
 

 

 
 

 

＊詳細は不明ですが、①平時「マイナンバーを活用しオンラインによる資格管理体制構築し看護師登録制の実効

性を確保」し、緊急時「予備看護師制度創設し、研修と即時連絡体制構築。」（看護師資格を有する者は多い） 

⇒この発想の根底には、以下の認識に基づく制度改正を狙っているものと考えられます。（私見ですが） 

新型コロナウイルスの感染拡大で看護師不足が深刻化していることを受けて、日本看護協会は、育児や介護のために職

場を離れるなどして、資格を持つものの今は看護の仕事に就いていない「潜在看護師」に対する再就職の働きかけや、

就職先の紹介に力を入れています。潜在看護師は全国で 70万人余りと推計されていますが、任意で連絡先などを登録

してもらう都道府県のデータベースには 13 万人分のデータしかないということです。医師や薬剤師の資格を持つ人

は、仕事をしているかどうかにかかわらず、2年に 1度、国に住所や連絡先などを届けることが義務づけられているの

に対し、看護師は離職したあとは届け出が努力義務となるため、潜在看護師の多くは所在を把握するのが難しくなって

います。 

こうした情勢を反映した中で、＜東京五輪＞への看護師確保要請が大きな注目を浴びています！ 

 

☆愛知県医労連が 4/28スタートさせた『＃看護師の五輪派遣は困ります』のツイッター・デモは、当初から大注

目され、日を追うごとに拡大、39万ツイート（5/5時点）を超えました！ 新聞・TV もこぞって報道しました。 

海外メディアからも取材が！  

↓「ワシントン・ポスト」紙の記事（抜粋） 

《公立公的病院等再編・統合阻止》   ２０２１年５月６日                                              

ＮＯ．１２３ 

                                 発行：「424 愛知共同行動」事

務局 愛知社保協地域医療委員会

(文責：長尾-☏052-871-7856)                                                        

「東京五輪組織委員会」が日本看護協会に対して「約 500人

の看護師を確保」するよう要請した件で、愛知県医労連がは

じめた「#看護師の五輪派遣は困ります」という Twitterデ

モはついに 39 万ツイートを突破した。そんななか、菅義偉首

相が信じがたい見解を示した。 

4 月 30 日のマスコミぶら下がり取材でこんなことを言い出したのだ。 

「看護協会のなかで、現在、休まれている方もたくさんいると聞いている。そうしたことは可能だ」 

 いま休んでいる看護師もいるから東京五輪のために約 500 人の看護師を確保するのは可能……。 

菅首相はそう抗弁したのだ。 

「五輪に 500人要請」 看護師“Twitterデモ”に反響 4/30(金) 10:33

配信 

 「看護師の五輪派遣は困ります」。これは、28日、看護師など医療関係者らで構成する「愛知県

医労連」が、ツイッター上で呼び掛けたものです。  東京オリンピック・パラリンピック組織委員会

が、大会期間中に 500人の看護師派遣を要請したことに反発、「コロナ禍で看護師不足の現場に

こそ派遣を」などと訴えました。  “ツイッターデモ”は、医療関係者を中心に反響を呼び、あっとい

う間にトレンドワード入り、ツイート数は 29日午後 10時現在で 22万件を突破しました。  医療現

場からは、「オリンピックどころではない」といった声が多く上がっているといいます。  愛知県医労

連の矢野彩子書記次長は「現場は本当に人手不足で、目の前の命を救うのに精いっぱい。オリン

ピックは、そこまで命懸けでやらないといけないイベントなのかなって、看護師さんたちは疑問に思

っていますよね」と話していました。 （「グッド！モーニング」2021年 4月 30日放送分より） 

テレビ朝日 

The Games organizers have asked the Japanese Nursing Association for 500 nurses 

to help out during the 17-day event. On social media, nurses soon began tweeting 

under the hashtag “nurses opposed to being dispatched to the Olympics,” arguing 

they had to prioritize existing patients. The hashtag attracted nearly 200,000 

retweets within days. 

“We are not disposable pawns,” one nurse wrote on a placard that she held up in a 

tweet. 

Others have taken to the streets, asking why IOC officials will get regular testing for 

the coronavirus while many health workers still can’t access tests. 

 

Nurse Konoka Shibata, 25, said it was “unreasonable” to expect nurses to 

volunteer for the Games, putting themselves at additional risk when many hospitals 

are short-staffed and struggling to cope with the pandemic.  



海外―・ニューヨークタイムズ・AP 通信・ハンギョレ新聞（韓国）

新聞―・「中日新聞」・「朝日新聞」・「毎日新聞」・「読売新聞」・「日本経済新聞」・「産経新聞」 

TV 関係―・各放送局の昼のワイドナショー関係、ニュース等で連日取り挙げられています！ 

東京五輪「看護師 500人確保」の依頼にツイッターで抗議デモ 「命より優先することなのか」愛知県医労連 

4/30(金) 16:31配信  

ツイッターで抗議デモ 

ツイッター上でいま話題となっている「#看護

師のオリンピック派遣は困ります」。発端は、

東京オリンピック・パラリンピックのために「看

護師 500人を確保してほしい」という組織委員

会からの依頼。医療現場がひっ迫する中での依頼に、愛知の労働組合はネット上で抗議のデモを

行っています。 

愛知県医労連 矢野彩子さん 

「率直に、違和感というか無理ですよねという。命

より優先することなのかというのは違和感ですよね」

（愛知県医労連 矢野彩子さん） こう話すのは、愛知

県の医療・福祉の現場で働く人たちの労働組合、愛

知県医労連。訴えの矛先は、東京オリンピック・パラ

リンピックの組織委員会です。 大会期間中に、競技

会場や選手村で従事する看護師を 500人確保するよう、日本看護協会に依頼していたことが判

明。 新型コロナウイルスの感染拡大で看護師不足が懸念される中、「地域医療に悪影響を与え

ないよう勤務時間など対応可能なやり方を相談していきたい」としていますが…。 「現場はとにかく

人がいない。夜勤回数すごく増えていると。（夜勤は）月に 4回までの基準だけど、それが 6～7回

やらないと現場は回らないという状況」（愛知県医労連 矢野さん） 現場からの声によれば、コロナ

禍を機に退職する看護師だけでなく、内定を辞退し、今年の就職を見送る新人も出ているといい、

人出不足は深刻です。 

医労連の矢野さんは“看護師 500人確保”について、現実的ではないといいます。 そこで、愛知

県医労連が始めたのがツイッター上でのデモ。 広い世代に知ってほしいとツイッター上で呼びか

けた「#看護師のオリンピック派遣は困ります」には、多くの人から賛同する声が寄せられました。 

「私は看護師です。激務で人手不足なのにコロナで拍車がかかって。そんな中で五輪派遣…派遣

できる人数がいたら病院に派遣してください」 「知り合いの看護師は家族にも会えません。そんな

人たちに五輪に行けと言えるのでしょうか」 「医療関係者の力がなければ開催出来ない。なぜ貸

せる余力があると思ってんのか。ニュース見てないんか」(ツイッター上に寄せられた意見より) 

「目の前の患者さんを助けたいという思いで看護師として働いているので、現場の患者置いてオリ

ンピックに派遣するなんて信じられない」（愛知県医労連 矢野さん） 矢野さんは、組織委員会は

もっと医療現場を知るべきだと話しています。 

最終更新:4/30(金) 16:45 中京テレビＮＥＷＳ 

看護師が東京五輪“500人強奪動員”に決起！「反対」ツイート 20万突破さらに拡大中 

4/30(金) 14:30配信  

さすがに“現場”から反対の声が続出している。東京五輪組織委

員会が日本看護協会に 500人の看護師の「動員」を要請した問

題を巡ってネット上で大規模デモが起き、燎原の火のごとく広がっ

ている。  

 ■20万ツイートを突破  愛知県の医療関係者が所属する「愛知県医労連」が 28日午後２時か

ら、〈＃看護師の五輪派遣は困ります〉のタグ付きでデモを開始。数時間で 10万ツイートを超え、

トレンド入り。医労連のツイッターによると、29日夜には 20万ツイートを突破した。〈看護師 500人

派遣〉など、関連ツイートもトレンド入りした。  ネットデモでは、医療現場で働く人から〈患者を守

ることに必死で五輪どころではない〉〈派遣できる人数がいたら病院に派遣してください〉〈五輪より

優先すべき目の前の医療があるはず〉といった声が続々と上がっている状況だ。  組織委の橋本

聖子会長は 28日の５者会談で、「医療に支障を来すような状況になったら、安心安全を最優先す

るため『無観客』を決断しないといけない」と発言。菅政権は、新型コロナの感染が収束しない場

合、無観客で開催するつもりだ。  しかし、たとえ無観客でも医療現場への負担はゼロにならな

い。選手や関係者数万人が日本に入国するのだから、大勢の医療従事者が五輪のために奪わ

れることに変わりはない。橋本会長の発言に〈もうとっくに医療に支障をきたしてます〉と批判する

声も上がっている。 

 ■病床まで引きはがし  さらに、五輪開催なら「大会指定病院」を都内外で 30 カ所確保する予

定だ。立候補段階での指定病院は、現在、コロナ患者を積極的に受け入れている病院ばかり。看

護師のみならず、病床まで奪うというのだから、あまりにもヒドイ“五輪ファースト”だ。  菅政権や

組織委は医療現場の状況が分かっていないのではないか。高千穂大教授の五野井郁夫氏（国際

政治学）はこう言う。 「東京ではまた１日の新規感染者が 1000人を超えてしまいました。今後、医

療逼迫が起きる可能性は高いでしょう。政府や東京都などが五輪を優先させ、コロナ対策をおろ

そかにしたことが、この状況を招いたと言えます。現状でも医療現場は切迫しているのに、さらに

五輪のために医療従事者に働けというのは通用しない。怒りの声が上がるのは当然でしょう。もは

や、五輪開催とコロナ対策は両立し得ません。一刻も早く決断すべきです」  医療現場にとって

は、「中止」こそが最大の支援策だ。 

看護師５００人要請に医労連らがツイッターデモ 「＃看護師の五輪派遣は困ります」がトレンド入り 

4/28(水) 18:29配信  

東京五輪 

東京五輪・パラリンピック組織委員会が日本看護協会に大会の医療スタッフとして看護師５００

人の確保を依頼したことを受け、多くの医療関係者らが反発している。愛知県医労連などの関係

団体は２８日午後２時からツイッターデモを決行。「＃看護師の五輪派遣は困ります」を合言葉に、

多くの人が拡散し、トレンド入りを果たすなど反響を呼んでいる。  組織委の突然の要請に、医療

現場からは悲痛な声が上がっている。５月１２日の「看護の日」を目前に控えたタイミングでの報

道。現場の声として「コロナ禍で看護師不足の現場にこそ派遣を」「五輪より今はコロナ対策」など

と呼びかけた。デモは医療関係者だけではなく、一般の人からの賛同も多く、リツイートなどによっ

て拡散が続く。中には「わたしたちは使い捨ての“駒”ではありません！！！」といった強烈なメッセ

ージもあり、悲痛な叫びが後を絶たない。  ２月時点では、五輪・パラを通じた約２か月間で、１人

５日の参加を前提に、合計約１万人の医療スタッフを参加させる計画も浮上していた。スタッフが

従事するのは競技会場や、選手村の感染症対策センターなど。選手には毎日のコロナ検査も検

討されており、その分周囲の負担も大きくなるとみられる。緊急事態宣言が出されている４都府県

だけではなく、全国的に医療現場は厳しい対応を迫られている局面。想定通りに人員確保が進む

かどうかは、まさにコロナ次第となる。理事会後に会見に臨んだ組織委の武藤敏郎事務総長は、

「医療体制が逼迫（ひっぱく）しているのは重々承知している。地域医療に悪影響を与えないように

するのが大前提」とし、勤務時間帯やシフトの組み方を工夫して乗り切る道を模索しているとした。 

4/30(金) 19:00配信  

愛知県医労連がツイートした画像 

 東京五輪・パラリンピック大会組織委員会が大会中の医療スタッフとして、日本看護協会に看護

師 500人の派遣を要請したことに対して、看護師たちが反発を強めている。病院や福祉施設など

の労働者でつくる日本医療労働組合連合会（医労連）は 30日、「派遣要請は直ちに見直すべき」

だとする談話を発表。愛知県医療介護福祉労働組合連合会（愛知県医労連）が 26日にツイッタ

ー上で「#看護師の五輪派遣は困ります」と反対すると、30日午後までに 24万件以上ツイートされ

た。 【写真】愛知県医労連のツイート。「#看護師の五輪派遣は困ります」が急速に拡散し、一時ツ

イッターのトレンド入りした  医労連は森田進書記長の談話で、五輪開会までに新型コロナウイ

ルスの感染拡大が収束する見通しが無い中、「患者と看護師のいのちや健康を犠牲にしてまで開

催に固執しなければならないのかと、強い憤りを感じる」とした。  愛知県医労連は自らのツイッタ

ーアカウントに「コロナ禍で看護師不足の現場にこそ派遣を」「五輪より今はコロナ対策」と書き込

み、ツイッター上でのデモを呼びかけた。ツイートは急速に拡散し、一時ツイッターのトレンドになっ

た。国内外のメディアから問いあわせが相次いでいる。  県医労連によると、コロナ患者への対

応で現場の人手不足が深刻化。重症患者らに多くの人手を割く状況が続く。加えて自身が感染す

る看護師もいるため退職者も増えている。夜勤の回数は公的な目安を大きく超え、2交代勤務で

月 7～8回となるケースもある。妊娠中に夜勤を迫られる例も見受けられた。矢野彩子書記次長

は「現場の感覚からすると、今は 1人でも抜けたら大変。簡単に 500人と言うけれど、今の状況が

わかっていない。現場は怒っている」と話す。  組織委から要請を受けた日本看護協会の福井ト

シ子会長は 30日、官邸で菅義偉首相と面会後、報道陣に「（五輪を）やるということになっている

のであれば、そこに向けて今できることをしっかり整えておく」と語った。菅首相は同日、「看護協会

の中で現在、休まれている方がたくさんいらっしゃると聞いている。そうしたこと（派遣）は可能だと

思っている」と話した。  組織委の武藤敏郎事務総長は 26日、要請について「地域医療に悪影

響を与えないのが大前提」と説明。大会関係者によると、看護師は全国から募り、競技会場や選

手村の総合診療所などでの活動を想定している。医師については調整中で、大学病院などと交渉

しているという。（野口陽）     朝日新聞社 


