介護施設なので介護が管理者という立場にあり、看護師の学習会は全く無い。介護施設での看
護師の自己研鑽はどうしたらいいのか分からない。

女性 30代 新卒で入職した病院では、学会費用の負担や、職場のスタッフみんなで勉強会に参加したりと、みんな向上心に溢
れていた。

女性 30代 病院全体の研修、各部署での研修、チームでの教育など大きいグループ、小さいグループでも個々の教育に細かく
取り組んでいる。

女性 20代 病院全体での研修や勉強会が整っているので技術習得などには良い環境であると思う。
女性 20代 年に 10回程度は研修があり、また先生からや先輩達からの勉強会も定期的にある。
女性 30代 適時研修や先輩と復習したりする時間があった。
女性 20代 少人数制の研修にして分からないところはきちんと聞けるようにする。

女性 60代以上 定期的に研修を実施し、研修生を講師に教育を計画的にやれば実施側も意欲的に取り組め受講生も自分の将来につ
いて向き合うことができるのではないか。

男性 40代 夜勤明け、半日勤務者向けの研修。
女性 30代 日勤後に研修をするのではなく、日勤中に交代で研修を受けられるよう時間を設けた。
女性 30代 必須研修や案内教育は勤務時間中に開催され、日勤中の人はほとんど参加させてもらえていた。
女性 20代 日勤勤務時間内に研修がある。これまでは時間外での実施で、なおかつ残業代は出なかったが受講必須だった。

女性 40代
毎日のように時間外に研修があり仕事も終わらないまま研修に参加してその後仕事の残りをしての帰宅でした。新入
職でしたが経験があるとのことで 2 ～ 3 年の先輩方の勉強会にも参加していました。全く分からないままだし、周
囲は先輩方なので緊張の中でした。新入職ならその病院ではみんな 1 年としそこからスタートすればいいのではと
思いました。

女性 30代 研修を受けたいが時間外勤務になることをみんな嫌がるので時間内で時間をずらして受けられる体制があれば良い。
時間外研修は報酬を設ける。

女性 30代 勤務時間内に終わるように開始時間の設定。研修日はスタッフを多めに配置する。
女性 20代 就業時間外に院内・社内研修を行わない。休日に研修を行う場合はせめてリモートで参加できるようにする。
女性 30代 時間内に研修ができるように設定していた。自宅でも E ラーニングなどで受講できるようにしていた。
女性 20代 人員不足の際に、全ての研修を休講にして、ネットでの自己学習へ変更した。
女性 40代 年次研修などに出席する際、業務が滞らないよう人員配置が手厚くなる。

女性 40代 病棟勤務の時は随時色んな研修がありましたが、今のところは研修が全くなく、また人員不足であり誰もあったと
しても行けない状況がある。

女性 50代 目標に応じた研修に参加したいが、シフト調整してもらわないと参加できない。
男性 40代 頻繁にあるが煩雑で参加しきれない。また参加しないと人事考課にマイナス影響がある。
女性 40代 毎年同じ研修を同じ人が受けるのでなく、無駄なくまんべんなくみんなが受けられるように勤務調整する。

女性 20代
病院内、病院外においての研修のポスターの掲示、朝の申し送りの際に喚起している。新人教育体制はクリニカ
ルラダーに沿って実施。病棟目標にて、年に 2 回以上の研修参加、参加後に研修内容発表、報告書レポート提
出あり。

女性 20代
どういう研修があるかお知らせや広告などを積極的に交付、声かけをしている。院内の教育のプログラムを、きち
んと作成している。また自分の部署の場合、部署の教育のプログラムも作成している。個人の家庭環境などに応じ
て修正も行っている。

女性 20代 研修内容が分かりやすいところに設置されており見やすい。

女性 40代 研修があれば、知らないことを知ることができるため、自分にとってのスキルアップや、再確認ができる機会を作
ることができる。
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女性 30代 研修は強制にしても意味が無い。自分達で業務に生かせる研修や講義をリクエストしてもらい、意見の中から採
用する。

女性 20代 自分が必要な研修に参加し、場合により残業を必ず取るように上司や先輩から声をかけてもらう。

女性 20代 院内研修が多いこと、勉強会の企画をすることができ勉強になった。しかし、師長から強く勧められた研修は自費
扱いなこと、休みは希望休で消費されてしまうことが気になった。

女性 40代 職員研修が勤続年数ごとに実施。業務のステップアップ研修。
女性 20代 勤続年数に応じて研修の年間スケジュールが組まれている。
女性 20代 年数によって研修があり、部署内でのフォローがされていた。
女性 20代 年数や経験に合わせて院内外の研修を勧めてくれる。
女性 30代 キャリアに応じた研修が年間計画として作成されておりラダーにより正当に評価されている。
女性 50代 病院、病棟、個人の年度計画と達成度と長期的なアプローチ。
女性 20代 毎年毎年目標を立てるが細かく修正されるため、やる気が出ない。
女性 40代 人事面談で自分の目標を明確にする制度。
女性 40代 年間計画を立て、部署内で適任であろうスタッフを研修に参加させていた。

女性 20代 年間スケジュールに沿って研修が進められていること。また、看護協会などの研修・学会日は希望休と別に休みが
取れること。

女性 30代 独自の教育制度を作成し、E ラーニングも作成していました。また、個人でポートフォリオを作成し、管理者がその
人それぞれの学習、業務状況に応じたキャリア面談を全員に定期的に行っていました。

女性 30代
独自の看護教育プログラムがあり、それに沿っていけば基本的な看護技術から、発展的な看護の視点まで学べるとこ
ろ。しかし、自己時間での参加、参加費用（研修によっては 3 万円以上）は自己負担であり、意識が高くないと参加、
維持は難しい。

女性 40代
レベルに応じた教育年間計画に沿って実施。教育カルテ導入。前職では、スタッフ全員でプリセプターシップ導入。
月 1 回病棟内で勉強会実施。研修や学会に参加したら伝達講習をする。年間計画として医療機器などのテスト実施。
医療安全研修（倫理を含む）がありテスト実施など。

女性 30代 業務内容がマニュアル化されている。

女性 30代 マニュアルをしっかり作る。更新する。日々の教育担当をフリー業務者として立てる。受け持ちと兼任しない。研
修の日は受け持ち業務は行わない。

女性 20代 パンフレットやノートを用いた情報交流、研修など。タブレットでのマニュアル確認など。
女性 20代 病院独自のカリキュラムで入職時からしっかりサポートしてくれる。また、キャリアアップに積極的である。

女性 20代 病院独自のラダーが研修を受けなければ修得できないようになっているため、知識や技術が確実に身に付いた状態
でラダーを更新していける。

女性 20代 専門分野の冊子などを個人に対して提供してくれる。
女性 20代 統一した教育体制が必要。看護師それぞれで教え方が違うと本当に困る。
女性 20代 教育体制の統一がなく、先輩方それぞれの指導で困惑する部分が多いです。
女性 20代 配属前に 3 ヶ月掛けて配属部署を回れた。自分が働くのを想像できて良かった。

女性 30代 入職時に規定などをきちんと教えてくれる時間がある。スキルアップのための時間を考慮してくれて学会などに参
加できるようにする。

女性 30代
入職時にビデオを導入した研修を受け、不安な手技や面に関しては一緒に確認しながら学ぶ場があり、それを師長
自らが行っていただけけるので、習う人によって差が生じたり、聞いていないなどの無責任が生じないことは働く
上で大きな安心につながった。

女性 30代 入職したらその職場に慣れるまで教育係を付けたり、研修や資料などがあると早く職場にも慣れると思う。
女性 20代 初期の教育制度がきちんとしており、技術項目を上司に確認してもらえる。

女性 40代 入職から 1 年、2 年、3 年、それ以降と目標を決め、目標達成度を評価し次年度につなげる。上司と各スタッフが
お互いに把握できるシステムです。

女性 20代 新人達成目標マニュアルを作り、自立してできる項目が達成されるまで、繰り返し指導してくれた。

女性 30代 新人研修をしっかりやってくれた。病棟でも独り立ちしても大丈夫か、一つ一つの技術について先輩が確認して
くれた。

女性 20代 新人研修の回数が適切で、1 年間を乗り越えられた。院外での様々な研修に参加できるように資料掲示がなされ
ていた。

女性 30代 新人研修では進捗状況を全ての職員が把握できるよう、チェックシートを用いている。

女性 40代 新人一人ひとりに合った負荷の掛け方を主任以上の人材が共有して教育計画を練る。どの主任と組んでも新人がど
のレベルにいてどこをフォローすればいいか把握できていると良い。

女性 20代 その人に合ったスピードで教えてもらえる。プリセプターが１人ではなくて２人以上で相談し合える。
女性 30代 プリセプター同士の話し合いの場を設けて意見交換し、プリセプティの情報共有。

女性 20代 プリセプター制度。月に何回かプリセプター、主任、リーダーなどを交えて新人のカンファレンスを行う。どんな
ことができて、できていないかの OJT の確認の書類を毎月書く。

男性 20代 達成度をチェックシートに基づいてプリセプターと確認できる。

女性 20代 新人の頃はプリセプター制度があり研修も頻繁にあった。経験年数や中途採用向けの研修や教育も充実しており、プ
リセプター以外にもチームリーダー、教育担当、副師長、師長とみんなに相談しやすかった。

女性 30代
プリセプター制度が良かった。集合教育に関して、入職年度が同じくらいの職員でグループを作り、そこに先輩ナー
スが一人付いてケースカンファレンスをする研修が良かった。接遇研修について、外部講師を招いて行った研修が
良かった。
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女性 30代 PNS 看護方式を活用した指導体制。
女性 20代 PNS だったので、ペアの看護師に気になることや分からないことを業務の場面で確認することができた。

女性 20代 新人にはプリセプターを付けてくれ、先輩に相談などしやすい環境が整っていた。看護技術チェックリストがあり、
どの先輩にも特にどの教育を強化するべきか、理解してもらいやすかった。

女性 30代 プライマリー制度など新人１人につき２人のプライマリー看護師、実技指導看護師が付いてくれていた。

女性 40代 プリセプターを付けていただいたり、分からないことがあれば聞ける体制がありがたく、新人には必要と思う。（し
かし、聞きにくい雰囲気で気を遣った。）

女性 20代 １人のプリセプターを入社後ほぼ毎日同じ勤務にしてくれてプリセプターから継続的な指導を受けられる。

女性 30代 プリセプターが無い現場だったが、スタッフ間での相性を見ながらメインで指導するスタッフを主任が選び、指導
していただいた。

女性 20代 プリセプター制度などに拘らず、先輩同士も同じレベルで同じ技術を提供できるようにしておくべき。ラダー制度
はあまり意味が無い病院もあることを理解しておくべき。

女性 40代 新人はもちろんのこと、途中就職者に対してもプリセプター制度が設けられている点です。また、興味がある分野
を見付けられる勉強会や研修があり、興味が持てると委員会に入って、更に追求する勉強会を開催している点です。

女性 30代 新しい業務に入る時は事前に見学から始まり、ワンツーマンでひとり立ちするまでフォローしている。
女性 20代 実施指導者が付いており、相談がしやすい。課題を添削してくれる。

女性 30代 誰でも初めてのことは上手くいかないが、上手くいかなかったことを怒ったり、心配して確認しているにもかかわ
らず怒ったりしない。プリセプターは決まっていても、教育担当を別に置くなど、方針を決めて支援体制を整える。

女性 20代 病棟、美容クリニック共に研修とプリセプター制度があり分からないことは聞ける環境だった。
女性 20代 分からないことがあれば、聞ける環境があった。外部研修にも積極的に参加させてもらえていた。
女性 20代 病棟や施設が一丸となって、新人指導、教育を進めていく。
女性 30代 教育制度が整っていて、新人のみでなく２年目以上も教育担当者が決まっている。
男性 40代 通年人員不足のためか、中途で入ってきた職員に対しての研修などが無く、すぐに現場に出ることになる。
女性 20代 中途採用や異動者に対する手厚い指導が必要。

女性 30代
個々の指導力が高い職場に中途採用で入職した時のことです。プリセプター以外のスタッフからも細かく支援を受
けられ、自分の能力に応じてスムーズに職場環境に馴染むことができたため、夜勤業務やリーダー業務への対応が
早い段階で可能になり、戦力としてやりがいを持って働けました。

女性 30代 中間管理職や、専門・認定を目指す方法や実施の経験年数など、看護師のスキルアップのためのビジョンが入社時
の説明会で説明されていた。

女性 20代 ラダー教育がやりやすかった。中途の人でもラダー教育に則って教育し、不足分は病棟での勉強会や上司と相談す
ることで補っていた。

女性 20代 1 年目からラダー研修制度があり、基礎知識から学べる。必須は 4 年目までだがそれ以降もキャリアアップを図る
ために、認定看護師の勉強会が実施されていたり、管理者の研修制度がある。プリセプター制度をとっている。

女性 20代 3 年目までラダー評価を使用しており定期的に研修が既に組み込まれている。
女性 30代 3 年目まではフォローアップ研修があり、中堅研修や係長研修も泊まりであったり、時々他職場と交流する機会がある。
女性 30代 一定のレベルに達するまでは、経験年数にかかわらず、先輩が補佐している。

女性 50代 まずは、先輩から指導を受けたり、先輩の行動を見て覚えて、分からない時は自分から質問し学び、自分でも勉強
していくものだと思います。

女性 30代 病棟だけでなく院内院外の研修にも参加。
女性 30代 年に 1 回以上看護協会主催の勉強会に参加させてもらえたこと。
女性 50代 皮膚科クリニックでフットケア講習会に参加させてもらえる。定期的に疾患や薬の勉強会がある。
女性 50代 積極的に外部の研修に参加できる機会を与え、研修の内容を施設内で伝達講習して、スタッフ間で情報を共有する。
女性 50代 専門の学会など、行かせてくれ、業務に取り入れることを受け入れようとする。

女性 40代 ランチョンセミナーであるが、夕方よりは、参加しやすい。また、現場で役立つ内容（インシデントの情報共有や、
採用薬剤や現在も行われている検査など）であり、興味が湧く。

女性 20代 学会の参加や発表、院内研修を積極的に行っていた。

女性 40代 決まった人や常勤しか研修に参加できず、院内の決まったものにしか出られない。やる気のある人に参加してもらい、
伝達講習などをして知識を共有。

女性 40代 毎年 2 日程度の仕事扱いでの研修。
女性 30代 担当した委員会に関連した研修に日勤として研修費用も病院負担で行かせてもらえた。

女性 30代 必要な研修だけ行けて、勤務扱いにする。また、交通費研修費は病院から支給してほしい。資格取得に掛かる費用
全てを病院で負担してほしい。

女性 20代 病院から研修費が出る。
女性 50代 無料で内外の研修に参加させてもらえる。
女性 20代 認定、専門看護師取得支援、院外のセミナーや講習への助成。
女性 30代 自由に院外の研修に参加したい。金銭的サポートをしてほしい。

女性 30代 キャリアを積みたいと思う人が、無料で受けられる教育体制があること。受講する内容を選択でき、受講できた場
合は、ポイント制にして何かに還元されるようなインセンティブがあったらなお良い。

女性 30代 費用や参加するための休みを助成してもらえること。
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女性 30代 病院から行ってほしいと言われた研修なのに有給休暇消化だったり、費用は個人持ちだったのでとてもモヤモヤし
ていました。

女性 40代 いつでも行きたい研修に行けるように、職場からの金銭的なバックアップだけでなく、シフトを組んで、行けるよ
うにする。人数をしっかり揃え、新入職者に対してもしっかりと教育できる時間があると良い。

女性 50代 感染・医療安全について研修が義務付けられているが、業務が多忙で参加できない。参加できない分は、ネットで
の視聴が義務付けられているが時間外になるので不平等。また、スキルの評価がされていない。

女性 20代 １年に規程のポイントを好きな研修に参加して必ず集める。
女性 50代 必要と思う研修を提案できる。
女性 30代 担当している委員会に当てはまる研修は看護部長などが勧めてくれる。
男性 50代 関連施設へ研修へ行き学ぶ。

女性 40代 卒後教育や、経験年数に応じたスキルアップの研修は必修として外部の研修や講習も積極的に取り入れつつ、年間
で院内の教育計画に入れるべき。個人への定期的なフォローも必要。
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Q.「看護業務の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
男性 20代 無駄なことは省く。戸惑ったことや困難に感じたことは共有して改善していく機会を作る。

女性 30代 無駄な仕事をいかに減らせるか（事務系の仕事が多い、紹介状の郵送や、他の病院への紹介予約を看護師が取っ
たり…）。

女性 20代 不要な記録を減らす。
女性 50代 同じ記録を何回もしない、伝えるべきことをスタッフ全員に伝わるようにする。
女性 30代 看護必要度やフロー入力が減るといい。看護業務以外のパソコン作業が多すぎる。
女性 30代 不要な慣例の見直し。

女性 30代
申し送りに時間が掛かりすぎるとのことで申し送りが廃止された。（夜勤ナースから日勤ナースへの）申し送り連絡
ノートに記入、リーダーに報告に変わった。リーダーより各部屋持ちナースに個別で申し送りとなる。各部屋の受
け持ちが患者バイタル、排泄量、食事量など記入できるように記入表が作成された。

女性 50代 申し送りノートや連日通院の患者さんに関する申し送り、各種マニュアルや管理ノートの活用をしている。
男性 50代 申し送り廃止と患者情報の共有システムの円滑化。
女性 40代 無駄な申し送りの廃止（記載していることは述べず必要なポイントだけ申し送る）。ペーパーワークの簡易化。
女性 40代 電子カルテ化による業務分担や入力による簡素化。
女性 30代 電子カルテで、記録しやすいようよく使う文は登録して記録時間の短縮ができました。

女性 20代 紙の書類を最低限にして電子カルテに記録するシステムにしたこと。前職は紙の書類が無駄に多く仕事量が半端な
く多かった。

女性 40代 記録は紙ではなく、タブレット端末などで共有する。
女性 40代 記録時間が少なくなるようにルーチンの項目をパス化したこと。
女性 30代 カルテに入力する記録の量を減らし（フォーマットの変更）、業務負担を軽減させた。

女性 20代 無駄な業務や勉強会があるので減らしてほしい。毎日、次の手術に必要な物品を揃えるために残り、当日は朝早く
来て手術の搬入に間に合うように準備を進めるが、始業時間より早く来ないと完全に準備を整えることができない。

女性 20代 翌日の指示内容や点滴が届いているかなどの確認をまず遅出、後に夜勤ペアで行っていたが、夜勤ペアのみのチェッ
クへ変更になり、不必要な業務が見直され遅出の業務負担改善につながった。

女性 60代以上 毎日の検温を入浴日にした。日勤業務を夜勤（朝）にした。
女性 30代 バイタル測定の頻度や各業務の振り分けなどを見直し負担の軽減についてスタッフ間で話し合い実現できました。
女性 20代 毎日環境整備を行い、常にスタッフが業務を遂行しやすいようにしていた。
女性 20代 毎月会議で業務改善案を出し議論していた。
女性 20代 負担と感じている業務を軽減できないか常に話し合うこと。
女性 20代 病棟で率先して不要な業務を年に何度も洗い出して業務の見直しを行っていたこと。
女性 20代 日々業務改善がなされ、遅番ができたことにより日勤の残業が確実に減ってきた。
女性 20代 残業が多かったりした時は、病棟会議でどのようにしたら残業が減らせるのか業務内容の見直しをしたりしていた。

女性 30代 どのようにしたら、患者への負担が少ないかなどを常に考え、看護師間で意見を出し合い業務がスムーズに行える
よう改善、修正を行えていた。

女性 30代 師長が業務内容を何度か見直していたり、職員に聞き込みし、改善を図る。

女性 20代 業務改善委員が積極的に取り組んでくれていた。例えば、朝早く来て情報収集する時間を減らすために、薬の準備
を前日に済ませておくようにした。

女性 20代 前日までに次の日の点滴や処方の有無を確認しておく。
女性 30代 セル化方式看護で、病室に必要な物を揃えて、ナースステーションに、極力帰らなくて良くなった。
女性 20代 別フロアでも同様業務ができるよう物品配置などの統一。
女性 50代 物品の配置や医療素材の見直し、使い方の工夫など小さなことから見直し改善していく。

女性 30代 手術で使用する物品がキット化された。キット化されたことで準備の時間が大幅に軽減されて、準備の時間が短縮
された。

女性 40代 残業になりやすい業務にあてる時間を、優先的に勤務時間内に割り振っている（例えば、書類作成時間を、それ専
用の時間として各自に交代で割り当てるなど）。

女性 20代 夜勤の仕事量を減らす。
女性 40代 夜勤帯の採血を日勤帯にする。おむつ交換の回数を減らす。医師からの指示受けの締め切り時間を作る。

女性 30代 夜勤帯で忙しいことが多かったので、それまで夜勤帯で行っていた業務を日勤に回したりし、負担の軽減と業務の
効率化を図っていたところ。

女性 30代 夜勤での業務を減らすために、薬剤投与や処置をできるだけ日勤でできるよう医師にも協力してもらい調節していた。
女性 20代 夜勤コール対応などで帰りが遅くなるため、9 時に帰れるように、夜勤者は朝 8 時 30 分には PHS を返す。
女性 40代 他職種への業務の振り分け。
女性 30代 他職種との連携を強化。個々のスキルアップのための勉強会、研修。

女性 20代 毎年業務改善を部署で話し合い、必要に応じて看護助手の業務に組み込んだり、配下膳やベッドメイクについては
業者に委託している。

女性 20代 補助員の補充や業務の専門化をする。看護以外の仕事が多すぎるため。
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女性 40代 物品管理や整理整頓やパソコンメンテナンスなどは、看護以外の専門家にお願いしたい。
女性 20代 物品の補充などのヘルパーさんにできることは依頼しています。
女性 30代 半日のパートさんが何名かおり、褥瘡の処置や検査出し、外来への送迎などを依頼でき業務負担の軽減になっていた。

女性 20代 日勤メンバーの中で、補助業務のみを行う人員を一人作ることで、受け持ちを持っているメンバーの業務量を減ら
すこと。

女性 20代 内服や点滴は薬局が中心管理している。
女性 20代 看護助手の補充が欲しかった。助手業務が多く時間内に仕事が終わらないことが多々あり。
女性 50代 看護助手や介護士の導入、病棟クラークの教育などを行い、看護師でなくてもできることは、看護師はしない。

女性 30代 看護助手との分業や協力体制を適宜話し合っていた。医療行為以外の日常生活の援助は、看護助手と協力して実施
していた。

女性 30代 書類作成・整理、入院案内などを事務職員が行い、看護師は看護業務に専念できる。

女性 30代 事務的な業務を減らすように、クラーク、医事課など他職種に業務を振り分ける。例えば、看護記録が膨大なのに
加えて、看護必要度の記載など、コスト面での記録などは事務的に業務を振り分けする。

女性 30代 上司しかできない仕事が多く、看護師でなくてもできる書類業務はマネジャーみたいな事務処理をしてくれる人を
もっと雇う。

女性 40代 今施設にいますが、施設ナースがいないため、訪問看護師が施設ナースのように雑用している。施設ナースを置く
べきである。

女性 20代 看護師の行う業務範囲が広すぎるため、医師や薬剤師、助手、クラークなどと業務分担を再調整する。

女性 30代 看護師がヘルパーさんの仕事をすることが多いので、業務をもう少し減らしてほしい。でないと、ケアが十分にで
きない。

女性 30代 看護師、看護助手、クラークの人事配置をしっかり行い、看護師業務と看護助手業務、クラーク業務の業務内容を
振り分け業務量を削減する。

女性 20代 看護師、介護士、事務などスタッフの仕事内容を明確にすること。余裕があれば仕事を分担し合えばいいと思う。
女性 20代 看護補助者や介護士などをもっと導入し看護師の仕事に専念できるようにする。

女性 30代 師長が看護業務の分配を適正に行われていない場合、スタッフは看護部長に相談して見直してもらうことができる。
シーツ交換や掃除は業者、薬品の補充や管理は薬剤課など、業務を分担できるようにする。

女性 20代 看護と介護の業務を分けて、介護士にも介護業務を行ってもらう。看護業務より介護業務をやっている時間が長い。
女性 50代 配薬のセットは看護師で内服は介護職にお願いしている。
女性 30代 病院に介護福祉士を配置して介護と看護の仕事を明確にする。

女性 50代
医療現場や介護現場においては、看護師が看護業務に集中できる環境を作ってほしい。看護師でなくてもできる仕
事は、看護助手や介護職員などの職種がやるということが当たり前になる環境作りが必要である。医師は、看護師
の仕事を理解していない人も多く、個人クリニックなどでは、看護師を下働きのように使っているところも少なく
ないので、看護師の仕事をきちんと理解し、尊重してもらえる環境作りをしていく必要がある。

女性 20代 日勤帯で人が少ない際は、夜勤が点滴作成や薬の仕分けを行う、バイタルは入力するなど、一部日勤業務を行って
いた。

女性 40代
工夫などと言えるか分からないが、以前は勤務帯に起こったことなどはその勤務帯で処理しなければならない風潮
だったが、緊急入院などの業務など、記録以外のことは次勤務に申し送り、部署全体で業務を協力することができ
るようになった。

女性 20代
なるべく時間内に業務が終わるよう午後のカンファレンスの時に各スタッフの残務を確認し、残務の多いスタッフ
のところに余裕のあるスタッフが手伝いにいけるようにしている。それでも業務が終わらなければ、次の勤務者に
引き継ぎお願いする風習がある。

女性 50代
１日の業務の流れをみんなで声をかけ合い、必ずやらなければならない時間業務以外は、個人がそれぞれの動き
に合わせ、声をかけ合い、やる。これをしてから、無駄なおしゃべりなどしなくなり、スムーズに業務が終わる
ようになった。

女性 30代 業務分担や手の空いた人が業務中の人への声かけ。協力し合える雰囲気作り。
女性 30代 協力して業務が終わること、チェックリストやマニュアルなど可視化して必要な業務を分かりやすくしていること。
男性 40代 ペアナースでの業務で協働し、残務がある際は片方のメンバーが残りもう一方は定時で上がることができる。

女性 20代 2 人 1 組で看護ケアをするため、安全確保しやすく看護記録を書く時間も交互に取れるため就業時間内に仕事を終
わらせることができる。

女性 20代 部屋持ち制度から PNS になった。
男性 30代 PNS 制度を取り入れて時間外が軽減した。
女性 40代 各病棟ごとに分けず、他部者とも常に連携を取り看護の提供を行っている。

女性 30代 モジュール型継続受け持ち方式が良かった。休日、手術が入っていない時、手術室スタッフに病棟業務の手伝いを
依頼できる。

女性 30代 シグナルを作り、患者さんが院内で持ち歩くファイルに付けたことで、医療従事者側が次に何をする人なのか、分
かるようになった。看護師がその場にいなくても医師が気付いて動くようになった。

女性 20代 検温担当と処置担当と業務分担を行い、仕事に集中できるよう工夫されていた。
女性 40代 看護業務の記録について、記録の時間を順番に設け、集中してできるように記録者以外がナースコール対応をする。

女性 60代以上 予約入院患者について、外来診療中にクリニカルパス説明を行っていたが、中央化したことで診療業務がスムーズ
になった。

女性 40代 業務分担してできるだけ偏りのないようにシフト調整したり、フォローに回れる体制作りを意識する。
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女性 30代
業務分担が明確にされており、日勤、夜勤の業務はもちろん、日勤帯メンバーの役割分担も明確に決められていた
ため、自分の仕事が分かりやすいし、大変な業務も分かるので手伝いもしやすかった。日勤夜勤の業務分担で追加
などあれば月 1 回の会議でしっかり話し合われていた。

女性 50代 部屋持ちナースと業務フリーナースを日割りで分担している。

女性 20代 平日日勤は受け持ち制、夜間・休日は機能別での勤務体制を行っており、機能別での勤務は身体的にも精神的にも
ストレスが多い。

男性 30代 夜勤専従の実施（あまり上手くいかず廃止されたが）。ストレスを強く感じている職員は退職ではなく異動を積極的
にできるようにするなど。

女性 20代 保清面など衛生面がきちんとしていて、一から手技を徹底的に教えてくれる。
女性 30代 不慣れな業務や行ったことのない看護業務に対する勉強会や会議をこまめに行う。

女性 40代 安全対策などに合わせて業務内容が変わるが、その都度学習会が開かれたり、説明会があったりして、どの部署で
も同じように看護を提供できるようにしていた。

女性 30代 処置や検査などの細かい説明書を作って看護スタッフみんなで共有すること。
女性 20代 前は、クリニックだけどマニュアルがあってやりやすい環境があった。見れば分かるようになってた。
女性 20代 どの業務をどの人もできるようにマニュアルを作ったり、仕事の負担が一人に掛かりすぎないようにしていた。

女性 20代 業務内容のマニュアルを決めて、それどおりに働くことを徹底した結果、余分である業務や人手が不足している業
務が分かった。

女性 40代 常に、やりやすいことをテーマに業務をこなしていき、必要であれば、マニュアル作成し、紙面で残す。
女性 30代 マニュアルの見直しを日頃から行い、意味の無い業務や重要性の低い業務は排除していく。

女性 20代 マニュアルの見直しは委員会などで適宜施行されている。残業を減らすため業務の流れを検討していきながら業務
を遂行している。

女性 20代 チェックリストや手順を作成し全員が周知できるように決められており、毎年見直しされ、改善されていた。
女性 20代 業務遂行のためのマニュアルはあるが、ある程度の臨機応変は認められているところ。
女性 20代 入院患者の入院日の検討により各曜日に業務が偏らないようにする。
女性 30代 看護業務を数値化し、1 日の業務量を朝一人ひとり計算し、多い人は少ない人に手伝ってもらう。
女性 20代 訪問件数が偏らないように割り振ってくれる。
女性 30代 平等に 10分くらいでも交代で息抜きできるように工夫してもらうといい。
女性 40代 働き方改革と言うが他部署も交えて協力体制を整えてほしい。中身が同じなだけで時間が短くなっただけだから。

女性 30代 直属の上司だけでなく部長に意見を言うことができる環境を部長や直属上司がすぐ連絡が取れ相談に乗っていただ
けるように体制を取っていただいている。

女性 30代 業務に対しての困難さや意見をボトムアップしやすい風土作りが必要だと感じる。
男性 20代 入浴介助や医師の処置の補助など、時間や体力を使う業務に対して、少額でも別途の手当を支給する。

女性 50代
人員不足の調整がおかしい。多数部署の兼務で補おうとしているが、業務が減る訳ではないので、結局多忙になる。
診療報酬での看護師の配分を 10対 1 から 13 対 1 にするなど看護師不足をとりあえずしのいでいるが業務が減る
訳ではないので多忙になるだけ。

女性 30代
エラーが起こりにくい物品の導入。コストだけを下げようと針刺ししやすいサーフロを利用せず、職員の安全も守
りつつ業務をスムーズにできる工夫（ワンタッチ針刺し防止弁付きサーフロの導入など）をしているところは安心
して働ける。

女性 40代 インシデント対策として、ダブルチェック対策を強化した（その日ごとにダブルチェック係を任命する）。

女性 40代 リーダー育成に力を入れて誰もが同じレベルで看護、リーダーシップがとれるようにしていた。おかしいことがお
かしいと言える風土作り。みんなが意見を言え、反映する看護業務。みんなで業務改善。
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Q.「業務改善の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 30代 毎日チームカンファレンスを行っている。
女性 20代 無駄な業務がないか、適時カンファレンス（月例会など）を実施している。

女性 40代 病棟カンファレンスの時に個々が業務改善できる点を毎月考え改善点と共に叩き台を提出しみんなの意見を聞きみ
んなでその叩き台を元に改善をしていく。小さいことから少しずつ改善していく。

女性 40代 一人ひとりやり方の違いはあるが、チームワークでないとできないため、カンファレンスを何度も開いて、業務改
善を図ることは大事であるため、定期的に話し合い改善していく必要があると思います。

女性 20代 中途採用者などから意見を聞き、カンファレンスで検討し合う。担当スタッフを数人決め、そのスタッフが中心と
なり責任を持って業務改善のシステムを作る。

女性 20代 子持ちの看護師が多かったので定時で上がるために業務カンファレンスを盛んにしていた。
女性 20代 ウォーキングカンファレンスの短縮化を進めて残業しない取り組みが考えられている。
女性 20代 月 1 回の詰所会などで問題提起されたものは必ずディスカッションされ改善策を立て、評価している。
女性 30代 毎年各病棟で業務改善についての看護研究発表がなされ、良い面、悪い面の評価改善を病院全体で情報共有している。

女性 30代 日頃の業務の中で、不安や不満に思うところを看護研究を通して、問題点と改善点を見直し、根拠に基づいた勉強
会をみんなで行っていた。おかげで業務がスムーズにいくようにみんなで協力し合えるようになった。

女性 40代 業務改善の会議が定期的に行われ、各自の議題など発表する場が設けられている。
女性 20代 毎週業務を改善する話し合いを行う。それぞれの意見を出し合う。

女性 50代 週に 1 度のランチミーティングの時に、気付き、問題点などを発言し、改善策を話し合う。ヒヤリハット報告も、
そこまでではないが患者さんの声を聞いて気になったことなども。

女性 40代 常勤だけではなく、非常勤も意見交換できるように、勤務時間内にミーティング時間を作って業務の問題点などに
ついて話し合いをする。

女性 30代 ある月を業務見直し月間として設定し、スタッフ全員が、より働きやすくするためにはどうしたら良いか考え、話
し合った時は、とても良い業務改善ができたと思いました。

女性 20代 病棟に業務係が数チームあり、それぞれのチームにスタッフ全員が分かれて所属している。チームごとに担当業務
が振り分けられており見直し・改善などの年間計画を立て活動している。

女性 20代 年単位で業務手順の更新がきちんと行われている。また、病棟会議で改善点の抽出、実施、再評価、それから本決
定なども行えていて、随時改善を病棟規模で実施できている。

女性 20代 前のクリニックは、業務報告がしっかりとできていてミスも自分のことのように受け止めてミスがないようにして
いたので、改善を何度もできていた。

女性 60代以上 業務改善などを提案するがなかなか聞いてもらえない、反応が無く、無視されているのかと思う。相談も無く、毎
日淡々と業務を事故無く、こなせば良いという考えがあからさまにあるので相談工夫する気もない。

女性 40代 業務改善委員を中心に、職場の問題など取り上げ、どうすれば解決するかをみんなで話し合い決定していた。

女性 30代 業務改善に関して、上司が部下に指示するのではなく、上司が部下に意見を求めるようにする。意見を言いやすい
環境も求められる。

女性 30代 無記名による業務改善のためのアンケートが良かった。それにより、様々な点が改善された。
女性 20代 年 2 回アンケートを取ったり病院独自の監査をして部署ごと改善したりより良い看護を提供できるように検討する。

女性 40代 業務改善について毎月スタッフにアンケートを取り、リーダー会などで良い案を話し合って、色々な業務改善を行い、
業務整理をしていた。

女性 20代 意見箱に業務上の改善点を各自入れて、その改善策について病棟会で話し合いを行った。
女性 50代 意見書に記入して委員会に提案する。委員会で内容を検討して、結果を公表している。

女性 20代 必要性が低い内容の看護記録に多くの時間を費やしており、ケアよりも記録に負担を感じている状況を把握するこ
と。記録の短絡化。

女性 40代 動線を考えて検査器械を移動させたり、あえて仕事をはっきり分業しないで協力し合う（業務改善というより、仕
事のキャパがあるからできることなのかもしれないです）。

女性 20代 割愛できるところや、パンフレットを用いて統一した患者様への説明などを行い、環境整備や検温などに時間を割
くようにしていた。

女性 20代 医療安全面と患者・利用者を第一に考えて、煩雑な業務内容を見直したり、マニュアル作りや家族に納得していた
だく説明書を作成する。

女性 30代 保清の時間短縮のために、保清表を作成し、連日実施しないよう「見える化」した。

女性 40代
医療療養病床のため、意識障害があり寝たきりの患者が多かったが、従来は鼻腔に挿入している ST チューブテープ
の固定や手指の拘縮予防のために手掌に常時握ってもらっている、ロール状の握り棒のカバー用ガーゼを毎日交換
していたが、毎日を中止して入浴日のみ交換することになり、業務量が減った。

女性 50代 電子化を進め、余分な記録や管理業務などをしなくて済むような環境作りが必要である。

女性 30代 サインが必要な書類が多すぎる。サインしてスキャンしてまた患者に返却。など無駄な作業が多いため、タブレッ
トなどを用いて１回で済むようにする。

女性 40代 申し送りの短縮化。記録に書いてあることは申し送らない。記録も必要なことのみ記録する。
女性 50代 申し送りの短縮を図り、日勤者は業務の早期開始、夜勤者は残業無く退勤できた。
男性 30代 申し送りはリーダーが PC 上に書き込んで更新しているのだから、特記事項と変わったところだけ送れば良い。
女性 20代 伝達事項の周知のため、朝の申し送りや昼のカンファレンスで話す。申し送りの廃止。
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女性 40代 不要と思われること、慣例的なことで、継続されているが根拠を確認していった。不要ならば軽減または削除、変
更をしていった。

女性 20代 日勤の周り方、申し送りの方法など、無駄な業務を削減し勤務交代がよりスムーズに行えるよう工夫できたことが
良かった。

女性 50代 優先順位を理解できるように職員全員に周知する。優先順位が各職員で異なる場合は会議などで話し合いを行う。
女性 30代 医療材料の注文先を価格見直しの際に統一させたことで、発注しやすくなった。

女性 60代以上 外来から入院発生時担当師長へ連絡を行い、師長が入院先病棟を決定、ベッドコントロールを行うことで入院先病
棟への入院決定がスムーズになった。

女性 50代 今まで 11 時 15 分からの休憩を 15 分ずらしたことで患者さんの食事介助も充実し、後半も休憩しやすくなった。
女性 40代 担当制度から業務で割り振るようになって負担が減った。
女性 40代 他職種との連携や分担などで改善されることもあるし、職場内での話し合いにより業務改善が行われていた。

女性 20代 前職場は全員で行えるもの（おむつ交換・排液回収など）は開始時間を決めており、また排液回収に至っては勤務
ごとに担当を決めていたので楽だった。

女性 20代 看護業務以外で時間が掛かることが多い（搬送、生活ケア、身の回りのケア）ため、補助者や、介護福祉士の活用をして、
業務分担すればいいと思う。

女性 20代 定時で帰れるよう PNS を活用し、みんなで協力できるように補完者を設けたこと。
女性 50代 本人の記録が終わらないと終われないため、他のスタッフができる片付けなどは、手伝う（手伝ってもらう）。
女性 20代 翌日で可能な仕事であれば翌日に回す。業務別に役割を分ける。

女性 30代 早番や遅番、夜勤スタッフでどの業務が終わっているのか一目で分かるように 1 日で必ず行う業務チェックリスト
を用いて共有していた。

女性 50代 早出、遅出を付けて、忙しい食事の時に、スタッフの人数が増えるような業務改善。入浴介助はできるだけみんな
で協力して早く終わらせて業務に専念できるようにする。

女性 30代 出勤時間前に早く出勤することを禁止、その分前の勤務時間帯の人がナースコール対応をするなどフォローし情報
収集時間を確保する。早く出勤してもしなくても残業時間はさほど変わらないので良いと思った。

女性 20代 始業前に早く出勤しないように指導されている。
女性 20代 時間外で働いている時間を部署ごとに統計し、適正な人員配置が必要。

女性 20代 始業前残業を減らすため、病棟に来て情報を取る時間が決められている。部屋持ちスタッフの割り振りをペアで対
応する。フリーで動けるスタッフを配置する。など。

女性 20代 始業前の情報収集時間を短縮するための規定を作り実行する。
女性 40代 物品管理や整理整頓やパソコンメンテナンスなどは、看護以外の専門家にお願いしたい。
女性 30代 物品をディスポに変えたり各リーダーの業務の一部をフリーに依頼したら業務の負担が軽減しました。

女性 40代 看護業務の中で、助手に委譲できるものを、徐々に拡大した。入院受けがスムーズに行えるよう、入退院支援を立
ち上げ、入院時の確認のみで時間短縮につながった。

女性 50代 介護士が全て行ってきたが、看護師が入浴中の介助を行うことにより、皮膚の状態や炎症などの早期発見ができる
ようになった。

女性 30代 有害事象に対して具体的な検討会の開催。

女性 30代
気持ちに余裕を持つことがインシデント防止に役立つこと、新人や経験の浅い人を追い込むようなやり方ではなく、
見学や介助などの場があって当たり前になってほしい。時短勤務の方の業務分担の確認や、あらかじめ出来なくて
も当たり前のようなフォロー体制があると、復職しやすいと考える。

女性 20代 毎日患者の全体像を記載している「気になる点」の更新をして、誰が見てもどんな患者さんか分かるようにしている。
また、それに経過が記載されているためサマリーが書きやすい。

女性 50代 不平不満、疑問などに上司がきちんとしたアドバイスをくれる、または、みんなで話し合える。医師、患者（家族）
に対しても、上司から話を、改善策を考えてくれる。

女性 30代 新人、2年目・3年目でスタッフ半数以上を占めているため、業務の偏りが顕著。中堅層への負担が多く、それをカバー・
フォローしてくれる上司は皆無。

男性 30代 上司が積極的に勤務帯や業務内容の調整を行っていた。「日勤ロング」「フリー業務（受け持ち患者無し、サポート
的役割）」など。
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Q.「子育て支援の工夫・制度」について、内容を具体的に教えてください。　⇒ p30 参照

性　別 年　代 回　答
女性 20代 夜間託児所の受け入れ。
女性 20代 24 時間対応の託児所を作ってもらえると、収入の安定を図れる（夜勤に入れる）。

女性 50代 病院の保育園の設置。それができない場合は、子供がいるスタッフが適切な保育を利用できているかどうかを常に
確認しておく。

女性 40代 院内保育園がある。保育園に預けて夜勤する曜日が決まっていて、その曜日に子供を預けて夜勤できる。

女性 40代 院内保育園あり。育児時間を利用して授乳に通えた。子供の病気などで急に休みをいただく時も「お互い様」だか
らという雰囲気があるので、気兼ね無くお願いできた。

女性 20代 院内に保育園を併設してほしい。子供が急な体調不良で病院受診後に保育園に送り出勤となれば日勤では遅刻して
しまう。急なお迎えに呼ばれても、人が少ない勤務日はすぐには仕事を抜けられない。

女性 20代 病院内に保育園がある。ママさんが多く、子供の急な発熱などで突然のお休みが出ることがあっても非難する人が
いない。時短を使っている人に対しての仕事量軽減がされている。

女性 30代
保育園に入園できないこともあるので、託児所付きがありがたい。託児所が、祝日、日曜日もやってくれるなら働
きやすい。多少の体調不良でも預かってもらえるか、委託小児科医と連携が取れていたりすると助かります。預け
るところが無いので、働けなくて困っています。認可保育園は全ていっぱいで保留中です。

女性 40代 日、祭日に勤務を組むのであれば、託児をしっかり整えてほしい。

女性 30代 託児所がある。病棟勤務でも日勤常勤での雇用がある。制度ではないが、勤務中に子供の発熱などで連絡があると、
そのスタッフをフォローして早く帰れるように他のスタッフが協力してくれる。みんなの意識があること。

女性 20代 託児所は、ただ預かるという印象で、のびのび育てる、お出掛けなど遊ぶことができる印象が無いため、24 時間託
児所や費用が安くても、あまり利用したくないと感じてしまうため、託児所の充実化が必要。

女性 20代 保育所が病院の隣にあって、季節のイベントがあったり、急な子供の体調不良で欠勤になっても快く受け入れても
らえる環境がある。現病院は子育てナースにとっては凄くいい病院だと思う。

女性 50代 未就学児だけではなく小学生も保育を託せる環境（保育施設や病児の託児、施設がなければ外注できるような給与
設定など）。

女性 30代 小学生も託児所で見ていただけるようになりました。

女性 30代 小さい年齢の保育はもちろんですが、小学生の放課後の保育、病児保育、土日保育、夜間～朝にかけて、家庭で登
校するまでの保育など支援がないと、働けない。

女性 30代 保育所だけでなく、病児保育も増やしてほしい。大体の保育所が未就園までなので小学校低学年までは行事などで
大変なため、大きな子も預けられる保育所を作ってほしい。

女性 50代 病児でも預かれる託児所など。保育園は費用が高いので、少し安く費用をおさえる病院の託児所があったので、子
育てしながらシングルで働けました。

女性 20代 職員の子供を病児・病後児として預かれるようにする。その際、休憩時間とは別に子供の食事介助時間を設ける。
女性 40代 臨機応変に時間有給休暇を取れるようにしてほしい。

女性 30代 部署にもよると思いますが、子供の体調不良で急な休みになった時に勤務変更にするか有給休暇にするか選ばせて
くれる。基本的には有給休暇を使わせてくれるが、有給休暇が少ない場合は選ばせてくれる。

女性 30代 病気休暇などを 3 歳未満の方には多くする制度を作ってほしい。

女性 30代 乳幼児を子育てしている世帯には一般的な有給休暇とは別に子供の急な発熱による欠勤時に使える子育て用有給休
暇を設ける。

女性 30代 子供の発熱などで休みを取らないといけない時は子供休暇とかを作ってほしい。有給休暇が無くなるので、自分の
時間が作れません。

女性 50代 特に決まりは無かったが、子供の体調不良が長引いた時相談して 1 ヶ月休職させてもらった。それぞれの事情に耳
を傾けて臨機応変な対応をしてもらえた。

女性 20代 子供の体調による急な休みの取得のために、その人の代わりにそのポジションに派遣できる看護師が出勤している。

女性 30代 余裕あるスタッフ配置で、急な休みや早退にも対応できる。どうしても看護スタッフの人手が足りない時は、ドクター
の協力が得られた。

女性 30代 子供の急な病気や自分の体調不良などの時に代わりがいなくてなかなか休みを上手く取れない。

女性 30代 子供はとても風邪など病気にかかりやすいためそのことを上司に相談すると嫌な顔をされることがとても多いので、
症状など書類に記載し早退や急な休みに対応できる環境作りが大事だと思います。

男性 40代 子供の病気による病欠でも、誰一人嫌な顔をする職員はおらず、助け合うのが習慣化されている。

女性 30代 子供が熱を出して早退する先輩に対して、また？と言う主任や、休むからしわ寄せがきて迷惑と言う同僚がいました。
なので子育て中の人はみんな辞めていました。

女性 30代 急な子供の病気でも快く休みを承諾してくれる。
女性 50代 子供の年で決めるのではなく家庭環境で決めてほしい。
女性 30代 子供休暇など保育園までと限定せず、18 才未満の子供がいれば、と幅広く考慮してほしい。
女性 20代 妊娠発覚時、早急に夜勤の軽減を図ってくれた。
女性 20代 妊娠発覚後から夜勤免除。妊娠中は力仕事はしない。好きな時間で時短が取れる。
女性 20代 妊娠期から危険業務には入らなくてよい。

女性 20代 妊娠前後、子育て中にある突発的な休みを認める。仕方がないものとし、決して責めるようなことは言わない。そ
うすることでスタッフ全体も継続して働きやすくなる。

女性 30代 妊娠して体調がなかなか定まらないスタッフの時短勤務への切り替えと人員の確保をしていた。
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女性 30代 入社時に子供の年齢や人数を確認して学校行事の際などは休暇を取得しやすい雰囲気だった。
女性 40代 授業参観などの学校行事の休みを取らせてくれる。
女性 50代 必要時、授乳や搾乳で離席が可能。
女性 40代 育児休暇が、3 年取れる。福利厚生から育児補助券の支給がある。
男性 20代 男性看護師の育児休暇。
男性 30代 職員が少ないからちゃんと産休育休を取りにくい。ぎりぎりまで働いてるから、早産とかが多いのが本当に良くない。

女性 40代 産休育休が取りやすい雰囲気・環境。妊婦の職員への配慮（お腹が張った時に休憩時間を取れる、重労働は免除さ
れるなどの配慮）。産休後も希望のポジションが確保される。

女性 40代 週に 3 日、4 日勤務での社員雇用を検討していた。子育てとの両立をすると週 5 勤務は正直辛いので短時間正社員
制度はとても良いと感じた。

女性 40代 時短勤務制度や看護休暇があった。看護休暇は人事評価のマイナスにならない休暇だった。
女性 30代 時短勤務制度があった。時短勤務利用者が残業無く帰れるように病棟全体で協力する体制だった。

女性 40代 時短勤務が取りやすい環境ではありました。個人が望めばですが、残業をしなくてもいいようにケア担当であったり、
スタッフの人間関係の良いところへの配置などしていただきました。

女性 40代 時短が取れる。補助が出る（保育料の負担）。車通勤が可（小 1 に上がるまで）。出産後、看護部長との面談が数回あり、
復帰目指して準備に不安なく過ごせる。周りも、早くお迎えに行けるように業務をフォローする姿勢がある。

女性 20代 子育て中の職員は小学校低学年までは時短勤務を希望すれば取れるようにする。

女性 20代 PNS を導入している病院で、時短勤務をされているスタッフが複数名おり、時短とそうでない人をペアにすること
で補っている。

女性 20代 時短制度を取りやすい雰囲気作りが必要。今の職場では子育てのため遅刻や早退する人に対する目が冷たい。
女性 30代 ライフスタイルに沿い勤務時間を選択できる制度。朝の就業時間が選択できるともっと子育て世代は働きやすくなる。

女性 20代 お子さんがいる職員が多いのでパートのママさんが多いです。日勤だけ、夜勤だけと指定できるところがいいと思
いました。

女性 20代 夜勤勤務を免除したり、勤務時間を短縮したりなど子育て世代でも働きやすい環境があった。周りの方も理解して
くれていたためその中での働きづらさもあまり感じていないようだった。

女性 40代 シングルマザーです。就学しても子供はまだまだ一人では留守番できません。本人が大丈夫な学年までの託児、扶
養手当などが助かります。

女性 40代 母子家庭には夜勤業務は、小さい時だけ対応する施設が多く、日曜休みも優遇されたい。基本母子家庭には看護師
は不利だ。お給料は夜勤者に比べ劇的に低いのに、母子支援は受けられない。

女性 20代 ママやパパを対象にした会が月 1 で実施されている。
女性 20代 年に数回、子育て職員向けに病院内でイベントが催されている。子持ち職員は優先的に休みが取りやすい。

女性 40代 ファミリーデーで、子供が職場に来て仕事場所や仕事内容を理解する取り組みをしていた。子供に仕事の大変さや
大切さを分かってもらえて、なおかつかっこいいと言われると、救われるようだった。

女性 40代 法律に基づいて積極的に制度を使えた。業務の一部免除などで優遇期間を設けてもらえた。
女性 20代 日勤のみでも正社員にしてほしい。
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Q. それはどのようなハラスメントですか？差し支えない範囲で内容をお聞かせください。　⇒ p32 参照

性　別 年　代 回　答

女性 30代 話がある時、プリセプターはソファに座り自分達新人は地べたに座らされた。失敗していないことを、失敗しただ
ろと怒られた。

女性 50代 理不尽な理由で大声で注意をされる。最後に謝るとそれでまた怒る。どう対応すれば良いか１日のスタートで心が
折れる。

女性 40代 理不尽な指示や助言をされる。上司が他のスタッフに、その場にいないスタッフへの不満や陰口を堂々と話す。スタッ
フによって接し方が違う。

女性 20代 前回の職場ですが、後輩スタッフに師長がナースステーション（医師、患者、その他スタッフが在籍）で理不尽な
言い掛かりをしていました。

女性 20代 夜勤は休憩時間があるにもかかわらず、仮眠してはいけないと言われた。

女性 20代 始業時間前に来ることが強制されており、その時間より 2 ～ 3 分遅いと「周りの人に悪いと思わないの？」と圧力
を掛けられた。

女性 30代 大雪の日、1 時間早く家を出たが、車が進まず２時間遅れて着いた。自費で近くのホテルを借りて前の日から泊まっ
ておけと言われた。

女性 30代 事故現場に遭遇し、遅刻の連絡を入れたら、始業 2 時間前に来れば間に合ったでしょと師長から言われた。また、
話しかけると、必ずため息や、は？と言われ会話ができない環境だった。

女性 20代 若いから大丈夫だよね？と言われて日勤中に今日夜勤してほしいと言われて 2 時間休んだ後に夜勤をしたこと。

男性 30代
午前は別業務をして、午後は透視検査の配置だった日にリーダーから検査途中で 1 時間の休憩を取るように言われ
た。上限いっぱいの検査数で休憩を取る暇など無かった。副師長に、翌日の配置のことや業務について意見を言っ
たら「なんなのこの人。もうどうにかして。」と電話を途中で切られた。隣にいたと思われる後輩と馬鹿にしたよう
な言い方をしていた。

女性 30代 自分の希望していない日に有給休暇を使わされる。育休後に無謀な労働時間を与えられる。

女性 40代
次の日も日勤であったのに委員会の仕事で夜中の 1 時まで働かされ、その前に 23 時時点で帰宅したいと希望した
が「私達は残るけど帰りたいのであれば帰れば」と冷たく言われ、渋々 1 時まで残ったり、手順を教えてもらえて
いなかった業務で見よう見真似で作成した書類に対して私がいない場面で大勢の職員がいる前で文句を言っていた
りした（この時は直属の上司がいて「方法も教えないでその言い方はない」と抗議をしてくれたと聞いた）。

女性 30代
私は肌がかなり白くファンデもチークも口紅も塗っていないのに師長から化粧が濃い、顔を洗い流してきなさいと
言われ、塗ってないと答えると、とりあえず顔を洗いなさいと言われ、洗ってくると「ふん、塗ってないのね。眉
毛くらいは書き直したら」と言われました。また、患者様より執拗に男性経験を聞かれて茶化されたりと病院とい
う閉鎖的空間でこのような仕打ちはとても苦しかったです。相手が患者様となると何も言い返せませんでした。

女性 50代
看護部長より、患者対応していない時間は無給にすると言われたり、突然翌月退職になっていた。ある師長が、夜
勤中の会話を同じ夜勤者にボイスレコーダーで録音を頼んでいた。医師に、来院したら患者の話を聞き、トリアー
ジするのが私達の仕事なのに、患者に何も聞くなと業務妨害された。

女性 30代 風邪をひいて休み希望の電話をしたら、ふざけるなと怒られる。雪の日の夜勤前に電話があり、絶対遅刻しないよ
うに、朝から病院にいろと言われる。

女性 30代 発熱したスタッフに病院受診をするなと言っている場面を見た。
女性 30代 体調不良（突発性難聴）を自己管理のなさと甘え、看護師としてなってないと個室で 10分以上説教された。

女性 30代
重度の貧血が健診で見付かり、医療機関に受診するため、休みの調整を依頼したら、1 度も体の具合が悪いと聞い
たことが無いと、前の管理者から人間扱いされない言葉が発せられた。健診で要精査の場合は休みの申請ができる
正式書類があるのに、今までそんなことがなかったから、詳しく分からないと対応せず、休みも調整してもらえな
かった。

女性 30代 事故でケガをして休んでいた時に、仮病だ、診断書をすぐに持って来いとか、職場の人達に変な噂を流されたり、わ
ざとみんなの前に呼ばれて怒鳴られたりしてストレスで難聴になってしまった。

女性 20代 腰痛に対して、上司から、もちろん痛み止めは飲んでいるよね？と言われたこと。発熱しており、しんどいことを
伝えたが、頭数が減ると規則に違反するからと、そのまま働かされた。

女性 20代 あなたには休む権利が無いから休ませない（精神疾患を患った際、上司に相談した時）。私達の時代には具合が悪く
ても這いつくばって職場に来たんだからあなたもそうしなさい。

女性 20代
有給休暇消化を希望したが拒否されたこと。体調不良以外で使用できなかった。毎年 30日以上捨てている状況のた
め師長にこの状況は何年も前から変えられない状況はおかしいと伝えたものの、あなただけにあげられないと言わ
れました。業務改善しようとする気があまりない職場です。

女性 20代 有給休暇を取得する理由を聞かれた。はいと言って聞いているのに聞いてるのかと言われた。器械出しが上手くい
かず医師にいい加減にしろ、器械出し降ろすぞと脅された。

女性 30代 有給休暇の申請をしたらスタッフに迷惑が掛かるからあげることはできないと言われ有給休暇を捨てることとなり
ました。

女性 20代 退職時、「有給休暇は使えない。3 月末まで勤めるのが普通だ。他のスタッフのことを考えろ。」と言われた。

女性 30代
上司に有給休暇が余っており退職するため使いたいといったら拒否され、休みたいなら診断書を書いてもらえと言
われた。患者から食事制限の説明をしたら殴られそうになったり暴力を振るわれそうになった。認知症がない高齢
者に靴を履かせていたら顔を蹴られたり平手打ちをされて、警察に相談したいと上司に言うと却下された。医師は
我慢しろと言った。

女性 20代 親族の葬儀の際に休暇をもらおうと電話連絡したら、自分で勤務表を見て代われる人を探して連絡を取るよう師長
に言われ、線香番をしながら 2 時間同僚に電話をかけまくりました。

女性 20代 同僚と休み希望を合わせて取ると、他のスタッフに迷惑が掛かるからと、師長に「そんなことするならあんたらも
同じ目にあわせる」と言われた。結婚式のため同僚を呼ぶと、勤務が組めなくなって師長から迷惑がられた。
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女性 30代
退職希望を出していても師長に話し合いの場を設けてもらうことすらできず、どうすれば 3 月まで続けられるかの
相談をする気がなければ話し合いの時間は取れないと言われた。そのため、精神的にも身体的にも疲弊してきてい
る状況です。

女性 20代 辞職願いを出しても受け取ってもらえない、退職したいと言うと「自分勝手な行動をするな」と言われた。

女性 20代 夜勤明けに人の目に付くところで長時間怒られる。患者に個室で 1 時間近く個人情報について聞かれる。断ると 1
時間近く説教がある。

女性 50代 毎日、上司からの叱責をみんなの前でされる。資料作成のやり直しを何度もさせられる。時間外が多く、帰れない。

女性 20代 病棟で全体もしくは患者にまで聞こえるくらいに怒鳴り付けるのを見た。物を投げ付ける。威圧的態度を取る。看
護師に向いてないと平気で言う。

男性 40代 他部署の責任者に部下がいる前で激しく叱責され暴言を吐かれた。病院買収後、乗り込んできた幹部に口約束のこ
とは覚えていないと言われ、立場が無くなり辞めることになった。

女性 30代 他のスタッフや家族の見えるところで大声で怒鳴る。夜勤中にあった転倒を含めたインシデントなどがあった場合、
夜勤明けに 1 時間以上の話し合いをする。自分の対応が悪かったと言うまでそれが終わらない。

女性 20代 職員の前で責めるような説教、業務中つきまといミスを指摘する、「おい」「おまえ」などの尊厳を無視した言葉遣い、
必要な過程を修了しているのに業務をやらせないなど。

女性 30代
上司から他の職員、患者の家族、患者の前で叱責を受けた。上司や先輩から独身で若いのだから、急な出勤にも対
応しろと言われた。上司は好きに有給休暇消化できるが、その他の職員が消化しようとすると、拒否される。特定
のスタッフに対してのみ、ちょっとしたミスで叱責する（同じミスでも対応が違う）。とにかく怒鳴る。

女性 40代 上司から見せしめとして大多数の前で自分だけに対して大声で叱られる。

女性 30代
上司から意味も分からずナースステーションで怒鳴られた。自分に聞こえるように悪口を言われた。先輩からも悪
口を言われ、無視をされた。また人の胸を嫌がるのに触る先輩もいた。医師からはムンテラ記録を書き終わるまで
監視され、記録する内容に口出しをされ書き直しさせられた。

女性 30代
上司からのパワハラ→他スタッフの前での罵倒、親をけなされる、リーダー業務をさせない。先輩からのパワハラ
→していないことを言われる。医師からのパワハラ→無視される、指示をもらえない、馬鹿とけなされる。患者か
らのセクハラ。

女性 30代
私は病棟師長をしていますが、ナースステーションの真ん中でスタッフの前で怒鳴られたり、師長全員を並ばせて
スタッフの前で反省を述べさせられたりします。また、上司のご機嫌取りをしないと、会議などでの対応が変わっ
たり（話し方や追い込むような質問をしてくる）、退職が決定したら私に出すべき指示を、私を通り越して主任へ指
示するようになりました。

男性 20代 ナースステーションで大声で悪口を言う。患者や家族の前で叱責する。

女性 20代 ミスしたら患者や他の看護師がいる前で怒鳴られた。先輩のミスをなすり付けられ身代わりにされた。挨拶しても
無視。分からないことを聞いても教えてもらえなかった。それで誤った行動を取るとめちゃくちゃ怒られた。

女性 40代
私のミスでもないのにナースステーションの中で他のナースがたくさんいるところで師長の机に呼び出され師長
に罵倒される。先輩に酒の席で当方の知られたくなかったプライベートな過去を暴露される。医師の処方ミスで
患者が準夜勤に入ってすぐに急変したら家族にお前のせいだ、お前なんか院長に言ってどうにでもしてやると罵
られた。

女性 30代 ペアナースの失敗を自分のせいにされて、公衆の面前でなじられる。ペアがやったことなので関係無いと言えず、対
応が難しい。看護師の対応として正当でも、その職場の慣例に沿っていないと、不適格扱いされる。

女性 40代 目の前で上司同士で「嫌い」など悪口を言う、声をかけても無視をして他の人に頼む、数名いる中で自分以外の人
には全員声をかけるなど。

女性 40代 無視。未経験の業務を突然一人でやらされる。怒鳴られる。手が出る。器械を投げ付ける。

女性 20代 無視、罵倒。私ではなく先輩が上司にされていました。その先輩はそのまま適応障害との診断書を提出し、退職し
ました。

女性 40代 無視、仲間外れ、仕事の情報を教えてくれない、無理な事務仕事をさせる、過度な掃除、忖度の強要。

女性 20代
無視、拒否、患者の目の前で大きな声で叱責、インシデント発生時ホール内に聞こえるほどの大きな声で犯人探し、
仕事を与えてもらえない、横から取られる、2m ほどしか離れていない場所で悪口、陰口、ため息、指導してもらえ
ないなど。

女性 30代 上司からは無視をされたり、暴言を吐かれたり、悪口をすぐ後ろで言われたり、カルテを投げられたりしました。患
者さんから体を触られたり、逆に触ってほしいと頼まれることもあります。

女性 40代
尊敬していた師長だったが、急に挨拶も返してもらえず明らかに他スタッフとの態度が変わった。それを部長に相
談したら「そんなはずはない」と流され、事実確認さえもしてもらえなかった。それをきっかけに相談した月の月
末に退職した。それ以降、他の病院に勤めても継続できず、それをきっかけに自分の人生がボロボロになった気が
している。まだ乗り越えられていない。

女性 50代 挨拶を含め、全てを無視される。人前で叱責される。上司でもないのに、課題を与えてくる。

女性 20代 挨拶しても返答してくれない。休憩時間を潰して説教をされる。自分で調べれば分かることを尋ねて、もたついて
いると不機嫌になる。自分の好みでない看護師にきつく当たる。

女性 30代 未婚者は休むなという風潮があり、こちらに聞こえるような声の大きさで陰口を言っている。

女性 20代 同期が上司に報告しているのに、聞いていないフリをしたり、何か起こったら全て同期のせいにしたり、理由も聞
かずに頭ごなしに怒っていたところを見た。

女性 20代 同期がいじめられている。同期のことをその人がいない場で、先輩上司達がひどいあだ名を付けて呼んでいるのを
何度も耳にした。

女性 20代 ローテーションで来たスタッフに仕事ができない、信用できない、分かっていないなどと受け入れないようなこと
を陰で言ったりしていた。

女性 40代 長くやってきた委員会を話し合いも無く外された。更に、必要ないと言われた。
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女性 20代
先輩の機嫌が悪いと肩をぶつけられたり、威圧的な指導を行ってくる。新人は給料泥棒と大声で詰所で言う。師長の
好みに合わなくて人間性を否定されたり、グループで陰口を言われたり、してもいないことをしたと噂を流されたり、
原因は私ではなかったのに詳しく話を聞かずに私の失敗だと決め付けられた。

男性 30代 先輩からは他の新人ができているのになぜできないのかとか、嫌味を言われる。主任から残業が多いと言われるが、
実際には付いていない。

女性 20代 私なら師長職をやりながらでもこんなに仕事をこなせるのに、あなた（役職無し）はなぜできないの？と声をかける。

女性 40代

気に入らない人や、仕事ができない人に対する嫌味や叱責。対象者が孤立するような人間関係の操作など。また、結
婚する人に対して「妊娠はするつもり？」などの質問。短時間勤務中の人に対する勤務内で終わらせられない業務の
割り振りや、勤務時間が終了しても業務が終了するまでは帰らせないなど。ICU などでは勤務開始の 1 時間以上前
に出勤して情報収集、休日に（無給で）来ての情報収集の強要。また来なかった際は業務を担当させないなど。子
供の体調不良などでの急な休みに対して「体調不良などで見てくれる人がいないなら働きに来るな」などの発言。

女性 40代 私にだけ朝早い勤務が他の人より明らかに多く付く。連絡事項を師長が意図的に伝えてくれない。師長の私に対す
る嫌味やパワハラ発言が多々ある。

女性 50代
シフトによる嫌がらせ、二人での遅番業務を一人にし、事故発生を謀る、有給休暇を取得させない。連休を取得させ
ない。休み希望を無視する。危機管理能力がないため、盗難、離院、また、薬物混入を疑いカメラを導入したが裏口
の施錠、夜間はナースが管理し、警備員不在。医者が無理やり入院させ、クレーム対応を医師、管理者がしないでナー
スの責任にする。

女性 40代 4 ヶ月連続で、月末と月始めのみ 6 連勤務シフトを付けられた（該当者は私のみ）。また、毎月の通常勤務シフトに
おいては、月平均 10日の休日に対し、土曜は 1 日もしくは 2 日、日曜は 1 日しか休日を割り与えられなかった。

女性 50代 フリー業務ばかりさせたり、自主的に辞めるように強制する。

女性 20代 インシデントを度重ねて起こしたスタッフを受け持ちのチームから外し、ずっとフリー業務担当としていた。シフ
ト組みでも夜勤を外し、日勤の連続勤務としており、本人が抗議しても変わることはなかった。

女性 40代 過剰な仕事量を強いる。仕事上の物品を隠す。間違っていないのに、間違えているかのように周囲へ向けて大騒ぎ
する。明らかにフォローをしたほうがよいのに、話しかけない。

女性 40代 2 ヶ月間にわたり、8:30～ 17:00 までの入浴介助をさせられ、熱中症を発症した。
女性 30代 24 時間 365 日、無償で、そして一人でのオンコール対応を求められた。

女性 20代
独身で家庭を持ってないからと、重い患者やオペ患者がいる時は毎回付けられたり、入院があれば毎日のように取
らされた。子育て世代や結婚してる人は定時で上がれるようにと。その人達は時短勤務でもなく、独身若手組と同
じ条件の正社員。

女性 40代 スタッフみんなの前で日勤常勤である理由や土日祝日の勤務ができないことを言わされた。家庭環境の話までさせ
られた。

女性 20代 私だからという理由で全てにおいて怒られた。他の同期が同じことをしても特に怒られていなかった。患者には病
院の方針が納得いかないという理由で急に怒鳴られたことがある。

男性 20代
仕事向いていないと言われる。聞こえる場所で悪口を言われる。精神科を受診しているなら、解雇にすると言われる。
経験の無い技術や処置を強いられ、経験が無いことを伝えると、勉強不足やる気が無いなどと言われる。残業代申
請を断られる。

女性 20代 個室で看護研究を強要され、やらなければこの部屋から出さないと監禁された。骨折をした時には松葉杖をついて
スタッフ全員に謝れと言われた。

女性 30代

泣くまで怒ると言い、理不尽に怒る。8 時始業だが 5 時台に来るように言われる。学歴を他人に話し、勝手に勘違
いから仲間外れにされる。休職の診断や通院によるリハビリが必要と診断が出たが、休職もリハビリも認めない、薬
を倍飲めば何とかなる、この医師の診断書は信用できないから院内の医師を受診するように迫る。病棟内の後輩が
体調不良で受診した際には、勤務しているメンバー全員電子カルテを開き、検査結果から診断名、内服をリアルタ
イムで確認し、他のメンバーにも、話をしていた。健康管理室内のあらゆる物に触るなと書いた付箋を貼り、業務
ができないようにされる。靴を捨てられた。入社 2 日目から退職するように毎日 1 ヶ月近く言われる。机やパソコ
ンに暴言を書いた紙が貼られる。無視される。

女性 60代以上
何かミスをするとすぐに始末書記入と 1 時間以上の説教や、無視される状況、覚えの無い噂をされる。低レベルと
言われ、職場にいづらくなるような雰囲気が作られる。退職相談を行えばその場で退職届が手渡される、相談にな
らず退職を促される。関連部署への出入り禁止や、関連職員との接触禁止など。

女性 20代 インシデントで師長に師長室で 1 時間以上怒鳴られる。患者に理不尽な理由で悪口を大声で言われる。医師の仕事
なのに看護師がやってないと怒られる。

女性 40代 エビデンスを持って看護を行えない時は、患者様へ看護行為をやらせてもらえなかった。ミスを自分のせいにされた。

女性 30代 年齢が遅く看護師になり、経験が無いので教えていただきたいのに、あなたぐらいの年齢なら役職に就いてるわよ！
と言われた。

女性 30代
社会人を経験して入職した。何を言っても大丈夫だからと直属の上司から先輩看護師（プリセプター）に話してい
たようで、入職すぐの 1 年目の時に、そんなこともできないの？そんなことも分からないの？と自己学習しても上
手くできないことも多くある時期に毎日のように言われていた。ポジティブフィードバックは全く無かった。

女性 20代 社会人で看護学校に入り、卒業後入社したため、社会人経験があるのだからできて当たり前でしょ、との言葉がハ
ラスメントに含まれると感じた。

女性 40代 エイジハラスメント。会社員を経験後に看護師になったため年齢的なことで差別を受けた。

女性 30代
入職して 1 ～ 2 年間は、ほぼ毎日先輩からパワハラを受けた。仕事に必要なことを教えてもらえなかったり、教え
ていないのに、できなかったら大声で罵倒され、ゴミを投げ付けられたり、顔を叩かれたりは日常的にありました。
医師も先輩看護師の顔色を伺いすぎで、庇うこともなく、手術中に威圧的な態度を取られたこともあります。

女性 20代

入社後 2 ヶ月目に病棟配属し、先輩看護師、上司などから ｢あなたは看護師に向いてないね｣ と何度も言われた。
他の人と比べられけなされる、｢ほんとあなたって何にもできないね｣ なども。ある日呼ばれて行くと ｢あなたに
向いてる職業は工場｣ と言われた。部署を変わった後も、情報共有シートにきちんと記入されておらず把握でき
なかったことに「あなたは人と話せないんだね｣ と言われた。利用者さんに「コーヒー投げ付けたでしょ」と言
い掛かりを付けられた。毎日自分への点数を付けるように言われしんどいですと言ったら「仕事に来るな」と言
われた。
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女性 30代 特定の先輩からの指導が、自己の人間性を否定されていると感じるような内容だった。

女性 20代 プリセプティ時代にプリセプターに、ミスをした時に、最近ミスが多いと周りで話してるんだけど、相談する友達
いないわけ？など強く言われた。また職場内の飲み会に誘われないなど。

女性 20代

新人は月に１回、2 年目は 3 ヶ月に 1 回、3 年目は 4 ヶ月に 1 回、指導者、OJT、師長を含めた反省会があり、そ
こでできていないことのみを言われる。その後も指導者、OJT の人が、他のスタッフにナースステーション内で会
議の様子や私達の反応を話しているのが聞こえてくる。また、ミスをするとその場、その日帰る際に怒られ、その
後メールでも 1 ヶ月くらい引きずって怒られる。上司、先輩がナースステーション内で下っ端のことについて名指
しで愚痴っているのが聞こえてくるため、自分が言われているのも嫌だし、他スタッフが言われているのも嫌だった。
師長、看護部長との面談で上記について半年間相談し続けたが、何も変わらなかった。

男性 30代 1 年目の頃、業務が効率良くこなせませんでした。日勤でしたが 22 時の消灯までその日の振り返りをする中で、「給
料泥棒」とまで言われてしまいました。

女性 40代 1 年目に、他の同期は残業代を付けさせてもらっていたのに、私は残業しても残業代を付けさせてもらえなかった。
女性 20代 1 年目で何もまだ分からない時に、先輩へ質問をして、お金もらってるんだから自分で考えろよと言われた。

女性 30代 できないことへの叱責、無視、地元民ではないことへの嫌味、あること無いことの誹謗中傷、あなたに期待はして
いないと直接言われる。患者から陰部をわざと見せられる。

女性 30代 できないことに対してため息をつかれたり、怒ってきたり。威圧的な態度。

女性 20代 何でできないのと責められた。転職して 2 週間頃です。また、患者の機嫌が悪かったから当たっただけという理不
尽なクレーム。初めてだったり不安な時、聞いてもやり方を教えてもらえない。

女性 20代

指導者からのパワハラ。ピリピリした環境のせいかミスなどに対しての言葉がひどい、指導の範囲を超えている、人
としてどうかと思う発言が多い。聞きたいことや確認したいことがあっても怖くて聞けない、聞いたら説教混じり
の返しが長くて聞きたくない。最長 2 時間以上。説教した後にはあなたに使った私の時間どうしてくれるの！と責
められる。やることが遅いとすぐ責められるし、制服を引っ張られたこともある。複数の上司からいじめのターゲッ
トにされた気持ちだった。

女性 40代 先輩ナースが私のメモ書きを禁止した。「あなたの取っているメモは何の役にも立ちません。書くだけ時間の無駄で
す。今の時間からはメモは書かないでください。」そう言って、メモをしまうように強制された。

男性 40代
教員から実習記録をほぼ全て書き直し、実習中に自殺することまで考えたが休むことなく実習は行った。しかし、最
終的な記録提出日に受け取ってもらえず、その単位の実習担当者と校長とで、単位が取れないことが既に決定して
いた（その当時は単位を落とす＝留年だった）。精神的にも経済的にも大変辛かった。翌年以降も続けたが体調を崩
したり、モチベーションを保てずに退学した。

女性 20代 教育担当と折り合いが合わず、変更を申し出たら、「それなら研修やらせないから」と変更させてくれなかった。
女性 30代 ナースコールは新人が出る。部屋持ちもする。1 度で覚えることが普通。忘れるのは異常と言われます。

女性 20代 当日子供が急な熱で欠勤しなければならないことを、朝の指定時間に上司に連絡すると急にかなり不機嫌になる（ほ
ぼ無言か嫌味を言う）。

女性 40代 短時間勤務をしていることに対する嫌味。

女性 30代 子育て中は 3 歳になるまで、夜勤免除と時短勤務が認められた職場でしたが、みんなも辛い中やってるからなどと
言われ、1 歳になると夜勤免除も時短も無くなりしんどそうな先輩がいました。

女性 30代 子育て中の時短ナースさんが子供の急な体調不良でやむなくお休みを欲しいと病棟に連絡してきた時の師長の電話
対応（言うことだけ言ったらガチャ切り）。

女性 30代 子供の熱は仕方がないが、そんなに休むのか夫と交代はできないのかと責められた。
女性 30代 子供が熱を出して急遽休んだ時、「休まなければいけないのなら、子供は産むべきではない」と言われた。
女性 30代 子供が熱を出したらうちの病院に入院させて働きなさいと言われた。

女性 30代
子供が小さく、病気で保育園からの連絡で急な休みが必要になったり、夜間は子供を見る人がおらず夜勤免除を書
類で提出して受理されていたが、師長から毎日のようにいつまで夜勤をしないのか、できないなら部署を変われと
言われた。

女性 30代 自分が子供を作ったんだから、努力するのは当たり前。休日出勤しなさいと言われた。
女性 30代 育児中の職員が子供の体調不良で休んだ時の叱責。新人に対する愚痴から、指導者として責められる。

女性 30代 暴力を振るわれる、暴言を吐かれる、説明に対する信頼に性差・職務による差がある（同じ説明でも男性医師の言
うことであれば聞くなど）。

男性 20代 先輩、上司から本を投げ付けられる。医師から暴言を受ける。患者から殴られる、蹴られるなどの暴行、暴言。
女性 40代 おむつ交換時に当て方が下手だと手を叩かれる。夜勤の巡視から戻ると詰所の扉に鍵を掛けられ入れてもらえない。
女性 20代 ハサミが切れないと投げ付けられる。
女性 30代 手術中にメスを投げられました。制服をビリビリに割かれました。髪を引っ張られたり、引きずられました。
女性 40代 医師にパンチされたり、上司に勤務的な無理を強いられた。
女性 30代 医師から医療機材を投げられる。上司から無茶な仕事を押し付けられる。
女性 40代 医師がナースにカルテを投げ付けるなど。

男性 40代 先輩から、もう 1 度看護学校に行き直せ！あなたは看護師に向いてないから、早めに方向転換したほうがいいんじゃ
ないの？！と言われた。

女性 20代 人格否定、上司の目がないところに呼び出され注意に加え悪口を言われる、上の年数の先輩と自分が同じ失敗をし
た時の対応が違う、休みの日に病院に呼び出された。

女性 20代 親の顔が見てみたい、ずっと立っていろ、働いてないのに私と同じ給料もらうとか信じられない、泣かないんだね、など。

女性 30代 給料もらってるほどの働きができているのかと、罵倒されたことがある。患者さんの移動介助時に体を故意に触ら
れたり、手を握られたりしたことがある。

女性 20代 応援や派遣は責任が無くて楽に仕事をしている、など、正規職員が派遣に対して高給取りとしか思われていないこと。
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女性 50代 「たかが派遣の分際で！」と言われた。派遣は人として扱ってもらえなかった。

女性 30代 新人の頃、患者対応に追われなかなかナースステーションに戻れずにいたら「いたの？帰ったと思った。」と言われた。
師長に人手が足りないから妊娠とかしないでね、と言われたことなど。

女性 50代
時間外で就労していることは自身の能力が不足している。医師から状態報告中に怒鳴られる。上司に看護研究の内容
についてアドバイスを求め、そのとおりに修正すると意味が分からないと言われてどう進めていいか分からなくなっ
た。患者の家族から言い掛かりを付けられて、いつでも上司に言って辞めさせてやれると言われた。介護施設では
自分の看護観を押し付けてきて、そのとおりにやらなければならなかった。責め立てられることが多かった。

女性 30代 新人の時に死ねばいいのにと言われた。申し送りの際に、威圧感を掛けられ鼻で笑われ、みんなの前で嫌がらせを
された。周囲も味方になってくれなかった。

女性 20代 新人の頃、「使えない奴だ」「どうせ何も考えてないんでしょ」「失敗した処置に掛かった費用給料から引くわよ」と
言われたことがある。

女性 30代 新人の頃、先輩から人格否定をされた。同僚から業務上の報告をしているのにもかかわらず無視をされた。患者か
ら下ネタを言われたり、体を触られた。

男性 40代 上司からはパワーハラスメント、特に言葉の暴力。同僚からは、事件化となってもおかしくない嫌がらせおよび無
言の攻撃（無記名での誹謗中傷文書の配布および関係各所ありとあらゆるところへの送り付け）。

女性 20代 仕事でミスをした場合、今までどういう生き方をしてきたのか？考え方を捨てろなど、人格を否定するような発言。

女性 30代
歳なんだから焦って勉強したら？大学卒業しても使えないものは使えないんだね。仕事終わりが遅いとタイムカー
ドをチェックされ何時に帰ったか確認されたり、後どれくらいで仕事が終わるか何度も確認される。仕事が終わら
ないなら病棟移動を考えろと言われる。

女性 20代 機械出しに入っていた看護師に死ね、殺すぞ、馬鹿と毎日のように言っていた。
女性 40代 院長の気分でアホとみんなの前で言われた。体調不良や家族の都合で急な有給休暇を受け入れてもらえなかった。

女性 20代 医師からの暴言。その時の医師の機嫌によっては看護師に当たるようにキレた口調で対応され、報連相が上手く行
えない。

女性 40代 医者のその時の気分や機嫌で感情的に怒鳴られたり、仕事に対しての圧力的な態度、暴言など。
女性 20代 オペ中の医師からの罵声や器具を投げるなどの八つ当たり。
女性 30代 医師から威圧的な言動や態度で対応される。先輩から悪口を言われる。利用者から殴られたり蹴られたりされる。
女性 40代 意見を言うと、「いい気になるな」や「何か勘違いしてない？」と言われ、話し合いにならない。
女性 30代 ひどい時には会議中に怒鳴ったり、机を叩いたりといった暴力的な「恫喝」行為もありました。

女性 40代 パワハラ、暴言や威圧的な態度。スキルアップをさせてもらえなかった。医師からは、暴言を受けた。同僚からの無視、
挨拶をしないなど。

女性 40代 事務員さんが業務中（電話や患者対応中など）院長がその状況でも構わず間に入り急がない用事を押し付ける。基
本自分中心で患者や職員に対しての配慮に欠ける行動が多い。

女性 50代 ナースが事務長に対し恫喝したり、無視したりして、精神的不調に陥り退職してしまった。

女性 50代 業務改善の話をしたらそれはあなたの仕事ができないからだと受け付けず、言われたとおりの仕事をしろと圧力を
掛けてきた。

女性 50代 まだ仕事が終わらないのかと責められた。利用者の暴言については認知症でもあるため仕方がないが気持ちが落ち
込んでる時は悲しくなる！

女性 30代 忘年会の余興を強要する。宴会の席で雑用を強要する。

女性 50代

上司や、医師に宴会で隣でお酌をさせる。その時体のことを言われたり、触られる。余興で体を密着させるダン
スをさせられた。同僚からは他の人から見えないところで胸をつかまれた。後ろからうなじを触られた。先輩に
階段を登っている時に後ろからウエストをつかまれた。先輩に無視されたり、失敗を大袈裟にして言いふらされ
たり、気分で八つ当たりされた。思い込みで怒鳴り責められ、恐怖で過呼吸を起こし倒れた。患者から採血中に
胸を触られた。ジロジロ体を見ながら卑猥なことを言われた。顔を撫でられた。勤務先に何度も電話をしてきた。
待ち伏せされた。

女性 40代 職場忘年会で水着での余興を強制された。拒否したら一部医師・看護師先輩から無視された。

女性 20代 執拗な食事の誘いを病棟内の看護師みんなにしていて、みんな嫌がって断ったりすると上司からの誘い断るって社
会人としてどうなの？と言われたりする。

女性 40代
用もないのに一人でいる時に毎日（2 年）のようにプライベートを聞き出そうとする。業務以外の仕事を依頼して
くる。やたらとボディタッチをしてくる。振り返りながら満面の笑みでじろじろ見てくる。色々なプレゼントを断っ
てもしてくる。相手にしないと、完全無視。大声でささいなことで怒る。

女性 40代 抱き付かれる、業務時間帯にしつこく食事に誘われる、付きまといなど。
女性 20代 プライベートの詮索（旦那の仕事、年収など）。人格否定（馬鹿、看護師に向いてないなど）。
女性 30代 プライベートのことまで聞いてくる、下の名前で呼んでくる、最近は無視される。
女性 20代 家族の状況、生活状況、住所、交友関係などについて必要以上にプライベートな質問をされる。
女性 20代 連絡先を聞き出そうとする。
女性 20代 恋人がいる・いないこと、関係性などを、本人不在の飲み会で話されていた。
女性 20代 顔がむくんでいるとか腰が引けているけど生理なのかなど業務に関係の無いことを言われた。
女性 30代 まだ若いから再婚したほうがいい。
男性 40代 まだ結婚してなかったんだっけ？と聞かれた。
女性 30代 結婚退職を告げたら結婚しないように言われた。
女性 30代 卑猥な言葉を投げかけられる。体型をいじられる。
女性 20代 直接体を触られる。性的な話をされる。殴られる。暴言を吐かれる。
女性 30代 数日前に着ていた洋服の特徴を覚えていて声をかけてきたり、ボディタッチをされる、嫉妬による暴言。



96 マイナビ看護師 看護師白書 2020 年度版

女性 20代 会うたびにミニスカートを履かないのか、ファンクラブに入ってるから、など私が嫌だと思うような声かけをし
てきた。

女性 40代 飲み会の時、体を触られる。怒鳴られる。結婚を勧めてくる。

女性 20代 異性との飲み会に連れていかれ、大量のアルコールを飲まされ、性的な言動の多い環境で過ごさせられる。帰ろう
としたり断ると陰口を言われる。

女性 40代 可愛い子には優しくする医者。体型を指摘する患者。

女性 50代 既婚の医師から付き合ってほしいとしつこく誘われる。未婚の女性上司からマタハラされ、辞めるよう仕向けられる。
患者からのセクハラ。触られたり、性的な発言をされる。

女性 20代 医師から理不尽に怒鳴られる、キスを迫られる。先輩看護師に理不尽に怒られる。患者に抱き付かれる、胸を触られる。

女性 20代 医師からの家までのストーキング行為、業務以外の連絡、セクハラ発言（俺の子産めよ）など。上司からの嫌がら
せ行為（昼食に準備していたお弁当を故意に捨てられる、休憩室では椅子に座らせないなど）。

女性 40代 医師からオペ中に手を握られた。先輩看護師からの心無い言葉の暴力。

女性 40代
男性看護師が必要以上に体を触ってきたり、気が付くと常に近くにいたりした。患者は、プライベートを執拗に聞い
てきたり、独身者や、結婚そこから、性生活に話を持っていこうとするなど、話をはぐらかすと怒り出したり、身
体的に卑猥な言葉を浴びせられた。

女性 50代 ずいぶん昔の話ですが。体毛が少ないという一般的な会話から大事なところは生えてるの？など、返答に窮する質
問や必要以上のボディタッチなど。

女性 20代 エレベーター内で抱き付かれる。正面から抱きかかえられる。
男性 50代 同僚からストーカー行為を受けたことがある。そのことを上司に報告したが、全く聞いてくれなかった。
女性 30代 「家を教えてほしい。毎日行きます」などのメールが毎日来る。無視、過度な業務を任される。

女性 30代
患者に待ち時間が長いと怒鳴られたり物を投げ付けられた。また、お尻を触られた。上司には子供の体調不良で
の休みを申し出たらあからさまに嫌な顔をされ、嫌味を言われた。医師から無茶な要求を言われたりするのは日
常茶飯事。

女性 30代 患者様のご家族が、" 男性看護師だから、ケアが雑だ。担当しないでほしい " というニュアンスの訴えを他の女性看
護師へこぼしていることがあった。丁寧な対応をしているように側からは見えるのですが…。

女性 20代
患者からはセクハラ。先輩や同僚は、患者も他のスタッフもいるところで大声で怒鳴られたり、自分がしていない
ことを自分がやったことのようにして情報を流されたり、関係無いプライベートの噂も（それも事実でもないことも）
流されたり、申し送りをわざとしてもらえなかったり、記録を消されたりしました。

女性 40代 介護士や家族からの無視。モンスターな家族が増えている。患者の人権も大事だが、職員の人権も大事だと考える。

女性 30代 おむつ交換をしようとしたら蹴られた。病棟会にいてメモも取っていたのに、寝ていたと言われ、もう来なくてい
いと言われた。

女性 20代 精神疾患患者からの暴言、暴力行為。妊娠して退職する 2 年目看護師の、退職するまでの期間のシフトがひどかった。
女性 20代 認知症や壮年期の患者からお尻や胸、陰部など体を触られる。また患者家族から 1 日に何度も握手を求められる。
女性 20代 認知症やせん妄のない 60代の患者に必要以上に至近距離に迫られたり、手を舐められたりした。

女性 20代
入退院を繰り返す男性患者から、結婚してるかどうかや彼氏はできたか、イベント（クリスマスなど）の後は彼氏
との性事情はどうだったかを根掘り葉掘り聞かれた。退院後に外来でたまたま会った時にメールアドレスや住所を
しつこく聞かれた。

女性 20代 体を触らせろなどと言われた。背後から静かに近付いてきてお尻や胸を触られた。

女性 20代 患者からは金を払っているんだからいいだろとセクハラを受けたり、拒否をすると院長に言ってクビにしてもいい
んだぞ！と威圧する。

女性 40代 患者からの暴言暴力。患者に触られる、見せられる、卑猥な言葉を言われる。上司や医師から女であることや学歴
について言われる。

女性 40代 デイサービスで働いていた時に、執拗に体を触る利用者がいたが、目の前で触られていても上司は助けようともし
なかった。あなたはこういう人だと決め付けて、改善しても変化に気付かないのでなかなか先に進まない。

女性 20代 私の持病アトピーに対して認知症など何でもない患者さんにその手は薬物をやっている手かと笑われたことです。悲
しかったですし、悔しかったです。

女性 20代 アトピー性皮膚炎を患っているが、皮膚科のある病棟だったため、「患者からしたら、アトピー性皮膚炎の看護師に
看てもらいたくないでしょ？治しな」と言われた。

女性 30代

看護師の容姿や能力について点数表にしたものが職場のパソコンに入力されていた。印刷したら 100 枚程度出てき
た。気に入った看護師を何度も食事に誘う。今日の処置に君達はいらなかった（役に立たなかった）、などと面と向かっ
て言う。血の付いた器具を投げてくる。大声で怒鳴ったり、書類を机に叩き付けたりする。無視する。他の看護師
と比較してできていないと言う。エアコンの効きが悪い、などと施設面でこちらには対応できないことで、何時間
もスタッフを拘束する。

女性 20代 外見についてとやかく言われた。
女性 40代 なんでこんな服装で通勤する？スカートを履いているだけで、文句を言う。
女性 20代 妊婦が体調不良で休んだ際に体温 37 度は熱じゃないからねと言っていた。
女性 40代 妊娠中体調が悪くなり入院。師長に辞めてくれないと新しい人に来てもらえないと、退職を勧められた。

女性 30代 妊娠中の体調不良を良く思わない発言があった。それ以外のスタッフの体調不良については何も言わないのでおか
しいと感じた。

女性 30代
お腹が張った時、師長が病棟におらず申告できず、先輩へ相談し数分休憩させてもらった。休んでいる最中に先輩が
師長へ報告してくれていた。休んでいるところへ師長が来て心配する声かけはしてくれたものの、「なんで黙ってる
の？いつも大丈夫って言うけど、大丈夫じゃないじゃない。〇〇さんの中には、もう一人の〇〇さんがいるの？言っ
てることが違うじゃない、うそついてるの？」と言われた。体調が悪い時、申告しづらくなった。
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女性 30代
妊娠中につわりがひどく、それでも勤務に穴があけられないので出勤していた。先輩ナースから、病棟会議で私が
不在の時に「妊娠は病気じゃない」「体調悪そうに仕事されると不快」と言われた。病棟師長に申し出ても勤務軽減
をしてもらえなかった。

女性 30代
妊娠中、つわりが辛かったのですが、つわりは病気じゃない、気持ちの問題だと看護部長に言われ、夜勤も免除さ
れませんでした。無理して働いた結果、切迫早産になり、休職しなければいけなくなりました。挙げ句の果てには、
産休まで働けないのなら辞めるように言われ、何も言えず辞めることになりました。今思うと、立派なマタハラだなぁ
と悔しい気持ちです。

女性 20代 妊娠は病気ではないと言われ、つわりの診断書が出るまでは勤務を配慮してもらえなかった。

女性 30代 妊娠は病気じゃないと言われ、休むたびに嫌味を言われる。休日に出掛けると「つわりがひどいくせに出掛けている。
仕事は休むのに」と言われ SNS をチェックされたり、プライバシーの侵害を受けた。

女性 30代 妊娠中、つわりがひどく入院になり休んだら毎日のようにいつから出られるか同僚が電話してきた。入院前にも、つ
わりがひどく休んだらつわりごときで休むなんてと言われた。

女性 20代 妊娠中、つわりがひどく何度もトイレに行くと「妊婦だからって関係無い、吐いてでもしっかり仕事しなさい」と
子供のいない上司からの暴言が何度もありました。妊婦でも夜勤免除などはありませんでした。

女性 20代
つわりで休んでしまった次の日に仕事へ行くと、先輩（上司）から、「妊娠したことがないからつわりが辛いのは知
らないけど休んでばっかりでどうするの？まだ、経験年数が浅くてできることが少ないのに。妊娠してるから体力
仕事できないし。」と言われた。

女性 20代 つわりで吐気が強かったが（もちろん患者さんの前ではプロとしてそんな様子は見せていない）、カルテ記載中など
少し気分が悪くなったりした時、しんどそうな顔するなと言われた。わざわざ感染部屋ばかりを付けたりされた。

女性 40代 つわりで苦しんでいる時、師長から「いつまで休むつもり？」と言われた。

女性 20代 つわりが辛いと相談したら、つわりが辛いと言いふらしているだろうと師長から呼び出された。辛いなら休めと言
われたが、休みたいと伝えたら話を流された。

女性 30代 妊娠初期に出血などの影響で出ていた症状に対してや、1 ヶ月の休み希望を最上位上司に頼んだ時も、直属上司の依
頼で人員不足のためもう少しいてくれないか、など話が何度も行ったり来たり状態だった。

女性 20代 妊娠後期に切迫早産で休職指示が出た時、陰で「勤務時間中に健診に行ったから状態が悪かっただけ」など。
女性 30代 切迫早産で休みをもらおうとしたら、今の子はいいわね、私の時なんて…と言われた。
女性 20代 私達が妊娠していた時はつわりがあっても働いていたと言われる。
女性 30代 妊娠中に無理矢理夜勤をさせられた。
女性 30代 妊娠しても夜勤免除や業務負担の軽減は無かった。切迫流産になってもその対応は変わらなかった。

女性 20代
妊娠中なのに患者の抱えを依頼された。同じ妊婦の先輩につわりきつくなさそうでいいねなどと自分のきつさを毎
回聞かされる。上司に今年の自分の失態は妊婦をこんなに増やしてしまったことと言われた。妊婦なのに結核部屋
の担当にさせられた。

女性 30代
看護部長始め、師長などの上司が不妊治療中、妊娠ナースへの配慮が全く無い。特に不妊治療中のナースに対する
離職を促す、強制的な部署異動命令が院内で横行していた。労働組合に介入依頼したり、本部への報告もしたが対
応してもらえなかった。

女性 20代 化学療法を調剤する際に、妊娠しているという理由でやらないのはあり得ないと言っているのを聞いた。
女性 30代 子供がダメになったらなったで仕方がないと言われた。
女性 40代 妊娠した時に、妊婦と一緒だとやりにくい、自分の仕事が増えるから他の部署に行ってほしいと同僚に言われた。
女性 20代 4 月に妊娠を報告した先輩が師長に、この忙しい 4 月に妊娠する時期が悪い！と言われていた。

女性 30代 妊娠したら、結婚したらこれだから困ると言われた。子供の発熱などで休むことが多い先輩が、自分から辞めるよ
うに仕向けられていた。子供の具合が悪く休む先輩が、また休みなの？と陰で言われていた。

女性 20代
妊娠する優先順位がある。キャリアを捨てて妊娠するなんて。妊婦のせいで仕事量増えて大変。など妊娠を非難す
る言葉を裏でだけでなく面と向かっても言われた（妊娠発表後）。今まで朝挨拶されたことない、と急に怒鳴られる
ようになった。

女性 30代 妊娠した時に、チームリーダーをしていたので、あなたの妊娠は病棟にとって誤算と言われた。

女性 30代 計画的に妊娠したのか？ 3 年目なのに？つわりは病気ではないから働け。寝たきりの介護量の多い人を受け持た
される。

女性 40代 私は子供を産まなくて良かったと思ってる、と妊娠の報告をした時に職場の上司に言われた。
女性 30代 同じ職場に妊婦がいて、相手の文句を妊婦である自分に言ってくる。
女性 30代 再配置が不平等、妊婦は一緒に勤務したくない、妊婦ばかりいても、という陰口。
女性 40代 妊娠した場合はパートになってもらうと言われた。

女性 40代 第 1 子を産んだ後にパートになり、第 2 子を妊娠して、つわりで辛かった時に、男性介護職員に、妊娠するな、辞
めてもらえないか、などさんざん言われた。

女性 20代 人が少ないからと 2 年目の先輩がまだ子供を作っちゃダメよと言われていた。
女性 20代 結婚時、早期に妊娠しないようにと言われた。
女性 20代 結婚してもいいが妊娠はするなと言われたり、妊娠するとため息をつかれ、嫌味を言われる。
女性 20代 結婚はしてもよいが、妊娠はしてはいけないと言われていた。

女性 30代
結婚したが、妊娠するとつわりなどの体調不良で休んだ場合に他のスタッフが迷惑になるため「まだ妊娠しないでね」
と言われた。他のスタッフがデキ婚をした時に「職場に妊婦 2 人は迷惑だから妊娠しないでね」と言われた。妊娠
した際に医師から「うちの病院は産休も育休も無いからね」と言われた。つわりや切迫流産で体調が悪くなり、仕
事も休めず、退職せざるを得なかった。

女性 30代 育児休暇など休業から復帰する人には託児手当を廃止。個々で手当があったり無かったりの差別がある。育児休業
復帰の際に自主退職を促す。
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女性 40代 産休や育休を取りたいと伝えたら、辞めるように言われたり、時間外勤務をサービス残業にするように、出勤簿を
書き換えさせられた。

女性 20代
産休、育休を取るの？辞めると思ってたよと言ってその後もそれを勧めてきた上司。朝の申し送り前に病棟の全職
員に私が産休を取ることへのアンケートも取られた。私の時代には育休は無かったわよ、すぐ復帰するんでしょ？
と圧力を掛けてきた先輩。大きくなったお腹を見て性的なことを言ってきた患者。
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Q. 看護職の労働環境について、ご意見やご要望がありましたらお聞かせください。（改善に向けた案や、現状における課題、満足し
ている点など、どんな内容でも結構です）

性　別 年　代 回　答
女性 30代 看護師の給与は世間が想定しているよりもずっと低いと思う。まずは給与の改善を願う。
女性 20代 夜勤しなかったら生活ができない。

女性 30代
看護師にはインセンティブがあってもいいのではないか。看護師増員のため大学や専門学校が増加したが、その結
果、安易に捉えている学生が多くなったと感じること。看護師は生涯学習であることを理解していない看護師が増え、
看護力の低下につながっていること。そのため、一部の看護師にしわ寄せがきていると感じます。看護師が足りな
いのも現実ですが、医療職としての適性検査のような選別も必要なのかと思いました。

女性 50代 とてもやりがいのある良い職業だと思います。賃金がもっと見直されてほしいです。

女性 30代 労働内容や環境に対して給与が少ない。新人指導がパワハラ。私が新人の頃は…とろくな指導をしてくれない。ミ
スをほじくり返し、成功体験を積ませてくれない。

女性 20代

労働に対する対価が少なすぎる。もっと給与や昇給を上げないと看護職は減っていく一方。給与や福利厚生が充実
していないのに、仕事だけは山積みで評価もされないなんて誰もやりたくない仕事になって当然。看護は素晴らし
い、社会に貢献している仕事だと言うならまずそれなりの対価を払うべき。今の看護職は自己犠牲心の上に成り立っ
ているようなもの。これからの時代、そんな働き方は通用しなくなるし、若い世代はそんなことを望んでいない。き
ちんと労働に対する対価、労働者を守ることを意識しないと、病院、医療の質は落ちるだけだと思う。

女性 30代
病院で働いていた時は、実際の業務に見合った給料ではない。サービス残業が多すぎる。業務開始前の、その日の
患者の情報収集は早ければ 1 時間前などから来ないといけない。新人教育のための時間や、委員会、病棟会議など
は残業とはみなしてくれない。残業を短くと上司からは言われるが、そのための方策が無い。

女性 30代 働いている、割には給料が少ないと思う。ミスをしたら免許剥奪になるのにと思う。
女性 40代 大変な仕事の割に賃金が安く、見直してほしい。特に福祉施設は安い。
女性 30代 給料に見合わない仕事量。夜勤しなければ、一般の給料と変わらないのにストレスフルで離職者が多い。

男性 30代 給料が低いが、雑務が増えており繁忙度が上がっている。看護師を増やそうとしているが、給料が低いので続かない。
全体的な昇給を希望。

女性 30代
高齢者が増えているにもかかわらず、認知症の方も多く介護度が上がっているが、夜勤やお給料の改善もなく、身
体的負担が大きくなってきている。国として、給与の見直しなども考えてほしい。診療報酬ばかり改定せず、現場
の環境を見てほしい。

男性 20代 仕事量に対し給料が少なく、感染対策と言いながらコストが掛かるからと安い物しか取り入れずすぐに破れる手袋
を導入されている。

女性 30代 仕事に対して給与が低い。こんな辛い汚いストレスが溜まる仕事をずっとしたいとは思えない。

女性 30代
業務量に給料が見合っていない。自分の子供には薬を飲ませて幼稚園とかに熱があるのに行かせて、自分はそれでも
患者さんの看護をしないといけないのはおかしい。看護師はみんな頑張っています。なのに、患者さんからは医師
より下だからと馬鹿にされたりもおかしい。離職者が多いのは仕方がない。今の新人さんはみんなすぐ辞める。他
の看護師以外の仕事をしたくなるが、なかなか辞められないし、やっぱり好きなのも事実。

女性 20代 病棟の業務はきつい割に賃金が安い。委員会や電カル入力が自己責任として扱われ、サービス残業が暗黙の了解に
なっている。

男性 30代 賃金は、物価や最低賃金が上昇してきても上がらない。相対的に低下している。医療全体の問題である。

女性 40代 最低賃金の改善が行われても、看護師の時給が最低賃金ではないためか？賃金が上がらず、仕事内容はハードなま
まなケースが多い。賃金の引き上げまたは、業務内容の見直しが必要だと感じる。

女性 40代
近年、一般のバイトの最低賃金も値段が上がり、せっかく専門の資格があっても、一般バイトと数十円の違いだと、
モチベーションが上がりません。やっぱり看護師で良かったと思えるように、一般バイトの賃金と比例して医療従
事者の賃金を上げてほしいです。

女性 30代
看護師の給料を見直していただきたいです。レストランアルバイトで 1,000 円の時給は珍しくない中、看護師時
給 1,200～1,300 円も珍しくないです。安いなと感じています。周囲の看護師も、あの時給であの責任は安いと
話しています。

女性 40代 給料は全体的に低い。最低のラインを引き上げるべき。独身で働いている人の給料が上がらないのはなぜ？子育て
などの配慮もいるが、労働者への配慮は少ない。

女性 30代 賃金と時間が比例していない。サービス残業が多い。定時に帰ったことがない。女の社会で人間関係が大変。
男性 30代 賃金が見合わないことが多い。残業が申請どおり取れないことが普通にある。

女性 20代

全体的に仕事量が多く責任も多い中で比べたら給料が低いと思います。夜勤手当をしっかりと出し、ボーナスもしっ
かりと出す。住宅手当など諸手当も出し、そうしなければまずは人が集まらないと思います。やはり昔からの悪し
き習慣が多く、新人としては今の世の中労働環境が変わりゆくのに昔のリズムに乗せられるのはしんどいところが
あります。一人ひとりに合った教育をしてほしいなと。上司や先輩が言う言葉に対し、重く受け止めるのでこうい
う伝え方で大丈夫かな、と言葉に責任を持ってほしいと思います。

女性 20代 仕事量の多さ、責任の重さ、どれを見ても現在の給料で納得できるものではありません。精神を病み、離職してい
く者を何度見てきたか…看護師は奴隷です。

女性 40代 基本給が少なすぎる。施設によっては年間休日数が少ない上に給料も少ない。人手不足の一番の要因は、とても多
い業務量なのに見合った報酬、評価がもらえないこと。人手不足なので育児や介護など柔軟な働き方ができない。

女性 50代 同じ年代の他職種より、お給料が安い。30年以上経っても、あまり変わらない。夜勤をしないと余裕のある生活が
できない。
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女性 20代

都会とは違い私が住んでいる田舎は給与面が普通の一般職の方と変わらない職場もあります。看護師の資格を持ちな
がらも周りの一般職の知り合いと同賃金ではわざわざ辛い面が多い看護師として働きたくないと思ってしまう。ま
た、現在の職場は上司に許可をもらわないと残業を付けることができずほとんどサービス残業であるためそういっ
た職場は多いと思う。根本的な部分ではあるがそういった部分を改善するだけでもここで働いていこう、看護師と
してずっと働いていこうという意識になる。

女性 40代 地域によって給料格差があるため、できる限りフラットになれば良いと考える。
女性 30代 地域によって給与が違いすぎる。労働状況に対して、給与が見合っていない。

女性 20代

資格があるにもかかわらず、首都と地域で時給に差がありすぎる。例えば、時給 1,000～1,200 円に対し、首都
圏は 2,000 円近く。病院、施設など条件が同じなのに格差はあるし、下手したら看護師でない資格のいらない職の
ほうが時給が高い。全国で、時給いくら以上と統一してほしい。同じ業務内容なのに差があり嫌になってしまう。飲
食店は残業は分単位に対し、看護師は 30分以上残業しないと時間外が出なかったりサービス残業が多い。全国で全
ての業種が分単位で残業代を出すなどしてほしいし、サービス残業が当たり前にはなってほしくない。とてもおか
しいと感じている。

女性 20代 病院は給料が低すぎる、業務内容と見合わない、看護どころではない。

女性 20代 夜勤、日勤かかわらず命を扱う仕事であるならもう少し給与を上げてもいい。人員が少ない病院は人員確保を第一
優先にすべき。いい環境とそうでない環境に差がありすぎる。

男性 30代 命を預かる職務としては賃金が安いと感じる。特に昇給が少ない、夜勤などの手当が無ければ普通の大卒並。
女性 30代 患者の命に携わる仕事なのに、責任の重さと給料のバランスがおかしい。

女性 20代 重症患者を看ているのに、給料が新人の時から全く変わっていかないことに不満を感じる。長く勤める人を大切に
してくれない。

女性 20代 基本給も毎年見直してほしい。もっと若い人が活躍できる場を増やしてほしい。

女性 30代 年数や能力に応じてきちんと昇給制度を作ってほしい。時間外労働手当はきちんと欲しい。自分の体を犠牲にしな
がら 10年働いたが昇給は 1 円も無し、有給休暇も 1 日もいただけず、時間外勤務はタダ働きだらけだった。

女性 40代 ある一定の年齢になると昇給無し、またボーナスカットとか意味の分からないことがある現状の病院なため、それ
が今後も続くのであれば転職したいと考える。またそれが嫌で辞める人がたくさんいる。

女性 40代 現在、パート勤務だが、3 年間働かないと、時給を上げてもらえない。契約書には、勤務態度が良好であれば、時給
を上げると書いてあるが、3 年に 1 度とは書いていない。

女性 50代 介護士の給与改善はされても看護師は不変で、もうすぐ追い付く勢い。不安を感じる。

女性 50代 介護士に対して処遇改善されることが注目されていますが、看護師との差が縮まっています。看護師の処遇改善も
してもらいたい。

女性 20代 業務時間より、業務内容で収入に差を付けてほしい。ユニットこそ、人数配置をもっと増やすべき。

女性 30代 時間外業務の中には係活動や研究、委員会などあると思うのですが、これについては特別手当が欲しいし、研究を
斡旋するのは遠慮してほしい。集団の前で断れないようにしていると思う。

女性 40代 看護研究や研修が時間外勤務として認められておらず、時間外で仕事をしてもお金がもらえないので、手当が欲しい。

女性 20代

私の勤めている病院は、医師も看護師も、オンコールの場合手当が付きません。少しでも付いたら、やる気もアップ
するのにね、とみんなで話しています（オンコールの日は出掛けられない、お酒も飲めない、常に電話を片手に行動
しなければはらないのに、です）。オンコールに対して手当を付けるよう義務付けていただけたら大変ありがたいで
す。また、パワハラ委員会も内部の人間のものではなく、外部のものを設置するよう義務付けていただいたら、みん
な救われます。ストレスが掛かり、みんな下痢をしたり、余計な緊張の中働いております‥。ぜひ、お願い致します。

女性 20代 ナースコールを受けた回数をお給料に還元してほしい。
女性 30代 現在の職場は遅番手当、キャリアアップのための支援なども無いため支援や待遇を考え直す必要がある。
女性 40代 管理者の時間外があるのは仕方がないが、手当が出ると良いです。

女性 20代 感染対応が多いところは加算を付けてほしい。不規則な勤務のため育児環境を整えてほしい（託児所を完備するた
めの補助など）。

女性 20代 労働時間の削減、子育ての支援と、給与を上げられたら離職率は下がりそう。

女性 20代 当直制なので、拘束時間が長いため人を募集してもなかなか来ない。この先、私達が働いていく上でも労働時間の
見直しをしてほしい。

女性 30代 拘束時間が長い。女性の職場なのに産休、育休が取りづらい。子育てしながら仕事を続けるのが難しい場合が多い。

女性 50代
労働環境の良い職場に恵まれてきました。それでも、業務量が多くて定時までに終わらないことはあります。雇用
の形態上、給与が固定されていたため、サービス残業になるのですが、勤務先によってはオーバーした時間を記録
して休みをくださったところもあり、ありがたかったです。

女性 30代
定時で帰れるようにしたい。そのためには業務改善と適切なベッドコントロールも必要。診療部を巻き込んだ働き
方改革が必要。また、ナースのモチベーションアップのための休暇や賞与への反映がなされると良いと思う。時短
や育休明けの人への業務内容の配慮。

女性 30代 残業が多くて、また、残業が仕方がないと思われていることが多い。人相手なので仕方がないこともあるが、余裕
が無いと人に優しくなれないので、人員の余裕は必要だと思う。

女性 50代 残業を無くし現場職員が安定するためにしっかり確保しストレスの少ない状態で仕事に取り組めるようにしてほし
いです。

女性 20代 手術室勤務でしたが、かなり残業が多く、看護師ではなく医師に残業が左右される点がかなり嫌でした。

女性 20代 残業が当たり前な雰囲気がある。人の命を扱う仕事なので責任は重いが、一人の人間としてプライベートの時間を
保てるようにしてほしい。手取り足取り教えてもらえる環境であってほしい。

女性 20代 大学病院では病棟勤務は前残業が当然のこととなっており、転職した現在振り返ると異常だった。働いた時間しっ
かりと給与が支払われるだけでも、看護師の仕事のモチベーションが保たれると思う。
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女性 20代
情報収集のための始業前残業を無くす。情報収集を就業時間内にやるべき。やらなければいけない仕事がどんどん
増えていく中で残業が増えるのは不可避。それが本当に必要な業務なのかを考慮し、必要ないものは排除していく
べき。労働に見合う給与をもらえないと、モチベーションが下がる。残業時間を短くし、基本給や夜間手当を上げ
てほしい。

女性 30代 始業前残業を減らしたい。自分の仕事が終わったら帰れる環境。時間外の研修、勉強会を減らしてほしい。

女性 30代 業務前の情報収集は必要だが、それに対しては残業手当が無し、早く来るのが当たり前という風習が良くない。出
勤時間から退勤時間まできっちり支払われるべき。

女性 50代 患者情報を取るために出勤時間を早める必要があることが時間外労働を増やしている。委員会活動も公休日に出る
ことがある、根本的に業界として考える必要がある。

女性 40代
一般職から転職で医療の世界に入って驚いたのは、始業開始時間の 1 時間前に出勤して準備や情報収集、朝礼があ
ることが普通かのようになっていること。業務開始の準備が必要な時点でその時間も労働時間として認められるべ
きだが、長年慣例化されており誰も言い出せない。

女性 40代 劣悪な環境でどんどん人材が退職していき業務が回らないのが実情で長時間労働、サービス残業が当たり前になっ
ているのを何とかしてもらいたいです。

女性 30代 医療職は他の業種よりサービス残業が多いと思います。出退勤の把握から、時間差がある場合は残業申請を行うよ
うに会社（病院）側から言ってもいいと思います。

女性 50代
職業柄、多少の超過勤務は仕方がないが時間がオーバーした分は、その日や週単位で調整できる体制にする。交代
要員など、フリーのナースを作っておく。補充する。各施設は小さなことでも、相談しながら成長したり推進した
りできる環境作りに常に努めること。

女性 30代 手当などのない時間外業務や、労働基準法に明らかに違反しているのが当たり前になっている。
女性 20代 残業代は基本的に出ないことが課題だと思う。また、定時で仕事が終わることがほとんどないのが不満である。

女性 20代 残業に賃金が出ておらず、上司もそれが当たり前のようにしていたため、上司がまずは取れる雰囲気を作らなけれ
ば部下達が取りづらいと思う。

女性 60代以上 残業手当が付かない。やる気が無くなる。上司からのパワハラを毎日受けてストレスが溜まり心身共にダメージで
職場を退職しました。

女性 30代 サービス残業が当然なことが多く残念です。
女性 20代 サービス残業が多すぎる。人員の確保をしてほしい。患者さんにも日勤と夜勤が分かるようにしてほしい。

女性 30代
看護師は疲弊している印象が強い。精神的にも肉体的にも辛い状況。病院や上司からの超勤制限の風土からサービ
ス残業などが常態化している。自分の時間と肉体を使っているのにサービスとなると何のために働いているのか分
からなくなる。サービス残業ではなく、働いたのであればちゃんとその対価を支払う風土になってほしい。

女性 20代

昨年 1 年間は、連日 21 時まで残業しても 1 分も時間外手当を付けてくれない日が多かったです。師長によっては
手当を付けてくれる病棟もありました。私の病棟の師長は、看護部長などの上からの圧力で、時間外を取らせすぎな
いように言われていたそうです。病棟（師長）によって手当に差が出るのは不公平だと思います。有給休暇については、
20日間取れるはずが実際は数日しか休めず消化し切れていません。3 月末で退職しますが、17 日残った有給休暇
は無かったことにされてしまい、3 月はフル出勤です。業務に追われ、患者さんとの関わりの時間が十分に取れず、
それでも記録を書くために毎日 2 ～ 4 時間残業して、身体的にも精神的にも辛い 4 年間でした。それでも働けたの
は、人間関係が良かったからだと思います。

女性 20代 以前いた病棟では残業が月 90～100 時間あった上に、何となく新人は残業代を申請できない雰囲気でした。せめ
て残業代申請を IC カードなどの入退室記録でできるようにしてほしいです。

女性 20代 タイムカード制にするなどして、残業には必ずコストを、帰れる人は定時上がりを推奨することで、プライベート
や家庭との両立やメリハリが図りやすく、子育て世代や新卒者離職率の低下や職員満足度向上を期待する。

女性 20代 タイムカードも導入されていない（手書き・申告制）環境のため、サービス残業が多いのがとにかく辛くしんどい。
女性 40代 タイムカードどおり、残業の申告をしなくても早出や残業代は、支払ってもらいたい。

女性 30代

今働いてる職場は定時ぴったりに帰れるのですが、前に働いていた職場は定時に帰れず、残業がありました。残業
分のお給料はいただいていましたが、お昼休憩時間の残業分はお給料が出なかったので不満はありました。お給料
が出れば気持ち的にも全然違いますし、それとその時の家庭状況だと思います。独身などの場合はお給料が出れば
残業でもいいと思いますが、家庭や子供がいると残業は難しかったりするので、看護師の人数確保で上手く回せる
環境が大事だと思います。

女性 40代 管理監督者に該当しない師長の残業代が付かない。
女性 30代 残業代がきちんと指定どおりに支払われると残業してもいいかなと思うが、安すぎる。
女性 40代 看護必要度が無くなれば、記録による残業は明らかに減る。残業は明らかに病院の経営を圧迫する。

男性 40代 労働基準法への理解が低い。日本は法治国家であるはずなのに、看護師は自身の経験や、組織の決まりごとで判断
する方がほとんどであると思います。そういった場合は個人の権利がないがしろにされている。

女性 30代
病院で働く看護師がより安全で健康的に働ける職場環境にしてほしい。この働き方改革の時代に、いまだに労働基
準法に違反しているような働き方をさせている職場を見聞きする。一般企業における産業看護職に対しては、ない
がしろにされているところもある。もっと地位が確立されていってほしい。

女性 30代 病院ということを理由に一般企業のような法律に基づいた制度や仕組みがうやむやになっているため、病院も職員
を大切にするという考えがあれば必然的に良くなると思う。

女性 30代
労働基準監督署が入っても表面的に労働条件が変わるだけで、完全には改善されていない。また、時間外労働は掛
かった時間にウエイトを持ちすぎており、その分能力給をもっと評価すべき。夜勤も長時間で集中して業務がかぶ
るので、もっと人員を確保して看護師でなくても良いものは業務分担して負担軽減し、安全に業務に当たれるよう
にしてほしい。

女性 30代 病院にもよりますが、劣悪な環境のところもあります。定期的に外部に監査を委託するなどしてほしいです。
女性 30代 小さい規模の病院やステーションでもこまめに監査に入ってほしい。

女性 20代 有給休暇を取らないことが当たり前になっている。取りやすい雰囲気と、働く人数の確保を積極的に行っていくべ
きだと思う。休暇をしっかりと取ることで、仕事も効率的に行っていけると思う。
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女性 20代 有給休暇は取らせてもらったことがなく不満だったが、当たり前という風潮があった。せめて未消化の有給休暇を
給料にあててもらいたかったです。

女性 40代

交替勤務のため、他の職場に比べて長期休暇が取りやすいと思うが、取れる風土が無い。上司（看護部長や師長）が
積極的に長期休暇を取らせてくれるような職場で働きたいと思うし、そういう病院は離職率も下げられると思う。結
果、職員が定着して人手不足も解決し、更に休みも取りやすくなる。また、前職では薬剤師やリハビリ、看護助手
や介護職にやってもらえるような仕事も全て看護師がしていた。患者に一番近く、資格の範囲でできることが多い
看護師に全てのしわ寄せがきている印象であった。そのような点での業務配分ができていると、看護師は患者ケア
に時間を取ることができ、働きがいも感じやすく、これもまた、離職率低下になると思う。

女性 20代 訪問看護はシフト制ではないため有給休暇消化しにくい。

女性 50代 看護師は交替勤務のため平日の用事も土日や夜勤出勤の代休で消化され基本的に有給休暇が使われることが無い。ま
た、退職時の有給休暇消化など夢のまた夢。

女性 20代 有給休暇消化率がもっとどこの病院も上がればいい。特に夜勤の時間外は負担が大きいので、夜勤の働き方を考え
るべき。例えばパソコン入力の軽減、薬確認の負担軽減など。

男性 20代 有給休暇取得率の改善、カンファレンスや係業務などの看護業務以外の無駄な業務の削減、残業申請方法の改善。
女性 20代 有給休暇はどの病院も共通して、最低月に何日取るなど義務付ける、または努力義務だけでもすべきだと思う。
女性 30代 有給休暇取得 100％にするべき。毎年 30 日近く余る。消化できなければ、時給換算にして還元してほしい。

男性 20代 国や病院の理事長やドクターを筆頭に全スタッフが有給休暇消化 100% を掲げる。何が終わっていないのか声かけ
や手伝いをして定時で上がる。国が超過勤務を悪として進めるべき。スタッフの補充をこまめに行う。

女性 40代 日本の有給休暇の日数は他の国に比べて格段に少ない上に消化すらされない状況。精神的、肉体的な健康の向上の
ためにも職員が休暇を適切に取れるように行政が強制的に企業に働きかけるべき。

女性 20代 有給休暇使用できるように管理職が環境を整えてほしい。退職時の残っている有給休暇使用が当然となってほしい。

女性 20代 有給休暇が取れない看護師が多い。有給休暇消化は自分からは言いづらいため、師長から率先して勤務に組んでく
れていると助かる。

女性 30代 有給休暇が取れない、人員不足、でも求められることが多い。人員不足が改善されなければ質の高い看護は提供で
きない。

女性 20代 退職時も人員が少ないため有給休暇消化が 2 ～ 3 日、時間外を申請できない雰囲気など改善点がたくさんある。

女性 30代 変わらないと思います。国が対策しても、病院は隠します。有給休暇をくださいなど話をした途端に、病棟を変え
られたりする。

女性 30代 有給休暇を希望しても全く通らないです。体調が悪くても人がいないからと休みがもらえません。その辺の制度を
国で何とかしてほしいです。

女性 20代

看護師の職場で、急な休みに対応してもらえる職場は無いと思っている。もっと自由に、休みを受け入れてもらい
たい。職業柄もあるのか、休む理由を詳しく聞かれるのが苦痛。「体調が悪いので休みます」と言うと、どのよう
な症状がいつからあって、今の状態はこうで…と自分の状態を申し送るまで会話が終わらない。また、「受診したい」
という理由も同様で、何の薬を出されたかまで話さないといけないのが苦痛。受診するまでではないが、休息が必
要と判断する程度の体調不良が一番難しい。休む必要あるの？という雰囲気になってしまう。男性上司も同様なの
で、婦人科を受診したい時や心療内科を受診したい時、肛門科を受診したい時など、本当に聞かないでほしい。

女性 40代 パートの立場だと休みが取りやすいが、正社員では休むとなると嫌味を言われることもあり、休みにくいことがあっ
た。正社員でも休みやすい環境になればいいと思う。

女性 30代 長期休暇を取りにくい上に、年末年始やお盆なども独身時代はお休みを取りにくくカレンダーどおりに仕事をして
いる親などから理解を得られない環境があった。もう少し休日を取りやすい工夫が欲しい。

女性 20代
リフレッシュ休暇として、年に 7 日まで有給休暇を申請できた。連続で取ることもできれば、分けて計 7 日申請
することもできたので、旅行などの予定を立てやすかった。病院内全体の取り組みで自病棟はできていたが、他の
病棟はあまりリフレッシュ休暇を取れていないところも多かった。病欠の時に有給休暇を付けてくれるのもうれし
かった。

女性 20代 有給休暇消化率は病棟と外来、医事課では全く違うので、その点を中途採用者には伝えたほうが良いと思います。
女性 30代 有給休暇消化とただ言われても、そのためにスタッフの仕事の代行を引き受ける制度が物理的に困難。

女性 20代 夜勤明けで勉強会などに出席するのは当たり前という風潮がおかしい。明けは寝るための明けではないのかと思う。
社食が安いのは良い。

女性 50代
夜間当番で出勤しても、日曜日当番で出勤しても手当は出るが、代休は無く、休むとしたら自分の有給休暇。夜間当
番は曜日に関係無く、平日の勤務終了 1 時間半後にまた勤務で、有給休暇が取れない時は翌日も通常勤務。代替の
余裕があれば、事務も検査の人も看護師も休めるようにしてほしい。緊急で呼ばれても、自家用車で、病院に着いて
からの時間外手当の支給のみで、呼ばれた時間からではなく、タクシー代（交通費）も自分持ちなのは改善してほしい。

女性 20代 明けを休み扱いにしているせいで休暇が少ない。職場の考えが古く労働基準監督署が何度介入しても改善しない管
理者の意識が問題。

女性 30代 夜勤の次の日に休みが 1 日しか取れないのは体力的にきついため、働き方、休みの取り方などを考えて基準を作っ
てほしい。

女性 40代
勤務間隔が必ず一定時間空くように義務付けること、またそれに違反したら罰則が科されることが必要だと思いま
す。3 交替で日勤→深夜、準夜→日勤が当たり前のようになっているのは、本当に負担が大きく、離職につながる大
きな要因となっていると思います。

女性 30代 夜勤の時に仮眠が取れない（人員不足のため）。

女性 30代 夜勤の人数を増やして、仮眠時間も長くしてほしい。歳を取った人が偉いという風潮が強いので、仕事が出来る人
がちゃんと評価される環境になってほしい。

女性 50代 夜勤では十分な仮眠が取れない。過酷労働なので労働時間の短縮や仮眠時間の確保が必要だと思います。
女性 30代 当直中の仮眠の確保、有給休暇を好きなタイミングで取れること、人員配置。
女性 60代以上 夜勤の休憩が無い（ソファーに少し横になる程度）。
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男性 50代 夜勤での休憩時間（仮眠時間など）を少しでも増やしていただきたい。

女性 30代 夜勤のスタッフを増やす、休憩が取れる環境作り、休憩が取れないので病院での勤務はあまりしたくない、夜勤も
きつい。

女性 30代 夜勤回数が 10回以上は体調を崩すのでやめてほしい。
女性 20代 夜勤が多い、拘束時間が長く疲れが取れない。このままだと看護師を辞めたいと思う。

女性 20代 3 交替勤務だと、大体の場合 1 度の夜勤クールで約 1 週間（準夜、準夜、入り休、深夜、深夜）夜勤になるので、
その週は仕事しかなくなってしまう。夜勤の 1 クールを短くしてほしい。

女性 20代
夜勤（2 交替）において、16 時間の長時間勤務による負担軽減のため、3 交替にしたり、日勤・夜勤 13 時
間勤務にしようとする動きがあるが、逆に負担である。労働時間の長さではなく、人員不足が看護師の大きな
負担を招いていると思う。看護師が難しいなら、看護助手の増員や実習生などの力を生かすなどの対策のほう
がいいと思う。

女性 20代 夜勤手当を一律 1 万円くらいにしてほしい。命が削られているのに安月給すぎる。
女性 40代 夜勤では、拘束時間が長い。それに見合った手当があれば良い。せめて 1 万円。

女性 20代 夜勤をして体に負担を掛けながら働いているのに給料が安い。明らかにサービス残業が多い。死ぬまで働きたい、と
思える職業ではない。

女性 30代 夜勤ありきの募集や給与体系はおかしいと思う。自分の身を削って奉仕することが多すぎる。余裕を持って仕事を
できる環境が求められる。そのために、人手不足の解消や待遇の改善を早急にしてほしいと考える。

女性 40代 夜勤が義務化されているような体制は、ママナースや体力などに自信のない看護師の就労の足枷になっていると思う。

女性 40代 夜勤。大人数を一人で受け持つという負担。受け持ち以外に相談できるリーダーがいると良い。おむつ交換や体交
は介護職がやってくれるとケアや看護に時間を使える。

女性 30代 夜間に何かあった時に安全を守れないので夜勤の看護師人数がもっと欲しい。また、給料を上げてほしい。
女性 20代 短時間夜勤を導入してほしい。夜勤人数を増やしてほしい。
女性 30代 精神的に追い詰められる職場だと思う。責任が重大すぎて、仕事に行けなくなる。
女性 20代 看護業務が多い中で失敗はしてはいけない業務内容であるため常にストレスと緊張を感じていた。

女性 30代 看護業務の量を減らしたい、夜勤業務時間を短縮してほしい。疲れと眠気で業務が多すぎていつ事故が起きないか
と怖いです。

女性 20代 休憩中にも呼ばれて仕事をしなければならないことがあったり、交替のメンバーが決まっておらずやりにくい。

女性 30代 休憩時間の確実な確保、また人員が少ないことは今後の課題となると思う。夜勤の翌日は確実に休みではないため、
負担になることが多い、見直しが必要ではないか。

男性 20代 毎日忙しくて余裕のある日が無い。労働環境をもう少し楽にしてもらうか、給与が上がれば頑張れる。
女性 30代 仕事が忙しすぎて心に余裕が無いとパワハラにつながると思う。

女性 20代 本当は休憩をしっかり取ったり、時間外での仕事や課題はしたくないが、同僚や患者さんに迷惑が掛かると思うと
せざるを得なくて困る。

女性 50代 働き方改革と言いながら、実質仕事量は変わらず、勤務時間が短縮され（20分／ 1 日）、月 1 日休日が減らされた。
改悪でしかない。忙しいを理由に、2 年目の看護師に対する教育体制が全くできていない。

女性 20代
700 床程度の病院で働いていましたが一人にのし掛かる看護の業務数が圧倒的に多い。７対１をうたっているはず
が、実際は 13 人受け持ちで、その中でもオペ当日、入院受け、抗がん剤治療、ターミナル患者を混合して受け持た
ざるを得ない環境で、一人の看護師に掛かる精神的、肉体的な負担が大きかったように感じます。でもどこの病院
でも同じようなことは聞くので、どこも一緒で仕方がないのかなぁ、と思っています。

女性 20代 看護基準では適正とされていても、重症度や患者の波があったり、助手さんがいないので負担が多い。そもそも人
が少ない。

女性 30代
立ち仕事で神経をとても使い、仕事量もとても多いので、もう少し仕事量が減るような協力体制があるといいなと
感じます。特に子育てとの両立の難しさがあり、その時期のブランクが次の問題になっているのだと思います。看
護師で働きたい子育て中の人はたくさんいると思います。

女性 50代 手の掛かる患者が増えているのに、医師のすべきことまで降り掛かり、過重労働がち。医師がもっと協力的であれ
ば良いと思う。チームワークで助け合えているのは幸い。

女性 50代 訪問看護をしたことがありますが、お昼の休憩があまり取れず負担が大きい。一人で患者を背負っているような責
任感がある。もう少し色んな部署と連携が取れるといいと思う。

女性 30代 看護師の担う業務が多すぎると思う。それにもかかわらず、他職種に比べて扱いが低いと感じることが多くある。今
の職場は心から尊敬できる上司がいる。この人がいるからここで頑張ってこれたと思う。

女性 50代 福祉の現場は、看護師も介護員と同じ仕事（入浴・送迎）をこなさねばならず負担が大きい。

女性 20代
とにかく、忙しい。看護師を実際にしていて、ざっくり看護といっても、本当にたくさんの業務や患者にまつわる
調整をしなければならないため、大変。夜勤となると、尚更で健康や家庭を犠牲にしながら仕事していると感じる。
少子高齢化であり、仕方がないところもあるが、医師不足看護師不足だと思う。

女性 20代 給与や休み希望に関しては満足しているが、その日の仕事量が多いことや新人指導に関する時間外労働が多いこと
や部署による業務量の差が大きいことは課題だと感じます。

女性 20代 委員会活動、レポート作成、パワーポイント作成、物品点検など看護師以外の仕事に大幅に時間を取られている。そ
こを改善し、時間外労働の軽減を図ってほしい。

女性 30代

最悪です。人がいないため、地域包括ケア病棟で、平日日勤 1 人、2 人で 30人以上看て、他科受診、透析の送迎、
おむつ交換、処置全てしないといけない環境です。看護師手当もやっと 1 年前に付くようになり、30分はサービス
残業をしなければならなかったですが、残業手当も付くようになりました。しかし、基本残業は 12 時間までと決まっ
ており、それ以上は出ないです。患者さんも病院をホテル、看護師を召し使いと勘違いしている人が最近増えてい
ます。看護補助、看護師の人員不足、給料が安い、休みが取れないことが多くモチベーションが下がることや、看
護師の質も下がってきていると思います。
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女性 40代
業務量や看護師に求められる知識が多く煩雑とした職場が多く退職をしていってしまう職員が多い。また医師から
の威圧的な態度や言動でも辛くなることが多い。その辺りを改善しないと長期的に働く職場は見付からないと考え
られる。

女性 20代 働ける人が少なくなった時に受け入れる患者を調整するなどがあればもっと働けたかなと思う。
女性 30代 年々、看護師の業務量が増えてきている。看護ではなく業務になってしまうため、人員配置を増やしてほしい。

女性 20代 マンパワーがないために一人の負担が大きくなっている。業務量に対しての今後職員の人数の見直しをしてほしい。
業務量が多いため、委託できるものがあると負担がかなり減ると思う。

女性 40代 病棟でなければ、看護師の人数が減らされているため、一人当たりの業務量が多くなっている。
女性 40代 病棟により看護師の配置人数が違う。手当もある病棟と全くないままで、残業している日々。

女性 60代以上
特に医療療養には亜急性期の患者が増加している中、厚労省の配置基準（20対1）では患者の安全は担保できない。
ほとんどのスタッフが劣悪な職場環境のため、離職していくのが前職場の現状だった。このような病院が現存して
いるのに、適時調査が来ていないことが問題と思われる。

女性 20代

特に自分がいる部署は人数は多いと思われているし実際に多いが、診療科によってはドクターの都合で緊急患者と称
しそこまで急患ではない患者の手術を申し込んだり、手術件数を増やすために手術をたくさん入れたりする。その
ためいつになっても帰れないし日勤帯でも毎日残らざるを得ない。病院の利益や勝手な目標で手術件数を増やして
いることが、末端の我々にとって毎日酷であり、士気が下がり、やる気を無くさせ疲労感を溜める原因となる。次
の日が日勤じゃなければ日付を優に超えることもありだんだんその環境にも麻痺してきて、嫌になる。病棟と違っ
てやりがいを感じる機会も少ない。上の人の方針や考え方が変わらないと絶対にこの職場環境は変わらない。

女性 50代 管理者の負担が大きい。ヒト、モノ、カネ全ての管理で急性期の現場は忙しすぎる。

女性 20代
JCI の認定を受けて、記録の量が大幅に増えた。重複した記録をしていて、看護師の負担が多すぎる。PV 留置は 3
年目以降しかできない制度があり疑問。それゆえに技術取得が遅い。中途採用を採ろうとしない病院の方針もおか
しいと思う。その分ある程度給料がいただけるため満足はしているが、長期的に働ける場所ではないと感じる。病
院を退職する際に有給休暇消化ができるなど、改善してほしい。3 月末にしか、退職できないのはおかしい。

女性 50代 あまりにも制約、書類関係が多く、それが仕事の渋滞を招いていると思う。もっと、簡潔で確実な方法は取れないのか、
国に考え直してもらいたい。

女性 20代 無駄なことへのこだわりが多いと感じるため、もっと効率性を重視したい。

女性 30代 不必要な業務や残業が多すぎると感じる。昔からの風土や地域性もあると思う。せめて、自分には風土や生活との
擦り合わせで勤務が困難と感じた場合、改善策や退職など個々に合わせて対応してくれるような環境が欲しい。

女性 40代 電カルが上手く機能せず、逆に業務が増えた。

女性 40代

記録、書類の作成に非常に時間が掛かり、看護業務に支障をきたしていると感じる。もっと、そういった部分を簡
素化し、看護の本来のケアに時間を掛けられる体制にすべきである。高齢化が進み、患者のケアにはより、体力と
時間を要するようになったにもかかわらず、そういった業務が昔に比べて複雑になり、看護師としての仕事の負担
感が増していると感じます。病院にも介護士を十分に派遣し、介護と看護師の分業や、記録や事務処理などの負担
を減らす工夫が必要と感じます。

女性 30代 ICT の導入などで業務量が調整できるのであれば積極的に検討してほしい。

女性 30代
様々な面で看護師が負担する部分が多いためと感じる。例えば入院患者対応時に患者情報の取得や入力が看護師の
業務となっており、修正があった場合も看護師へ修正依頼されるが、入院時の説明や入力は事務員がやってもいい
のではと感じる。そういった点で業務の負担が大きい。このように ｢他職種でも任せられる業務｣ が全て看護師の
仕事になるので改善できると、我々も様々な余裕ができるのではないか。

女性 20代 業務の量が多すぎる。入院時の事務作業などは事務で行ってほしい。

女性 30代
ナースが行わなくてもいいような事務仕事などは業務を分けても良いのではないかと思う。ナースの役割が多すぎ
るのが業務過多で煩雑になる一因ではないかと。そもそも高齢者が無駄に病院（クリニックではない）に来るので
医療の仕組み自体が変わらなければ看護も変わらないだろうなと想定しています。

女性 30代 患者に関することの多くを看護師が担っており、業務が多く、看護助手、医療事務、ソーシャルワーカーなどとしっ
かり分担が必要と思う。

男性 20代
看護師にしかできないことを看護師がして、雑務や搬送・困難でない生活ケアなどは助手の数を増やしてそちらの
業務に回すと、生産性は間違いなく上がると思う。PNS も怠ける人と頑張る人の差が開く一方なので、廃止したほ
うが良い。業務をリシャッフルに上げられる権限を生産性のある人のみにしたほうが良いと思う。

女性 20代
看護助手や事務員が少ないと看護師が検査の搬送やシーツ交換、書類の管理などを担い負担になっている。また認
知症が増え、高度医療を受け病棟に戻ってきた患者が安全に過ごすには看護スタッフの人手がいるが、必要度も取
れないことも多く繁忙さが反映されない。

女性 20代
海外で行われている看護業務と他の業務の役割分担を取り入れてほしい。例えばオーストラリアでの保清業務は看
護助手の仕事であることなど。また、勤務時間前も含む残業の短縮化を目指し、紙カルテの廃止（災害時に使える
最低限の知識の教育と訓練は必要）、電子カルテを有効活用することで申し送りの時間を減らす。

女性 40代 看護助手、ヘルパー、コンシェルジュを雇用して、ナースは看護だけ行えば良い体制を作る。
女性 20代 介護職員、看護助手を増やし、看護師は看護の業務に集中できる環境作りができると良い。
男性 40代 今の病院では、看護師がリハビリや検査搬送、清潔ケアや医療業務も行っているため、介護職員の導入希望。
女性 40代 介護福祉士を増やし、看護に専念できる環境にしてほしい。

女性 50代 介護側がするべき業務を看護側に指示してくるのは改善してほしい。どちらが優位かではなく、双方が協力できる
現場が望ましい。

女性 20代
看護師の仕事はどこからどこまでなのか線引きが必要。入退院患者の対応、手術前後の患者様の看護、転院時に一
緒に付いていくこと。介護士がいるのに入浴介助をしたり、事務スタッフがいるのに書類整理をしたり、前職場は
仕事内容が多すぎた。仕事内容の分担をするためにも業務を明確化したほうがいいと思った。

女性 40代 介護職員との仕事は区別が付きにくい（看護職員は、介護の仕事を手伝えるが、その逆はない。私達の職場では介
護職員のほうが意見を言う立場なので、看護師に仕事を押し付けるほうが多い）。
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女性 50代
看護の仕事と介護の仕事が明白になっている。働きやすい環境設備が整っている。衛生面などでも十分な備品がある。
同じ仕事をしているのに正規労働とパート勤務の給与格差があり、やる気を失ったり、自分のせいで正規雇用にし
てもらえないのか？など考えてしまう。

女性 60代以上 看護と介護が対立して仕事がスムーズにできない。看護助手の教育を病院で行ってほしい。

男性 30代 介護は介護業務、看護は看護業務と割り振りされている現在の職場において、看護師は仕事内容が減って楽で、働
きやすいが、間違った介護（古くからのおむつの当て方など）を修正することが難しくて葛藤を覚える。

女性 40代
介護の中では、あまりにも看護師の看護の考えが軽視されているように思う。看護があり、介護があるのでは？と
いう考えは間違っているのか？しかし、危機管理のない介護は、今後、危険に思えて仕方がない。看護師の介護に
入る術が無いように思う。

女性 30代 看護師職員不足が一番の問題だと思う。人数がいないことでの一人ひとりの負担は大きい。

女性 20代 人員不足で一人の仕事量が多すぎるし、看護基準があるにもかかわらず、それを守らずに勤務させるようなところ
が多いと感じている。

女性 20代 どこも人が足りていないという課題があり、時間外労働の多さや一人当たりに過度な負担が掛かっていると思いま
す。もっと看護師になる人を増やせるよう、看護学校の数を増やしたり入学者が増えるような工夫をしてほしい。

女性 30代
人員不足から個人への負荷が偏ることがあった。仕様がないことではあるが、妊娠中は任せられない仕事もあり（感
染面や被曝の問題）気を遣いながらの仕事はストレスに感じてしまうこともあった。看護師が減った分、医療クラー
クを雇って患者呼び込みなどしてもらうようになったことは良かった。

女性 50代 職員を増員し、一人の負担を軽減する。急な欠勤にも対処できるよう日々の出勤人数を確保する。

女性 20代
看護師の人数が足りないことで一人ひとりの業務量が多くなり、業務量が多いことから残業が多くなり、人がどん
どん辞めていき、更に仕事が大変になるという負の連鎖が続きます。しかし、患者への対応は高いものを求められ、
スタッフは疲弊しています。

女性 30代
全体的に看護師や看護助手の数が少なく、重症度が 10年前よりも確実に上がっている中で仕事が追い付かない。高
齢化で介護度も高く、そのため長時間労働を行わなければならない状況。看護必要度や○○加算など事務的な仕事
もここ数年で倍増しており、これ以上看護師の仕事を増やさないでほしい。

女性 30代 介護職が一斉退職し、ただでさえ少ない看護師が介護職に就いている状態。おかげで休みたい時に休めない。病気
で休むと個別に呼ばれ叱責される。妊婦さんは切迫流産で入院してしまった。

女性 50代 人員が足りないにもかかわらず、仕事量が多い。そのことが人事に携わる上司に理解してもらえない。

女性 40代 医療療養病棟では、看護職の人員を充足するだけで、多くの問題が改善できると思います。理想は日勤では管理職
とリーダーが各 1 名、部屋持ちナース（無理のない業務量）、フリー業務 1 名です。

女性 20代
どこも人手不足で仕事量が多く時間外業務がある。看護師ではなくてもできる仕事を看護師がしていることが多々
ある。看護師には看護師にしかできない業務のみさせるべき。医療行為以外は助手を雇ってやらせてほしい。また、
事務作業も！

女性 30代 人手が足りない現状です。検査係など、清拭・入浴係、せめて検査室へ移動してもらう業務や、食事のお茶入れ、患
者さんのコップはし洗いなど、簡単な業務だけでも業務別に資格が無くても手伝える業務は人手が欲しいです。

女性 20代 人手が足りない。接しやすい先輩から先に他の病院へ転職してしまうため、職場環境には歳上の先輩が多くなる。
女性 20代 絶対的な人員不足を改善してほしい。ステップアップのために辞めたくても辞められない。
女性 20代 慢性的な人員不足を解消するために、各施設ごとでの業務改善が必要だと思います。
女性 30代 職員が足りないのでマンパワーが増えるように福利厚生を良くしたりして働きやすい環境作りをしてほしい。
男性 20代 慢性的な人員不足があるため、入職時に奨学金や報奨金制度などがもっとあると入職しやすくなりそう。

女性 20代
給与が良いところ、都会に人が流れてしまい、常に看護師不足となっている。地方や不足している病院は特に、病
院としての取り組みや看護部門での取り組みをもっとオープンにして、看護師が充足するように宣伝活動を進めた
ら良いと思う。でないと、人が少ないとどんどん疲弊して減るばかり。

女性 20代 人を増やしてほしい。給与を上げてほしい（バブル以前から働いていたような人と給与が違いすぎてやる気が削
がれる）。

女性 30代 人員不足と給料の低さ。環境が整っていてもモチベーションが上がらず、体力面で辛く働きたくても子育てとの両
立は難しく妥協せざるを得ない。

女性 20代 看護職員数が減少していき、増員されず負担が増えていく一方、にもかかわらず、給料面で看護師などの手当を無
くす、減らしていくのはおかしなことだと思う。

女性 30代
どこへ行っても人員不足であり、通常一人で行う業務量や受け持ち患者様の数が増えて負担が大きくなっても収入
が一定なのが腑に落ちない部分です。また、子育て支援をうたう職場が増えつつありますが、現状はママさんナー
スにとってまだまだ厳しい状況で家庭との両立は難しいので、もっと周囲の理解が得られたら…と思いますが、人
員不足で余裕の無い現場で理解を得るのはなかなか難しいです。

女性 30代 年休や希望休を優先しているので、日勤の人数が少ない。助勤もない。

女性 20代 人が少なすぎる。育児休暇や短時間勤務はぜひ取ってほしいと思うけど、それをカバーしている側は常に大変。休
みは取れないし、急な交代もある。若手は働きづめ。

女性 40代

看護師が長く働けるためには、急に休むことになっても、産休に入っても、人間関係がギスギスしない人員の確保が
必要だと思います。資格取得者が多いのに、常に人員不足であるのは続けられる仕組みが整っていないからだと思い
ます。新人が入り、教育し、辞め…また新人が来て教育して辞め…中堅はどんどん疲弊していく悪循環をどこかで
止める必要があるように思います。また看護師はサービス業ですが、患者、および家族からの要求が業務を超えて過
大になっている印象が強いので、医療者と患者、その家族が同じチームで問題解決にあたっているという認識がもっ
と広まればいいなと思っています。

女性 40代 ある程度人数の余裕が無いと、なかなかお休みの希望を通すことは難しいと思う。また年代も様々で、子育てが終わっ
た人、子育て中の人などいると、急なお休みの時も困らないと思う。

女性 30代 長時間労働、夜勤が当たり前なので人数を確保すること。

女性 20代 看護職員が少ないと思う。勤務者が少ないから、残業も出る。4 月の退職者がいなくなり、新人が入る時期に患者を
減らすことができれば、まだマシだとは思うが、そうもいかない。
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女性 30代 職員数が減らされ、みんな疲弊している。適切な職員数を確保してほしい。TQM や院内研究は、時間外労働と認め
てほしい。

女性 20代 病棟勤務だと夜勤があって人手不足で本当にしんどい。相当看護職に強い気持ちを持っている人でないと務まらな
いと思う。もっと人員が確保されるべき。

女性 30代 人員が少なく日勤・日勤・入・明・入・明・休という過酷な勤務が続くことがあるため、看護師の健康面を配慮し
増員する必要がある。また、長期に続けていきたいと思えるような環境作りも大切だと思う。

女性 20代 患者さんの受け入れに比べて看護師の数が明らかに少ない。少ない人数で断らない医療をしているため、本当に体
がぼろぼろになる。働き始めてこの現状を知っているため、子供が出来てからは絶対に病棟では働きたくない。

女性 40代 看護職員の十分な確保と過不足のない配置、有給休暇がきちんと消化できたり時間外労働の調整ができる環境作り
などができる職場だと安心して働ける。

女性 30代

人手が不足しているからなのかもしれませんが、やはり激務で体調や精神のバランスを崩す人が多すぎると思いま
す。キャリア志向でやる気のある人と、適度にやって自身の時間を充実させたい人との考え方の乖離があるように
も感じるので、一律での改善は難しいなと感じます。管理職で上のほうに行くと、実態を把握していながら「それ
くらいできるでしょ」「私達のころはそれくらいやってきた」と突き放す人もよく見てきたので、考え方の差がある
限りは難しいのではと感じます。

女性 30代
人が少ないことがまず問題で潜在看護師が多すぎる。給料を増やしスタッフの人員を確保しないと患者を見るまえに
看護師が病気になり倒れてしまう。休みたくても休めないし熱を出しても薬を飲みながら仕事をしているのが現状。
自分の命を削ってまでしなくてはいけないのか疑問である。まずは看護師が幸せであると満たされないと良い看護
には結び付かない。

女性 20代

看護師の人員を増やせば煩雑な業務が改善され、インシデントなどのミスが削減される可能性があると思います。た
だ、それが単純ではないのは重々承知しています。バーンアウトにより、潜在看護師になっている方も多くいると伺っ
ています。臨床で働く看護師には、モチベーションを保つために新人からベテランクラス、全ての看護師へのメン
タルサポートが必要だと私は思います。急性期や終末期などの様々な病期に関わる場合、看護師の気持ちの変化が
必ずしもプラスであるとは限りません。病棟や病院、施設全体でサポート体制を整える必要も昨今あるのではない
かと思います。

女性 40代
慢性的な人手不足により、それぞれが何かしらストレスを感じているために、どこの施設も人間関係に問題がある。
現状、病院では医療行為より介護業務が多いため、介護師さんの最低賃金を引き上げ介護職員が増員されると看護
師の負担も軽減されると思います。

男性 20代 忙しい環境でありながら人が足りていないため、人間関係がどうしてもこじれてしまう。

女性 30代 人員の確保が必要ではあるが、その質や適性を見て配置すべきだと思う。和を乱すような看護師だと、チームで働
く上ではストレスにしかならない。

女性 20代
新人がたくさん入ってきても、最初は指導が必要なため一人前として働かないので、結局中堅、ベテラン層が充実
していないと仕事が回らない。だが実際は子育てやスキルアップなどでクリニックや在宅などに転職していく人が
多い。クリニックなどに比べて病院は時給や労働環境が悪いと思うので、改善しないとどんどん人が流れていって
しまうと思う。

女性 30代 心のゆとりがなければ人に教えたり優しく接することは難しいので、人員の配置においてマンパワーが十二分にあ
ることは必要だと感じる。人員不足が当たり前の環境は負でしかないと思う。

女性 40代 利用者が満足できる看護を提供できるように人不足を解決してもらいたいなぁと思います。

女性 20代 職員数が少ない割に、患者の割合として寝たきりで介助度が高く、十分な看護ができていない、残業が増えている
ように感じる。スタッフを増やし、業務改善する必要があると思う。

女性 30代
人員不足の場所が多く、思うような看護ができない。新入職員が来ても人員不足によって十分なサポートができず、
辞めていくことが多く、残っているスタッフの負担がどんどん増し、更に辞めていくという悪循環に陥っているよ
うに思う。モチベーションも保ちにくい。

女性 20代 人員不足により、一人の患者さんに割くことのできる時間が減少し患者満足度が低下しているのが問題。人手を増
やし、患者さんと余裕を持って接すようにしたい。

女性 20代 看護師人数が足りていないことにより患者さんへの看護の手が足りません。看護職の給料が上がれば看護師になり
たい人が増えると思います。

女性 50代 看護職は、ケアが主な仕事だと思うが多忙すぎてケアというより業務に流される傾向が強い。人員不足になればな
るほどケアを行いにくくリスクマネジメントもなされにくい。

女性 30代 自分の職場のことですが、とにかく看護師、看護助手が不足しています！そのしわ寄せが全て患者様にいっている
ことが腹立たしく申し訳ないです。

男性 30代 病棟では慢性的に人員不足で患者に良い看護が行き届いていないと日々感じる。看護基準や報酬制度など見直して、
看護師がもっと働きたいと思う職場を作るべき。

女性 30代 診療報酬制度が改定して、看護体制を 7 対 1 にしているが、明らかに人手不足。人を見て、対応を変える上司がおり、
管理者としての能力があるか、評価する第三者が必要だと考えます。

男性 20代 診療報酬上の体制（7 対 1 や 10対 1 など）の基準が実際の現場だと人手が足りない。もう少し人手が必要だとい
うことを理解してほしい。

女性 20代
7 対 1 看護の部署で働いていますが、人数が足りず重症者を看ていたり、患者さんとのコミュニケーションの時間
が取れず、負担に感じることが多いです。もっと患者状態に合った人数配置や、他の職種が看護師がしている仕事
を分担するなどできたらいいなと思います。現在私の病院ではナースクラークが導入されて間もないですが、上手
く協力できたらいいなと思います。

女性 20代
7 対 1 の体制を取ってはいるが実際のところは仕事量、電子カルテ入力など業務が回らず時間に追われてしまう。
そのため自分にゆとりが無くなり医療事故につながることや、患者様との関わりが疎かになってしまう。人員確保
が最も大切だと思います。
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女性 20代

現状難しいかもしれないけれど、休みが取れない、残業が多い、いじめが多い、それに見合う給料ではない。とい
うのが正直な意見です。今から高齢化の時代で医療は必要になってくるし、看護師ももっと必要になってくるけれ
ど一向に増えない。上記のことが原因だと思います。病院側も運営が大変なのは分かりますが、結局看護師人数を
しっかり確保しないと一人の業務量が多くて人数も足りないので休みが取れず、残業も増え、それに見合う給料で
なくなる、につながるのだと思います。患者さん優先なのはもちろんだけれど、病院側は患者さんを援助する職員
のことも考えてくれないと良い看護を患者さんに提供することはできないと思います。自分が心身共に健康で初め
て良い援助ができると思っています。看護師不足な原因を知り、それを改善していくことが看護師を増やすために
必要だと思います。

女性 40代 中堅層が辞めないようにしてほしい。1 ～ 3 年目が増えても仕事と負担が増えるだけ。
女性 50代 若い人の離職が多く、中堅層が教えてもすぐ辞められてしまい、みんながくたくたになっています。
女性 20代 病院が赤字経営のため、ベッドの回転率重視で忙しく、スタッフが辞めていく。更に忙しくなるのループです。

女性 40代 離職者が出ると、在職中の人にしわ寄せがきて悪循環になるので、長く働き続けるために、何が問題だったのかを
明らかにして、働きやすい環境作りをしなければいけない。

女性 20代 離職者が多い理由を知って、対策と措置を取ってほしい。

女性 40代 人員不足は本当に深刻な問題だと思う。辞めていく原因を、上の人達はきちんと考えるべき。長く勤められる対策
を検討し労働環境を改善してほしいと思っている。

女性 20代 人数は足りていても、新人が多いとその分負担が増えてしまう。ある程度経験年数も配慮した上での人員配置が必
要だと思う。

女性 30代 人によって業務負担に差があることが不満。年配の看護師は色々優遇され、楽な仕事ばかり、なのに給料は高い。

女性 30代 仕事が長く続けられるかどうかは、最終的に職場環境だと思う。業務量が偏るとスタッフ間がギクシャクするために、
業務を平均化してほしい。

女性 40代 配慮によるしわ寄せがない業務に整備してもらいたかった。業務内容に対しての賃金の安さを改善してほしい。時
間外労働を黙認する管理者を指導してほしい。

女性 50代 閉鎖的で封建的、他人への優しさや思いやりに欠ける、奉仕的な行動など…。

女性 30代 病棟によってカラーが違う、お互いに助け合いの精神のない病棟が辛い。更に、指導力がない（指導というより私
情を挟んだいじめに近いもの）も時にあり、一人ひとりの問題ではあるが、改善が難しい。

女性 50代 病院、クリニック、施設で働く全ての人はチームの一員である。誰もが協力し合って助け合って仕事していくこと
が重要だと考えています。

女性 20代 2 交替で働いているが、日勤の残った仕事で夜間が補完できるものがあればしているため、ほぼ定時で仕事が終わる
ことができている。これに関してはとても満足しています。

女性 40代 それぞれの持ち場で、責任ある業務の徹底を図ることで、利用者様の安全はもちろん、全ての連携業務もスムーズ
にいく。

女性 30代
看護師は同僚の看護師に対してもっと気を遣うべきだと思う。患者さんだけが優しく接する対象じゃないと思う。同
じ職場の看護師に対しても優しく接することで傷付く看護師が減ると思う。もっとお互い声かけを優しくするなど
できる職場環境が必要だと感じました。

男性 20代
医療という命に直結する現場でありストレスなども多いと思うが、患者様のことはもちろんだが、職員同士の悪口
や陰口は言わないようにするなど。新人教育はプリセプターだけではなく、病棟全体でフォローしていく体制を作
る必要がある。

女性 50代 協力、お互い理解し合えたら素敵な職場になると思う。しんどくても人間関係が良ければ頑張れるのはどこも同じ。
女性 40代 チーム全体で協力し合い、コミュニケーションが取れる場でありたい。
女性 30代 今は一人職場なのですが、他の保育園の看護師との連携ができる手段などがあるのでありがたい。

女性 50代 介護がトップの介護施設では看護師の立場は補助的であり、あくまで主体が介護です。他職種連携とはまだまだ距
離感を感じざるを得ません。

女性 30代 子供がいても働きやすい環境作りをしてほしい。働きたくても働けない。
女性 30代 幼稚園に預けているママでも働けるような職場があるとうれしい。
女性 30代 子供がいると就業が難しくなります。急に休むことも多いので、対応できる環境があると働きやすいと思います。

女性 40代 保育園に通っている子がいるとお迎えの時間を気にするため、勤務地の制限が掛かり働く先がなかなか見付からな
いのが現状です。何かを妥協して働くと長続きせず、離職者が増えるかと思います。

女性 30代 看護師として働きたいが、子育てなどから復帰すると時短勤務や非常勤など条件が付いてしまう人に対しての求人
が少ない。1 回離職してしまうと、常勤でないと復帰しにくいのはちょっと問題だと思う。

女性 30代
1 度離職し子供を産んで 1 年後、復職したいと思い求職活動を始めようとしたが求職中では保育園に入れず、保育
園に入れなければ就職もできない状態となった。なりたくてなった看護師だが、子育てしながら続けることができ
なくて残念に思う。潜在看護師が復職しやすい環境が早く整備されるといいと思う。

女性 30代 働きたくても子供が小さくサポート体制が整っていないと働けない状況が多い。ママさんナースに対してもっと託
児所など増やしてほしい。

女性 30代 クリニックや介護施設でも預けられる、共同の医療介護系スタッフの託児所などがあればいいと思います。
女性 20代 育児支援をもっと充実したほうがいい。院内保育室・病児保育の設置、年休などを取りやすい環境。
女性 20代 院内託児所はよくあるが、クリニックや施設など病院以外で勤務している人への保育園の充実が欲しい。

女性 30代 24 時間託児所の施設もないのに育休復帰後も夜勤を強要されることに困っている。免除申請もできるが書類を揃え
て出しても何かしら理由を付けて却下される。もう少し子育て世代にも優しい労働環境が整うといいなと感じる。

女性 30代
幼稚園バスを送り出しや、迎え入れをしてくれる託児所がある病院をもっと増やしてほしい。常勤で働きたくても、
送り出す時間やお迎えの時間の制限があるから厳しい。パートになるか保育園になってしまう。幼稚園の預かり時
間内で働ける常勤なんてほとんどない。

女性 30代 大学病院などの総合病院では、子供の病気などで休めないため、病児保育をしてくれる施設が充実すれば働きやすい。
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女性 20代 子供を育てながらの夜勤業務や残業はやはりきついです。日勤常勤で働いていると嫌な顔をされる。

女性 20代
子供が小さいうちは、研修など課題を免除あるいは希望者だけにしてほしい。現在、職場復帰の際に希望が通らず
辞める看護師が多いので、できるだけ希望を通すことで離職率が減ると思う。また、子供が小学生以上になったら
夜勤をしなければいけないので、夜勤免除の幅を広げてほしい。

女性 40代
低学年の小学生の子供を家に置いておくのは、ヒヤヒヤします。子育てに理解を持ち、時短勤務を可能にしていただ
ける病院が増えたら、看護師の再就職が増えると思うのですが。春から小学 3 年生になる子供がいるのですが、今
まで時短勤務を可能にしてくれる施設がなく働けなかったので、資格があっても、働けない重要問題だと思います。

女性 40代
看護職は女性が多いので、家庭との両立を余儀なくされることが多い。もっと、子育てと両立を図れるように短時
間正社員制度や夜勤時に小中学生の子供達を預かってくれる場所なども提供して働き方を変えられるように病院側
もしていただきたい。また、労働に対しての給与が低すぎる。以前、一般企業の総合職をしていたが、そこと比較
するとかなり給与が低いと感じている。

女性 30代 育児は小学校に入ってから本格的に再開できれば、離職が防げると思う。

女性 30代 妊娠や出産もだが、その後の育児の負担が大きい。拘束時間が短かったり、急な休みに対するフォロー体制がしっ
かりしていれば良いと思います。

女性 40代 子供に何かあり、帰らなくてはいけない時、気持ち良く帰していただける職場ならありがたいです。
女性 30代 特に子育て中のお母さんは、病棟勤務でも時間どおりに帰りたい、帰るのが当たり前の環境を作ってほしい。

女性 20代 子育て世代のため、急な子供の熱発などでのフォロー体制が整っていると助かります。スタッフの人数が少なく休
みが出るととても周りに迷惑を掛けてしまいます。

女性 30代 育児中で復帰するつもりだが、急な休みを取れるかの不安が大きい。時短勤務を取り入れている施設でも、産休育
休後の人が対象なので、1 度退職してしまっている人間にとっては無意味。

女性 40代
育児休暇、介護、などで退職にならずに続けて働ける職場が増えると良いと思います。退職を余儀なくされるとブ
ランクが出来てしまい復職がなかなか難しいです。看護師の資格があっても看護の職に就いていない人も多くて看
護師不足につながっていると思います。今、看護師は人気のある職業ですが女性が結婚、妊娠、介護など様々な場
面に遭遇した時に変わらずに働ける職場は病院であっても待遇が下がったりとなかなか難しいと感じます。

女性 40代

新卒で就職した 24 年前よりは、子育てをしている方の労働環境は良くなったと感じています。新卒当時、私が勤務
している病院は、出産したら同居していなければ辞めるのが風潮としてありました。17 年前に育休後復帰した際に
は、社会制度では夜勤免除や勤務時間の短縮が認められていましたが、取得すると風当りが強くなりました。なので、
メンタルが強い人しか取得していませんでした。何年か前からは、夜勤免除、育短などの取得は当たり前になり子
供の看護休暇や健診休暇も当然のように取れるようになりました。院内保育で、夜間保育も実施されています。子育
てをしながら働くことに対しては労働環境はこれらのことから良くなっていると思います。子育て世代以外の人に
は、しわ寄せがあり不満もあるようです。日々の業務においては、業務が煩雑になり患者様は高齢化、外国人を始
めとした多様化した患者様が増えて心身共に負担は増えています。勤務時間は決まっているものの業務は増加傾向。
食事休憩もままならないこともあります。当然、定時退社は難しいわけですから。業務量と時間のバランスが取れ
ないことを感じます。

女性 20代 病院以外のクリニックにおいても産休育休、時短勤務などの福利厚生が充実するとうれしい。休みが取りやすい職
場が多く助かっている。

女性 40代 妊娠中（特に妊娠初期の体調不良など）休みを取りやすくする、院内保育や育児時間の取得など、子育てしている
人をフォローする体制が浸透すれば良いなと思います。

女性 20代 切迫流産が多く、また真っ青な顔で妊婦が働いていたため、もっと安全に働ける環境があればいいと思った。子育
てで全く寝ずに勤務されていた方がいたので子育てにも理解があればと思った。

女性 30代 妊娠が発覚してからの業務、休暇に対するマニュアル整備も必要だと感じた。

女性 20代 子育てをする人には優しい勤務体制は良いと思うが、その反面で働ける若者への負担が増えていることは現場で働
く人しか知らないことが今後の課題だと思う。

女性 20代 時短制度は利用する人にとっては助かる制度だが、周りの負担は増える。
女性 30代 育児中の人を優先するのは仕方がないですが、独身者に負担を強いられるのが辛いのでそこも考慮してほしいです。
女性 30代 育児との両立を図る病院が増えてきている反面、そのしわ寄せが独身にきている。

女性 30代 ただでさえ業務が重責する中、子育て中で急に休むスタッフがいた際にそれをフォローするスタッフの負担が大き
い。また、人間関係を悪くする。そういった際の欠員フォローをもっと充実させてほしい。

女性 50代 忙しい時間帯だけの短時間勤務などを増やして、子育て世代の看護師に働きやすい職場を提供する。

女性 30代 子育て中で子供を保育園ではなく幼稚園に預けている場合、看護職での就職が難しい。幼稚園に預けていても働け
るような勤務時間の選択ができるともっと潜在看護師は減るのではないかと思う。

女性 40代 結婚後は夜の勤務は難しいので資格があっても働けない。土日休みは断られることが多い。ママさんナースはたく
さんいるので時短があれば働けると思う。クリニックなどは休憩時間が長く時給だともったいない。

女性 20代
生活や家庭状況により色々な勤務形態を取れると長い子育て中にも働きやすく人員不足を減らせるのと、ブランクな
ど気にせず細々とでも資格を生かせると思います。古い看護の考えが根強いので（無償の奉仕のような残業、衛生面、
子育て中の休暇、介護と看護の差、新たな看護技術など）その辺りの意識改革も必要だと思います。

女性 30代 核家族で子育てをしていると土日休みが欲しいが病院では難しい。実家など頼れる人がいるかいないかで状況が変
わるため、その人の状況に合わせてシフトを組めるようにしてほしい。

女性 50代 働かなくても生活できる人は単発で働けて、生活の掛かっている人が単発で働けないこと。若手の離職率、すぐに
辞めたら健診業界に来るので観察眼が育っていない。

女性 60代以上 日曜出勤や夜勤の改善。65 歳以上の看護職の就職が困難で仕事が探せない、働きたくても働けない現状があるし、
フルタイムで正職勤務ができず、年契約での勤務がほとんどである。

男性 50代
給料が多ければ多少仕事がきつくてもやっていけるというような人もいれば、仕事はそこそこで休日を多く欲しい
人もいたりして、その個人個人によって仕事に対するスタンスは違っているので、それに合わせた勤務体制ができ
れば良いと思う。難しそうではあるが。
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女性 30代
研修制度や福利厚生が充実していたり育児休暇や時短制度が受けられるようにはなっていたが、夜勤を行うことや
時間外勤務が必要なことが多く誰かのサポートがないと育児や家事を行っていくことが難しい職場であった。家族
のサポートが困難であり退職するスタッフも多かったため、一部の業務を免除した働き方や、勤務時間内に業務以
外の仕事を行える工夫が必要だと思う。

女性 20代 看護師として色んな働き口があるのは、自分の生活スタイルで選択できるため良い。

女性 40代 若い世代が中心で働くような業務内容だけではなく、ベテランのシニア世代や子育てや介護などと両立しやすい多
様な働き方ができる環境。

女性 30代
最後に勤めた大学病院では、離職率を上げないようにと看護部から忠告されていたこともあり、新人看護師は手厚い
指導が受けられるようになっていました。私も最近から教育体制が整った病院に行けたらと感じたので、上司、先
輩からのパワハラが無く、職場環境の良い労働環境で、教育体制がきちんとしている病院が良いと思います。

女性 30代

最近の新人教育の「時間外勉強・労働をしない」という点について。時間外勉強＝労働、とするのはあまりにも横暴
ではないかと考える。そもそも、医療の現場は日々進歩しており、勉強し続けないと付いていくことのできない場所。
これは学生時代から各々身にしみて感じていると思うし、事実である。そのため、自宅学習は自己研鑽の一環として、
然るべきと考える。時間外での宿題を出さないようにするためには、勤務内で指導し尽くすことが絶対だとも思うが、
それが叶う現場環境ではない（指導者も、受け持ち・委員会など他の業務を抱えているため）。病院としては、指導
だけに従事する人員配置をしたくても、叶うだけの人員がいないという状況も理解できるため、他に実施可能な代替
案を考えた。可能なこととしては、指導者に特別手当を出す、時間外勉強の分を前もって給与に追加しその旨を就
業者に説明・納得してもらった上で就職してもらう、の 2 つだろうか。とは言え、病院は営利目的の場ではないため、
あまり人件費に予算を割けない。その分を、医療費から出すことは不可能なのだろうか。

女性 20代 教育体制が充実しているとうたっている病院だが、充実しすぎて残業が多い。

女性 30代 新しい人を迎えるフォロー体制を整えてほしい。最近の若い者は我慢が足りないだけで済ませるのでなく、年配の
方も若い方との付き合い方を考えてほしい。

女性 20代 教育指導者を新人が選べると良い。
女性 20代 プリセプター制度があったが、プリセプターと相性が合わず、しんどい思いをした。人材を選んでほしい。

女性 40代 いまだに、見て覚えて、1 度言ったら二度と教えないみたいな方がいるので教育係になった方は責任を持って仕事を
教えてほしいです。

女性 30代 独身は子持ちの気持ちが分からないので、管理職やプリセプター、チームリーダーにする時は注意が必要。

女性 30代

女性の仕事の部分もあるので、ライフイベントがあるとどうしても退職、休職になってしまう職業だと思います。ちょ
うど 20代後半から 30代は教育にも携わってほしいところなのになかなか充実しないように思います。上司は独身
で子供もいないことも多く妊娠や子育てになかなか理解を得られない環境も多いと思います。新人さんの看護技術
は現場にお任せ状態ですし、リアリティショックで病み退職し人材不足という負のループになっているので、学生
時代からもっと現場重視の教育をしてもらいたいです。医療の現場には治療以上のサービスを求められているのが
現状で、正直看護師の給与は高くはないし辛い仕事だと思います。夜勤してやっと生活になるのが看護師の現状です。
体調を壊していても点滴したり内服薬を飲んで仕事しているんです。もっと現状に目を向けてほしいです。

女性 50代 離職期間の長いナースの再度研修をしていただき、自信を持って職場復帰したい。看護をしたい。

女性 40代 私自身がそうでしたが、1 度看護職から離れると、再入職しにくいです。技術に自信が無くなり怖くなります。大き
な病院ではなくても、教育体制や学べる機会があると復帰しやすいと思います。

女性 40代 潜在看護師はたくさんいるのに働いている人が少ないため、どこも人手不足。注射などの技術を教えてくれるセミ
ナーを主要都市だけでなく地方でもやってもらいたい。

女性 30代 中途入職者やブランク明けの看護師が職場に戻る、または馴染むための教育制度が豊富であれば現場に戻る看護師
が増えると思う。

女性 50代 ブランクがあっても働ける環境になればいいなと思います。
女性 50代 ブランクがある場合、研修場所があると助かります。有料でも良いです。

女性 30代 中途採用の看護師にとって、教育やスタッフ同士の関係性作りはとてもストレスになります。長く続けていくため
には、それらを改善できる環境や制度作りが課題だと思います。

女性 20代
ペアナーシングで勤務しているが、単独よりもやりやすい。すぐに相談できたり、W チェックも誰か他を探さなく
てもすぐにできて良い。急性期の一般病床ですが 7 対 1 より 5 対 1 くらいになったらより手厚い看護が提供できる
のになと思います。

女性 40代 忙しくても指導者がいて、いつでも確認できる環境が整っていれば安心。

女性 20代

職場によってそれぞれなので、何とも言えませんが、看護師としての技術の格差を施設看護師になってから感じます。
病院であっても、勤務しているところによっては研修医が行ったり、科として不要であるため、採血やバルンカテー
テル挿入などの基本的な技術も行ったことがない方もいます。施設で実際働いて、医療者が少ないのに、技術的に
できない看護師がいたことに驚きました。知識は勉強すればできますが、看護師の基本的な技術をもっと研修など
で学ぶ機会が欲しいと思いました。

女性 40代 研修や看護研究をやめてもらいたい。患者さんのケアに時間を使いたい。
女性 40代 看護研究や委員会は負担なので業務時間内に行ったり、量を減らすべきだと思います。
女性 40代 専門的な学びの機会があると、楽しく、メンタル的にも技術的にも充実した勤務ができると思う。
女性 30代 病院は学校ではないこと、患者は実験台ではないことを認識する風潮が欲しい（新人教育・継続教育が本当に大変）。
女性 30代 休日に、勉強会など参加したりと大変。資料を渡すなどして休みの日は休みと区別したほうがいい。

女性 40代
医療は常に進歩しているため日々勉強し新しい知識を得なければならないのは分かっているが、そのための勉強会
や研修が多く時間を取られる。それに加えて病院では委員会や係、看護研究など仕事以外でやることが多すぎて子
育てをしながら続けることがとても困難だった。その点がなければ病院で仕事を続けていたかったと思う。

女性 30代
病院では人間関係で悩まなかったことがなく、医師や先輩看護師の威圧感が無ければ病院に戻りたいと思うがなか
なか踏み込めないでいる。今の介護施設では、看護師と介護士の壁はなく和気あいあいと働けているので、とても
満足している。現在准看護師なので、正看護師の資格を取りたい。

女性 50代 人間関係が一番辛い。高齢化で寝たきりや認知症の患者様の周りにいるスタッフも心のケアをしたほうが良いと
思います。
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女性 40代 転職活動中ですが、一番は人間関係を重視しています。自分もいつも笑顔で優しい人でありたいと思っています。

女性 20代 全体的に古い考えが強く、上下関係もきついです。そこに馴染める者しか残らないため、患者への看護が満足にで
きません。

男性 40代 男性看護師でも受け入れてくれる職場になることを望んでいます。
女性 20代 人間関係が圧倒的に悪いと感じる。精神疾患を抱えるまで同僚を追い込んで、武勇伝のように語るのは人間性を疑う。

女性 20代
人間関係が悪い病棟に異動になりました。忙しいのは分かりますが、イライラしているのか物に当たる人もいますし、
毎日目の前で罵声をあびせられている後輩を見ています。そのような人達が看護師をしていていいのかと思いなが
ら仕事しています。師長や上司に相談しても、もみ消されます。どうにもならないみたいですけど、どうにかして
ほしいです。

女性 20代 人間関係が悪いということは他の面でストレスを感じる人が多いからだと思う。

女性 20代 新人が離職しないように接する先輩達の人間関係能力が必要。弱い者いじめをしない環境が必要である。理不尽な
ことを押し付けるから離職率が高くなるのだ。

女性 30代 同期で嫌なことを共感し合えたり助け合えたりすれば、ある程度は乗り越えられると感じます。

女性 20代 職業として好きなのに人間関係や看護社会が古く閉鎖的であるために、潜在看護師が多い。みんな声を揃えて言う
ことは、どれだけ仕事がしんどくても、人間関係が良ければ頑張れるのひとことに尽きると思います。

男性 50代 職員からの虐めが多くて精神的にもやられてしまう。男性看護師をもっと増やせたらいいと思う。
女性 30代 仕事内容より人間関係の良好さが、勤務継続につながっていると思う。

女性 20代 現在のクリニックでとても多忙ですが、看護師間は雰囲気がいいです。忙しく、患者の対応が大変でも、看護師間
の良好な関係があれば頑張ろうと思えます。

女性 40代
今現在は、働きがいもあり、人間関係も良好な職場でストレスが少ない環境下で働いています。昔と今を比べた時に、
離職率を左右する最も大きな要因は人間関係だと感じます。普段から冗談を言い合える先輩、医師に囲まれた環境
で働けるからこそ、看護師としての喜びを実感できているのだろうと感じています。

女性 30代 現在は風通しの良い職場です。お互いを尊重することが大切だと思う。

女性 20代 現在の病棟は人間関係がいい。嫌だな、と思うこともあるけれど基本的にはみんなで協力し合って早く帰ろうとい
う風潮がある。給料よりもやはり人間関係や働きやすさが一番大切だと思う。

女性 30代
業務よりも、やはり人間関係が一番だと思います。上に立つ者は柔軟な考え方ができる人でないといけないと思
います。積極的に研修を受けたり、古い考えのままのし上がってきた者には新しい風を感じさせる工夫が必要だ
と思います。

女性 40代 まだまだ医師と看護師の上下関係を感じる、人によるが同じ医療者として尊敬し合える関係作りができると働きや
すく意見が言いやすいと感じます。

女性 30代 休みの希望が取りやすい点は満足しているが、上司との人間関係においては退職も考えるぐらい深刻なものとなっ
ている。

女性 20代 私は直接被害を受けているわけではないが、同期の悪口を言われているのを聞くと不快な気分でならない。どうし
ても女性が多い職場でしょうがないとは思うが、人間関係がもう少しいい環境であればいいなと思っている。

女性 40代
環境はやはり上司や、同僚の人間関係にあると思います。どんなに辛くても、スタッフが互いを思いやり、協力で
きたり、患者さんを大切に思いながら切磋琢磨できる環境であれば、やりがいを感じ、続けられるのではないかと
思います。でも、子育てが入ってくると、自分のやりがいよりかは、今できる仕事に変更をせざるを得ないのですが、
それでも、時間内で患者さんにケアを提供できれば、きっと本人が満足できると思います。

女性 40代 何でも話せる職場で、困った時にはすぐに相談できる上司がいるので、安心して働けます。
女性 20代 中途採用の方が多い職場なのでみんなでやり方を工夫しながら看護をしていく雰囲気が良いです。
女性 50代 一人ひとりが人間としての向上を目指し、励まし合い支え合う職場を作れたらいいと思う。

女性 30代

部署によって様々ですが、今は連休が取れたりすることや残業もほぼないのでオンオフがしっかりできてプライベー
トも守られるためワークバランスはいいと感じることが多いです。経験した部署によって異なりますが、色々な考
えを持った職員がいるのは仕方がないですが、和気あいあいと快く助け合え、ワークバランスも整いやすく、オン
オフがしっかり取れる休暇の推進やシフトの組み立て、仕事が楽しいと思える環境作り、みんなで新人を育てみん
なで成長できる職場が多くなるといいです。

女性 20代 みんなが優しくとても働きやすい職場であり、転職して良かったと思う。

女性 30代 どんなに忙しく、どんなに残業があっても人間関係が良ければ何とかなることもあります。それだけプライベート
が充実でき発散できる環境が大切だと思います。

女性 50代 医師、スタッフの人間関係が良く、満足している。子供が成長し、学費が掛かる頃にもう少し時給が上がったらい
いかなぁと思います。

女性 30代 理想を押し付ける上司や上層組織が多い。もっと現場を見て、働いている人間の声をしっかりと受け止めて改善策
を考えたら良いと思う。理想や空想だけでは良い看護は提供できない。時代の流れももっと汲み取るべき。

女性 20代 「苦労こそ美学」と、自分達がしてきた苦労を同じように部下に強要する上司では何も環境は変わらない。有給休暇
を使いきって退職するなど、当たり前のことを、頭を下げてお願いしないといけないのはおかしいと思う。

女性 40代 古い考えややり方を押し通し、職員の意見や要望は聞き入れられない。組合が無かったり 36 協定が曖昧で、困った
ことがあっても相談できるところが無い。

男性 20代 古い慣習や考え方を改める必要がある。賃金はきちんと支給される必要がある。パワハラを受けている看護師が助
けを求めやすいようになる必要がある。第三者による実態調査が毎月実施される必要がある。

女性 30代 いまだに女の社会が抜けきれないため、若い世代の離職率が高い。自分の頃はと言う年配の先輩方の考え方が変わ
らなければ、改善していかないと思う。

女性 30代 狭い世界でずっとやってきている先輩の当たり前が押し付けられやすい。世間の社会人と感覚が違いすぎる人
が多い。

女性 20代 看護の世界は弱肉強食です。上の人間が特にその気質が強いです。そういう人がいなくならない限り看護師の離職
率は下がらないし潜在看護師が増えるだけだと考えております。



111マイナビ看護師 看護師白書 2020 年度版

女性 20代
私は会社員から看護師になりましたが、医療職は特殊すぎます。初めは総合病院に入職しましたが、独特のいじめ、
ルールなど、古い考え方がありました。それを変えない上司達でした。一般社会では到底通用しない内容だと思い
ます。今はクリニックにいますが、風通しも良く、雰囲気もいい環境にいます。看護師として続けられるかは、上
司と環境によるものが大きいと思います。スキルアップについてもです。

女性 30代
少ないスタッフで全てをさせようとしたり、夜勤も入って当然というような対応が多い。子供が小さい人や家庭の状
況を考えた配慮が欲しい。またその分、夜勤などに入る人への配慮として、その分の給料は少しアップして付けたり、
全体的に不満が起こらないよう配慮が必要だと思う。

女性 20代 働き方改革が存在しない業界に来たようです。どの病院も何かしら悪いところがあり、看護職を続けることに絶望
を感じています。

女性 50代 働き方改革、ワークライフバランスが必要。
男性 30代 働き方や人生における仕事のウェイトが人それぞれだという基本的な概念が欠如している人が多い。

女性 40代 看護者自身の心身が健やかで過ごせる環境が、患者さんへ一番良い看護、関わりを提供できることを前提に、理想
論だけでなく実施できる取り組みをすべきである。上司が保守的で、遠巻きに傍観しているならば、改善は難しい。

女性 20代 上司が現場の忙しい状況を把握してくれないので、興味を持って、見に来てほしい。

女性 20代
上司に職場環境について訴えても、管理が長く病棟経験が浅いゆえか、理解が得られず改善しない。また、職員減
少に対する代替案も的を射ない。定期的に自分の管理する部署の看護師として実際に働いていただき、必要なこと
は何か感じ取っていただきたい。

女性 40代 業務改善点を上司に相談したところ、なかなか聞き入れてもらえない傾向があった。
女性 30代 提案したところで、改善がないなら無意味なので提案することはありません。
女性 40代 労働環境や人間関係などについてのアンケートなどを、定期的に行う。

女性 20代 前の病院では労働環境に関するアンケートが年に 2 回あったが、アンケート結果が労働環境改善に反映されていな
いと感じていた。

女性 30代
こういったアンケートの声に一つずつ改善策を設けないで、看護の労働環境で可能な範囲の業務を続けようとする
病院上層部があるなら何も変わらないと思う。目標達成するためにスパルタ式で指導する、縦社会の時代は終わって、
今は各々のモチベーションが上がるようなフォローをして、適材適所で個の長所が生かされる横社会の時代だと思
う。そういった抜本的、改革的なことをしない限りは、全く変わらないと思う。

女性 50代 上司の命令もありますが、スタッフの意見が取り入れられた職場はありがたいです。

女性 40代 きちんとコミュニケーションを取れる職場で働きたい。意見を言っても取り入れてもらえないと、守りたいスタッ
フも守れない。どうしていいか悩んだ末、私も含めみんな退職してしまったので、結果誰も守ってあげられなかった。

女性 50代 弱者に耳を傾けてほしい。上司や先輩、医師など力を持っている人達こそ教育が必要だと思う。

女性 20代
監査のために病棟を偽装するのをやめてほしい。ありのままの現場を知ってほしい。7 対 1、10対 1 とか本当に守
られているの？と感じる業務量、スタッフの少なさ、患者の多さ、術後回復の遅さ、オペ後合併症の好発、ちゃん
と含めた監査をしてほしい。

女性 40代 断わらないことも必要だが、訪問看護が対応しきれない利用者を引き受けて部下に丸投げしていき、相談しても意
味がないような対応をされることがあります。

女性 30代
上司になって始めは協力的だったが、だんだんと仕事をしなくなっている方を見ました。部下からは言いづらく、黙っ
て見過ごされている環境もありました。上司が部下を評価することはあっても、部下から上司を評価するシステム
はありません。本当にこのままでいいのか、お考えいただきたいです。

女性 20代
長く職場に留まることで違うところで力を発揮されてしまうと、実力を尊敬していても怖くて聞けない。とくに集
中治療領域など刻一刻と迫る危機に対して、気が立つのは理解できるが部下に当たっているようにしか見えず、見
ているほうもされているほうも気分が悪い。

女性 30代 長年働いているスタッフの良くない風潮がどこの病院にもあると思う。新しく入ってきたスタッフがそれを理由に
退職してしまうケースも多いと思うため、対策したほうが良いと思う。

女性 20代 看護師は経験を積むにつれて、ナースコール対応や雑務を経験の浅い若い看護師に行わせ自分は座ったままの人
が多い。

女性 40代 上司や職員に対して、更に上の役職者・上司に訴えても、何の改善もないこと。

女性 20代 上司から強制された看護研究であるが、給料が 1 円も発生しない。委員会などの活動が多く、仕事量が勤務内には
終わらない量。人が少なすぎて、体調が悪くても早退できない。

女性 50代 上司がスタッフを守れる、チーム医療ができる、患者も含めたみんなが平等に意見を言える。良い職場に恵まれて
いることが多かった。と、駄目な職場に来てから、初めて気が付いた。

女性 20代
上からの圧がすごい。師長も部長から多く言われているから、私達にも強く当たってくる。病院が赤字だから、師
長から見て本当に大変だったな、必要だなと思う職員以外、超勤を書くことは許されなかった。実際は軽い部屋で
も大人数看ていたり、軽い部屋な分、コールも多く取るのだが。

男性 40代 辞めようとする時、何とか引き止めるのは分からないでもないが、異動などの代替案は要らない。辞めたいのです。
追い詰めるのはやめてほしい。

女性 30代
師長の病棟の雰囲気作りで、休みの取りやすさは変わると思う。管理者がどれだけ現場の仕事ができるか、病棟の
仕事に入っているかでスタッフの気持ちも分かるし、師長がそこまでやるなら私もやらなきゃと思うような人が出
るので、手抜きしていた人が動くようになる。師長が些細なことでも朝礼や終礼で話をして、改善策を出したり導
いてくれると助かる人はたくさんいます。管理者次第でかなり変わると思います。

女性 40代 いじめ、悪口など多い環境は難しい。馴れ合いで仕事場や人の扱いを私有化しないように、上層部から声をかけて
いかなくてはいけないと思う。

女性 20代

医療事故の 7 割がコミュニケーションエラーによって引き起こされると言われている中、いちいち言わないと分か
らないの？いちいち聞くな、いつもどおり、単位を言わない、復唱すると怒鳴る、相手が理解したかを確認しない、
曖昧な口頭指示、医師や上司の威圧的な態度など、明らかにコミュニケーションに障害を生じる関係性が容認され
ている現場がいまだに存在していることが信じがたい。どんなに給料が良くても、そこにやりにくさを感じる現場
では働きにくいと感じる。
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女性 60代以上 管理者が管理者としての役割を果たしてチームを作り上げてほしい。環境整備ができていること。それは物品整理、
欠品のない管理を行い、時間外のない業務内容を検討してほしい。

女性 20代 勤務調整や働きやすい環境整備、ルール作りによって職員全体の労働満足度が変わるため、主任、師長はこれに割
ける時間を確保するべきだと思う。

女性 40代

はっきり言って閉鎖的。閉鎖的な職場の中での常識から外れた言動をすると目を付けられる元となる。普通はこう
だろうという世間一般の常識は看護の世界で通用しない。外部の意見を取り入れ風通しの良い環境を作ってほしい。
介護士には処遇改善手当があるが介護士の人手が足りないからと看護師が駆り出される分は特に手当も無いのか。ブ
ラック企業と世間から言われてもおかしくない労働環境がまかり通っている。人員不足による過剰な労働時間によ
り体調を崩す人もいる。給料が良くてもそんな労働環境ではストレス発散もできない。

男性 30代 JCI 取得などに努力しているが、そんなものはどうでもいい。それよりも職員の増員、給料の増加、働き方改革など
を進めてほしい。

女性 40代 全てのハラスメントについて、積極的な行政指導をしてほしい。
女性 20代 医師からの暴言や無視に対する態度面の問題は解決してほしい。

女性 50代 秘密厳守できるパワハラ 110番などの相談窓口があれば良いと思う。内部告発も聞き入れてくれる場所も必要で、
泣き寝入りしない、させないことで次の犠牲者を出さない。

女性 30代 第三者の相談窓口の充実とそれをフィードバックさせるシステム。

女性 20代 パワハラとまでいかなくてもいじめは存在する。改善方法として、専用の相談窓口を設ける、どのような行為がパ
ワハラにあたるのか知れる機会を作る、管理者だけでなくスタッフもパワハラ予防の感覚を持つ。

女性 40代 泣き寝入りしてる人も多く、どの病院からも相談でき対処してもらえる機関が必要。

女性 30代 もっと広く知られる相談機関がもっとあり、パワハラを行う本人や、職場環境に対する抑制につながるようになれ
ばいいと思う。

女性 30代 先生、患者さんの板挟みな職業なので凄くストレスが溜まる。大きい病院などにカウンセラー的な何でも相談でき
るところがあればまた違うのかなと思う。

女性 30代 気軽に相談できるカウンセラーがいるといい。

女性 40代
セクハラについて、されるほうも悪いだとか、隙を作るからなど相談すると逆に責められたりするのが辛い。認知症
があったり、会話の中の冗談でも、性的なことを言われたりされたりするとひどくストレスになる。もう少し、看
護職のセクハラ問題には、ナースマンや、上司に真剣に学んでいただきたいと感じる。

女性 40代 セクハラやパワハラ、嫌がらせ行為をする職員に対して、病院が毅然とした対応を取っていただけないと安心して
働くことができないなぁと感じています。

女性 40代 パワハラについて、実際にされている側は、なかなか相談ができないです。相談できないくらいのパワハラを受け
ていました。辞めて行く方も見てきました。どうか、パワハラから、大切な人材を助けてください。

女性 20代 看護師個人が訴えられるようになり、看護師を守る制度が不十分。

女性 20代 看護師の安全面が不十分だと感じる。感染防止や針刺後のフォローなど。病院によって差がありすぎる。子育て世
代に優しくない。

女性 20代 患者からの暴力行為の禁止の徹底（認知症患者も含む）。

女性 20代 看護師に暴言、暴力、指示が入らず危険行動を行う患者に対しての退院権限を持てるように変えてほしい。また患者
の家族からの悪意のある待遇や、度がすぎる待遇があった場合、何かしらの看護師保護の制度を設け対応するべき。

女性 30代
認知症や意識障害、不穏な患者や自己の思いどおりにならないことがあった時に暴力に出る相手から受けた被害
をサポートするシステムが欲しかった。破損した物は直す、もしくは金銭で補償、怪我は無償で診療、危険手当
が出る、など。

女性 30代 看護部が無い。全て自己責任で看護師を守ろうとしない。人それぞれ託児手当や待遇が違う。
女性 50代 労働条件は悪くありませんが将来性・経営方針が分からない。

女性 20代 外来システムが整っていないような気がします。経営コンサルタントの方などが整えてくれると医師や看護師、医
療事務や患者様など色々な人が便利だと思いました。

女性 40代 医療関係者でなく、別業界の人材にブラックな状況を改善してほしい。

女性 40代
医療関係者だけが特異的に不規則な時間の労働を許可されているがゆえに、病院側から不当な時間拘束をされた
り、休日出勤は当たり前の行為のように扱われること（手当を出しているということでそれが当たり前化されてい
ると思う）。

女性 40代 施設経営者に医療や看護、介護に関して知識が無い方もあり、業務改善などを話しても理解してもらえないことが
多い。経営陣に医療や看護、介護のプロが加わらないと環境の改善は難しい。

女性 20代 私が働いているような大きい病院だと、病院にお金が無いから看護師を増やせない、給料が上げられない、それによ
り看護師の負担がどんどん増えるというループになっているため、病院の体制自体を変えないといけないと感じる。

女性 20代 エビデンスを持ってマネジメントの仕組みを作ってほしい。私も現在、大学院で看護師の労働環境に関して研究に
取り組んでいるところです。

女性 60代以上 看護職の地位を改善すべきだと思う。大きな問題ですが。

女性 40代 日本の看護師は優秀であると思うが、社会的地位が低すぎる。また最近、男性の看護師が増えたことで、子供を育
てながらキャリアを積むことが難しくなっている。男性社会化している。

女性 50代
看護職は、患者、医師からのセクハラ行為や、モラハラが多いが、他の業種みたいに取り上げられない。認知症の患
者の暴力行為があって、常に引っ掻かれたりすることもあるが、それは問題にならず、こちらがちゃんとしていても、
家族からクレームを言われたりする。私達も普通の人間だし、労働者だ。改善してほしい。
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女性 20代

患者の言うことは全部聞かなければならないという風潮が辛い。患者に理不尽なクレームを言われて医療者側が謝罪
して我慢するのは違うと思う。患者と看護師で立場に差がある。医師と看護師の間にも関係性に差がある。医師が看
護師に対して横柄な態度を取るところをよく見掛ける。ただでさえ肉体的にもきつい仕事なのに、精神的にもきつい。
労働環境としては、感染リスクや介護の際に腰を痛めたり、夜勤で睡眠時間が狂ったりするのに、その肉体労働に
対しての賃金が少ないと思う。またそれだけ働いているのに、有給休暇を取れる病院は少なく、シフト制のため好
きな時に休みが取れない。看護師が離職する原因はそこにあると思う。

女性 50代
現場では患者さんの一番近くにいるため、業務のしわ寄せが看護師に来ていたと思います。みんな、目の前の患者さ
んが困らないように、看護助手が足りなくても、他の何が足りなくても看護師が最後は動く。また、奉仕の人、と
いうイメージが強いようにも思います。入院の経験がある人はみんな口を揃えて「看護師さんって大変！！」と言
われます。もう少し、プロとしてのイメージができるといいのにな、と昔から思っておりました。

女性 20代
看護師という職に就き、看護職を軽視している方が多いのではと思います。世間では高給取りと言われながら、時間
外給料は出ないのにサービス残業や休日出勤は当たり前。患者様の命をお預かりする立場として毎日勉強し、責任感、
緊張感を持ちながら勤めているのに基本給も 15 万～と事務職員と変わらない。看護師として頑張りたいのに現状に
絶望する看護師も多いと考えます。

女性 20代 看護職は専門職であってサービス業ではないことを世の中に知ってほしい。

女性 40代
何でも屋を求められている。専門職としてきちんと働けるような環境作りが必要。人手不足は分かるが希望もしな
いのに次々と異動させられ大事にされていないと感じる。制度上は取り繕っているが、実際どのスタッフも無理も
なく制度を利用できるかと言えばそうではない。

女性 50代 看護職も多種多様化して訪問分野はサービス業です。看護も介護も境がなく求められすぎています。ついでに洗濯
機回してとか、干しといてとか、手すり付けてとか関係無いことをやりすぎてみんなつぶれていきます。

女性 40代 病院だけが働く場所ではない。それ以外で働くと、看護師は関係無い…と言われてしまい、意見すらも言えなかっ
た場面もある。一緒に働く者として扱ってほしい。

女性 30代
保育園の中の看護師も、保育士絶対数の中、看護師は一人。誰からも理解されず、不満ばかり持たれ、しかし何かあっ
た時の責任は看護師にあるという。なぜ、ここで働いているのか。結局は保育士として保育記録も書いて保育士を
部下に持って働いた。社会全体の改善がなされなければ、他の環境でも働くことさえままならないと感じた。

女性 50代 福祉施設では、まだ地位確立や、仕事内容の整備がなされていない施設が多いので、仕事内容の整理、手当、報酬
の充当。

女性 50代
看護教員として学校勤務が長く、これまで規模の比較的大きい、福利厚生がしっかりした職場で就労し、その後、初
めて福祉系の現場で管理者として勤務しました。介護現場で看護師として就労するにはあまりに、職責のわりに冷
遇でした。もう、福祉現場に戻りたくはないとトラウマになりつつあります。

女性 30代 看護師業界は変な固定概念がある。例えば、サービス残業当たり前、命を預かっているからきつくて当たり前とか
…時代に追い付いていない。

男性 30代 看護業務の行い方（情報収集や生活援助など）が前時代的で、変化、改革をしようとしていない印象がある。

女性 40代
看護師は、基本的に強いので、ついつい頑張ってしまう性分があったり、頑張りすぎていることに気付いていない人
もいる。楽しみながら、仲間に対して誇りを持てる人間関係がもっとあれば、患者様への看護の柔らかさが出るはず。
そうならないストレスがある限り難しい。

女性 50代 医者も看護師も決して偉いのではないということを分かって仕事をしていただきたい、患者様があってこその仕事
なのだということを肝に銘じて仕事をしてほしいです。

女性 20代 自分達のスキルアップを行い、患者さんがもっと安心安全に過ごせるようにしていく必要があると思う。

女性 20代 今年から業務を時間内に終わらせる動きがあり満足している。このまま続けてほしいし、この動きが全国にも広がっ
てほしい。

女性 20代
休みを取りやすく、残業を少なくしようとしている動きは、どの職場でも感じられる。しかし、どの場所でも人員
不足による職員のストレスがあり、結果的に残業、休みは十分に取れていない職員がいるため、人員不足を少しで
も改善してほしい。半日勤務、時短勤務など、多様な勤務時間を設定したり、フリー業務だけをする時短勤務の看
護師や介護士など、ただ人数を増やすだけではなく、多様な勤務配置で改善していくのではと思う。

女性 20代 働き方改革によって、有給休暇を積極的に取ろうとしているところはとてもいいと感じる。

女性 20代 病院として公開されている労働条件と働いてみたら違った。そういった内部の情報をシェアできるようなシステム
が欲しい。

女性 20代
入職前にはあまり業務内容が分からず、看護職の仕事内容の具体的な宣伝があったほうがイメージも付きやすいし
ギャップを感じて辞める人も少なくなると思う。病院の外来勤務は産後や子育て中の看護師が大抵なので独身者で
も勤務に就きやすい環境を整えてほしい。

女性 40代 都心の企業や病院では感じませんでしたが、地方や介護系、健診機関系は契約観念が緩すぎると思いました。採用
直後から打診無く当然のように条件変更しようとするので困ることが度々ありました。

女性 30代 事前に聞いていた内容と、就職してからの勤務条件の違いをなくしてほしい。

女性 20代
今年度より、初めて転職して一通り慣れてきましたが、入職した時点で看護師の人員不足、産休ナースが多数おり、
聞いていた話とは違うと思いました。案の定、看護業務は回らず、残業も無いか少なめとは言っていましたが残業
も多い状況にあります。少しでも、人員不足が解消できれば看護業務は回るのではないかと感じます。

女性 40代 小さなクリニックになればなるほど、医療安全の面でルーズなところが目立つため、最低限守るべきルールは徹底
する必要がある。

女性 30代 給料面はちゃんとしているのでいいのですが、医療ミスとも隣り合わせなのでそこらへんのフォローをしっかりと
組織的に取り組む施設だと安心して働けると思います。

女性 50代 診療報酬自体を改革し、薬価を下げて、ケアなり処置自体がいくらと、看護ケアの経済的な評価をすると良い。

女性 20代 10対 1、13対 1 と配置基準があることは分かるが、認知症患者が多くなっており業務が回らない時がある。認知
症の患者に対して加算が取れるようになってほしい。

女性 30代 介護職は処遇改善手当が付いているが看護師には付かないため、介護施設で働く看護師にも付けてほしい。
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女性 30代
介護職の国からの援助体制により給与改善はあったが看護職に対するものが薄いと感じる。介護職のほうが給与ボー
ナスが上回るところが多くある。国家資格で大変な思いで仕事をしている専門職として看護職の職務改善手当など
の改善案ができてほしい。

女性 30代 管理職研修と、人事異動について行政では看護職が少ないため軽視されています。行政職員としての看護職のあり
方や研修体制については議論の必要性があると感じています。

女性 30代 どこの病棟も７対１の体制にしてほしい。レスパイト入院した患者には期限を決めてほしい。
女性 20代 DPC 病院で勤めているので、国からの算定が増えると良いと思う。

男性 40代

2025 年に向けて病院改革が必要とされてはいるが、それに伴った職場改善はほとんど手付かずであると感じてい
る。特に看護師不足から来る地方での病床閉鎖などは都会に波及しつつあるが、そのことについて報道含め聞こえ
ては来ない。看護職の職務改善はまだまだ必要である。精神医療に関する問題も前に進んでいない。同時に精神医
療に従事する看護職についても大きな改革が必要である。患者に対する人権および尊厳に関する問題は、医療職か
ら改革していかなくては一般市民に伝わるわけもなく、大きな改善・改革が今こそ求められている。

女性 50代 満足点はありません。透析は今高齢化しています。とても重労働なのに分かってもらえず透析は楽な職場と思って
いる人がいること。病棟とは仕事内容が違うので忙しさも違うのに分かってもらえない。

女性 40代
改善は医療技術や環境の移り変わりで、例えば電子カルテ導入などもあり問題もその都度改善していて、それに時
間をかなり割いてきていると思います。世代交代なのか、それに難色を示している年配の看護師がいて、辞めてし
まう人もいます。フォローする体制も考えてほしい。電子カルテだから、若い者に頼る、若い者が上に立って行っ
た時にワンマンな態度が浮き彫りになっているのが現状。

女性 50代 長年同じ職場で働いていると、色々あります。今はただ、退職金をいただくため、後数年頑張ろうと思っています。
女性 60代以上 仕事ができることが、楽しい。

女性 20代

看護師として働いて、夢と現実を知りました。大変な仕事なのだと、痛感しました。拘束時間の長さや不規則な勤
務は体力を消耗し、職場の雰囲気はドロドロしていました。少しのミスも許されない現場でフォローも無く辛いこ
としか思い出せません。しかし離職して社会経験を重ねた今、また看護師として働きたいと感じるようになりました。
ただジレンマやブランクがあり、前に踏み出せずにいます。たった 1 度の人生なので、後悔しないよう行動したい
と思います。

女性 20代

新人看護師ながら、大学病院からクリニックへの転職をし、この看護の形ならずっとやりたいと思える働き方を見付
けることができ、私は幸運だったと感じています。多くの大病院での看護師の働き方は人間の働き方ではないと感
じます。前残業の多さ、サービス残業の長さ、慢性的な人員不足、そこから生まれるインシデントやアクシデント
…正当な給与を支払うことから、抜本的な解決が必要だと思います。このままでは看護師になりたいと思う人は減り、
どんどん看護師が辞め、数合わせだけの新人看護師が投入され多くが辞め、という負のループは止まらないのでは
ないでしょうか…。

女性 30代

仕事と家庭の両立が難しい、もしくは理解がされにくい。40歳半ば以上の人は特に、過去の自分と重ねて意見を押
し付けてくるため、家庭が疎かになったりサービス残業が当たり前になる。また、20代、30代前半世代は、それ
とは真逆な考えが大きく、30代半ばの私達は板挟みになり、結局はストレスになる。上司も、今の時代、パワハラ
になると言ってはっきりと、しっかりと注意はしてもらえない。どの職業でも同じだが、ゴマスリ上手、小さいこ
とで何だかんだ喚く人が得をする。仕事の仕方をしっかり評価してほしい。

女性 20代
高齢者を見捨てたくないなどの理由による本人が望まない延命治療が減らないか、と思うことがある。それは労働
者側としては結果的に、今生きている患者一人ひとりと向き合うことや、やりがいを感じられる看護につながるの
ではないかと考える部分がある。

女性 40代 業務が専門化ばかりでなく、細分化され看護師個人の力量が必要とされているからこそ、やりがいのある仕事であ
り魅力でもある。

女性 30代 科学的根拠より、自分の経験で判断する職員が多いため、患者に適する看護が見えない。

女性 20代 看護師がどこまでの医療行為をしていいのか。今の職場は眼科で、結膜注射や結膜抜糸など看護師が行っている。医
師の指示のもとではあるが、本当に行っていいのか疑問。

女性 40代 アメリカのように看護師にも行える医療行為が増えるとやりがいやスキルアップ、給与アップにつながると思う。
女性 50代 患者の環境整備は当たり前のことであるが、スタッフの環境整備も大事である。
女性 60代以上 患者様、利用者様は専門職として、尊重してくださるので、それに応えきれる人材でいたい。

女性 40代 キャリアアップするためにワークショップなどに行っても、職場で生かせないことが多い。日本のどこでも働ける
ので、資格を取って良かったと思っている。

女性 40代 改善はしてほしいが、今の制度では難しい。

女性 20代 過酷な職場環境では、いくら看護をしたくて看護師になったとは言え離職したくなります。いくら下の人間が頑張っ
ても、上の人間が不十分であれば医療の質は低下を辿る一方だと思う。

女性 20代 きつい、帰れない、給料低い、サービス残業多い、新人は残業取れない、出身校差別…が無くなったらいい。

女性 20代 全ての人が満足できる環境はないと分かっていますが、あまり理不尽なことは多くないといいなと思います。また女
性が仕事をしていると、休職することがあると思うので、それに対する理解があるということは必要だと思います。

女性 20代 コロナウイルスが流行ってしまい改善するどころか悪化する一方ではありますが、看護師をディスポ手袋のように
使い捨て扱いしないでほしいです。辞めても仕方がない感が悲しいです。

女性 40代
お金と時間にルーズな職場は避けたほうがいい。管理者が遅刻、スタッフの給与も分からない場合は理解されにく
いところがある。スタッフを大切にしない場合、だいたい崩壊してしまう。利用者様、患者様、スタッフにも平等
の精神でいてほしい。

女性 20代 アルコール消毒を医療関係者以外にも使用できる空間に置かれているところが良いです。

女性 40代 5S をするようになって、物品の場所が分かりやすかったり、不足や余分、が把握しやすい。ワンモーションで取り
出せる。など、メリットは多い。

女性 20代 看護師の現場だけでなく医療の現場自体がひどい。人間関係が悪く、職員数も少なく、辞める人も多い。国が改善
する気の無い問題だと思っている。
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Q. 転職活動全般について、ご意見やご要望がありましたらお聞かせください。（不安に思われる点、転職活動において体験された良
いエピソード・不満を感じられたエピソードなど、どんな内容でも結構です）

性　別 年　代 回　答

女性 20代 良いところだけでなく、今後改善しようと思っている点なども隠さずに教えていただきたい。また、上司だけでなく、
日頃患者対応で働いているスタッフの話も聞ける機会があるとうれしい。

女性 40代 良いことばかりでなく、悪いことも含めて本当のことが知りたいです。

女性 40代 募集があります、だけではなくその施設がどういった理由で募集をしているのか（産休や事業拡大など）職場の雰
囲気、外来やクリニックであれば１日の患者数、院長の人柄など書面で分かり得ない情報がもっと欲しかった。

女性 40代 長く勤務する上で、重要なので、離職率と退職理由を正確に教えてください。

女性 40代

面接時に履歴書の説明を一からさせられたことがあり、えも言われぬ不信感が募ったことがある。また、最後まで
説明し終わると、はい分かりました、で終了し、相手が何を求めているのか分からなかった。入職したものの、仕
事内容の説明は無く、無視され続けた。第三者の意見を聞くが自分に落ち度はなかった様子。今後関わっていく意
志が無いのならなぜ入職させたのか分からないが、やりがいも感じることはないだろうと思ったので退職した。内
部情報はかなり正確なものが欲しいですね。

女性 50代 面接官の印象は重要だと思います。看護職に圧迫面接は厳禁。ほとんどがお断りしているようです。

女性 40代 面接で一番最初から辞めた理由をネチネチ聞いてきたドクターがいた。経験してきたスキルを生かせるような職場
がなかなか無いのも現実だと思う。時給ももっと高くなってもいいと思う。

女性 40代
面接の場所が希望地と違うクリニックで行われ、面接官は希望就業先でないスタッフと医師が行い、～はできますか、
～は大丈夫ですか、～してもらうことには対応できますか、といった設問ばかりひたすら続く面接。希望している
クリニック内の雰囲気もスタッフの顔も見られず、何もイメージがつかめず不安だけが残り、辞退しました。

女性 30代 面接の際、院内を案内してくれたのが事務員で、詳しい説明も無くただ場所を案内された。他の病院は看護部長や
師長さんのことが多かったので違和感がありました。

女性 30代 面接に行った職場の対応について。時間どおり面接に行ったのにただ 30分音沙汰無く待たされた。

女性 40代
面接や職場見学の際に、不明瞭な理由で長時間待たされたこと。30分以上待たされました。面接官が全く書類を見
ていないような印象だったこと。紹介会社や派遣会社を通じての面接でしたので、興味が無いのであれば事前に断っ
ていただくなり、別の予定を先にするなど調整していただきたいと思いました。2 件とも不採用でしたが、こちらも
相手に悪い印象を持ちましたので決まっても辞退する気持ちになりました。

女性 50代 面接後の転職先からの返答が遅く、こちらから聞くわけにもいかず、不採用だったのかと心配したことがある。
女性 40代 面接結果の通知が遅いところは、やや不満に感じた。

女性 40代 面接を受けて、1 週間以内に電話連絡しますと言われたのに、1 週間すぎてから採用見送りのメールが届いたことが
あった。

女性 20代 面接を受けてから 1 週間以内に返事をしないといけないので、ゆっくり決めることができない。

男性 20代 面接時に提示された給料と実際支給される額にギャップがあることや、転職サイトで紹介された病院と実際の現場
にギャップがあることが転職活動の妨げになると思います。

女性 20代 提示された給与と実際に手元に入ってくる金額が多少異なっていたため、手元に入る具体的な金額を提示してほし
い。研修も強制ではなく、自分が参加したいと思う時に参加できるものが良い。

女性 40代 面接時はとても対応が良かったが、就職してからは対応が悪く、聞いていた給与面などの違いが大きかったことが
あった。

女性 30代 まだ経験が浅いからと、転職が決まってからの減給は断れずに何年か働きましたが、ひどいなと思いました。何を
聞いていいかも分からず質問しなかったのも悪いが、働き始めてから分かることが多い。

女性 50代 面接の時は交通費が出ると言われたのに、入職後に出ないと言われたので、入職前の説明の正確さ。人間関係は入っ
てみないと分からないので合うかどうか。

女性 50代 面接では受け入れてくださると話していた労働条件が受け入れられなかった（現職で）ので、こちらの条件をちゃ
んと聞き入れてもらえるかが不安ではあります。

女性 30代 提示された条件が本当なのか不安がある。実際に入ってみるとブラックだったとよく聞くことがある。
女性 40代 配属部署を希望し、そこで働くことが決まっていたのに、入職時に違う部署に配属された。

女性 20代 業務内容の提示が実際に入ってからと違った。またスタッフに 1 度も会わずに入職となるのは早期離職にもつなが
る原因の一つだと思う。

女性 50代 面接や見学の時と就職した時の話の内容が違って困った。
女性 40代 面接の前に見学できると雰囲気が分かるのでいいと思います。

女性 40代 面接前に実際に見学したり話を聞けたのは良かった。就職後に知らされる労働条件が面接時とギャップのあると
ころが多い。

女性 20代 面接以外に実際にその場所に行ってみると雰囲気をつかみやすいと思います。
女性 40代 面接時に、病棟見学があると雰囲気が少し分かり、ありがたいです。

男性 50代 説明会はその事業所の良いところを話の上手な人がいい感じで話す場のように思える。なので、本当に興味がある
ところであるなら、実際に見学に行ったり、インターンシップに参加したりしたほうが有意義だと思う。

女性 20代 転職する予定は今は無いですが、今のクリニックは転職サイトを利用しました。求人には良いことがたくさん書い
てありますが、やはり、見学に行って実際に見てみないと分からないという印象です。

男性 20代 職場見学ができなかったため、入職後ギャップを感じた。

女性 40代 実際見学できるのが一番良いと感じます。条件など書類上のことでは分からない職場の空気感などはやはり現場に
行かないと分からないので。ただ、規模が小さければ小さいほど、見学は敷居が高く感じます。
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女性 20代 紹介会社を通じて、オープニングスタッフとして働いたことがあります。母体が大きく名のある企業だとしても、系
列の施設を見学したり、その施設の評判などが事前に知れたら良かったなぁと思います。

女性 30代 病院見学まで行ってしまうと、断れない。自分の転職希望月と求人募集月が合わない。
女性 40代 見学時に職員の対応が良くなかったり表情が暗いと心配になります。また職員があまりいないと不安になります。
女性 30代 見学で直感的に良いと思ったところで選んだら、とても歓迎されて、長く働けました。

女性 40代 職場を見学した際に、スタッフの様子を見ることができたり、職場の雰囲気などを現場から伺うことができると良
いです。少しお試しで勤務できると判断しやすいです。

女性 20代 内定をいただいたクリニックで見学した際はとても良い雰囲気だと感じたが、1 日体験をさせていただくと、雰囲気
が良くなかったと知り、実際に体験をさせていただくのが大事だと分かった。

女性 20代 実際に病院の雰囲気を見れたり看護部長とお話ができたりするのは良い点だと思います。
女性 30代 職場見学で上司や同僚と話をすることで職場の雰囲気を感じることができた。

女性 30代
以前の転職活動の際、就業を希望する部署の部署長と直接話すことができたことが、入職を決めるきっかけとなっ
た。また、就業を断られた病院から、その理由まで聞くことができたこともあったが、自分を客観的に見られるきっ
かけとなり、良かった。

女性 20代 看護部長さんや事務長さんが優しかった。ただ職員から挨拶が無かったのが今後入職する上で不安。

女性 20代 看護部長さんと会話することが多いのですが、直属の上司とお話しする機会が持てると配属される前にその病棟の
雰囲気などが知れるかなと思います。

女性 50代 派遣会社を通して就職したが、聞いていたボーナスが実際は全然違っていた。月給より少なかった。昇給もほとん
どなかった。

女性 40代 入職した後で、待遇面について先輩から愚痴を聞かされる。求人情報と実態が違っていた。
女性 40代 入職前後で、話が違うことを経験しており、友人にもそのようなことがあった例のほうが多いため不安です。

女性 20代 入職する前に提示されていた条件と実際に働いてからの条件が違ったためしっかりした事実を明確にしてからでな
いと離職につながる。

女性 20代 内部の人間関係は入ってみないと分からないことは理解していたが、あまりにも離職者が多くて雰囲気が悪かった。
入職前に聞いていた話と業務内容が違いすぎて受け入れ難い部分が多かった。

女性 20代 病院見学での話と実際に入職してから違うことがある。

女性 20代 先日退職した職場が、最初に聞いていた労働日数と時間が全く違っていたので求人票の見直しをして、間違えてい
るようなことが無いようにしてほしい。

女性 30代 給与面のことはどうしても聞きにくいことや、公表されている残業時間と実際が違うのではないかという不安があ
ります。

女性 30代 募集要項で研修ありとうたっていても、施設や病院の概要の研修であり、看護処置や使用している医療器具の研修
ではなかった。

女性 20代 ブランクがあり、研修制度があると聞き、入社したが実際は基本的なガイダンスや手技手法であり期待したもので
はなく、不満だった。

女性 60代以上 オリエンテーションを丁寧に詳細にしていただける職場。

女性 60代以上 電子カルテから紙カルテに逆戻りした時には、しばらく馴染めなくて不便に感じました。病院で使用している医療
器具が違ったり、やり方が違って慣れるのに苦労しました。

女性 40代
職場ごとにやり方や方針が異なるのは分かるが、古いやり方や明らかに誤った方法をしているのが見えると、その
影響を受ける患者さんのことが気の毒に思い、その加担はしたくないと思ってしまい嫌悪感を抱く。それをなかな
か乗り越えられない。

女性 20代
看護提供方式の違いで、動き方が違うので戸惑った。また 7 対 1 でも受け持ち人数が 5 人程度のところとぎりぎり
7 人受け持ちでは忙しさが違うので慣れなかった。病院によって同じ診療科でも内容や、看護の進め方が違うので転
職して色んな方法が知れたことは良かった。

女性 30代 転職してきた人を放置したりスルーしたり声かけが無かったりしました。ママさんナースや経験豊富な方々が多かっ
たので、人によってやり方が全く違ったり、それに合わせるのに疲れました。

女性 40代 地域密着型で良い職場だと思い就職したら、表面的には良くしていて、中身はブラックな職場だった。

女性 20代
派遣社員として 3 ヶ月の予定で、福利厚生などしっかりしている検診センターのパートタイムで入社した。派遣セ
ンターのスタッフからは入社した方からの評判も良く、気楽に働いてくださいと言われていたが、毎日レポートの
提出があったり医師に怒鳴られたりと散々な日々だった。転職する時は他人の意見を鵜呑みにせず、自分でしっか
り調べることが大切だと学んだ。

女性 60代以上 入職してみないと分からない部分があるので、事前に、職場の評判を知りたい。

女性 30代 同職者の口コミなどが知れたら面白い。個々の感じ方があるから一概には信用しないが、その点を含めて見学や面
接に生かしたりできそう。

女性 20代 入ってみないと人間関係や本当の業務内容は分からないが、やはり個人病院はその病院の特徴が特に濃いように思
うため、次に転職する時はよくその病院の決まりや、院内テストなど詳しいことも知れたらいいと思う。

女性 40代 面接では何も分からないということ。いざ働いてみると…というのが多い。職場の雰囲気や仕事内容など。合う合
わないは、運みたいなものかなと思う。

女性 40代 転職先の人間関係や職場の雰囲気が知りたい。とにかく、パワハラは、許せないです。

女性 20代 人間関係や職場の雰囲気を気にしているのですが、そういった内部事情は、外部には入職してみないと分からない。
転職活動をする段階で把握できればベストだなとは思います。

男性 40代 人間関係が良ければ。あと、男性で働いている人の比率が高いところを望みます。女性だけのところで人間関係で
嫌な思いをしたことが多いので。

女性 20代 人間関係の情報やどんな年代が働いているのかの情報を聞けるのは心強かったです。
女性 40代 病院で働く人の雰囲気や人間関係などが気になるので入職された先輩方の話を聞いてみたいと思います。
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女性 30代 ネットの情報だけでなく実際に働いている人と話をしたり見学を必ずしてから面接をするかどうか決めたい。見学
などできるように調整してほしい。

女性 20代 できるだけ希望している職場で働いている人と会話なり関わりが持てるほうがいいです。

女性 50代 その職場で働いている人の話が聞きたい。実際働くと仕事内容が思っていたのと違うと感じることが多い。説明す
る人が現場の人ではないためか。

女性 40代 その施設で働いている人の生の声を一つでも多く聞ける機会があればいいと思う。
女性 20代 転職するのはなかなか勇気がいる。実際に働いている人の話が聞きたい。

女性 40代
年齢的に転職するのも最後かなと思っています。重労働に耐えられない体になってきているため転職したとしても、
長時間労働になったり、介助や介護の仕事の割合が多い場合は、転職そのもののあり方を考えて、全く違う職種に
移ろうかとも思っています。

女性 40代 年齢が上がってくると、採用は難しくなってくるのではないかと不安になる。

女性 60代以上 65 歳以上でも元気に仕事がしたいので年齢不問で入職できる職場が多くあれば良いと思う、面接さえできない場合
もある。待遇面が施設でバラバラで低い気がする。定年年齢を引き上げても良いのではないか。

女性 50代 50歳を超えての転職なので全てにおいて不安しかない状態です。まずは採用してもらえるかが一番の課題だと思っ
ています。

女性 40代 年齢制限があって面接すらしてもらえないのではないか。何度も転職しているのは不利なのではないか。
女性 30代 転職回数が多くなっているため次の転職の時に上手くいくか心配です。
女性 40代 転職先が馴染めなかったらと思うと不安。希望どおりの転職先がなかなか無いので、焦っています。

女性 20代 転職後、自分に合わないと感じてしまったらと思うと不安。転職後すぐ、再度転職活動をするのは難しいと思うため、
転職活動に慎重になりすぎてしまう。

男性 30代 転職活動をしている中で、前の病院のようにブラックではないかと不安になることはあった。ただそれを見抜くだ
けの力がないので、どうしたらいいのか分からない。

女性 30代 前職があまりにブラックな病院だったので、優しい人がパワハラにあい、バタバタと辞めていました。ですので、次
の病院の職場環境が問題のあるところでないかが本当に不安です。

女性 30代 配属の科が違うと勉強の内容も異なり、子育てしながら勉強できるかが不安。なので大学病院など勉強が多いとこ
ろにはいけないと思ってしまう。

女性 20代 新しい診療科にいきたいが知識を習得できるかどうか不安。中途採用をどの程度教えているのか体制が分からない
ことが不安。

女性 30代 新しい職場で自分の看護師としてのキャリアを生かせるかという面はとても気になるし、不安もあります。職場環
境や業務の内容など転職活動中に知っておきたい情報になります。

女性 20代 転職を打ち明けた後の上司の態度が変わらないかが不安です。

女性 20代 実務経験が少ないので、転職に不利だと考えてしまいます。大病院か、施設か、キャリアか、経験か、何を優先す
べきか分からなくなります。

女性 20代
転職に対してライフスタイルに合わせ転職することが良いことなのかそれとも同じ勤務地で勤続年数を積んだほう
が良いことなのか分からない。転職をたくさんしたことで今後の面接では不利になってしまうのか。母親になって
からの転職は自分の方向性を我慢しなければならないということを実感しました。

女性 20代 転職して失敗したと思わないようにどんなことを見ておくべきか、内部を知ってから入職できるか不安です。

女性 20代 新しいところに転職したいが、また新たに人間関係を構築することが最も不安です。人間関係などは面接や資料で
は分からないため。

女性 20代 面接や見学だけで、職場の様子を感じ取るのが困難であり、人間関係に不安を覚える。
女性 20代 地方での転職になるので、希望の職場が見付かるか、内定がいただけるか不安です。

女性 40代
子育て世代の私としては希望するような土日休みの仕事で医療行為がある病院やクリニックがありません。とくに病
院は、子育て世代用に平日のみ勤務や時短正社員などの枠を増やすべきだと感じます。今のシステムですと、みんな
ナースを辞めてしまうか、医療行為の無い施設や保育園に転職し、実務ができるナースが減る一方のように思えます。

女性 30代 離職率は本当のところ、病院見学しても聞き出しにくい情報であるので、長く働ける場所として転職するコツやポ
イントがあれば知りたいです。

女性 20代 転職した後の声が具体的に聞きたい。
女性 20代 自分と同じような立場の人は、どのように転職したか、聞いてみたい。他の近い転職事例に興味がある。

女性 30代 旦那は転勤の可能性があり、経験があってもなかなか正規雇用での採用が難しい。転居の可能性のある方はどのよ
うに転職活動をされているのか疑問に思った。

男性 40代 男性看護師でも活躍できる職場があればいいと思います。
女性 50代 患者様やご入居者様がいらっしゃるから、私達は、お給料がいただけるのだという思いで働ける職場で働きたいです。
女性 20代 保育園が決まらないと転職活動もできなくて大変でした。

女性 40代 人材紹介会社や派遣会社の紹介で仕事をすると、紹介料が発生するので、面接の際に紹介手数料は何万円ですね、と
目の前で言われたことがあり、自分が商品のような感じがして嫌な思いをしたことがあります。

女性 20代 辞めるのがとにかく難しくて、規定のように退職届けを出して 1 ヶ月で辞めることができないことが不満です。

女性 20代
同時に複数応募しているため、応募してからのレスポンスの早さは重要。3 日経っても連絡がなければその時点で選
択肢から外しました。また、募集ページと実際の給与や業務にギャップがあっても面接では OK してしまう雰囲気
になります。そして結局合わずに辞めてしまう人もいるのではないでしょうか。

女性 30代 転職活動では、これまでの経験、経歴も大切ですが、人柄重視をなさっている医療機関が多いと感じます。

女性 40代 仕事内容により力不足経験不足が一番不安でした。経験年数のある看護師への指導体制の有無は確認必須だと思
います。
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女性 50代 新しいことを始めるには不安が付きものです。面接時には忙しい時間を割いて対応してくださると思いますが、探
す側もある程度質問することをまとめておかないといけないと思います。

女性 30代 転職サイトから色々提案があり面接など受けましたが、結局自分で探して連絡したところに決まりました。相談に
は乗っていただいたので感謝はしていますが、やっぱり自分でも探さなきゃいけないなと思いました。

女性 40代
ブランクがあったり、勤務時間、仕事内容など条件に合った職場がなかなか見付からず、焦ってしまうことがあり
ました。ある程度の転職活動の期間は掛かりますが、必ず自分に合った職場が見付かると思うので、焦らず無理な
く働ける職場を探し続けて良かったと思います。

女性 30代 子育て中でもあり、自分のライフスタイルに合った就職先が見付からず落ち込む時もありました。でも、これも縁
と思い気長に探すことにした時に自分の条件に当てはまる求人を見付けることができました。

女性 20代 紹介会社に面接対策をしていただいたのが、初めての転職、久しぶりの面接を受ける身としてはありがたかった。

女性 40代
ブランクがあり再就職はとても不安でした。マイナビの方は履歴書の添削もしてくださり、面接にも同行してくれ
不安がかなり軽減されました。また、言いにくいことも代わりに言ってくださりとてもスムーズに再就職が決まり
ました。

女性 40代 紹介会社に、面接で聞かれることや職場それぞれの注意点を教えてもらった。職場の良い点だけでなく、そうでな
い面も教えてくれた。

女性 20代 紹介会社が、面接や書類の件でとても熱心に指導してくださった。面接場所に同席してくれたことで安心して面接
を受けることができた。

女性 30代
今回初めて転職サイトを利用し、マイナビ看護師様に登録しました。こんなにもスムーズに転職活動が進むことに驚
いており、早く利用すれば良かったと思うくらい満足しています。まだ面接をこれからしていく段階ではありますが、
面接での対策などにも丁寧に関わってくださることに感謝しています。

女性 20代 紹介会社の担当の方が親身になって話を聞いてくれる。面接に一緒に来てくれて安心した。

女性 20代 前回の転職時にマイナビさんにお世話になり、とても丁寧にご支援いただきありがたかったです。面接対策や面接
時の同行など、とても心強かったです。

女性 50代 面接時に緊張しすぎる傾向があるので紹介会社にフォローしていただきたい。
女性 20代 紹介会社に面接に同行してもらえるのは、大変心強いです。
女性 20代 初めての転職活動で、不安が多くありましたが、紹介会社の方が一緒に面接に同行してくださり、安心しました。

女性 50代 紹介会社には、面接ではなかなか聞きにくい給与の情報をしっかり押さえてもらいたい。事前に質問事項を教えて
くれているのでスムーズに返答ができるので良いです。

女性 20代 面接にマイナビのスタッフさんが付いて来てくれるので、聞きにくい給与面のことも聞いてくれて助かった。

女性 20代 一人で就活するよりもエージェントさんがいることで、求人情報を探しやすいし、面接を一緒に行ってくれること
で聞きにくいことや言いにくいことを代弁していただけるのは非常に助かります。

女性 50代 面接にアドバイザーの方に同伴していただくことができて心強かったし、面接の後、就職先の方の反応を早々に聞
かせていただけたことがありがたかった。

女性 30代 面接する時、緊張が増すため、面接までストレスが掛かり、疲労感が顕著である。仕方がないけれど…。紹介会社
の担当者の方が同席していただけたので、安心感があった。

女性 40代 転職サイトを経由することを嫌がる病院もあるので、面接などは一人で行きたい。紹介してもらうだけでいい。

女性 40代 転職活動中、面接の前日に紹介会社が連絡をくださり具体的なアドバイスをいただき、安心して面接に臨むことが
できた。

女性 20代
紹介会社が、施設の面接見学をまとめてできるように予定を組んでくれたのが良かった。転職活動期間が長いと精
神的に疲れてしまうのと比較がしにくいので非常にやりやすかった。また、合否の結果が出ていなくても、進展に
ついてこまめに連絡してくれると安心する。

女性 50代
登録したエージェントさんが詳しく話を聞いてくれて、やりたい思いを引き出してくれたのが、とても良かったです。
ブランクがあったために、近くが安心なのでは、あまり医療行為が無いほうがいいのかも、などの不安がありまし
たが、長く働くにあたり、これをやりたいと思う気持ちはとても大事なことでした。

女性 30代 紹介会社の担当者との面談の中で自分が本当にやりたいことなどを見付けることができたのが良かったです。

女性 50代
紹介会社からタイミングよく電話があり、話ができて良かった。転職が初めてで、こちらの条件を伝えて、それに
似合った職場提示をしてくれた。先方の情報を知り、分からないことはすぐ解決してくれたので、自分もイメージ
が付きやすく、職場を考えることができた。

女性 40代 半年先の転職を考え、面接だけでもとのことで紹介会社のお話を聞く機会をいただき色んな条件を聞いてもらいま
した。その中で、転職したいと思う場所が見付かりました。

女性 20代 紹介会社と初めての面談でしたが、転職の目処は立っていなかったのにもかかわらず、とても親身に相談に乗って
もらえて、考えの幅が広がりました。ありがとうございました！

女性 20代
マイナビさんは最初に会って自分の希望を親身に聞いてくださってこれから頑張ろうと思えました。希望に沿った
仕事先もいくつか紹介してくださり選ぶことができて、面接の希望日も聞いてくださり転職活動しやすいです。周
りの方にもオススメしていきたいです。

女性 40代
ひと昔前と違い転職をハローワーク以外で相談できる環境にとても心強く思います。紹介会社にサポートしてもらえ
る環境にあり就職活動の負担が精神的に軽く感じます。情報があらかじめもらえるので転職の失敗が少ないのでは？
と感じています。これで無事就職できたらお友達にも紹介します。

女性 30代
ハローワークなどの相談所では求人に対しての具体的なイメージが湧かずその職場で働きたいという意欲が湧かな
かったが、紹介会社では看護師としての職場の悩みや相談をしつつ新たな転職先を見付けることができたため利用
して良かったと思う。

女性 30代 ハローワークでの転職より、転職先の雰囲気を事前に知ることができ、給与面など直接言いづらいことも交渉して
くださり、とても助かりました。
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女性 40代

マイナビさんは初めて利用させていただいておりますが、転職経験が多く、他の紹介業者さんをいくつか利用した
ことがあります。民間紹介業者の担当者様は、公的な紹介業者様と比べ、その職場の内情に詳しいことが多く、事
前にイメージが付きやすいのでありがたいです。日程調整なども、自分で直接だと腰が重くなってしまうので、全
て整えていただけるのは本当に助かります。ただ、看護職ではない方が大半なので、その方の感触とこちらの感触
が違うこともやや多いように感じます。経験から重視しているのは、説明・見学だけでなく、実際にインターンな
どで直に肌で感じてから転職先を決めることです。そのような機会の設定を、ぜひ求人側にも積極的にご提案いた
だけるとありがたいです。

男性 30代
良い中身しか説明しない会社も過去にありました。看護師を紹介すれば紹介会社は利益が出ますので当たり前と言
われればそうなんですが。ただ、紹介された先で勤務するのは看護師なので会社の利益だけを考えてされていると
感じると信用問題になります。

女性 30代 別の仲介業者さんを利用した際に、面接時の説明で、業者さんの話と病院側の勤務条件が異なり戸惑った経験があ
ります。

女性 20代

オペ室勤務しており、色々な事情もあり転職しました。オペ室希望を転職会社のサポート担当者の方にも再三伝え、
転職活動をサポートしていただきました。いざ面接を受けると、病院側にはオペ室希望が伝わっておらず、面接の
際に齟齬が生じました。内定はいただけ、勤務開始となりましたが、やはり病棟配属となりました。キャリアのた
めにはなると分かっていますが、元々希望していなかった病棟勤務…毎日苦痛を感じてはいます。非常勤採用なの
で契約更新せずに辞めてもいいものかとも考えています（今回の転職で利用させていただいたのは、マイナビさん
ではありません）。

女性 20代
転職活動中の情報でも見学でも長期休暇が取れており残業もほぼ無いという話を聞いていたが、実際には異なる。残
業が少なく家のことやプライベートを大切にするために看護のやりがいよりも、業態を優先して選んだためがっか
りしている。転職エージェントとしてもう少し実際の現場の状況を把握した上で転職活動を後押ししてほしい。

女性 20代 仲介会社の募集要項と実際の条件が異なり、入職直前に発覚したこと。仲介業者はそれでも私に損は無いですよ、大
丈夫ですよ、とそこへの入職を勧めてきたことも何だか腑に落ちなかった。そこには勤務せず、転職活動を続けた。

女性 40代 教育体制があると言われていざ配属になると、看護部長と配属先の連携が取れておらず、教育が全くなされなかっ
たことがある。面談に進む前に、きちんと確認してほしい。

女性 30代 面接をしてもその病院の本来の雰囲気や風土は分からない。そのために、貴社のような紹介会社を利用したいと思う。
そのため、退職者や近い者からの声を挙げ、こっそり評価として伝達してほしい（公開ではなく、面談時で構わない）。

女性 20代 給与や福利厚生などは自分でも調べられるため、実際の職場の雰囲気や働いている人の声をきちんと教えてほしい。
経験年数や希望だけでなく、働きやすさを考えて紹介してほしい。

女性 40代 職場の雰囲気や人間関係、給与面など自分では情報収集が難しい収集について、紹介会社に聞けたり相談できるの
が良い。

女性 20代 難しいと思いますが職場の雰囲気や人間関係など分かれば教えてほしいと思います。

女性 30代 内部の情報が一番気になるので、職場の人間関係やどのような看護師を求めているのかを面接前に確認して、一緒
に対策を検討していただきたいです。

女性 30代
転職先の詳しい現場の情報を知ることができると転職後のイメージをしやすくてありがたいです。希望条件が全て
満たされることはないと分かっているが、理想の希望条件を伝えた際にそんな職場は無いと切り捨てられたことが
あり、そこのエージェントは二度と利用したくないと感じたことがあります。

女性 30代 紹介会社に、転職先の評判やスタッフの雰囲気などを教えてもらえて安心した。
女性 20代 看護部長さんの思いや離職率の動向などを紹介会社の担当さんから詳しく聞けたのが良かった。
女性 20代 担当してくださった方がとても話しやすく、こちらから聞きにくいマイナスな部分も情報を教えてくださり助かった。

女性 30代 人柄なども理解してくれて自分に合った職場として思うところを紹介してほしい。募集要項からは分からない、現
場の雰囲気や元職員の声などを聞きたい。

女性 20代 転職が失敗すると、その人の看護師経歴において大きな穴となったりするので、本当にオススメできる職場を教え
ていただきたいです。なので、職場の雰囲気をより具体的に教えてもらえると安心します。

女性 40代 担当の方に自分のことを理解してもらい、合いそうな職場をご紹介いただきたいです。
女性 60代以上 担当の方が良く話を聞いてくれて、適正な職場を紹介していただけるとありがたいです。

女性 40代 前に働いた病院を紹介されたことがある。やりたいことと全く違う職場を紹介されたことがあるので、やりたい仕
事を紹介してほしい。

女性 20代 親身になって、本当に自分に合いそうなところを探してくれるか心配。
女性 20代 紹介会社が親身に話を聞いてくれたところが良かった。自分のライフワークバランスを考慮して職場検討してくれた。
女性 20代 転職サイトの方が話をしてくれた内容と転職先の雰囲気が違った。

女性 20代 前回（他のサイト）転職時に紹介された内容と、実際働いてみてのギャップをすごく感じた。良い情報だけではなく、
他の色んな情報も欲しかった。

女性 30代 転職サイトに掲載されている内容どおりなのか、少し良いような書き方にしていないかなどが気になる。

女性 30代 転職活動をしていて思っていた職場との違いが否めません。なのでしっかりと体験など実施して入職をしていきた
いと思います。どうしても面接時に緊張して上手くしゃべれないのでそこもご指導していただきたい。

女性 20代 地方なので仕方がないことなのですが、転職サイトに掲載されている職場が少なく残念でした。

女性 20代 知らない土地での転職活動だが、その土地柄に詳しい人が対応してくれ、現地の情報なども教えてくださりとても
助かっている。

女性 20代 新しい地域での勤務先を検討中ですが、勤務先周辺の交通状況や地域の特色など教えていただき、とても参考になった。
女性 30代 短期間で条件に合った求人をたくさん提案してくださるので安心だし、選択肢も広がるのでとても助かりました。
女性 60代以上 たくさんの求人情報が送られて来て、比較ができて良かった。

女性 20代 エージェントを通じて、転職活動をしました。勤務距離や希望の科を伝えると、何件か病院やクリニックを紹介してく
ださり、またネットには載っていない情報まで、教えてくれたので、色んな場所を比較できてとても選びやすかった。
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女性 30代 なかなか自分で転職先を探すのが難しく、色々な職場をたくさん紹介してもらいたい。

女性 20代
マイナビさんには直接面談で相談できて求人も何社も提示してもらえてすごく転職活動に役立ちました。担当者も
話しやすくて SNS でやり取りできるのも便利でした。マイナビで興味のあった訪問看護に就職できて毎日充実して
います。

女性 40代
SNS で連絡をしてくれて逐一教えてくださることはすごくうれしかった。面接の前の日にも連絡をしてくれて励ま
された。経験年数が多い割に転職回数が少ない私にとっては色々不安で鬱になりそうだったけど救われました。転
職で引越しなどもしようとしていると自分の選択が間違えていないかこのまま今の職場で働き続けたほうがいいの
か…と悩むことが多かった。

女性 30代 紹介会社が密に連絡をしてくださり、転職先との連絡や日程調整などもスムーズでした。

女性 20代
働きながらの転職活動なので、自由な時間が限られているため、面接や見学の日程調整、面接準備などは自分の力だ
けでは難しかったと思います。やるべきことを提示してもらえたので、効率的に転職活動ができたと思います。大
手企業の面接時に面接対策に詳しいスタッフさんを紹介してもらい、面接対策をしていただいたのはとても心強かっ
たです。面接前後に担当の方に温かい応援メッセージをいただけたのはとてもうれしかったです。

女性 20代
勤務をしながらの転職活動が大変でした。とくに夜勤前後での連絡のやり取りは、正直体力的に辛かったです。し
かし最初から内定をいただくまでしっかりサポートしてくださいましたので感謝しております。また不安なことも
全て考慮してくださり安心して頼ることができました。ありがとうございました。

女性 20代
私は初めての転職活動でしたので右も左も分からない状態でした。アドバイザーの方を通して、書類選考、面接の
日取り、を決めていただいたのは助かりました。ただ、入職してからの前職とのギャップを大いに感じることがあっ
たため、もう少し病院、病棟の特徴や見学だけでも行ければ良かったと思いました。

女性 30代 分からない点に関して、きちんと納得するまで説明していただいたことや面接後の断り方についても相談に乗って
もらえたことがとても良かったです。

女性 20代 転職サイトを利用したが、細かいところまで教えてくれたため、とてもスムーズに転職活動ができた。

女性 30代 転職希望者の話を傾聴し、一緒に考えていただけているので安心しています。不安なことは話すようにしますので
対応していただけるとうれしいです。

女性 50代 担当の方が雑談でも良く話を聞いてくださったので不安は軽減されました。

女性 20代 初めての転職だとゼロから教えてもらわないと分からないことだらけなので、マイナビに登録して面談で色々と教
えていただけて不安が少なくなりました。

女性 40代
親身になって現職で抱いている不安を聞いていただき、転職条件に合う職場の提案などいただけてありがたいです。
ご連絡もこまめにいただき、具体的に日にちを詰めていただいたり、本来自分自身でする部分ですがなかなか時間
が無く、フォローしていただけて本当に助かっております。

女性 30代
こちらのマイナビのアドバイザーの方はとても親切に転職活動のサポートをしてくださいました。しっかりと話を
聞いてくれましたし、悩んでいる時は、色々と提案してくれて、とても心強かったです。一人で転職活動していたら、
なかなか決められなかったと思いますが、無事に就職先も決まりました。本当に感謝しています。もし、また転職
が必要となった時は、ぜひまた、利用させていただきたいと思っています。本当にありがとうございました。

女性 20代
マイナビの担当者に、親身になって希望や話を聞いてもらえてありがたいと感じた。条件も細かく聞いてもらえて、
職場の雰囲気や労働環境を詳しく教えてもらえた。共感的な態度で関わってもらえて安心した。電話連絡の頻度は
やや多いと感じたため、メールや SNS でもっと連絡や資料のやり取りをしていただければ助かると感じた。

女性 20代 担当のアドバイザーさんが親身になって色々話を聞いてくださり、その中で私の働きたいような病院をピックアッ
プしてくださり、転職先を２つで悩んでいる時も親身になって相談に乗ってくださった。ありがとうございます。

女性 20代
前職では人格否定されるような言葉も多く言われ、落ち込み辛かったが、アドバイザーさんの優しい言葉や、面接
でいただいた「ぜひうちで働いてください、あなたが必要です」の言葉に励まされ、自分を必要としてくれる場所
は他にもたくさんあると気付き、看護を続けようと思えました。周りの意見や「まずは３年」「まずは急性期」の呪
いを気にせず、自分が自分らしくいられる場所を探すのが転職だなぁと感じました。転職して本当に良かったです！

女性 20代

ブランクが長く他の紹介会社さんでは、相手にしてくれなかったり、私が働きたいと思う病院を相談したら ｢無理
ですね｣ と言われたり、その紹介会社さんが特に気に入っているクリニックしか教えてくれなかったりした。しか
しマイナビさんを学生時代から知っており、マイナビさんに頼んだらすごく最後まで話を聞いてくれて、忙しいに
もかかわらず求人を探してくれたり、職場を決める際もよく悩みを聞いてくださったことがすごく安心した。来年
から新しい職場で働けることまた看護師に戻れることがうれしい。

女性 50代 転職活動はかなり希望や話を聞いてくださり、お話しの仕方も優しく緊張を和ませてくださいました。

女性 20代 転職活動が上手くいかないと焦ってしまったり不安になりますが、担当さんがいつも明るくお話してくれるので励
みになります。

女性 20代 キャリアアドバイザーの方が熱心に関わってくれたことが転職活動に対してとても励みになりました。
男性 20代 転職は人生で大事なことなので一人ひとり親身にやってもらいたい！
女性 20代 転職エージェントを利用しているが、親身に相談に乗ってくださるため、今のところ不安はありません。
男性 20代 相談に乗っていただけると、うれしいです。もっと良い環境で働こう、と気力が湧いてきます。

女性 50代 現在親の急な発病により転職活動を中断しています。とても親身に考えてくださり感謝しています。相談できる場
所があることが心の支えになっています。

女性 30代 転職活動を始めてする者にとって、不安要素はたくさんあることからも、丁寧にアドバイスいただけるとありがた
いです。

女性 20代 現在、初めての転職の就活中ですがマイナビさんが親切で丁寧に教えてくれているので、不安だったのが和らぎました。
女性 20代 マイナビのスタッフさんが親切で、不安が減った。ただ、今の職場が退職させてくれるのか不安です。
女性 20代 初めての転職活動だったので不安でしたがマイナビさんに登録してサポートしていただきとても心強かったです。
女性 50代 初めての転職活動をマイナビを利用したことで、とても良かったと思っています。
女性 20代 初めてで何もかも分からず、不安な中丁寧に対応してくださり感謝しています。
女性 20代 しっかりお話を聞いてくださる方だったので自分のためになる情報だけをピックアップしてサポートしてくれた。
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女性 30代 新しい職場にいくことは勇気がいるけど、一緒に探していただける派遣会社の方がいると心強いです。
女性 30代 丁寧に今の希望を聞いて一緒に転職を考えてくれるのがうれしかったです。
女性 20代 エージェントの担当がとても親身になってくれたため、今後の人生において重要な転機となる転職が成功した。
女性 30代 親切、丁寧に対応いただき感謝しています。
女性 20代 かなり親身に相談に乗っていただいて、マイナビさんで応募して良かったと思いました。
女性 20代 丁寧に担当者さんに行っていただいたため、現時点で満足した転職先が決まりました。
女性 30代 丁寧で迅速な対応ありがとうございます。

女性 30代
マイナビのご担当者の方々は、迅速で丁寧なご対応をしてくださいました。こちらの希望を考慮して、転職活動を
サポートしてくださり、心から感謝しています。ただ、病院が提示してくださった勤務条件が、入職前後で一部違
うことが残念でした。

女性 30代 新たな一歩を考えているので転職情報がすぐにいただけると安心しました。自分の思っている就職先があったので
うれしくなりました。

女性 40代 他社では就活が進まない中、御社は応募の意向を伝えた後の対応が迅速で、すぐに数社の面接が決まり、再就職で
きないのではという不安が少し払拭されたことです。

女性 20代 親身になって継続的に支援してくださると、安心できました。

女性 30代
前回の転職は結婚をして他県へ引っ越しするためでした。他の転職サイトを利用しましたが、担当者の方から就職後
のサポートもあり、助かりました。またご懐妊されたため職場を離れる連絡があり偶然自分も妊娠していたため何だ
かうれしくなった思い出があります。転職サイトは、いいイメージです。なので今回主人の異動で転職となったので、
また転職サイトを利用させてもらっています。

女性 20代 転職先が決まって以降、連絡が無く不安に思う時期があった。しかしマイナビの担当者さんは連絡すると迅速に動
いてくださり、疑問点は不安が無くなるまで細かく答えてくれました。ありがとうございました。

女性 40代 他社で転職活動を行ったことがあったが、担当者と連絡が取れなくなったり、考えを改めている段階なのに、執拗
に連絡をされ嫌な思いをした。

女性 20代 転職して転職サイトとの相談が途切れてしまうのが不安。状況など少しでも聞いてほしい。
女性 50代 求人への応募に際し、審査状況などの進展を迅速に連絡くださり不安の軽減になった。励ましの言葉に救われた。

女性 30代 転職サイトを利用する際、担当の方によって偏りがあるため、きちんと人の話を聞き、向き合って考えてくれる方
に担当していただきたい。

女性 30代 転職活動時に担当と合わなかったと感じることがありました。連絡が遅かったり希望と違う転職先であったりとコ
ミュニケーションが取りにくいと感じました。

女性 40代
担当者との相性も大事で、事務的な人もいれば営業マンのような勧め方の人がいて、電話でのやり取りだけで苦痛
を感じたこともあり。こちら以外のサイトで、とても親身に探してくれた方がいて、1 度見学をしたことがある。そ
の職場とは残念ながら縁はありませんでしたが（雰囲気が合わなかったので丁重に断った）その職場の看護部長さ
んから面接態度の評価が良かったとの旨の連絡を後日担当者からいただき、うれしかった思い出があります。

男性 30代 転職活動を諦めさせるような関わりをするコーディネーターが、あるらしいのでそういうのは避けたいなと思います。
女性 40代 担当者が変わった時、前任者からの引き継ぎがきちんとされているのか、不信感を抱くことがありました。
女性 20代 有給休暇の消費方法なども相談に乗っていただけるとうれしいです。

女性 20代 内定率がどれくらいなのか、どういう人が受かっているのか、具体的にどういう準備が必要で働き始めるまではど
ういう流れになるのか、見通しが細かく分かるととてもうれしい。

女性 40代 転職サイトを利用して転職をしたことがないので、どのように進めるのか不安。
女性 30代 転職サイトにおいて、病院見学や面接の際に付き添っていただいたことは安心だったが、電話がしつこい。

女性 20代 転職をサポートしていただけるのはありがたいが、こちらは十分情報収集をして納得のいく職場探しをしたいと思っ
ているのに書類や面接をいつにするかなど早い段階から繰り返し声をかけてこられるとうんざりしてしまう。

女性 20代 転職する際に転職サイトの方に協力していただいた時に無理矢理見学や、面談を組まれた。結局すぐには転職せずに、
無駄足だった。

女性 20代 自分が想像していたよりもスピーディーに転職活動が進んだため、転職することに対して少し不安が強くなった。一
方で電話で話をたくさん聞いてもらえたのは良かった。

女性 30代

他のところですが、面接を受けるのはこの月以降がいいと希望を出していたが、それよりも早い時期に面接の日取り
を決められ、住む場所が決まってすぐだったので保育園の空きなどの確認をする余裕も無い状態での面接になって
しまったことに対して不満を感じた。今回は、登録してすぐに何度も着信があったが、具合が悪いため後日にして
もらい、担当者と話をしたら感じが良く、今後のことを●日以降に考えたいと伝えたら、催促の電話などがないため、
こちらのペースに合わせてもらえそうなので、今回転職活動をここのサイトにして良かったと感じています。

女性 20代 他サイトであるが転職先を断っても良いと聞いていたのに､ 後々になって断ると困ると言われた。見学だけと聞い
ていたのに勝手に面接のエントリーまでされていた。

女性 30代 他のサイトで自分の条件に合わないところを紹介され、面接に行って受かってから決めればいいと言われたので断った。

女性 20代 転職させることだけしか考えていない人が以前いたため、働くのはこちらなので、こちらの要望を無視して話を進
めないでほしい。

女性 30代
マイナビの担当の方がとても印象が良かった。初めての転職斡旋会社様を利用した際、他社の方はこちらの希望よ
りも恐らく紹介料が良い会社側の都合の良い病院様ばかりを紹介してこられたことがあった。連絡もとてもしつこ
く困った。マイナビの担当の方は、すごく親身になってくださり、良いことも悪いこともしっかりと伝えてくださる。
職場や友人周りからも評判は良かった。私も友人へ紹介したことがある。

女性 30代 1 件だけしか面接を受けさせてもらえず、強引に説得して決定させるようなことはやめてほしい。良いところ、悪い
ところも含めて教えてほしい。よろしくお願いします。

女性 30代 エージェントが就職を誘導するような強引だったエピソードがあり、困った経験があります。多少のわがままを、聞
きつつ、本人が納得して就職できるような、促しをしてほしいです。
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女性 20代
担当さんから求人が無くなってしまうので早く、どうしますかと急かされるとプレッシャーに感じて焦ってしまう。
無くなってしまうのはあり得る話だがもう少し柔らかめに伝えてもらえると転職活動にストレスを感じずに過ごせ
ると思う。

女性 30代 転職サイトを使うと頻繁に連絡が来るのでじっくり考える時間が取れない。プライベートなことも考慮して決めた
いが、なぜここではダメなのかなど色々聞かれるので正直めんどくさいことも多々あった。

女性 20代 転職サポートしてくれることに関してはとても助かっているが求人情報をもっと見やすくしてほしい。見る際にす
ぐにサポート電話につながってしまうことが多かった。

女性 20代 転職サイトを 3 社使用した中でマイナビ看護師が一番信頼できて、情報量、コミュニケーション力など全て頼りに
なりました！

女性 20代 一人で転職しようか考えましたが情報量も少なくマイナビを利用しました。担当の方がとても親切でマイナビを選
んで良かったと思いました。

女性 20代 マイナビでのサポートは期待以上で、頼んで良かったと思った。友人にも紹介したい。

女性 20代 新婚旅行に行きたいが転職活動も進めたいと相談した際に面接時に相談できることなどアドバイスいただき納得い
く職場に早期に転職することができたこと。

女性 40代

初めての転職活動をしたのですが、トントン拍子に進んで採用までに 1 ヶ月も掛かりませんでした。これには、本
当にビックリしています。トントン拍子で、面接が決まり履歴書を見ていただく時間が取れなかったのが心残りです。
担当さんが、こまめに連絡を取ってくださり求人が出ていない職場にも問い合わせをしてくださるなど、ご尽力い
ただき本当にありがたかったです。転職先を探しながら、当初の希望から脱線してくると軌道修正をしてくださり
助かりました。新しい職場は、初めての看護分野です。新しいことに挑戦する楽しみが出来ました。新しい職場には、
高校生の同級生、小中高が一緒だった子が同僚になり、小学校の役員をやったお母様が上司という人の巡り合わせ
に驚きました。転職先とのやり取りは、働きながらですとハードルが高く、そのようなことを代わりにしてくださ
り転職支援サービスを利用して本当に良かったです。恐らく自分でやろうとしたら挫折していました。本当にお世
話になりました。

女性 20代 マイナビ看護さんを通し、実りある就活をさせていただき良い職場が見付かりそうで良かったです。ありがとうご
ざいました。

女性 30代 直接転職先に労働条件や職場の雰囲気を聞くのは不安なので、口コミは大切だと思う。信頼できる口コミを掲載し
てくれるサイトがあればうれしい。

女性 50代 不採用になった場合、理由をはっきりと教えていただきたい。それにより、今後の対策を考えていけるからです。宜
しくお願い致します。

女性 20代

持病を抱えつつ転職を考えている利用者の場合、現在の通院状況・内服状況をアドバイザー様から聞かれることが
あります。先方へ問い合わせをしていただく際、内服薬を先方へ伝えられましても、人によりどのような目的で内
服しているか・副作用の状況など全く異なりますので、診断疾患名と内服内容のみを伝えることは転職の妨げとな
る場合がございます。利用者と相談の上、疾患・通院・内服について先方へどのようにお伝えするか決めていただ
きたいです。

男性 20代 案件を紹介していただいた時にその案件の中でメリット、デメリットを記載して提示していただきたい。そのほ
うが分かりやすい。
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Q. 実施しているもののうち、効果が高い取り組みについて、具体的な内容を教えてください。 ⇒ p48・49 参照

事業形態 役職・ポジション 回　答
医療機関 事務・人事部門管理職 看護職員数の確保。時間外労働の削減。休暇の取得促進。育児支援。

医療機関 看護副部長 看護職員の確保。10 対 1 の配置基準は満たしているが、中途退職などを見越して、常に
看護職員の募集、派遣対応をしている。また、今年度より新卒者の採用に力を入れている。

医療機関 看護部長 診療報酬の配置数に上乗せした人員の配置を考えている。
医療機関 看護部長 常に 1 部署につき 2 名の余剰人員の確保を心がけ実地している。
医療機関 事務・人事部門管理職 配置人数を定数より常にオーバーするよう管理している。

医療機関 看護師長 人員を一人多く設定することで、有給休暇を消化しやすくすると、定着率が上がってき
ました。

医療機関 事務・人事部門スタッフ職 2020 年 5 月より、7 対 1 の看護体制。夜間勤務者 2 名の病棟は、3 名体制に変更。

医療機関 事務・人事部門管理職
休暇を取得しやすい環境作りのために少し余剰人員を確保しております。ただし、コスト
が掛かるため、全ての医療機関で実施できるとは思えません。十分な節約も必要ですし、
雇用を維持するための経営対策も必要となります。

医療機関 看護部長 看護師確保のための施策を何でも試してみる。今年は特に対面面談が難しいこともあり、
就職説明会なども Web で実施している。職員の育成面接を行う。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護師の積極的な採用。奨学金による免許取得援助。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護師の人員数確保が前提条件となる。また、産休育休や時短勤務を導入しているため、
夜間の人員確保など苦慮している。今のところ、当院は定員割れが続いている。

医療機関 事務・人事部門スタッフ職 当院を志望される方は急性期病院を経てライフワークバランスを志向される方が多いので
スタッフの増減による業務量の影響が高いため人員の確保。

医療機関 看護部長
人員を確保すれば有給休暇取得が可能となり、時間外も削減できる。現代人はワークライ
フのバランスの充実化を求めており、看護師にとっては有効であると考える。業務改善に
関しては、看護補助者への業務委譲などをしているが、看護師業務にも限界があり、そう
簡単にはいかない。

医療機関 事務・人事部門管理職 派遣活用による十分な人員確保でゆとりを持たせること。
医療機関 事務・人事部門管理職 増員して頭数を確保する。
医療機関 経営者・院長 人員配置、給与、有給休暇、職場環境など。
医療機関 看護部長 重症度に合わせた人員配置。応援体制、勤務時間の工夫。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 十分な看護職員数の確保。
医療機関 事務・人事部門管理職 十分な看護職員の配置数。

医療機関 事務・人事部門管理職 業務キャパに対する十分な職員数の確保をすることが最も効果が高いと思われる。働く者
にとっての余裕は意識を高め、ミスを減らせる。

医療機関 統括責任者 人員の確保にて有給休暇の取得率ほぼ 100％。人員の確保にて時間外業務の削減。1 回
／ 2 ヶ月の勉強会では院内スタッフによる発表を持ち回りで行っている。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護職員の労働環境改善・定着のために効果の高いものは、数の確保、時間外の削減、有
給休暇を含む休暇の取得促進、育児介護支援です。

介護福祉施設 施設長 看護師の気持ちの余裕を優先し、人員の確保と有給休暇の取得のしやすさは効果が高い。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 必要な人員の確保。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 人員の確保。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 人員確保。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 十分な看護師の確保。時間外労働しない。

医療機関 看護部長 離職防止を含めた看護対策（人員確保）の促進。メンタルサポート、既卒者教育の推進。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 採用活動。

医療機関 看護部長 理想と現実を明確にした就職説明会の充実化。配置人数に見合った成果で職員増員（充実）
予算の確保。

社会福祉法人 事務・人事部門スタッフ職
採用前にどのような仕事・職場かじっくり見学と説明を実施し、採用後のミスマッチを防
ぎ定着率を高めている。賃金は、慶弔見舞金や退職金を複数の制度から支給したり、新設
の手当を支給するなど、手厚くしている。

医療機関 看護師長 採用時の適切な人材バランスの考慮。参加型業務ミーティングによる職種間のコミュニ
ケーション。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 時間外労働の削減。

医療機関 事務・人事部門管理職 平均時間外月 10 時間以内。ハラスメント防止のための研修会実施および報告制度の確立。
育児のための勤務時間設定の多様化を実施。

医療機関 事務・人事部門管理職 時間外労働はもともと少なく、タイムカードの導入をしてより少なくなった。ハラスメン
トは、規程を作り窓口を設けて相談をしやすくした。
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医療機関 事務・人事部門スタッフ職

時間外労働は急患、急変対応以外はありません。日勤時間終了間際の外来からの入院の際、
外来看護師 1 名と受入病棟の日勤看護師 1 名が時間外対象となり 30 ～ 60 分程度時間
外勤務します。また、夜勤帯（当院は 3 交替）で死亡退院があった場合、準夜勤務者が処
置で残るケースも時間外（深夜残業）になります。いずれも 1 分単位で残業手当の支払い
対象となります。実績としては、月に 5 ～ 6 名が時間外勤務に就き、平均 60 分程度です。
それ以外の残務での残業は認めておらず、電子カルテのログインも始業時間の 10 分以上
前、終業時間の 10 分以上経過で認めないなど徹底しています。

医療機関 看護部長
時間外労働が生じない工夫は必須。フレックスタイムも取り入れており、柔軟な対応をし
ている。患者の情報収集と把握時間は十分に取れるように、また申し送り時間は無くすが、
病棟全体の流れを把握しやすいシステムにしている。

介護福祉施設 施設長 定時の時間内における会議実施の徹底。予算の許す限り、看護職員の加配を行う。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 看護助手を積極的に活用している。

医療機関 事務・人事部門管理職 外国人労働者も含め看護補助者を増員し、看護師の業務を軽減している。定時での退勤を
当たり前化し、長時間労働をしない環境を作っている。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護補助者を早朝（6 時～）と夜間（～ 20 時）に配置した（その代わり補助者の夜勤廃止）。
医療機関 事務・人事部門管理職 夜勤専従の導入。夜勤時間帯の変更（選択可能）。研修費の負担。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 施設方針により夜勤専従の職員を一時的に就業ストップしており、夜勤を少ない人数で回
しており、常勤の夜勤が可能な方が増えることで負担感が解消されると考えている。

医療機関 事務・人事部門管理職 夜勤を 2 人体制にて実施。更に、訪問看護要員もオンコール体制から、夜勤体制に変更し
一人配置。

医療機関 事務・人事部門管理職 夜間の人員確保。業務改善。
医療機関 事務・人事部門管理職 病棟ごとの夜勤人数は 3 人にすると良いように思われる。

介護福祉施設 経営者・院長 オンコール対応について職員数を増やし回数を軽減する。
医療機関 事務・人事部門管理職 緊急時の交代勤務ができる職員の配置。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 勤務体制の変更など。
医療機関 看護部長 勤務の組み方。育児支援。時間外削減。
医療機関 事務・人事部門管理職 勤務シフト調整。有給休暇取得推進。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 その月の状況に合わせたシフトを看護職員間で検討し作成している。シフト作成時に有給
休暇を取得できる日を検討し年次有給休暇 5 日取得をしている。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職

シフト作成時の業務負荷が偏らないように配慮すること。利用者様の申し送りやカンファ
レンスの時間を毎朝＋週 1 回以上設定している。記録様式の見直しを行い、効果的かつ無
駄を省く内容にしている。

医療機関 事務・人事部門管理職 勤務（特に夜勤）インターバルを取れるように看護部管理職が各人のシフトを検証し、必
要な場合には夜勤アルバイトを登用している。

医療機関 看護部長 3 交替であるがインターバル 11 時間以上確保。今後 2 交替も導入予定。前残業の禁止。
後残業も 30 分以内が多い。夜勤手当の増額、資格手当の増額。

医療機関 看護部長 当直の後は基本休みでシフトを作成。2 次救急は 4 名夜勤にしている。他部署からの応援
体制、連携強化。

医療機関 看護部長 看護体制の変更。それによりコミュニケーションが良好になり各所属部署での活動が活発
になった。

医療機関 看護部長 WLB に合わせた多様な働き方に対応しております。ラダー教育に則った院外研修参加を
助成（出張・全額病院負担）しております。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 勤務時間（家庭優先）に配慮。

医療機関 事務・人事部門スタッフ職
働く職場としてバランスの良い職場環境であるように努めております。スタッフの質には
こだわっており、患者さんや業者さんからの評判のいいスタッフばかりで助かっています。
お陰様でスタッフ同士の仲も良好です。

医療機関 看護部門スタッフ職 ワークライフバランスに積極的に取り組んでいる。
医療機関 事務・人事部門管理職 働きやすい職場環境。

介護福祉施設 施設長 何でも言える雰囲気作りや風通しの良い職場を作ることを目標に取り組んでいます。
医療機関 副看護部長 良好な職場の人間関係。キャリアアップに向けた目標管理。
医療機関 経営者・院長 職員同士のコミュニケーション。

医療機関 経営者・院長
看護部長が交代し、コミュニケーションを重視したところ、退職者が減りました。研修に
ついては、ある協会にて行ったアンケートの結果では離職防止にはなっていないという
データを得ています。

介護福祉施設 施設長 職員間のコミュニケーションについては、第三者を積極的に入れることで問題点の抽出お
よび改善を行い、トラブルを未然に防ぐことで離職率が低下した。

医療機関 事務・人事部門管理職 職員のために色々と考えてあげることです。
医療機関 看護部長 定期的な職員面談。

営利法人；介護
保険サービス事

業者
施設長

専門職としての権限を譲渡し、医療的な判断や医師との連携を中心的に行ってもらうこと
で、専門性を発揮してもらう。その反面、判断・対応の責任を全て負わせることなく、事業所・
医師・看護師で共有できるよう調整を行う。

医療機関 事務・人事部門管理職 人員配置や業務の見直し（IoT 導入など）を行い、効率化を図り、時間外労働を削減。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 ICT の利活用（全職員へスマートフォン貸与、院内 SNS の活用、マニュアルの電子化）。
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在宅医療・訪問
サービス 経営者・院長 タブレット導入によるテレワークと直行・直帰制度の促進。

介護福祉施設 経営者・院長 タブレットを用いた記録物の電子化。有給休暇以外の特別休暇の付与。
在宅医療・訪問

サービス 経営者・院長 タブレットでの入力は他のスタッフとも共有ができ非常に役に立っていると同時に、外来
経験が長いスタッフはなかなか付いていくことができない。

医療機関 看護部門事務スタッフ職 業務改善による時間外労働の削減。リフレッシュのために連休を取得できる配慮。認定看
護師や外部講師を招聘しての研修。

医療機関 経営者・院長 業務改善、コミュニケーション改善。

医療機関 看護部長 看護師の適正配置を見える化。ムリ・ムダ・ムラの洗い出し、スピーディーな業務改善に
より定時で帰ることを定着。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職
業務内容の改善を行い、無駄を削減し、残業時間を少なくすると共に、人員数の確保により、
利用者様および職員同士のコミュニケーション時間を増やし、風通しの良い職場環境を整
えている。

医療機関 看護部長 待遇改善。多様な勤務形態。超勤削減。
在宅医療・訪問

サービス 経営者・院長 賃金引き上げ。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 賃金面（賞与を含めて）で優遇している。
株式会社 本社総務 看護師のお給料は、介護士と別ものとして考えて決めていること。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 賃金や手当など待遇改善。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 基本給のアップ、看護師手当の引き上げ。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 資格手当の増額。

医療福祉 看護部長 夜勤手当の引き上げ。年休を取得しやすくする。勤務希望をほぼ実現している。
医療機関 事務・人事部門管理職 評価を賞与に反映している。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 インセンティブ制の手当。

在宅医療・訪問
サービス 経営者・院長 パートが時間外で書類作成をした場合、経営者の判断で給料に上乗せ。突然の（当日）休

暇希望を快諾し、管理者が交代している。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 年休取得は 5 回を義務付けている。

医療機関 経営者・院長 有給休暇消化率 80%、勤務時間内でも仕事が終われば早上がり。子持ちのスタッフが多
いので、拘束時間を短くするのは効果があるように思います。

医療機関 看護部長
有給休暇取得率 70 ～ 80％を維持、時間外労働５～ 10 時間 / 月、勤務調整など家庭
生活との両立がしやすい労働環境を維持している。その点をアピールして採用活動も行っ
ている。

生活協同組合 看護師所長 有給休暇は 100％取得させている。残業は５時間 / 月程度。
医療機関 事務・人事部門管理職 休暇の取得促進。育児介護休暇の取得促進。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 休暇取得の推進。年間休日 120 以上＋計画的な有給休暇取得。育児休業復帰後の弾力的
な勤務体制の運用など。　

医療機関 看護部長 希望休みが取得しやすい。有給休暇取得率が高い。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 希望休暇の取得。

医療機関 看護部長 アニバーサリーなどに使用できるスマイルホリデー。24 時間保育。院内研修は日勤の時
間内。院外研修を勤務扱い、研修費半額補助。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 毎年公休数を引き上げ、また連続公休制度を導入。
医療機関 看護部長 未就学児育児短時間労働。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 産休育休や育児時短勤務を法令以上の内容で認める。
医療機関 事務・人事部門管理職 育児短時間労働を「対象の子が小学校就学するまで」に引き上げた。
医療機関 事務・人事部門管理職 施設内保育施設の設置。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 院内保育園完備。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 保育所の充実を図る。
医療機関 事務・人事部門管理職 院内託児所運営。
医療機関 事務・人事部門管理職 院内託児所の 24 時間開所。

医療機関 事務・人事部門管理職 育児・介護支援について、保育料の半額負担、産休・育休の100％取得、育休明けの夜勤免除、
時短勤務。

医療機関 看護部長 育児休暇の取得。育児休暇後の時短勤務。夜勤の免除。看護職員数が確保できたこと。
介護福祉施設 看護部長 産休育休の積極的取得。働き方の選択。

企業 事務・人事部門管理職 育休制度の充実。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 育児・介護支援の制度について日頃から周知している。

介護福祉施設 経営者・院長 育児介護支援については、特に 30 代の方々にとって働きやすい環境（時短勤務、曜日固
定など）を提供する。有給休暇取得についても柔軟に対応する。

医療機関 事務・人事部門管理職 お子さんの行事がある場合の休みの取得を調整して取りやすくしている。
介護福祉施設 センター長 子育て中のため、土日祝日を優先的に公休扱いにしている。
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医療機関 事務・人事部門スタッフ職 研修制度に重点を置かれている方が多く、研修日も出勤扱い、研修費と交通費・宿泊費も
事業所負担としている点。

医療機関 事務・人事部門管理職 オンライン研修制度の導入。勤務形態の充実化。煩雑にならない業務フロー。
医療機関 経営者・院長 看護師のスキルを上げるためのマルチタスク研修と残業しないで済む人数の採用と配置。

企業 事務・人事部門管理職 研修施設を開設し、現場配属まで 2 週間をそこで過ごす。
企業 看護師長 研修の充実。入社時の定期的面談。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門スタッフ職 社内研修の徹底。

医療機関 事務・人事部門管理職 教育の充実。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 ラダー制度の導入。
医療機関 事務・人事部門スタッフ職 ラダーレベル昇進テストの実施により、モチベーション UP や能力 UP につながっている。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 マニュアルの作成。それに沿った先輩職員からの指導。
医療機関 事務・人事部門管理職 パートナーシップナーシングシステムの導入。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 教育・研修・スキルアップ支援での相談・面談によるコミュニケーション機会の定例化。
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Q. 看護職の労働環境について、ご意見やご要望がありましたらお聞かせください。（改善に向けた案や成功している施策、現状にお
ける課題など、どんな内容でも結構です）

事業形態 役職・ポジション 回　答

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 夜間オンコール体制に負担を感じる方もあり採用を難しくしているところがある。何か工
夫をされている法人があれば知りたい。

介護福祉施設 施設長
特別養護老人ホームでは、法的な人員基準により、正看護師資格・常勤の看護師一人を必ず
配置しなければならない。また、95％以上が夜勤ではなくオンコール体制をとっている関係
上、その業務体制に就いていただけるのかという 2 点で、人材確保が難しくなっています。

在宅医療・訪問
サービス 経営者・院長 雰囲気の良い職場作り。居心地の良い職場・人間関係。

医療機関 経営者・院長 より良い職場環境作りを実施。環境整備委員会など活動している。

医療機関 看護部長 職場環境の中で相談しやすいよう、スタッフが声かけをするように指導し、定着につながっ
ており離職者が少なくなったこと。

医療機関 事務・人事部門管理職 他職種と情報・業務の一部を共有することで、連携がスムーズになり助け合えるようになった。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 看護師の処遇改善手当が必要。

介護福祉施設 施設長 専門職としてのやりがいやプライドを大切にし達成感が持てるよう面談や常日頃の会話に
気を配っている。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護師だからといって別の職種との区別は特にせず、従業員全員が仲間で同じ位置付けで
あることを重視しているので、看護師のみの労働環境が云々は無い。

介護福祉施設 看護部長 施設看護師は介護士の教育をも担っており、単体に看護業務だけではないことの理解を求め
たい。病院看護師より対価が下がることについて、同職種の格差は是正されたいと思います。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 介護職と協力して仕事ができる方が良い。
医療機関 看護部長 産休・育休などを支えるために負荷が掛かる職員への配慮。

介護福祉施設 施設長
休み（公休、有給休暇）を取得しやすくする。そのために、看護職の加配を行い、体制に
余裕を持てるようにしている。定時内での会議実施を行う。残業しなくても業務に支障の
ないようにあらゆる環境を整えている。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職

看護職員の高年齢化への対処・改善が課題であるが、入職者へのプリセプターを 1 年間付
けて細やかな指導・教育ができるという強みにもなっている。当施設は高齢者入居施設で
あるため看護師であっても介護職と一緒にケアに携わることになるが、多職種協同でチー
ムケアを実践できる風土があると認識している。ただ、ぎりぎりの人員で実施しているた
め、もう少し余裕が持てるような人員配置をしていきたいと考えている。

医療福祉 看護部長 丁寧な看護実習を行っています。途中採用の方で、実習を行ったという方が多いです。
企業 看護師長 ユニフォームなど良い物を選べるようにしている。

介護福祉施設 事務・人事部門スタッフ職 感染症対応のための設備や方法などの知識不足がある。

医療機関 経営者・院長 病院勤務が長い看護師は言われたことだけを行う環境に慣れているため、自ら考えて動く
ことが必要なクリニックには向かないことが多くの看護師を採用して分かった。

介護福祉施設 看護部長 病院で自律できなかった看護師が施設に流れるという芳しくない風潮を一掃し、施設看護
師は優秀でなければ務まらない…というスパイラル形成を希望する。

医療機関 看護部長 経験年数の中で、勤務している病棟の科目を記入してほしい。基礎疾患の有無をキャリア
シートに加筆してもらいたい。

医療機関 看護主任　理事　院長の妻
紹介会社が問題なのではなく、自分で希望の病院を絞り込んで自分で連絡を取ってきた看
護師は当院で働きたい意欲が高い。この病院で働きたいと思っているか、紹介された中で
一番まし…と思っているかの差だと思います。

医療機関 看護部長 転職者などの OJT より研修要望を重視する傾向、受動的でない志向も必要です。業者側
も促しを仲介の際助言してほしいです。

医療機関 看護部長

採用側は、人材確保に苦労して紹介事業者に協力をいただいていますが、希望者側の要望
に 100％応えようとすると採用側のメリットは少なくなってしまいます。ある程度の妥
協が双方には必要だと考えています。また、希望者側はできるだけ自分の理想に近いとこ
ろを望まれるのは当然ですが、本当に自分が優先することは何なのかをよく考えていただ
いて、採用先の選択をしてほしいと思います。事業者の方には、そこを踏まえた仲介をし
ていただけると、双方にメリットが生まれるのではないでしょうか。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 入職当初と半年後では、言動が変化することがあり、対応に困ることがある。

介護保険サービ
ス事業者 施設長

勤務時間やライフワークバランスを優先しながらも、医療を求めて介護事業に転職を希望さ
れる看護師がおられるが、そもそも介護事業所でできる医療行為はほとんど無いことをご存
じなく、事業形態の違いも知らずに就労を希望される。面接や見学時、入職後に業務内容が
イメージと違ったとミスマッチになることが多い。病院と介護事業所の違い、自分が就労し
ようとする介護事業所の事業形態とそこで求められる看護師の配置要件くらいは、自身で学
んでから就労希望をしてほしい。派遣や紹介会社の担当者にも同じことが言えて、本人のキャ
リアマネジメントができていないまま、就業可能エリアと就業時間などの条件面だけで提案
され、面接時の同席もなく、面接官と本人が話をしている中でミスマッチをお互いに感じる
ことがある。お互い時間の無駄になるので、紹介会社は本人の要望を聞き、不可能な条件が
あれば本人に理解させ、その上で事業者に提案してほしい。新型コロナウイルス関係無く、
ここ数年、ネット登録で就労条件だけを見てとりあえずメール・FAX で手当たり次第送信
しているという紹介会社が多く見られ、本人と会うこともせず、話をすることもなく提案さ
れる会社が多く、面接の際に話が違うことが多々あるので困る。
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営利法人；介護
保険サービス事

業者
施設長

ネット社会で簡単に求職や登録ができるようになりましたが、それによって失われている
ものがあることに気が付いてほしい。看護も介護も対人援助職であり、コミュニケーショ
ンがなければ患者・利用者、同僚とも関係性を構築することができません。就業する上で、
最初のコミュニケーションを避けていては、就業後に大きなトラブルとなることがありま
す。便利な世の中だからこそ、顔の見える関係が必要であると感じています。

医療機関 統括責任者
クリニックの募集では短時間のパート希望者が多いですが、当院では午後も継続する勤務
で常勤者を希望するため、紹介業者に事前に希望内容を詳細に説明し、内容を理解した上
で希望していただく方をご紹介していただくようにしています。

介護福祉施設 施設長 長く勤務する意志がある方、高齢者施設での医療に興味ある方をご紹介ください。

医療機関 看護部長 組織形態や病院機能などにより雇用条件が異なることなどを求職者自身が理解できるよう
な支援をお願いしたい。

医療機関 事務・人事部門スタッフ職
担当者によって大きく変わる。病院の求人内容も理解せず本来自分で勉強すべきところを
簡単に電話で担当者に聞こうとするのは、いかがなものでしょうか。たくさんの紹介会社
からの電話を担当者は、さばいています。紹介会社の担当者の資質により採用も大きく変
わると思います。

医療機関 看護部長
人員不足の時に助けてもらい大変助かっています。本人の意向は取れていないですが、選
考の対象でしょうか？とくるのが、良くないですね。本人の意向を聞いて紹介してきてほ
しい。居住地がざっくりと県までしか書いていないものがあるので参考にならない。

介護福祉施設 施設長 施設によっては、看護師の数が足りない状況も見られているため、今後とも変わらず協力
をお願いしたい。

医療機関 事務・人事部門スタッフ職

新卒として入職後数ヶ月や１年未満の経験しかない看護師の紹介に困っている。自身の経
験以上の部署の配属を希望する方が多い。紹介であれば即戦力（教育が必須であれば新卒
で良い）を求めているが「学びたい」転職をされる方が多く、病院のニーズとのギャップ
が大きい。本人の経験や人柄と当院が合わないと思われる方が紹介されることも少なくな
く、当院に対する理解を担当の方に深めていただきたいと思う。

医療機関 看護部長 職業紹介所を利用する医療機関が増加しているため、求人内容と誤差がある方の紹介も多
い。推薦内容が一律的なので不安がある。業者によって退職率も差があるのが事実です。

医療機関 看護部長 紹介事業者の担当者には、求職者の特徴や状況、働き方の希望など具体的に説明していた
だけるので、面接前に情報を得ることができ助かっています。

介護老人保健施
設 事務・人事部門管理職 地域性もあるでしょうが、求職者自体の母数が少ない状況でも、担当者は求職者ときちん

と面談し自信をもって紹介してほしい。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 ご紹介の情報をいただく時、お名前は伏せても、性別・年齢・お住まいの住所（県だけで
なく市町村名まで）をお教えいただくと助かります。

医療機関 経営者・院長 求職者の正確な情報。健康面と就業意欲、勤続年数など。

医療機関 看護部長 看護師採用の際は、大変お世話になっております。小さな病院ですので、欠員補充をお願
いしておりますが、いつもすぐに対応してくださるので感謝しています。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 迅速な対応に感謝している。
医療機関 統括責任者 依頼した場合、実際に紹介に至るまでの途中経過を報告していただけるとうれしいです。

医療機関 事務・人事部門管理職 看護師だけを扱う紹介会社が多いが、他の医療関係求人も全て扱える先があれば、助かる
と思う。

医療機関 看護部長 紹介入職後２年以内に退職する看護師の理由など情報共有をしたい。
介護福祉施設 事務・人事部門管理職 介護施設の看護師採用で成功されている具体例があれば知りたい。

医療機関 事務・人事部門管理職 マイナビさんの担当者の方とは常に当法人で採用したい人材の意見交換をしています。ぜ
ひ、長く勤務され、当法人のカラーに合った人材を紹介していただきたいと思います。

在宅医療・訪問
サービス 事務・人事部門管理職 紹介手数料の額に見合った対応を求めます。

介護福祉施設 事務・人事部門管理職 紹介手数料がネックで利用に二の足を踏む事業者もあると思います。メリット・デメリッ
トを理解してもらう方法を考えていただければ、判断しやすいのではと思います。

介護福祉施設 施設長
一般求人での看護職員と紹介業者では、やはり求める人材に出会える確率が高いと感じる。
反面、紹介料などのコスト面での負担もある。紹介業者、担当者により、フォローの質に
大きな差を感じる。

医療機関 事務・人事部門管理職 こちらの希望に近い方を推薦してもらえるので、探す手間は省けるので助かる。しかし、
手数料は高いと思う。

医療機関 事務・人事部門管理職
現状よりも人材紹介手数料料率が高騰した場合にはこれに対応できなくなること。入職後
に体調不良や家庭の事情など、本人事由による欠勤がある頻度で発生した場合の紹介手数
料の減免を考えていただきたい。
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【転載・引用につきまして】
本レポートの著作権は、株式会社マイナビが保有します。
レポートの内容を転載・引用する場合には、出典元として、

・株式会社マイナビ
・マイナビ看護師『看護師白書 2020 年度版』
・調査時期：2019年11月1日～ 2020年3月31日／

2020年7月16日～ 7月24日
を明記してご利用ください。

【転載・引用に関する注意事項】
以下の行為は禁止いたします。

・レポートの一部または全部を改変すること
・本レポートの一部または全部を販売・出版すること
・出所を明記せずに転載・引用を行うこと
・公序良俗に反する利用や違法行為につながる可能性がある利用を行うこと

※転載・引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生し
た場合、当社は一切その責任を負いません。

2020 年 10 月 31 日発行

発行・編集：株式会社マイナビ　紹介事業本部　看護師白書編集部
〒 160-0022
東京都新宿区 4 丁目 6 号　JR 新宿ミライナタワー 25F
TEL:03-6628-4932  FAX:03-3358-7062

マイナビ看護師　看護師白書 2020 年度版
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