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いことが多い。
過労やメンタル不調のリスクも高まっ
ている。
施設でのケアから﹆地域でのケアへと
いう流れがあり﹆グループホーム（ＧＨ）
が次々と作られている。利用者は日中作
業所などで働くため﹆ＧＨ職員の仕事は
事務的な仕事と﹆日中は家事﹆夜間は見
守りが主と考えればよいだろうか。
楽な仕事と思うかもしれないが﹆夜勤
の見守りも長時間 （ 時間）一人でこな
さなければならない。仮眠取得が前提の
勤務ではあるが﹆記録や評価・計画など
の事務的な作業もあるし﹆夜間動き回る
利用者もいることなどから﹆仮眠をとる
ことができないという職員も少なくない。
そもそも﹆施設の設計に職員への配慮
が欠けており （設置基準？ のせいでそう
ならざるをえないのかもしれないが）
﹆作
業・仮眠のためのスペースが十分確保さ
れていない場合がほとんどだ。
また最近では利用者に対する虐待を防
止するという観点から﹆研修や自己点検
がひっきりなしに行われているが﹆この
内容にも問題が多い。参照されるマニュ
アル・ガイドライン等は多々あるが﹆名
前の呼び方・言葉遣いに始まり﹆さなが
ら「べからず集」の様相だ。ある場面で
は合理性のある行為が﹆別の場面で不適
切という場合もある。十把一絡げで考え
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もうり いっぺい
ひらの亀戸ひまわり診療所 医師
大原記念労働科学研究所 特別研究
員
主な著書
・
『産業安全保健ハンドブック』（共
著）労働科学研究所，２０１３年．
・『非正規雇用と労働者の健康』（共
著）労働科学研究所，２０１２年．

る余地も奪い﹆表層的に問題の発生を抑
えられたらそれでよいという考えが透け
て見えるようで﹆研修を強いられる現場
の士気はひどく低下しているように見え
る。
ひとはコミュニケーションが困難なひ
とを排除しがちだ。しかし﹆施設で働く
職員たちは利用者に寄り添い﹆肩を並べ
て歩き﹆わずかな言葉に耳をそばだて﹆
しぐさや表情を読み解き﹆その豊かな内
面を引き出してくれる。日本の社会で﹆
知的障がい者の生存を支えている。排除
することなく﹆居場所を守っている。そ
のことの大切さに比べて私たちの理解の
なんと浅いことだろう。
彼・彼女らの労働が正しく理解され﹆
評価されることを期待したい。
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知的障がい者に寄り添う仕事 
二つの知的障がい者福祉施設の産業医
として働いている。月一回の安全衛生委
員会に参加﹆
職員健診の結果に目を通し﹆
健康相談を受け﹆研修を行い﹆せいぜい
時間前後の仕事だ。何かを語れるほど
知っているわけではないが﹆ 年は続け
てきた。あまり知られていない﹆ここで
働く人たちのことを少しでも知ってほし
いと思う。
こうした施設で安全衛生上どのような
問題が生じるのか﹆はじめはよくわから
なかった。
重度の心身障がい者施設のように身体
介護が多いわけではなく﹆少なくとも身
体への負荷は少ないはずと思っていた。
だから職員と利用者の身体的な接触によ
る労災事故が少なからず起こっていると
聞いたときは﹆大げさではなくひどく驚
いてしまった。
例えば﹆後ろから急に髪を引っ張られ
たことによる頸椎の捻挫であったり﹆利
用者の急な動きで職員と衝突して歯が折
れたり。骨折もあったというから穏やか
ではない。
「 暴 力 」 と 言 い た く は な い。 利 用 者 か
らしてみると﹆単に職員の注意をひこう
としただけかもしれないし﹆危険を感じ
てのとっさの回避行動だったかもしれな
い。「 な ぜ？」 と 聞 い て 理 由 が わ か る わ
けではなく﹆よい解決策を見つけ出せな
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