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 2014年4月22日、琉大病院パワハラ訴訟の和解成立を承けて、報告集会を開催しました。 
 原告の皆さんから、3年に及んだ訴訟の係争中にも続いたハラスメントの経験について、具体的に聞き
ました。和解に応じるに至った原告の皆さんの思いを聞き、職場の環境改善を求めた訴訟の意義を改めて
再確認できました。また、報告では「モラル・ハラスメント」という考え方が紹介されました。攻撃の対
象にされてしまうと、被害をうけている自分のほうに落ち度があるのではないかと自信喪失に悩まされる
ものですが、訴訟の過程は、原告の皆さんたちが、自分たちの身に起こったことをしっかり理解しようと
学び、尊厳を取り戻すために奮闘した過程でもあったことが伺えました。 
 
 厚生労働省によると、職場のパワーハラスメン
トとは、「同じ職場で働く者に対して職務上の地
位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業
務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を
与える又は職場環境を悪化させる行為」とされて
います。このような行為が琉大病院でも数年前か
ら検査部で起こったのです。 
 上司による陰湿なパワハラで退職し
た職員もいると聞いています。私は今、
外来に勤務していますが、第三者の眼
から検査部を見てすぐ気がつく、他の
部局と検査部の違いがあります。それ
は、検査部の内部は部分的にグレーの
高い壁で仕切られているということで
す。全体が高いということではなく、
原告の皆さんが現在働いている場所が、そうなっ
ているのです。他の部署の仕切りは全体として、
そんなに高くはありません。原告の方たちが働い
ている部署だけが、そうなのです。 
 私の知っている以前の琉大病院の検査部は、職
場の雰囲気が明るく、間仕切りもなくオープンで、
働く人の笑顔もよく見受けられる職場でした。現
在は、業務上必要という理由でそうなっているの
ですが、壁の仕切りが均一でないことを見ても、
職場の雰囲気が伺われます。 

 このような職場環境でも、大学病院で働く職員
の使命として、医療の安全・質の向上を目標に粘
り強く闘ってきた原告の皆さまに、深く敬意を表
します。2011年の訴訟から3年にわたる粘り強
い裁判闘争によって、3月下旬に和解に至りまし
た。沖縄タイムス紙が翌日の3月27日、琉球新

報紙では3月28日に報道されました
ので、ここにお集まりの皆さまはご
存知の方も多いと思います。私たち
琉大病院労組だけではこのような裁
判闘争への支援はままならなかった
と思います。教授職員会、国公労を
はじめ、「パワハラ訴訟を支援する会」
など多くの皆さまに支援をいただき、
深く感謝いたします。 

 今後は、「ひとりはみんなのために、みんなは
ひとりのために」をモットーに、ハラスメントの
ない職場づくりに努めて行きたいと思います。ま
た、琉球大学としても、私たち病院に働く職員が
日々の診療・教育・研究に専念できる環境を整え
る責任があると考えます。最後に琉大病院、特に
検査部に働く職員の皆さまの笑顔が多くなるこ
とを切に願って、挨拶とします。 

（琉病労執行委員長・宮良いづみ）
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原告の裁判を支えた弁護団の皆さんから、裁判の意義や論点の整理を判りやすく解説して頂きました。

 加藤 裕 弁護士 
 パワハラの難しさ：セクシュアル・ハラスメン
トとは異なり、パワハラの場合は、業務命令との
判別が付けにくく、動機と行為を見極めるのが難
しい。訴えられる側は通常の業務命令のつもりで
よく判らないということも多い。裁判では業務の
指示の合理性、他の職員との公平性、指示の社会
的な相当性に明らかに問題があるかを判断する。 
 和解の意義：職場環境改善の条件を勝ち取った
（次頁の「合意書」を参照）。極めて当たり前の
内容だが、今まで、その当たり前のことが行われ
て来なかったのであり、裁判官の立ち会いの下で
このように合意しなければならないのが、琉大の
現状だった、ということ。 
 当該教授と大学が、判決ではなく、和解条項に
任意に合意をしたことは重要。和解に応じて自主
的に対応すると約束させるほうが、本当に相手方
を動かし変える力につながる。この点で環境改善

の責務を認めさせた意義は大きい。 
 あり得ない琉大：職員への周知を「閲覧」にす
り替えるなど、和解しても詭弁を弄するとは、琉
大はとんでもない、最低レベルすら逸脱している。
組織や人は過ちを犯す。それを率直に受け止めて
改善することで進歩するもの。過ちを認めずに開
き直るのがどれだけ人の信頼を裏切ることか。認
めることは価値を減ずることでも何でもない。琉
大はそこを変えていかなければならない 
 迅速さの必要：ハラスメントの学内調査は迅速
にやらねばならない。例えば沖縄看護大の規程で
は、原則として2ヶ月以内に結論を出す。そうで
なければ申し立てた側が救われないから。琉大の
規程をきちんと見直すべき。 
 琉大を善くする運動はこれから：原告に任せる
のではなく、皆さんの力で、琉大全体が風通しよ
い職場になるよう、頑張って下さい。 
 

 
 喜多 自然 弁護士 
 厚労省の調査では、パワハラを受けても何もし
なかった人が 46.7％だという。声を挙げるのが
それだけ難しい問題だということ。そういう中で、
職場を辞めずに長い時間をかけて正面から向き
あった原告らは、ご苦労も多かっただろう。 
 何もしてこなかった大学の責任は大きい。パワ
ハラする人が悪いだけではない。組織自体が、パ
ワハラが起こらないようにしなければならない。
起きてしまったときには、早急に対応して改善を
図り職員を守らなければならない。それがなされ
て来なかったために、裁判までやらざるを得なか
った。大学が、早期にきちんと受け止めていれば
ここまでにはならなかった。 

 
 赤嶺 朝子 弁護士 
 私自身、初めてのパワハラ裁判に関わることに
なり、大変、勉強になった。 
 和解協議の過程を通じて、どう職場を改善する
かというのは、今後のみんなの力で作って行くも
のということを実感した。 
 和解の成果を活かすための取組を、今後は、琉
大の職場の皆さんがやっていく必要がある。 
 
 

 
 職員に対してきちんと周知することは、合意書に書かれた約束です。和解成立から1ヶ月を過ぎても、
残念ながら琉大は積極的にこれを履行しているとは到底見られません。原告たちが3年をかけて勝ち取っ
た大切な合意書を、琉大の全ての教職員が知り、風通しの良い職場のために活き活きと使うことが、原告
の皆さんの希望でもあります。そこで、次頁に、この大切な合意書の全文を掲載しました。 
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