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疫学的追跡調査を実施している。
もちろん、災害の違いによって、対峙
する労働者が曝されるリスクは異なる。
今回の新型コロナウイルスのパンデミッ
ク災害では、院内感染にみるように医療
労働者がコロナウイルスという生物学的
因子に強く曝され、自らが感染した事案
も多数報告されている。それ以外でも、
重症患者の搬入増加に伴う業務上のスト
レス、長時間勤務や休憩・睡眠不足など
に伴う疲労困憊状態が筋骨格系障害、燃
え尽き症候群、医療事故の誘発など、単
なる健康障害に止まらず、適切な医療の
提供さえもままならない医療崩壊を引き
起していた。
今回、本誌で特集される消防職員は災
害に立ち向かう労働者の典型である。地
震や水害などの天災時に住民等の生命や
財産を守る業務、工場火災のような特殊
な状況下での消火業務、交通事故での救
命救助業務、重篤な感染症患者の搬送業
務、まさに、消防職員は、生命や健康を
脅かすさまざまなリスクと隣り合わせで
働かなければならない環境にある。
私が大学院生の頃に
「平時の安全衛生、
戦時の災害補償」
という考え方に接した。
安全衛生は労働災害や健康障害を想定し
た日頃からの予防対策活動が重要にな
り、災害時に発生した労働災害や健康障
害は予見できない事案が多いため、労災
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補償として対応せざるをえないという考
え方である。一理あると思う。今まで、
生命と健康を脅かす災害関連のリスクに
対して、現行の労働安全衛生法規は列挙
方式であるため、想定外のリスクと災害
や健康障害に対応できてこなかった。し
かしながら、さまざまな災害を経験して
きた私たちだからこそ、災害に立ち向か
う労働者がどのようなリスクに曝され、
結果的に生命や健康の危機に直面するの
か、どうすれば防ぐことができるのか、
具体的な予防対策を志向する安全衛生を
考える時期に来ているのではないか。
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災害に立ち向かう労働者の安全衛生を考える 
わが国は平成に入ってから数多くの災
害を経験してきた。阪神淡路大震災や東
日本大震災などの地震災害、局所・集中
化する豪雨や大型化する台風による自然
災害、地下鉄サリン事件のような事件災
害、さらには、今回の新型コロナウイル
ス感染症も深刻な災害といえる。これら
の災害には最前線で消防や警察、時には
自衛隊が、後方では医療・保健従事者や
公務員、時にボランティアが対峙してき
た。そして、災害に立ち向かう労働者は
常に生命や健康の危機に曝されてきた。
東日本大震災は極めて甚大な被害をわ
が国にもたらしたが、その対応にあたっ
た労働者も多大な影響を受けた。もちろ
ん、災害時に亡くなった労働者も多いの
だが、研究所では過労死等防止調査研究
センターと労働者放射線障害防止研究セ
ンターがこれらの労働者の健康問題に取
り組んできた。過労死センターでは、被
災者支援や復興に向けた長時間労働によ
る脳心疾患やご遺体の確認作業あるいは
悲惨の災害場面の遭遇によるうつ病やＰ
ＴＳＤ （心的外傷後ストレス障害）を発症
した労災・公務災害事案を検討してきた。
また、放射線センターでは東電福島第一
原子力発電所のメルトダウン時に、引き
上げられた緊急時の被ばく線量限度のも
とで緊急作業に従事した労働者を対象
に、被ばく線量と健康との関係について
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