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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医から見た
　近年の産業保健に
　　　　関わる裁判例

　　＜於：神奈川産業保健推進センター＞

日立製作所情報・通信Gr

新川崎健康管理センタ

産業医　林　剛司

 
スライド １ スライド ２ 

  

 
 

スライド ３ スライド ４ 
  

 
 

スライド ５ スライド ６ 
  

 

2

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

過労死の認定

（憲法37条：万人が迅速な裁判を受ける権利を保障）

「過労死」に関する行政訴訟と民事訴訟

労災申請 労基署

支給決定
（認定）

不支給決定 再審査請求

行政訴訟

民事訴訟 ：会社や個人の責任を問う

＊労災補償：「無過失責任主義」と「定額補償」
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医に求められる法的な視点
1996年(平成8年)労働安全衛生法の一部改正
　１．産業医の専門性の確保

　２．産業医の勧告等

　３．産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理等

　５．健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

　６．健康診断実施後の措置

　７．保健指導等　　etc

企業が従業員に対す
る民事上の責任を果
たすためには、産業
医の支援が不可欠

産業医業務は企業が
安衛法上の責任を遵
守できるよう専門的な
立場から支援

民事上の責
任対象

企業における個々の従
業員について健康管理
の充実・維持を追加

1996年(平成8年)
労働安全衛生法

改正後

民事上の企
業責任とは
無関係

企業における従来労働
環境の安全と衛生の増
進を目的

個々の従業員の健康の
維持・増進は目的外

従来
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医が法的責任を問われる可能性

（１）従業員本人及びその遺族から

　　産業医の判断が、直接・間接に従業員に対して損害を与えた場合

　　①企業に対して労働時間の調整や配置転換等を助言

　　　　措置を実施できる権限は企業

　　②産業医としての責務を行使しなかったことで従業員に損害が生じ　
　た場合は責任を問われる可能性

（２）企業から

　　産業医の過失により、企業が従業員やその遺族から訴えられた場
合、被告企業がその責任を産業医に求めて訴えを起こす可能性

　　産業医が企業に対する報告義務を怠った場合
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医が訴えられる法理 ＜民事訴訟＞

民法第415条〔債務不履行〕
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨
に従った履行をしないことをいう

　　事業者が労働契約に基づいて労働者に対して負っている健康
配慮義務という債務が充分に履行されなかった，即ち，事業者
に契約違反があることを理由とした損害賠償責任

　　訴訟：企業の責任を問う

　　企業が産業医の責任を問う

民法第709条〔不法行為〕第715条〔使用者の責任〕

　　労働者の様々な法的利益が違法に侵害されたことを理由とす
るもの

　　訴訟：管理職個人や産業医の責任を問う　
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医自身が

　訴えられた裁判例
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三菱電機事件　静岡地判H11.11.25

＜概要＞

　　関連会社出向し寮・社宅等の管理営繕業務、構内の清
掃業務、社内報等の集配業務に従事していた50才の男
性がS60年帰宅途中にクモ膜下出血等の発症した。

　　平成元年に定年退職したが、出向先の業務によって疾
病を発症しないよう配慮する安全配慮義務に違反して
いること、産業医が高血圧症であることを告げなかった
ばかりでなく高血圧症改善のための措置をとらなかった
ことは健康管理の懈怠と訴えた事例。

8

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三菱電機事件　静岡地判H11.11.25

業務
通常は、ほぼ所定時間内に業務を終了することができた上、残業

時間も発症前1年間で約58．5時間であった。

昭和56年度からの産業医Bは、昭和56年度から昭和58年
度までの健康診断において、血圧値が高かったことから、
健康診断時以外の血圧値を尋ねたところ、献血時の血圧
値は健康診断時より低い旨を答えた。産業医Bは軽度の
高血圧症と診断し、総合所見を「管理区分２」の要観察と
して、日常生活上の節煙、節酒等を指示すると共に、血
圧を繰り返し計測し、血圧値に注意するよう指導した。

昭和59年度の健康診断において、血圧値が芳しくない旨
を指摘し、これまでの血圧値の測定結果をまとめて示す
などして、血圧に注意するよう指導した。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

健診時の血圧値等の経過

高血圧性変化52%、56%176/102昭和59年

高血圧性変化156/102昭和58年
154/102昭和57年
146/100昭和56年
130/100昭和55年
160/110昭和54年
130/100昭和53年
130/90昭和52年
140/100昭和51年
150/100昭和50年

心電図心胸比血圧
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三菱電機事件　静岡地判H11.11.25

(判決)

産業医による健康診断は、労働者に対して当該業務上の
配慮をする必要があるか否かを確認することを主たる目的
とするものであり、労働者の疾病の治療を積極的に行なう
ことを目的するものではないこと

「高血圧症は一般療法を各個人が自らその治療を目的とし
て病院等を受診することが一般的であることに照らすと、
仮に原告の高血圧症が降圧剤の投薬を開始するのが望ま
しい状態にあったとしても産業医がそれを指示しなかった
ことをもって、直ちに産業医に過失がある、あるいは被告に
安全配慮義務違反があるとはいえない」とされた。

　　＜安全配慮義務違反を否定＞
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

北興化工機事件 札幌地判H16.3.26

H4.12.5幹部会議の席上で，左脳出血のため倒れ、右上下肢機能の全廃及

び体幹機能障害の後遺症が残り，身障１級となった営業課長が、健康

保持増進のための措置をとらなかったためであるとして、会社及びその

産業医（主治医）を相手どり、債務不履行責任又は不法行為責任に基づ

く損害賠償（7,000万円余）を請求した事案。

発症前６か月間の時間外労働時間は，24h，27h，59h，120.5h，44h，40h

（出張が60％余を占め、深夜勤務8日、長距離の車の運転あり）。

会社で行われた健康診断で、肥満や高血圧について注意を受けていた。

H.2.5.12，全身倦怠感により鉄工団地診療所で産業医の診察を受け、そ

の際の血圧は180／110であり、本態性高血圧症，冠動脈硬化症と診断

された。Ｘは降圧剤を処方され、血圧は改善したがH2.6.10以降、診察を

受けていなかった。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

北興化工機事件 札幌地判H16.3.26

太りすぎです。体重減少に
努めて下さい。血圧値につ
いては時々チェックして下さ
い．心電図については経過
観察が必要です。

PR延長
陰性T148/9876平成2年

《要治療》血圧《要観察》左
房肥大、左室肥大

左房肥大、
左室肥大

168/11878平成4年

高血圧160/10478平成元年11月
要注意150/10275平成元年3月
要注意160/9075昭和63年

医師の注意心電図血圧体重年度
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

北興化工機事件＜判決＞

業務と本件発症との間の因果関係の有無の点について

本件幹部会議について極度の緊張を強いられる状況にあったとは考えにくい。

業務量や業務内容，作業環境といった点で過重に精神的，身体的負荷をも
たらすものと言うことはできず，過重労働であったとは言えないと解される。

業務が自然的な経過を超えて高血圧を増悪させたとは言えず，その他，業務
と本件発症との因果関係を認めるに足りる証拠はない。

産業医の産業医業務にかかる債務不履行責任の有無の点について

降圧剤を処方し，また，パンフレットを交付するなどして説明をしているところ，
その後，血圧は抑えられつつあったのであるから，処置が不適切であり，医
師として求められる注意義務に反していたとは認められない。

H.4.6.10以降を受診しなくなっていたが，それまでに降圧剤の処方により血圧
は抑えられた状態であり，降圧剤を継続する必要はあるものの，緊急に診察
を要する状態であったとはいえないことから，受診を督促しなかったとしても、
そのことをもって医師としての注意義務を怠ったものということはできない。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

定期健診に関する

　　裁判例
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

東京海上火災保険海上ビル診療所事件
　　　　　　東京高裁H10.2.26、 高裁二小H15.7.18

　保険会社に勤務する従業員が、定期健康診断胸部X写真の読影にあたった医師ら

が異常陰影を見落としたため肺がんで死亡したとして、遺族が会社、診療所および

医師を相手として損害賠償を請求したケースの控訴審の事例

事例：33才　女性　　　家族歴：癌(－)

生活状況：たばこ(-)、肉体的易疲労感の訴え

【経過】

昭和60年9月17日　定期健診　胸部X線(100mm間接：二重読影)　「異常なし」

昭和61年9月16日　定期健診　胸部X線(100mm間接：二重読影)　「異常なし」

昭和62年6月17日　定期健診　胸部X線(直接：シングルチェック)

　(海上ビル診療所)：右第二弓の軽度突出、右横隔膜の挙上、精密検査の指示なし

昭和62年11月20日　肺癌による呼吸不全で死亡
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

東京海上火災保険海上ビル診療所事件
　　　　　　東京高裁H10.2.26、 高裁二小H15.7.18

昭和62年6月ないし7月の時点で、肺癌の病期ステージはⅢaに該当

するものと推定され、手術が可能であったとしても３０％以下の5年生

存率となる。リンパ節転移の状況によっては更に延命は困難となる

が、この時点では肺癌がリンパ節に転移していなかったとは断定で

きない。たとえこの時期に肺癌の疑いが認められたとしても、予後に

は大差がなかったであろうことが窺われ、適切な処置をしていれば、

現実の転帰に比べて相当期間（原告らの主張では 悪でも半年）の

延命利益をもたらしたであろうと推認できる事情は見当たらない。

17

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

東京海上火災保険海上ビル診療所事件
　　　　　　東京高裁H10.2.26、 高裁二小H15.7.18

「定期健康診断は、一定の病気の発見を目的とする検診や何らかの疾病

があると推認される患者について具体的な疾患を発見するために行われる
精密検査と異なり、企業等に所属する多数の者を対象にして異常の有無を
確認するために実施されるものであり、したがって、そこにおいて撮影された
大量のレントゲン写真を短時間に読影するものであることを考慮すれば、そ
の中から異常の有無を識別するために医師に課せられる注意義務の程度
にはおのずと限界があるというべきである。」

　一般の企業において、その従業員に対する定期健康診断の実施は、労働
契約ないし雇用契約関係の付随義務である安全配慮義務の履行の一環と
して位置付けられるものであるとしても、信義則上、一般医療水準に照らし
相当と認められる程度の健康診断を実施し、あるいはこれを行い得る医療
機関に委嘱すれば足りるのであって、明白にこの水準を下回り、かつ、企業
側がそれを知り得たというような事情がない限り、安全配慮義務の違反は認
められないというべきである。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

東京海上火災保険海上ビル診療所事件
　　　　　　東京高裁H10.2.26、 高裁二小H15.7.18
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

復職に関する

　　　　　裁判例
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

復職に関する２つの立場
ａ．「従前の仕事」を「通常の程度」なしうるか否かを基準とす

る立場
「会社において当初の雇用契約と異なる労働者側の労務の提供
を受領しなければならない法律上の義務や，これにみあう職種の
業務を見つけなければならない法律上の義務があるとは解されな
い」（昭和電工事件・千葉地裁昭和60年５月31日判決）

ｂ．今後の完治の見込みや配置換え等を含め，使用者側に
一定の配慮を求める立場

「傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえない旨を主張
する場合にあっては，単に傷病が完治していないこと，あるいは従
前の職務を従前どおりに行えないことを主張立証すれば足りるの
ではなく，治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全で
あり，かつ，その程度が，今後の完治の見込みや，復職が予定さ
れる職場の諸般の事情等を考慮して，解雇を正当視しうるほどの
ものであることまでをも主張立証することを要するものと思料す
る。」（エール・フランス事件・東京地裁昭和59年１月27日判決）
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

エール・フランス事件 東京地裁S59.1.27

復職可能性を否定し、休職満了による退職を否定
した判例

　結核性髄膜炎に罹患して病気休職をしていた従業員が、
病気が治癒したとして会社に復職を申し出たところ、産業医
(専門：整形外科)の判断を尊重し、めまい、耳鳴り等の後遺
症があるとして申し出を拒否され、休職期間経過を理由に
退職扱いとされたのに対し、地位保全等求めた仮処分申請
の事例。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

エール・フランス事件判決

使用者が従業員の復職の可能性を否定して休職期間満了による自然退
職扱にする場合にあっては、使用者が当該従業員が復職することを容認
しえない事由を主張立証することが必要である。

そして、傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえない場合は、
単に傷病が完治していないこと、あるいは従前の職務を従前どおりに行
えないことを主張立証すれば足りるのではなく、①治癒の程度が不完全
なために労務の提供が不完全であり、かつ、②その程度が、今後の完治
の見込みや、復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して、解雇を
正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証することを要する。

運航搭載課の職場事情のもとにおいて申請人を他の課員の協力を得て
当初の間はドキュメンティストの業務のみを行なわせながら徐々に通常
勤務に服させていくことも充分に考慮すべきであり、後遺症の回復の見
通しについての調査をすることなく、また、復職にあたって配転を全く考慮
することなく、単に産業医の判断のみを尊重して復職不可能と判断した
被申請人の措置は決して妥当なものとは認められない。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

•主治医と産業医の意見

の相違があった裁判例

（業務が限定された労働者

の復職に関する裁判例）
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

カントラ事件

＜一審＞　大阪地裁　H13.11.9

＜二審＞　大阪高裁　H14.6.19

被告：カントラ株式会社（一般区域貨物運送業）

原告：Ｓ63年より勤務。貨物自動車の運転手として稼動。

　　　　入社同時に全日本建設交運一般労働組合カントラ支
　　　部田辺分会に入会

・ 争点：被告は原告に対しH10年6月～H12年1月分までの

賃金支払義務

・ 被告がH10年6月に復職を認めなかったことの合理性
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

カントラ事件の経過①

産業医診断書により復職困難であると判断し原告の復職を認め
ないことを通知

　　7月18日　

昭和大診断書提出「慢性腎不全、要治療。8時間を上限とした通
常勤務可。可能な限り軽作業が望まれる。近距離車両運転可。
週2回の休日が望まれる」

　総務部長：一旦退職し、アルバイトとして週数回勤務を提案

　原告：拒否

　　7月6日

会社の指示で産業医の診察

産業医診断書「慢性腎不全、慢性肝障害により就業不可要治療」
　　6月25日　

主治医作成診断書提出（6月12日付）　「疲労の残らない仕事量
から開始、どの程度の仕事量なら腎機能を悪化させないか検討
しながら、仕事量を考えていく必要がある」
　Cre　6.1mg/dl、BUN　31mg/dl、αﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ50.0mg/dl、Echo：両腎萎縮

　　6月13日　

16日から復職したい旨の申し入れ（傷病手当金給付期限）H10年6月1日

慢性腎不全のため休職　9月26日～

尿路結石のため入院（稲沢病院）　9月21～25日

健診にて腎不全の疑いがあり、病院にて検査H08年9月2日

26

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

カントラ事件の経過②

大阪地裁に賃金仮払の仮処分申立てH11年12月6日　

「慢性腎不全要治療。但し長距離の運転をしない　8
時間以上の労働をしない週2回以上の休日を必要と
し、軽作業（ﾃﾞｽｸﾜｰｸ等）就労可」

被告は、復職について以下の「覚書」に合意すること
が条件とした

①将来慢性腎不全が悪化した場合は休職期間満了
　　をもって退職

②産業医に就労可否の判断を委ねる

③運転手業務に就労させない、

④休職期間中の賃金を一切支払わない

H11年1月20日
産業医診断書
提出

27

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

カントラ事件の経過③
和解成立H12年1月11日

休職前と同様の運転業務　　4月1日～

運転業務が恒常化復職2ヶ月目　

復職　 初の1ヶ月は待機や庫内作業　　2月1日～　

①毎月かかりつけ医の診断書提出

②被告が必要とする時被告の指定する医師の診断を
　受け、診断書を提出。

③被告がこれらの診断等を総合的に判断して、原告　
　が就労に耐えられないと判断した時は原告に不就　
　労を命じる。

④原告が休職しても就労できる状態まで回復できなかっ
　た時は休職期間満をもって退職

⑤復職後は軽い庫内作業、助手に従事し、この際 　
　低保障の適応はしない

⑥病状により可能と判断された場合、従前従事してい
　た運転業務に復帰

28

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

カントラ事件判決　大阪高裁H14.6.19

職種を限定されて雇用された者の場合、その業務を遂行すること
ができなくなり、他に配置可能な部署ないし担当できる業務が存
在しない時は、労働者は労働契約に基づく債務の本旨に従って履
行の提供ができない。しかし、休職直後において従前の業務に復
帰できないとしても、比較的短期で復帰することが可能である場
合は、休職に至る事情、使用者の業務内容、労働者の配置等の
実情から、短期間の復帰準備期間を提供したり、教育的措置をと
ること等が信義則上求められる。

H10年6月の時点ではYが産業医の診断を重視して復職を認めな
かった判断は正当であるが、H11年1月の産業医の2度目の診断
によればH11年2月には業務を加減した運転手として就労可能で
あった。H11年2月1日から復職までの賃金支払義務がある。

従業員の業務の実態ないし作業を十分に把握できて
いる医師が判断することが必要

29

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

【カントラ事件：産業医として見解】

事業者は産業医に対して復職に際して以下の判断を求めるべきであった

①元の業務への復帰が可能か否か

②元の業務に復帰できないとすればどのような業務が可能か

③元の業務に復帰できるまでの期間

　　本事例ではH10年6月25日の時点では、長距離トラックの運転は不可が妥
当である。

産業医が、原告に対して疾病に対する知識及び疾病と仕事に関する知識を
提供することが必要である。

本事例については、原告(患者)・会社が慢性腎不全についての理解が
不足していると考えられる。

原告の慢性腎不全については、H8年以前より存在すると推察されるが、
これについて適切な保健行動がされていない。本事例の慢性腎不全状
態について、2年もの休職は意味がないと考えられる。

30

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

業務が限定されていない労働者の
復職に関する判例

片山組事件　 高裁Ｈ10年4月9日　　

　　建築工事現場で長年現場監督業務に従事してきた労働者が、
バセドー病のため現場作業に従事できないと申し出たところ、
会社から自宅治療命令を受け、賃金等が支給されずその措
置を不当として賃金等を請求した事例。

・ 原告：Ｓ45年より勤務　

　　　　工事部に配属、建設工事現場で工事監督業務
　　　　　Ｓ63年より労組執行委員長

・ 被告：片山組

　　　Ｓ27年創業　　土木建設の設計施工請負
　　　本店：東京、支店：札幌、大阪、福岡　

　　　　　　従業員数　約１３０名
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

片山組事件の経過①
H2年8月2日　異常な疲労感を自覚し、慶大病院受診「バセドウ病」と診断、

　　　　　　　　　投薬治療開始　　(現場監督業務に従事中：会社に報告なし)
9月11日　症状軽快、但し下痢が続く(ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ30mg+ヨウ素剤)

11月10日　甲状腺ホルモンは正常範囲

H3年3月2日　下痢治癒

　　 4月27日　自覚症状特になし
6月 1日　　疲れやすい旨の訴え
8月 3日　　体調良好(ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ10mg)

Ｈ3年2月～8月　本社事務所勤務
8月19日　20日より都営住宅府中市南町建設工事現場勤務を命令

　　　　　　　　　被告は病気であることを理由に現場作業に従事できない、定時内
　　　　　　　のみの勤務しかできないことを述べたが、本件現場勤務に就いた
9月 5日　労組より質問書提出：以下の内容を認めるか否か

　　　バセドウ病治療中のため、①現場作業はできない、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②就業時間8AM～17PM、残業は18PMまで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③休日は、日曜、祭日、隔週土曜

32

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

片山組事件の経過②

9月 9日　 原告：診断書提出(主治医9月7日作成)
「バセドウ病内服治療中、今後厳重な経過観察を要する」

9月10日　 被告：病状補足説明の書面要求

9月20日　 原告：病状補足説明の書面提出(本人作成) 

「疲労が激しく、心臓動悸、発汗、不眠、下痢等を伴い、副作用によ　
　　　　　る貧血等も症状も発生。暫く治療が要すると思われます」

9月30日　被告：10月1日以降当分の間自宅治療を命じる業務命令

　　　　　　　自宅治療命令：Ｈ3年10月1日～（Ｈ4年2月5日）

10月2～4日　原告：就労の意思を表示する趣旨で工事現場に赴く

10月 3日　 被告(Ａ課長)就労は認めない旨を述べる

10月 4日　 原告：抗議書及び要求書、自宅治療命令の撤回を要求

10月24日　 労組：要求書(配転と自宅治療命令を即時撤回)
　　　　　　　　主治医作成(10/12)診断書提出
　　　　　　　「重労働は控え、デスクワーク程度の労働が適切」
　　　　　　　時期不明　賃金仮払を求める仮処分の申し立て
・ 賃金　　　H3年11月～H4年1月　不支給

33

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

片山組事件判決 高裁Ｈ10年4月9日

【判決】

　　　労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場

合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の

提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、企業の

規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難

易等に照らして労働者が配置される現実的可能性があると認めら

れる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その

提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供

があると解するのが相当である。

34

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

片山組事件【解説】

＜就業上の留意点＞

他の業務について労務の提供が可能で、かつ本人がその提供
を申し出ていれば、債務の本旨に従った履行の提供があると解
釈されるとなるが、これは無条件に適応されるものではないと考
えられる。就労可能な業務は事業者が選定するものであり、本
人に選定する権限があるとは考えられないため。

現場勤務における労働衛生上の問題点は、高所作業等が考え
られる。

診断書及び本人の病状補足説明のみで、会社が自宅休業命令
を出したことについて、この判決では産業医の意見を求めること
に言及していないが、この病気について理解があるのであれば
長期間の自宅休養命令を出すことはないと思われる。産業医に
意見を求めることが必要と考えられる。

35

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

JR東海（退職）事件大阪地裁H11.10.4

復職判定委員会の判定が覆された裁判例

　ＪＲ東海の従業員が脳内出血で倒れ、会社の休職・復職
判定委員会の判定に基づいて病気休職中であったが、本
人の復職の意思表示にもかかわらず、３年の休職期間満了
により退職扱いと決定されたことに対して、退職扱いを違法
として従業員としての地位確認と未払い賃金の支払を求め
たケース。

　使用者は、配置換え等により現実に配置可能な業務の有
無を検討すべきであり、本人の復職の意思表示にもかかわ
らず復職不能とした判断には誤りがあり、退職扱いは就業
規則に反して無効であるとして請求が認容された事例。

36

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

JR東海（退職）事件判決

休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、そ
の能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異
動の実情、難易度を考慮して、配置換え等により現実に配置可能な
業務の有無を検討し、これがある場合には、当該者労働者に対して
配置可能な業務についての就労を指示すべきである。

後遺症たる身体障害等により従前の業務に対する労務の提供が十
全にできなくなった場合に、他の業務においても健常者と同じ密度と
速度の労働提供を要求すれば労務提供が可能な業務はあり得なく
なるから、雇用契約による信義則により、使用者はその企業の規模
や社員の配置、移動の可能性、業務分担、変更の可能性から能力
に応じた職務を分担させる工夫をすべきである。

重量物の取扱いは除外、複数の人員を配置しての共同作業化及び
工具の搬出入は貸出を受ける者は担当することに職務分担を変更
することで工具室での業務に配置することは可能である。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

従前業務への就労が困難な私傷病休職者
を復職させる義務はあるか？

社内に他に遂行し得る業務があれば、その業務への配
置転換を検討すべき。

企業は職種が限定されていない労働者のみならず、職
種が限定された労働者においても、休職処分に付し、当
該者が復職を申し出た場合には、企業内に他に配置可
能な業務があるのか、他に遂行させる業務がないとして
も、短期間に従前の業務が可能になる見込みがあるの
かを判断し、かかる見込みがあるときは、短期間の復帰
準備期間を設けたり、教育的措置を施すことなどを検討
すべき義務を負っていると考えることが必要｡

38

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

プライバシーに

　　　関する裁判例

39

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

B金融公庫（B型肝炎感染検査）事件
　　 東京地裁H15.6.20

平成9年6月2日 E診療所で公庫による健康診査実施（GOT51、GPT95）
平成9年6月18日 F診療所で公庫による健康診査再検実施（GOT41、GPT59）
平成9年6月30日 F診療所で公庫による健康診査実施

HBs抗原検査を含む検査を実施。本人に対し、B型肝炎ウィルスの検査する
ことは告げられなかった。

平成9年7月9日 G病院において精密検査実施（費用は公庫負担）

公庫人事部は、公庫の産業医で肝臓の専門医であるI医師に相談し、より詳
しい病状を知り治療するためには精密検査が必要である等と助言された。

本人は、I医師より「肝臓のどこが悪いかを治療のため詳しく調べる。」等告
げられた上、精密検査を受けた。本人は、この精密検査を受検する前に、I
医師からも同行した公庫担当者からもB型肝炎ウィルス検査の結果が陽性
であることや、肝炎を発症している疑いがあることは知らされていなかった。

平成9年7月23日 本人、公庫担当者へG病院の検査結果報告

I医師は、本人に対し「B型慢性肝炎ウィルス感染による慢性の活動性肝炎
であり、定期的に医療機関への受診が必要である」旨を告げた。その後、同
行した公庫担当者にも同様の説明をした。

平成9年9月30日 不採用の告知

40

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

B金融公庫（B型肝炎感染検査）事件
　　 東京地裁H15.6.20

【判決】

企業は、特段の事情がないかぎり、採用にあたり応募者に対してB
型肝炎ウイルス感染の血液検査を実施して感染の有無についての
情報を取得するための調査を行ってはならず、調査の必要性がある
場合でも、本人に対してその目的や必要性を告知し同意を得なけれ
ば、B型肝炎ウイルス感染についての情報を取得することはできな
いとし、本件検査は原告のプライバシー権を侵害するものとして違法
の評価を免れないとされた（慰謝料は100万円 ）。

さらに、本件検査後に行われた精密検査により、原告はウイルス感
染、ウイルス量、感染力等について無断で検査され、プライバシーを
侵害され、精神的苦痛を受けたと認められるが、精密検査の結果報
告については原告の同意を得て行われており、また原告は採用内
定（雇用契約）が成立していたとはいえないことから、これらを総合的
に考慮し、精密検査による原告の精神的苦痛に対する慰謝料は50
万円が相当であるとされた。

41

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

空港グランドサービス事件
　　　　　　　　　　　東京地裁H3.3.22

＜原告A＞
昭和47年1月25日入社、機内クリーニング作業の交替制勤務に従事。

昭和47年6月6日に嘱託医の検診を受け「筋々膜性腰痛*」と診断。

昭和48年6月22日、7月6日M医師受診し「病名腰痛症で、診察日より1週間の休養加

療を要する」との診断。

昭和48年7月28日以降　嘱託医の診察を拒否。

昭和48年10月22日～49年6月2日　O病院医師「腰背痛症のため休養加療を要する」

10月19日～11月30日までO病院入院

昭和49年4月15日　腰痛症に対して大田労基署長が労災を認定。

航空機の機内清掃会社の従業員3名が腰痛症に罹患し、休業、入院加療、リハビリ
等を経て、労災認定がなされた3名が嘱託医から負荷軽減の診断書が出されたにも
関わらず、通常の作業に従事したことによるとして会社に対し健康配慮義務違反に
よる損害賠償を求める訴えを起した事例。

42

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

空港グランドサービス事件
　　　　　　　　　　　東京地裁H3.3.22

＜原告B＞
昭和47年4月1日入社、機内クリーニング作業の交替制勤務に従事。

昭和48年1月27日に嘱託医の検診を受け「筋々膜性腰痛」と診断。

昭和49年4月23日以降　嘱託医の診察を拒否。

昭和49年1月17日　O病院医師「病名：腰痛坐骨神経痛症候群、2ヶ月
の休養を要する」との診断。

昭和49年4月10日　腰痛症に対して大田労基署長が労災を認定。

昭和52年11月10日　O病院医師「病名：腰痛坐骨神経痛症候群、1ヶ月
の休養を要する」との診断。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

空港グランドサービス事件
　　　　　　　　　　　東京地裁H3.3.22

＜原告C＞
昭和47年4月1日入社、機内クリーニング作業の交替制勤務に従事。

昭和47年6月22日に嘱託医の検診を受け「筋々膜性腰痛」と診断され、
投薬を受けた。

昭和48年10月26日以降　嘱託医の診察を拒否。

昭和48年11月5日～11月15日　東京労災病院入院。脊髄腔造影術：異
常なし

「病名：腰痛症、今後約2週間の加療を要する見込み」と診断。

昭和48年12月13日～昭和49年10月　O病院医師「病名：腰背痛症のた
め休養加療を要する」。

昭和49年4月15日　腰痛症に対して大田労基署長が労災を認定。

44

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

空港グランドサービス事件
　　　　　　　　　　　東京地裁H3.3.22

本件の争点

①使用者が健康配慮義務を履行するために。従業員に対して受診すべき
医師を指定できるか

従業員は自ら受診医を選択できる（医師選択の自由）安衛法66条5項但書

プライバシー権・自己決定権

②従業員が、この指定医を受診しなかった場合にも、使用者の健康配慮
義務が認められるか

<判決＞「労働者の選択した医療機関の診断結果について疑問がある場
合ような場合で、使用者がこの疑問を抱いたことなどに合理的な理由
が認められる場合には、・・・(中略）・・・労働者に対し、使用者が指定
する医師の診察を受けるように指示することができるというべく、労働
者はこの指示に応ずる義務がある」・・・医師選択の自由が無制約のも
のではない

従業員がこの義務を果たさなかった場合に限り、使用者は安全配慮義務
の全部または一部が免除されるとしている。

45

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

空港グランドサービス事件
　　　　　　　　　　　東京地裁H3.3.22

　本事例において、嘱託医の検診ではその診察結果から「就労能力」と
「勤務能力」の判定が求められていた。しかし、診察の拒否という結果は

悪の結果であると思われる。嘱託医の判定が就業上の配慮に必ずし
も繋がらなかったこと、主治医と嘱託医の所見が異なることより、嘱託医
の検診が意味のないものと感じられたと思われる。

会社の対策として、判例中では、診療所、X線室を設定して専門医による
定期検診を実施し、従業員から申し出があれば、終業時間中にも専門医
の診察が受けられるよう態勢をとった。昭和40年5月以降は、新入社員
採用時には腰部についての異常の有無を検査して合格した者のみを採
用した。更に腰痛予防のため、体操の考案や腰痛に関する知識の周知
徹底を図り、リハビリテーション・トレーニング室を設置したと述べている。
しかし、これらの対策は治療的な面に偏っており、検診結果が確実に勤
務形態や勤務時間等の就業上の適切な措置に繋がる仕組みが必要で
あり、産業医や嘱託医が作業現場を巡視すると共に、作業そのものの負
担軽減について人間工学的なアプローチが必要であったと思われる。

46

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

精神疾患により休職中の労働者
に対してプライバシーの範疇に
属する診断書の提出を求めるこ
とができるか？
会社が指定した医師の受診を求
めることができるか？

47

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

大建工業事件　大阪地裁　H15.4.16

　Ａさんは、建材の製造加工を営むＤ社に勤務していますが、Ｈ8年3月以降出勤
率が高くない状態が続いていました。さらに、Ｈ12年3月下旬から、うつ状態あるい
は自律神経失調症を理由とする欠勤が続きました。

その後、Ｄ社とＡさんの間には、以下のようなやり取りが交わされました。

Ａさんは出社したが、嘱託社員の指示に基づく仕事を拒否。Ｈ14年5月1、2日　

Ａさんは出社したが、通院のため午後から退社すると述べ
たため、Ｄ社は嘱託社員の資料整理の手伝いを指示。

Ｈ14年4月15日　

Ａさんは突然出社し、病状が回復したので職務に就く旨を述
べる。Ｄ社は自席に待機させたが、Ａさんは午前中で退社。

Ｈ14年4月12日　

「長期欠勤・休職の期間・給与について」と題する書面を交
付　　し、休職期間はＨ12年11月11日から 大18ヶ月であ
ると通知。

Ｈ13年1月18日　

就業規則に則り、休職扱いとする。Ｈ12年11月11日～

就業規則に則り、長期欠勤扱いとする。Ｈ12年9月11日～11月10日

48

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

大建工業事件　大阪地裁　H15.4.16

Ａさんから再度提出期限の延長を求める旨の記載のある書面が
提出されたので、Ｄ社は提出期限を8月20日まで延期した。

Ｈ14年7月29日

Ｇ医師の「証明書」と題する書面を提出した。しかし同書面には、
Ａさんの就業の可否に関する記載がなかったため、同月30日ま
でに就業の可否についての記載のある診断書の提出を求めた。

Ｈ14年8月20日

診断書を提出されないため、7月末日まで提出期限延期。Ｈ14年6月27日

「管理職ユニオンが紹介したＦクリニックあるいは診療を受けた
医師の診断書をＤ社に提出すること、その後の団体交渉が行わ
れるまでの間、休職の取扱い、賃金、通院について不利益な取
扱いをしない。」Ｄ社と管理職ユニオンの間で確認。

Ｈ14年6月14日

Ａさんの要望により、Ｄ社と管理職ユニオンとの間で団体交渉が
行われた。管理職ユニオンの要望により、ＡさんとＤ社の間で、
具体的にどのような仕事をしたいのかについて話し合った。

Ｈ14年5月16日

Ａさんは午後に出社。Ｄ社は、通院治療を続けているＣクリニック
の担当医に事情聴取を行うことを求めたが、拒否された。Ｄ社は、
Ｅクリニックで診察を受けるように求めたが、Ａさんはこれも拒否。

Ｈ14年5月8日
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49

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

大建工業事件　大阪地裁　H15.4.16

Ａさんの病状を確認し、復職させるための資料を収集できなかっ
たことから、Ｄ社はＡさんの病状が回復せず、復職させても就労
させることはできないと判断し、就業規則に基づきＡさんを解雇。

Ｈ14年9月10日

「就労は可と判断する」との記載のある証明書を提出。

しかし、Ｄ社は要望した診断書ではなかったため、証明書の作
成者であるＧ医師に対し、同証明書の内容を確認するとともに、
Ａさんの復職あるいは復職後の仕事内容についての意見を聴
くために面談を求めたが、Ｇ医師は守秘義務を理由としてＡさ
んの承諾書を持参して欲しいと要望した。

そこでＤ社は上記要望に沿った承諾書を作成し、Ａさんに対し
署名押印するよう求めたが、Ａさんはこれを拒否した。

やむをえずＤ社は、Ａさんを通じてＧ医師に対し、Ａさんの病状
についての質問を文書で求めることとして、質問事項を記載し
た書面を作成し、これをＡさんに交付しＧ医師に回答してもらう
ように要望したが、Ａさんはこれも拒否した。

Ｈ14年8月27日

50

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

大建工業事件判決

解雇は社会的通念上の合理性を有すると判断
職務復帰を希望するにあたって、復職の要件である治癒、すなわち従前の職
務を通常の程度行える健康状態に復したかどうかを、Ｄ社が確認することは
当然必要なことであり、Ａさんの長期に渡って療養していた状況を考慮すると、
Ｄ社が医師の診断書を要求することは、労使間における信義ないし公平の観
念に照らし合理的かつ相当な措置である。

Ａさんは、Ｄ社が数回にわたって診断書提出期限を延期したにもかかわらず、
特に理由を説明することもなく診断書を提出せず、通院先の病院の医師でも
ない医師の証明書なる書面を提出したのみで、通院先の医師や証明書を作
成した医師への意見聴取をも拒否し続けている。

これに対してＤ社は、Ａさんが休職期間満了後も直ちに休職満了退職扱いと
せずに、自宅待機の措置をとっていたような事情や、Ａさん自身がいまだ体調
がすぐれない旨述べていることを合わせて考慮すると、この解雇は社会的相
当性を欠くということはできない。

52

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

自殺に関する

裁判例

51

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

大建工業事件判決

Ａさんが長期にわたって休職を続けていたことからすると、Ｄ社がこの「証明
書」のみをもってＡさんの復職の可否を判断することができず、Ｇ医師に証明
書作成に至る事情等を聴取したいと考えたことは当然である。

そしてそれ以前にも、Ｄ社はＡさんの医師の選択を考慮して、管理職ユニオ
ンが紹介した医師やＡさんが診断を受けた医師でも良いとした上で、診断書
提出期限もＡさんの申し出により3回も延期し、さらにその間自宅待機として
いる事情からすると、Ｄ社は復職にあたって相当な措置を講じていたという
べきで、Ａさんの退職を前提とした解決を当初から図っていたとは認められ
ない。

もし復職できるとしても、復職後の職務に相応の配慮をするためにはそれな
りの判断資料が必要であることからも、ＡさんはＤ社に就労することが可能と
判断できるだけの資料を提出するべきであったが、Ａさんはそのような資料
を全く提出せず、結局Ｄ社はＡさんが治癒したと判断することができなかった
のであるから、この解雇は社会通念上相当な合理的理由があるといわざる
を得ない。

53

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三洋電機サービス事件
東京高判　Ｈ１４年７月２３日

【事案概要】 夫（当時46才）の自殺は課長昇進による仕事の悩みが原因として、
妻と長女が会社と当時の上司に損害賠償を求めた控訴審

【経過】
Ｈ7年2月8日 企画課長に昇格

　　 2月20日 家族に無断で外泊「仕事がうまくいかない、会社をやめたい、1週間1
人で考えたい」と留守電にメッセージ。配偶者が父親の脳梗塞、嫁
入り前の娘、家のローンがあるので、勤務継続を懇願。

Ｈ7年6月 4日間連続休み、上司に対して課長職が重く、会社を辞めたいと相
談するが、「人間死ぬ気になればどんなことでも頑張ることができ
る」と励まし、「自殺できるものならしてみろ」とも発言。。

Ｈ8年1月5日　父親の死亡。

Ｈ8年4月18日　15～17日欠勤。朝、本人より「運転できる状態ではない」と連絡、
排ガス自殺未遂を発見。

Ｈ8年4月22日 上司が自宅訪問し、勤務を続けるように説得したが、翻意せず。

Ｈ8年5月1日 精神科を受診。「自律神経失調症のため1ヶ月の休養を要する」

Ｈ8年5月7日 上司は「自律神経失調症を理由に休暇をとると、精神的な病気であ
るという噂が立つので、休暇を取らない方がいいと述べた上、主事
試験を勧めた。

Ｈ8年9月24日　排ガス自殺

54

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三洋電機サービス事件
東京高判　Ｈ１４年７月２３日

【判決】

①当該労働者の自殺が業務上の死亡であることを否定

＊企画課長職の職務内容が格別過剰なものでないこと及
び当該労働者と同程度の知的・身体的能力を有する者
が当該労働者と同様の経歴を経て企画課長職に就任し
た場合に、その職にあることの心理的負荷が要因となっ
て心身に変調を来たして自殺に至るという事態の生ずる
ことは通常は考えられないこと

②会社の安全配慮義務を肯定
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

三洋電機サービス事件
東京高判　Ｈ１４年７月２３日

③課長職への不適応性から強い退職希望を抱いている労働者が精神
科専門医が作成した「自律神経失調症のため1ヶ月の休養を要する
旨の診断書を提出した等の事実関係の下では、使用者(上長を含む）
は、当該労働者の心身の状況について、精神的落ち込みが単なる一
時的な気分の落ち込みではなく自身の意思の力では克服できない内
的な障害であって医師の治療によらなければ回復しない病的な状態
にあることを予見できたのであるから、労働者について業務上の事由
による心理的負担のために精神面での健康が損なわれていないか
どうかを把握して適切な措置を取るべき義務に従って、労働者の心
身の状態について医学的見地に立った正確な知識や情報を収集し
て慎重に対応すべき義務がある。

④過失相殺

　　当該労働者の性格や心因的素因等の関与を認めてその損害の８０％
を素因減額

56

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

豊田労基署長（トヨタ自動車）事件
名古屋高裁H15.7.8

労基が本人の性格的な問題として労災認定を否定した係長の自殺

事例：35才、男性、既婚、車両設計課係長

精神疾患の既往歴はなく、親族にも精神疾患の既往歴なし。

昭和53年入社、以来一貫してシャーシー関係の設計業務に従事し、昭和62
年に係長に昇格した。係長への昇格は同期入社者の中でも比較的早く、仕
事振りは周囲から高く評価されていた。

昭和63年当時、複数車種の改良設計が重なり、更に組合の職場委員長へ
の就任、開発プロジェクト、南アフリカ共和国への出張命令を受けていた。

本事例の時間外労働時間は、昭和62年9月から昭和63年6月までの平均は
42.95時間、63年7月が68.5時間、8月が46.5時間（8日の夏休みを含む）で
あった。但し、この残業時間には①当時、急激な円高による経営悪化に対処
するために、残業時間を半分にすることを目標とした残業半減運動を行って
いた。②ある程度のサービス残業が存在した。そのため、労働時間だけでは
なく、労働密度も十分考慮するすることが必要であるとされた。

57

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

豊田労基署長（トヨタ自動車）事件
名古屋高裁H15.7.8

昭和63年8月には、午前5時過ぎに目が覚めるようになり、睡眠時間
は4時間ないし4時間30分となった。そのため、非常に疲れた様子に
呈するようになった。そしてその頃より、「身体が疲れれば眠れるか
も知れない」と早朝に30分から1時間のジョギングを開始するように
なった。

昭和63年8月10日から17日までは夏休みであったが、仕事を自宅に
持ち帰り、夏休みの大部分自宅で仕事をしていた。

昭和63年8月25日の午後4時からの次長月例報告会を欠席し、胸章
をつけたまま会社を抜け出し、午後8時30分ころ放心状態で自宅に
戻った。家人に「会社についていけない、会社を辞めたい」と述べ、
「今日、会社の屋上まで行ったんだが、子供の顔が浮かんだ。今死
んだらこの子は親の顔を覚えていないだろう。だから、飛び降りられ
ずに帰ってきた。」と答えた。その後、家人が気になり午前4時過ぎこ
ろまで起きていたが、午前5時30分ころ自宅から約１km離れたビル
から飛び降り、全身打撲により死亡した。

58

SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

豊田労基署長（トヨタ自動車）事件
　　　　　　　　　　　　名古屋高裁H15.7.8

労災否定の根拠：従来の労災認定の基準である「平均な同種の労
働者（平均人基準説）」では、係長だけが特に過重な労働をしている
わけではない

一審：厚生労働省「心理的業務による精神障害等に係る業務上外の
判断指針について」を否定した上で、 「同種の労働者の性格傾向の
多様さとして通常想定される範囲内では、職場の労働者の中で も
弱い者を基準とすべき」

本判決では、自殺した係長は同じ職場の平均的労働者に比べて精
神的に弱かったとは言えない、と指摘。
業務による極めて強いストレスからうつ病を発症した、と認めた。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

近の関心ある
裁判例
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）
中央労基署長（永井製本）事件
　　　　　　　　　　　東京高裁H12.8.9

「治療機会の喪失」を理由とする労災認定
事例：54才、男性、既婚、裁断工

S62年11月28日　午前10時10分頃勤務時間中トイレで意識を失い倒
れているところを発見、「クモ膜下出血」のため死亡。

例年11～12月にかけては会社が も忙しい時期に当たり，難度の
高いものも含まれている。11.10～27までの間，連日午後8時過ぎ
（ も遅くて午後8時11分）まで残業をしていたが，退勤時刻が午後
9時を過ぎたのは同月27日（午後9時07分）だけであった。

【既往歴】

S54年7月～S60年4月　「めまい、肝機能障害、慢性胃炎」通院

S59年11月～S59年12月　高血圧治療

S60.1.27～S60.4.1　仕事中しっかり物が持てなくなったため休職

S60.6.26～S62.11.14　「神経性うつ病」のため精神科通院

【嗜好】

タバコ：（－）、飲酒：晩酌毎日、ビール1本＋焼酎サワー2杯
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

中央労基署長（永井製本）事件
　　　　　　　　　東京高裁H12.8.9

肝機能異常、高
脂血症、アルコー
ル注意、肥満傾
向

TC203,
TG464

GOT25,
GPT22,
γGTP168

135/8065S61年

肝機能異常TC240
GOT25,
GPT24,
γGTP135

138/8665S60年

142/8464S59年
130/8060S58年

136/8662S57年
判定血中脂質肝機能血圧体重年度

身長：159cm
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

中央労基署長（永井製本）事件
　　　　　　東京高裁H12.8.9

本判決では、従事していた業務自体に業務起因性を認めるほどの過重性
が存在しない場合でも、「労働者の疾病が客観的に見て安静を要するよう
な状況にあるにもかかわらず労働者において休暇の取得その他安静に保
つための方法を講じることができず引き続き業務に従事しなければならな
いような事情が認められるときには、そのこと自体が業務に内在する危険
であるということができるから、この事情の下に業務に従事した結果、労働
者の疾病が自然経過を越えて著しく悪化したときにはこれを業務に起因す
るもというべきである」と判事し、「治療機会の喪失」を理由とした業務起因
性の存在を認めている。

本判例では、死亡前10日前に右目上部の頭痛を配偶者に訴え、死亡2日
前と当日にも同僚等に頭痛等の身体的変調を訴えている。脳動脈瘤の形
成には相当期間を要するものと認めているが、前記頭痛は脳動脈瘤の異
常膨張による頭痛である可能性が強く、クモ膜下出血の前徴候症状と考え
られ、直ちに安静を保ち医療機関の診療を受ける必要があったが、会社繁
忙の折から休暇を取得することができず、会社に出勤して勤務せざるを得
なかったものである。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）
神戸東労基署（海外出張社員十二指腸潰瘍）　
　事件 高裁H16.9.7

海外出張中に発症したせん孔性十二指腸かいようが業務上の疾病に
当たるとされた事例

S４４年、S55年に十二指腸潰瘍の治療。S63年2月に十二指腸球部
に活動期の潰瘍２個及び治癒期の潰瘍１個が発見され、治療。3月
には自覚症状が消失し、6月28日以降未受診。

本件発症以前１年間における各月の時間外労働等は，出張がない
月には概ね時間外労働又は休日労働をしておらず，出張をした月
においても，時間外労働は１８時間，休日労働は３日間以内

H元.11.20～24にかけて，３ヶ所国内出張

H元.11.26～12.9までの予定で，大韓民国，台湾，シンガポール，マ
レイシア，タイ及び香港を出張先とし，Ｂ社長と共に，同社の重要顧
客に随行し，現地代理店の業務の促進，営業等を行うというもので
あった。本件海外出張はその実績を作る重要な出張として位置付
けられていた。

12.7バンコクから香港へ移動する途中に腹痛を訴え，病院に搬送さ
れた。12.9に十二指腸潰瘍穿孔と診断されて開腹手術。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

労組にも過労死の賠償請求
　　　「条件改善怠った」と提訴

システム開発会社エスシーシー（ＳＣＣ、東京）に勤務中の２００２年に脳出血

で死亡した男性＝当時（３０）＝の両親が「過酷な労働条件を改善せず過労

死を招いた」としてＳＣＣと同社の労働組合に計約１億４４００万円の損害賠

償を求める訴訟を０２年５月１２日東京地裁に起こした。労組に過労死の賠

償責任を問う訴訟は初めて。

訴状によると、男性はシステムエンジニアとして入社し、約１０年間勤務。長

時間の緊張を強いる過密な業務を続け、０２年２月の休日、脳出血のため自

宅で倒れ死亡した。

死亡直前半年間の時間外労働時間は月平均６７時間を超えており、両親側

は「持病の高血圧症が、緊張の多い勤務で悪化し脳出血を誘発した」と主張

している。

　原告の代理人弁護士は「ＳＣＣと労組は、協議なしに月３０時間以上の時間

外労働をさせられない、との協定を結んでいるのに、労組は協議を怠った。

労災申請にも協力しようとせず悪質だ」としている。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）

産業医の訴訟対策

１．記録の重要性

　　　年月日、内容、署名を満たすこと

２．不作為の責任

　　　就業上の配慮・適正配置などが、実施
されていない事実を産業医が知りながら
放置している場合に、問われる可能性が
ある。
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SHINKAWASAKI HEALTH CARE CENTER

第33回神奈川産業保健交流会（05.09.17）
神戸東労基署（海外出張社員十二指腸潰瘍）　
　事件 高裁H16.9.7

＜判決＞

本件疾病を発症するに至るまでの勤務状況は，４日間にわたって本件国

内出張をした後，１日おいただけで，外国人社長と共に，有力な取引先で
ある英国会社との取引拡大のために重要な意義を有する本件海外出張に，
英国人顧客に同行し，１４日間に六つの国と地域を回る過密な日程の下に，
１２日間にわたり，休日もなく，連日長時間の勤務を続けたというものであっ
たから，これにより通常の勤務状況に照らして異例に強い精神的及び肉体

的な負担が掛かっていたものと考えられる。

以上の事実関係によれば，本件各出張は，客観的にみて，特に過重な業

務であったということができるところ，本件疾病について，他に確たる発症
因子があったことはうかがわれない。そうすると，本件疾病は，上告人の有
していた基礎疾患等が本件各出張という特に過重な業務の遂行によりそ
の自然の経過を超えて急激に悪化したことによって発症したものとみるの
が相当であり，上告人の業務の遂行と本件疾病の発症との間に相当因果

関係の存在を肯定することができる。

自己保健義務
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第 33 回神奈川産業保健交流研修会           平成 17 年 9 月 17 日(土) 
 
演題：｢産業医から見た近年の産業保健に関わる裁判例｣ 
講師：日立製作所情報通信グループ 新川崎健康管理センター 
   センター長  林 剛司  先生 
 
 
司会者（千葉先生）： 
只今から第 33 回神奈川産業保健交流研修会を開催致します。本日は、日立製作所情報通

信新川崎健康管理センタ長の林剛司先生に「産業医から見た近年の産業保健にかかわる裁

判例」というテーマでご講演頂きます。恒例ですので、林先生のご略歴をご紹介致します。 
 
先生は昭和 59 年、産業医科大学を第一期生として卒業され、その後日立総合病院で研修

後、日立健康管理センタご所属となり、平成 6 年主任医長、平成 14 年副センタ長、平成 15
年本社の産業医療推進センタ員を兼務されました後、昨年平成 16 年より新川崎健康管理セ

ンタ長として神奈川に赴任なされました。先生の産業保健、産業医学におけるご活躍は皆

様よくご存じのことと思いますが、学会発表をはじめ、著書も多数お出しになっておられ、

最近のものでは「判例に学ぶ従業員の健康管理と訴訟対策ハンドブック」（法研）や「メン

タルヘルスと職場復帰支援ガイドブック」（中山書店）などがございます。 
 
 今日は前半、1 時間半先生にご講演いただいたあと、コーヒーブレイクの後、後半 1 時間

ディスカッションという形で進めさせて頂きます。それでは、林先生宜しくお願い致しま

す。 
 
林 剛司先生： 
はじめまして、日立製作所情報・通信 Gr 新川崎健康管理センタの林剛司です。現在単身

赴任しておりますが、家族からの条件が、土日は原則帰って来ることであるため、このよ

うな機会になかなか出席できず申し訳ありません。また、木曜日頃よりやや体調不良のた

め、座らせていただきます。今、私が勤務しております新川崎健康管理センタは、今日参

加させていただきました新開 Dr と二人で SE が約 5000 名弱の健康管理を担当しておりま

す。昨年まで勤務した重電部門の茨城とは異なり、メンタルヘルスの問題等いままで経験

したことがない問題で日々頭を悩ませております。また色々と御相談させていただきたい

と思います。 
サンユ－会で 5 年程前から産業医に関する訴訟問題について弁護士さんと勉強会をして

おります。その内容を今年、法研より出版させていただきました。本日はその内容及び一

部新しい判例を含めご説明をさせて頂きます。 
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（スライド 2）過労死・過労自殺に関する裁判には、行政訴訟と民事訴訟があります。行政

訴訟では、労災を労基署に申請する。労基署がその申請を認めれば労災となる。認めない

（不支給の決定）場合は、労災審査請求をして、労基署を相手に行政訴訟となります。し

ばしば「裁判を避けるにはどうしたらよいでしょう」と弁護士に相談されるようですが、

弁護士の立場では憲法 37 条に「万人が迅速な裁判を受ける権利を保証している」があり、

実現不可能な話のようです。 
 
（スライド 3）産業医業務について法的な視点では、平成 8 年（1996 年）の安衛法の改正

が大きなポイントになっているかと思います。これはこの改正の中では、産業医の専門性、

産業医の勧告等、産業医の専任義務のない事業所の労働者の健康管理等、健康診断の結果

について医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等が明確にされました。

改正前、産業医の業務は企業が安衛法上の責任を受理できるような専門的立場からの支援

であり、個々の従業員の健康維持増進は安衛法の中では目的外でした。しかし、96 年の改

正後は、企業における個々の従業員についての健康管理の充実・維持が安衛法上の目的に

含まれることになりました。企業が従業員に対する民事上の責任を果たすためには産業医

の支援が不可欠となりました。そのために民事上の責任を負うことになったというのが大

きなポイントです。 
 
（スライド 4）産業医が法的な責任を問われる可能性は、①産業医の判断が直接、間接に従

業員に対して損害を与える場合に従業員本人およびその遺族から訴えられる場合と②産業

医の過失により、企業が従業員やその遺族から訴えられた場合に被告企業からその責任を

産業医に求めて訴えを起こす可能性があります。 
 
（スライド 5）民事上で訴えられる法理としては、民法 415 条負債の不履行と同法 709 条

の不法行為と、同法 715 条使用者の責任になります。 
 
（スライド 6）では実際に産業医自身が訴えられた裁判を提示いたします。 
 
（スライド 7～10）平成 11 年の静岡地裁の三菱電機事件。概要は、関連会社に出向し寮・

社宅等の管理営繕業務、構内の清掃業務、社内報等の集配業務に従事していた 50 才の男性

が S60 年帰宅途中にクモ膜下出血等の発症した。平成元年に定年退職したが、出向先の業

務によって疾病を発症しないよう配慮する安全配慮義務に違反していること、産業医が高

血圧症であることを告げなかったばかりでなく高血圧症改善のための措置をとらなかった

ことは健康管理の懈怠と訴えた事例です。 
本ケースのように健診で血圧が非常に高いことは、白衣高血圧などしばしば経験するこ

とです。但し、心胸比が 50％を越えており、指導だけでは改善しないようにも思われます。
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この判決は「産業医による健康診断は、労働者に対して当該業務上の配慮をする必要があ

るか否かを確認することを主たる目的とするものであり、労働者の疾病の治療を積極的に

行なうことを目的するものではないこと。高血圧症は一般療法を各個人が自らその治療を

目的として病院等を受診することが一般的であることに照らすと、仮に原告の高血圧症が

降圧剤の投薬を開始するのが望ましい状態にあったとしても産業医がそれを指示しなかっ

たことをもって、直ちに産業医に過失がある、あるいは被告に安全配慮義務違反があると

はいえない」とされ、安全配慮義務違反を否定しております。 
 
（スライド 11～13）もう一件が、昨年札幌地裁の事例で、北興化工機事件です。H4.12.5
幹部会議の席上で、左脳出血のため倒れ、右上下肢機能の全廃及び体幹機能障害の後遺症

が残り、身障 1 級となった営業課長が、健康保持増進のための措置をとらなかったためで

あるとして、会社及びその産業医（主治医）を相手どり、債務不履行責任又は不法行為責

任に基づく損害賠償（7,000 万円余）を請求した事案です。会社で行われた健康診断では肥

満や高血圧については注意を受けております。平成 2 年 5 月 12 日に全身倦怠感で鉄鋼団地

の診療所（診療所長が産業医を兼ねる）で診断を受け、血圧 180／110 で本態性高血圧、冠

動脈硬化症と診断され、その時に薬が処方された。血圧は改善しましたが、その後 6 月 10
日以降診察を受けておりません。その 2 年半後の平成 4 年に左脳出血を発症しました。こ

の方の健診データですが、昭和 63 年に体重 75kg で血圧 166、医師の判断では要注意。平

成 2 年 148／98、平成 4 年の 168／118、血圧要治療、要観察、左房肥大、左室肥大と診断

されています。判決では、業務と本件発症との間の因果関係の有無ついて。「本件幹部会議

について極度の緊張を強いられる状況にあったとは考えにくい。業務量や業務内容、作業

環境といった点で過重に精神的、身体的負荷をもたらすものと言うことはできず、過重労

働であったとは言えないと解される。 業務が自然的な経過を超えて高血圧を増悪させたと

は言えず、その他業務と本件発症との因果関係を認めるに足りる証拠はない。」としていま

す。産業医の債務不履行責任の有無については、「降圧剤を処方し、また、パンフレットを

交付するなどして説明をしているところ、その後、血圧は抑えられつつあったのであるか

ら、処置が不適切であり、医師として求められる注意義務に反していたとは認められない。 
H.4.6.10 以降を受診しなくなっていたが、それまでに降圧剤の処方により血圧は抑えられ

た状態であり、降圧剤を継続する必要はあるものの、緊急に診察を要する状態であったと

はいえないことから、受診を督促しなかったとしても、そのことをもって医師としての注

意義務を怠ったものということはできない。」としています。 
以上の産業医が訴えられた 2 例とも産業医の責任は認められておりません。 

 
（スライド 14）次に健康診断に関わる裁判について説明します。 
 
（スライド 15～18）平成 15 年に最高裁の判決が出た東京海上火災保険海上ビル診療所事
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件です。保険会社に勤務する 33 才の女性従業員が、定期健康診断の胸部レントゲンの読影

にあたった医師らが異常陰影を見落としたため肺癌で死亡したとして、遺族が会社、診療

所、医師を相手取って損害賠償を請求したケースです。経過は、昭和 60 年 9 月定健胸部間

接 X 線二重読影で異常なし、昭和 61 年 9 月定健胸部間接 X 線二重読影で異常なし、昭和

62 年 6 月定健胸部直接 X 線シングルチェックで右第二弓軽度突出、右横隔膜の拳上が指摘

されておりますが、精密検査の指示はありませんでした。この 5 ヶ月後の昭和 62 年 11 月

20 日には、肺癌による呼吸不全で死亡されています。家族の方からすると、「何で健診を受

けているのに」ということだと思います。判決では「昭和 62 年 6 月ないし 7 月の時点で、

肺癌の病期ステージはⅢa に該当するものと推定され、手術が可能であったとしても 30％
以下の 5 年生存率となる。リンパ節転移の状況によっては更に延命は困難となるが、この

時点では肺癌がリンパ節に転移していなかったとは断定できない。たとえこの時期に肺癌

の疑いが認められたとしても、予後には大差がなかったであろうことが窺われ、適切な処

置をしていれば、現実の転帰に比べて相当期間（原告らの主張では最悪でも半年）の延命

利益をもたらしたであろうと推認できる事情は見当たらない。」としています。 
更に、判決では「定期健康診断は、一定の病気の発見を目的とする検診や何らかの疾病

があると推認される患者について具体的な疾患を発見するために行われる精密検査と異な

り、企業等に所属する多数の者を対象にして異常の有無を確認するために実施されるもの

であり、したがって、そこにおいて撮影された大量のレントゲン写真を短時間に読影する

ものであることを考慮すれば、その中から異常の有無を識別するために医師に課せられる

注意義務の程度にはおのずと限界があるというべきである。」と述べています。また、「一

般の企業において、その従業員に対する定期健康診断の実施は、労働契約ないし雇用契約

関係の付随義務である安全配慮義務の履行の一環として位置付けられるものであるとして

も、信義則上、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施し、あるい

はこれを行い得る医療機関に委嘱すれば足りるのであって、明白にこの水準を下回り、か

つ、企業側がそれを知り得たというような事情がない限り、安全配慮義務の違反は認めら

れないというべきである。」としています。本件の読影は呼吸器科の専門医が行っているの

ですが、それでもこのような事態が発生しております。判決としては、定健間接胸部 X 線

の限界が示されたという点では、有益な判決ですが、産業医としては見落としをなくすこ

とが重要と考えます。本件では、その亡くなった方の兄がホームページを立ち上げ、産業

医に対する非難中傷が記載されています。 
 
（スライド 19）続いては、復職に関する裁判例です。 
 
（スライド 20）復職に関する判例には 2 つの立場があります。一つは「従前の仕事」を「通

常の程度」なしうるか否かを基準とする立場、もう一つは今後の完治の見込みや配置換え

等を含め、使用者側に一定の配慮を求める立場があります。今日では、使用者側に一定の
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配慮を求める立場が主流になっていると思います。 
 
（スライド 21～22）エールフランス事件は、東京地裁昭和 59 年とやや古い判例ですが、

復職可能性を否定し、休職満了による退職を否定した判例です。結核性髄膜炎に罹患して

病気休職をしていた従業員が、病気が治癒したとして会社に復職を申し出たところ、産業

医（専門：整形外科）の判断を尊重し、めまい、耳鳴り等の後遺症があるとして申し出を

拒否され、休職期間経過を理由に退職扱いとされたのに対し、地位保全等求めた仮処分申

請をした事例です。 
判決では「使用者が従業員の復職の可能性を否定して休職期間満了による自然退職扱に

する場合にあっては、使用者は当該従業員が復職することを容認しえない事由を主張立証

することが必要である。」、「そして、傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえな

い場合は、単に傷病が完治していないこと、あるいは従前の職務を従前どおりに行えない

ことを主張立証すれば足りるのではなく、①治癒の程度が不完全なために労務の提供が不

完全であり、かつ、②その程度が、今後の完治の見込みや、復職が予定される職場の諸般

の事情等を考慮して、解雇を正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証するこ

とを要する。」、「運航搭載課の職場事情のもとにおいて申請人を他の課員の協力を得て当

初の間はドキュメンティストの業務のみを行なわせながら徐々に通常勤務に服させていく

ことも充分に考慮すべきであり、後遺症の回復の見通しについての調査をすることなく、

また、復職にあたって配転を全く考慮することなく、単に産業医の判断のみを尊重して復

職不可能と判断した被申請人の措置は決して妥当なものとは認められない。」としています。 
つまり、できなければ配転をしてでも復職を考えるべきだ、というのが判例で言われてい

ることです。 
 
（スライド 23～29）次が復職に際して、産業医と主治医の意見が異なった場合の判例です。

これは職種が限定された労働者の復職に関する裁判でもあります。 
カントラ事件は、運送会社に勤務する原告は昭和 63 年より貨物自動車の運転手として勤

務、当時全日本建設港運一般労働組合カントラ支部田辺分会に入会していました。争点は、

被告は原告に対して平成 10 年の 6 月から 12 年 1 月までの 1 年、支払義務があるかどうか

ということです。つまり平成 10 年 6 月に復職を認めなかったことの合理性です。 
経過は平成 8 年 9 月健診で腎不全の疑いのために病院で検査。平成 8 年 9 月に尿結石で

入院。平成 8 年 9 月 26 日から慢性腎不全のため休職。そして傷病手当ての給付の期限が切

れる頃に復職したいという申し出。6 月 13 日に主治医から診断書が提出され、「疲労の残ら

ない仕事量から開始、どの程度の仕事量なら腎機能を悪化させないか検討しながら、仕事

量を考えていく必要がある」という判断です。この時、Cre 6.1mg/dl、BUN 31mg/dl、α

マイクログロブリン 50.0mg/dl、Echo：両腎萎縮というような状態でした。6 月 25 日には

会社の指示で、産業医の診察を受け、「慢性腎不全、慢性肝障害により就業不可要治療」と
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診断されました。7 月 6 日に昭和大学の腎臓專問医を受診して、「慢性腎不全、要治療。8
時間を上限とした通常勤務可。可能な限り軽作業が望まれる。近距離車両運転可。週 2 回

の休日が望まれる」との診断書が提出されています。これに対して総務部長は、1 回退職し

て、アルバイトとして、週数回勤務することを提案したが、原告は拒否しています。7 月

18 日に被告会社は産業医の診断書により復職困難であると判断し、現職への復職を認めな

いということを通知しています。更に平成 11 年 1 月に産業医の診察を受け、「慢性腎不全

要治療。但し長距離の運転をしない 8 時間以上の労働をしない週 2 回以上の休日を必要と

し、軽作業（デスクワーク等）就労可」という診断が提出されています。被告会社は、復

職について以下の「覚書」に合意することが条件とした。①将来慢性腎不全が悪化した場

合は休職期間満了をもって退職。②産業医に就労可否の判断を委ねる。③運転手業務に就

労させない。④休職期間中の賃金を一切支払わない。そして平成 11 年 12 月 6 日に地裁に

仮処分の申請をしたという経過です。平成 12 年 1 月に和解し、①毎月かかりつけ医の診断

書提出。②被告が必要とする時被告の指定する医師の診断を受け、診断書を提出。③被告

がこれらの診断等を総合的に判断して、原告が就労に耐えられないと判断した時は原告に

不就労を命じる。④原告が休職しても就労できる状態まで回復できなかった時は休職期間

満をもって退職。⑤復職後は軽い庫内作業、助手に従事し、この際最低保障の適応はしな

い。⑥病状により可能と判断された場合、従前従事していた運転業務に復帰となりました。

結局、2 月 2 日に復職、最初 1 ヶ月は待機や、倉庫の内での作業。2 ヶ月目から運転業務を

恒常化、4 月 1 日以降休職以前と同様の業務という経過になっています。 
本事例では、主治医が復職可能とした時期と、産業医が復職可能とした時期に相違があ

ります。また、原告は運転手として雇用されており、職種を限定して雇用された労働者と

いう側面もあります。判決では「職種を限定されて雇用された者の場合、その業務を遂行

することができなくなり、他に配置可能な部署ないし担当できる業務が存在しない時は、

労働者は労働契約に基づく債務の本旨に従って履行の提供ができない。しかし、休職直後

において従前の業務に復帰できないとしても、比較的短期で復帰することが可能である場

合は、休職に至る事情、使用者の業務内容、労働者の配置等の実情から、短期間の復帰準

備期間を提供したり、教育的措置をとること等が信義則上求められる。」、「H10 年 6 月の時

点では Y が産業医の診断を重視して復職を認めなかった判断は正当であるが、H11 年 1 月

の産業医の 2 度目の診断によれば H11 年 2 月には業務を加減した運転手として就労可能で

あった。H11 年 2 月 1 日から復職までの賃金支払義務がある。」としています。 
平成 10 年 6 月時点では、産業医の診断を重視して、復職を認めなかった判断は正当であ

ると言っています。平成 11 年 1 月産業医の 2 度目の診断によれば「平成 11 年 2 月には業

務を加減した運転手として就業は可能である」ということで、「平成 11 年 2 月 1 日から復

職までの賃金支払義務がある」ということになります。裁判では産業医の判断を優先した

ということです。弁護士の意見を聞きましても、誰の判断を優先するかと言うと、「従業員

の業務の実態ないし作業を十分に知っている医師が判断すること」を優先させるとの意見
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が主流です。単に産業医の判断が常に優先されるというのではなくて、従業員の実態をよ

く知っている医師の判断を優先するというのが大体今の流れであると言えます。 
 
（スライド 30～34）次は片山組事件という、職種が限定されてない労働者に関する最高裁

判例です。建設工事現場で長年現場監督業務に従事してきた労働者が、バセドウ病のため

現場作業に従事できないと申し出たところ、会社から自宅治療命令を受け、賃金等を支給

されずに、その措置を不当として賃金等を請求した事件です。尚、原告は昭和 63 年より労

組執行委員長をしております。経過は、平成 2 年異常な疲労感を自覚し、慶応病院を受診

してバセドウ病と診断されました。治療開始では特に会社に報告されておりません。9 月に

は症状は軽快（メルカゾール 30mg／日）、11 月には甲状腺ホルモンは正常範囲。平成 3 年

8 月には体調良好（メルカゾール 10mg／日）。平成 3 年 8 月 20 日より都営住宅府中市南町

建設工事現場の勤務を命令。ところが本人は、原告は病気であることを理由に現場作業に

従事できない、定時内のみの勤務しかできない旨を述べたが、本件現場に就いた。9 月 5 日

に労組より以下の内容をみとめるかどうかの質問書が提出されました。「バセドウ病治療

のため、①現場作業はできない、②就労時間が午前 8 時から 17 時まで、残業は 18 時まで、

③休日は土日祭日、隔週土曜」。9 月 9 日に原告は、「バセドウ病内服治療中、今後厳重な経

過観察を要する」という診断書を提出。9 月 10 日に被告会社が病状の補足説明の書面を要

求したため、原告は「疲労が激しく、心臓動悸、発汗、不眠、下痢等を伴い、副作用によ

る貧血等も症状も発生。暫く治療が要すると思われます」との書面で提出。9 月 30 日、被

告会社は、10 月 1 日以降当分の間、自宅治療を命ずる業務命令。会社からは自宅治療命令

ということで会社に出てくるなという命令が出ている。ところが本人は就労の意志を示し、

10 月 2 日から 4 日まで現地まで赴きます。10 月 3 日に被告会社の A 課長が就労を認めな

いというのを本人に伝え、4 日に原告が自宅治療命令の撤回を要求する抗議書及び要求書を

提出。24 日、労組は「配転との自宅治療命令を即時撤回」要求書を提出すると共に、主治

医より「重労働は控え、デスクワーク等の労働が適切」との診断書を提出しております。 
バセドウ病自体は、決してめずらしい病気ではありませんが、就業制限を必要とするケ

ースはあまり経験がありません。 
判決では、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、

現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その

能力、経験、地位、企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び

難易等に照らして労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について

労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に

従った履行の提供があると解するのが相当である。」としています。要するに会社の中でで

きるものを探しなさいということです。但し、弁護士によれば本人の希望で、無条件に適

用されるものではなく、あくまでも事業者が就労が可能な業務を選ぶとのことです。 
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以上、復職に関する判例はいずれも最高裁の判決であり、これ以降の下級審の判例は全

て本最高裁判断に従うことになります。職種が限定されてなくても限定してても、復帰す

るに当たって配慮が必要、十全のものが出来なくても、復職の可能性があるならば配慮が

必要であるということになります。ただ、あくまでも将来復帰できるということが前提で

す。基本的には休職期間は、法律とは関係がない、あくまでもその企業のルールです。つ

まり、例え休職期間中でも、復帰する見込みがないというのであればそれは解雇に相当す

るというのが弁護士さんの意見です。 
 
（スライド 35～36）次は、平成 11 年大阪地裁の JR 東海（退職）事件で、復職判定委員会

の判定が翻された裁判例です。 
JR 東海の従業員が脳内出血で倒れ、会社の休職・復職判定委員会の判定に基づいて病気

休職中であったが、本人の復職の意思表示にもかかわらず、3 年の休職期間満了により退職

扱いと決定されたことに対して、退職扱いを違法として従業員としての地位確認と未払い

賃金の支払を求めたケースです。使用者は配置換え等により現実に配置可能な業務の有無

を検討すべきであり、本人の復職の意思表示にもかかわらず復職不能とした判断には誤り

があり、退職扱いは就業規則に反して無効であるとして請求が認容された事例です。 
判決は、「休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経

験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易度を考慮して、配置

換え等により現実に配置可能な業務の有無を検討し、これがある場合には、当該者労働者

に対して配置可能な業務についての就労を指示すべきである。後遺症たる身体障害等によ

り従前の業務に対する労務の提供が十全にできなくなった場合に、他の業務においても健

常者と同じ密度と速度の労働提供を要求すれば労務提供が可能な業務はあり得なくなるか

ら、雇用契約による信義則により、使用者はその企業の規模や社員の配置、移動の可能性、

業務分担、変更の可能性から能力に応じた職務を分担させる工夫をすべきである。重量物

の取扱いは除外、複数の人員を配置しての共同作業化及び工具の搬出入は貸出を受ける者

は担当することに職務分担を変更することで工具室での業務に配置することは可能であ

る。」としています。 
この判例から、大規模事業場であれば本人が復職を希望する限り、事業者がそれを拒否

することは極めて困難であると思われます。 
 

（スライド 37）従前業務の就労が困難な私傷病休職者を復職させる義務があるかといいま

すと、社内に他に遂行し得る業務があれば、その業務への配置転換を検討すべきです。ま

た企業は職種が限定されていない労働者のみならず、職種が限定されている労働者におい

ても休職処分に関し、当該者が復職を申し出た場合には、企業内に他に配置可能な業務が

あるのか、他に遂行させる業務がないとしても、短期間に従前の業務が可能になる見込み

があるのかを判断し、かかる見込みがある時は、短期間の復帰準備期間を設けたり、教育
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的措置を施すことなどを検討する義務を負っていると考えるということが必要である。こ

れがいまの法律的な流れであると思います。実際の現場ではかなり厳しいと思いますが、

このような判例を十分理解しておかないと、産業医としても判断を誤ることになるのでは

ないかと思います。 
 
（スライド 38）次にプライバシーに関する判例です。 
 
（スライド 39～40）平成 15 年 6 月東京地裁の B 金融公庫（B 型肝炎感検査染）事件です。

平成 9 年 6 月新入社員の採用前の健康診査で GOT51、GPT95 と肝機能障害を認め、再検

査を実施。再検査でも肝機能障害を認めたため HBs 抗原検査を含む検査を実施。その際、

本人に対して B 型肝炎ウィルスの検査をすることは告げられていませんでした。更に、7
月 9 日 G 病院において公庫負担による精密検査を実施。公庫の人事部は、公庫の産業医で

肝臓の専門医である I 医師に相談し、より詳しい病状を知り、治療をするためには精密検査

が必要である等の助言をされた。本人は、I 医師より肝臓のどこが悪いか、治療のため詳し

く調べると告げられたうえ、精密検査を受けた。本人はこの精密検査を受検する前に、I 医
師からも、同行した公庫担当者からも B 型肝炎ウィルスの結果が陽性であることや、肝炎

を発症している疑いのあることは、知らされていなかった。 
7 月 23 日本人、公庫担当者に検査結果を報告。I 医師は本人に対して、慢性肝炎ウィル

ス感染による慢性の活動性肝炎であり、定期的に医療機関への受診が必要である旨を告げ、

その後、同行した広庫担当者にも同様の説明を行う。9 月 30 日に不採用の通知。 
判決では、「企業は、特段の事情がないかぎり、採用にあたり応募者に対して B 型肝炎ウ

イルス感染の血液検査を実施して感染の有無についての情報を取得するための調査を行っ

てはならず、調査の必要性がある場合でも、本人に対してその目的や必要性を告知し同意

を得なければ、B 型肝炎ウイルス感染についての情報を取得することはできないとし、本件

検査は原告のプライバシー権を侵害するものとして違法の評価を免れないとされた（慰謝

料は 100 万円）。さらに、本件検査後に行われた精密検査により、原告はウイルス感染、ウ

イルス量、感染力等について無断で検査され、プライバシーを侵害され、精神的苦痛を受

けたと認められるが、精密検査の結果報告については原告の同意を得て行われており、ま

た原告は採用内定（雇用契約）が成立していたとはいえないことから、これらを総合的に

考慮し、精密検査による原告の精神的苦痛に対する慰謝料は 50 万円が相当であるとされ

た。」とされました。 
定期健康診断において肝機能障害は頻度の高い所見と思われます。その場合、B 型肝炎、

C 型肝炎を調べる場合があります。その際には、目的を説明し、同意を取得することが必要

と思われます。 
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（スライド 41～45）平成 3 年東京地裁の空港グランドサービス事件です。航空機の機内清

掃会社の従業員 3 名が腰痛症に罹患し、休業、入院加療、リハビリ等を経て、労災認定が

なされた。嘱託医から負荷軽減の診断書が出されたにも関わらず、通常の作業に従事した

ことによるとして会社に対し健康配慮義務違反による損害賠償を求める訴えを起した事例

です。 
原告 A さんは、昭和 47 年に入社で、機内クリーニングの作業、交代勤務性に従事。入社

5 ヵ月後の 6 月に嘱託医の検診を受け、「筋々膜性腰痛」と診断。翌年 7 月に、M 医師を受

診して「病名、腰痛症で診察後より一週間の休養加療を要する」との診断。昭和 48 年 7 月

には、嘱託医の診察を拒否。昭和 48 年 10 月～49 年 6 月 O 病院医師「腰背痛症のため休養

加療を要する」一ヶ月強入院。49 年 4 月には「腰痛症」にて大田労基署から、労災が決定

される。 
原告 B さんは、47 年に入社、機内クリーニングに従事。翌年 1 月に嘱託医により「筋々

膜性腰痛」と診断。4 月以降は嘱託医の診察を拒否。O 病院で、「病名：腰痛坐骨神経痛症

候群、2 ヶ月の休養を要する」との診断。昭和 49 年 4 月、腰痛症に対して、労災が認定さ

れる。昭和 52 年の 11 月には O 病院医師より、「病名：腰痛坐骨神経痛症候群、1 ヶ月の休

養を要する」との診断。 
原告 C さんについても同じように診断され、この方も嘱託医の診察を拒否。48 年に東京

労災入院、「病名：腰痛症、今後約 2 週間の加療を要する見込み」と診断。12 月に O 病院

医師「病名：腰背痛症のため休養加療を要する」と診断。49 年にこの方も労災が認定され

ました。 
本事例では、①使用者が健康配慮義務を履行するために。従業員に対して受診すべき医

師を指定できるか。従業員は自ら受診医を選択できる（医師選択の自由）：安衛法 66 条 5
項但書プライバシー権・自己決定権。②従業員が、この指定医を受診しなかった場合にも、

使用者の健康配慮義務が認められるかが争点となりました。 
判決では「労働者の選択した医療機関の診断結果について疑問があるような場合で、使

用者がこの疑問を抱いたことなどに合理的な理由が認められる場合には、・・・(中略)・・・

労働者に対し、使用者が指定する医師の診察を受けるように指示することができるという

べく、労働者はこの指示に応ずる義務がある」とされ、医師選択の自由が無制約のもので

はないこととされました。従業員がこの義務を果たさなかった場合に限り、使用者は安全

配慮義務の全部または一部が免除されるとしています。 
本事例において、嘱託医の検診ではその診察結果から「就労能力」と「勤務能力」の判

定が求められていた。しかし、診察の拒否という結果は最悪の結果であると思われる。嘱

託医の判定が就業上の配慮に必ずしも繋がらなかったこと、主治医と嘱託医の所見が異な

ることより、嘱託医の検診が意味のないものと感じられたと思われる。 
会社の対策として、判例中では、診療所、X 線室を設定して専門医による定期検診を実施

し、従業員から申し出があれば、終業時間中にも専門医の診察が受けられるよう態勢をと
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った。昭和 40 年 5 月以降は、新入社員採用時には腰部についての異常の有無を検査して合

格した者のみを採用した。更に腰痛予防のため、体操の考案や腰痛に関する知識の周知徹

底を図り、リハビリテーション・トレーニング室を設置したと述べている。しかし、これ

らの対策は治療的な面に偏っており、検診結果が確実に勤務形態や勤務時間等の就業上の

適切な措置に繋がる仕組みが必要であり、産業医や嘱託医が作業現場を巡視すると共に、

作業そのものの負担軽減について人間工学的なアプローチが必要であったと思われる。 
 
（スライド 46）精神疾患により休職中の労働者に対してプライバシーの範疇に属する診断

書の提出を求めることができるか？会社が指定した医師の受診を求めることができるか？

に関する判例を提示します。 
 
（スライド 47～51）平成 15 年大阪地裁の大建工業事件です。A さんは、建材の製造加工

を営む D 社に勤務していますが、H8 年 3 月以降出勤率が高くない状態が続いていました。

さらに、H12 年 3 月下旬から、うつ状態あるいは自律神経失調症を理由とする欠勤が続き

ました。その後、D 社と A さんの間には、以下のようなやり取りが交わされました。 
 平成 12 年 9 月 11 日～11 月 10 日就業規則に則り、長期欠勤扱い。11 月 11 日以降、就

業規則に則り、休職扱い。平成 13 年 1 月 18 日「長期欠勤・休職の期間・給与について」

と題する書面を交付し、休職期間は H12 年 11 月 11 日から最大 18 ヶ月であると通知。H14
年 4 月 12 日 A さんは突然出社し、病状が回復したので職務につく旨を述べる。D 社は自席

に待機させたが、A さんは午前中で退社。15 日 A さんは出社しましたが、通院のため午後

から退社すると述べたため、D 社は嘱託社員の資料整理の手伝いを指示した。5 月 2 日 A
さんは出勤しましたが、嘱託社員の指示に基づく仕事を拒否。5 月 8 日 A さんは午後に出

勤。D社は通院治療を続けているCクリニックの担当医に事情聴取を行うことを求めたが、

拒否された。D 社は E クリニックで診察を受けるように求めたが、A さんはこれを拒否。 
5 月 16 日 A さんの要望により、D 社と管理職ユニオンの間で団体交渉が行われた。管理職

ユニオンの要望により A さんと D 社の間で具体的にどのような仕事をしたいかについて話

し合った。6 月 14 日管理職ユニオンが紹介した F クリニック、あるいは診療を受けた医師

の診断書を D 社に提出すること、その後も団体交渉が行われるまでの間、休職の取り扱い、

賃金、通院についての不利益な取り扱いをしない。D 社と管理職ユニオンの間で確認。6 月

27 日診断書が提出されないため、7 月末日まで提出期限延期。7 月 29 日 A さんから再度、

提出期限延長を求める旨の記載がある書面が提出されたので、D 社は提出期限を 8 月 20 日

まで延期した。8 月 20 日 D 医師の「証明書」と題する書面を提出。しかし同書面には A さ

んの就業の可否に関する記載がなかったため、同月 30 日まで就業の可否についての記載の

ある診断書の提出を求めた。8 月 27 日、就業は可と判断すると記載のある証明書を提出。

しかし D 社は要望した診断書ではないため、証明書の作成者である G 医師に対して、当証

明書の内容を確認するとともに、A さんの復職あるいは復職後の仕事内容についての意見を
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聞くために面談を求めたが、G 医師は守秘義務を理由として A さんの承諾書を持参してほ

しいと要望した。そこで D 社は上記要望にそった承諾書を作成し、A さんに対して署名捺

印するよう求めたが A さんはこれを拒否。やむを得ず D 社は A さんを通じて、G 医師に対

して A さんの病気に関する質問を文書で求めることとして、質問事項を記載した書面を作

成し、これを A さんに交付し G 医師に回答してもらうよう要望したが、A さんはこれも拒

否した。9 月 10 日 A さんの病状の確認、復職させるための資料を収集できなかったことか

ら、D 社は A さんの病状が回復せず、復職させても就業させることはできないと判断し、

就業規則に基づき、A さんを解雇したという事例です。 
判決では、「職務復帰を希望するにあたって、復職の要件である治癒、すなわち従前の職

務を通常の程度行える健康状態に復したかどうかを、D 社が確認することは当然必要なこ

とであり、A さんの長期に渡って療養していた状況を考慮すると、D 社が医師の診断書を

要求することは、労使間における信義ないし公平の観念に照らし合理的かつ相当な措置で

ある。」、「A さんは、D 社が数回にわたって診断書提出期限を延期したにもかかわらず、特

に理由を説明することもなく診断書を提出せず、通院先の病院の医師でもない医師の証明

書なる書面を提出したのみで、通院先の医師や証明書を作成した医師への意見聴取をも拒

否し続けている。」、「これに対して D 社は、A さんが休職期間満了後も直ちに休職満了退職

扱いとせずに、自宅待機の措置をとっていたような事情や、A さん自身がいまだ体調がすぐ

れない旨述べていることを合わせて考慮すると、この解雇は社会的相当性を欠くというこ

とはできない。」として、解雇は社会的通念上の合理性を有すると判断しております。 
休職中の労働者が復職可能との診断書を提出せずに、いきなり出社してしまうというケ

ースが時にあります。職場復帰については、復職申請のルールを明確にし、再発防止対策

を行うことが必要と考えます。 
 
（スライド 52）次に自殺に関する判例を提示します。 
 
（スライド 53～55）平成 14 年東京高判の三洋電機サービス事件です。46 歳の課長の自殺

を課長昇進に伴う仕事の悩みが原因として、妻と長女が会社と当時の上司に損害賠償を求

めたケースです。経過は、平成 7 年の 2 月に課長に昇格、2 月 20 日に家族に無断で外出、

「仕事がうまくいかない、会社を辞めたい、1 週間一人で考えたい」と留守電にメッセージ。

配偶者の父親が脳梗塞、嫁入り前の娘、家のローンがあるので、勤務を続けてほしいと懇

願した。6 月に 4 日間休み、上司に対して課長職は重く、会社を辞めたいと相談するが、「人

間死ぬ気になればどんなことでもがんばることができる。」と励まされて、「自殺できるも

んならしてみろ。」とも言われた。平成 8 年 1 月に父親が死亡、4 月には 15 日から 17 日ま

で欠勤、18 日朝、本人より「運転できる状態ではない」という連絡があり、排気ガス自殺

未遂をしているのを奥さんが発見した。4 月 20 日に上司が自宅を訪問して勤務を続けるよ

う説得したが、本人は翻意しなかった。5 月精神科を受診、自律神経失調症で 1 ヶ月の休養
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を要する。ただしこの時に家族は、排ガス自殺をしていたことを伝えなかった。5 月 7 日上

司は自律神経失調症を理由に休職を取ると、精神的な病気であるという噂がたつので休職

しない方がいい、と述べた上、主事試験を勧めた。9 月に排ガス自殺。 
この方は有能な方のようで、この主事試験というのを受け合格すると親会社の三洋電機

に栄転できるという道があったようです。そのため、上司はなんとか本人を引っ張り挙げ

たいという思いがあったようですが、それが悪い方に行ってしまったっていうケースです。

この場合は、この課長職の業務内容が特別に過酷なものではないことを理由に自殺が業務

上の理由であることが否定されています。しかし、会社の安全配慮義務は肯定しています。 
判決では、「課長職への不適応性から強い退職希望を抱いている労働者が、精神科専門医が

作成した『自律神経失調症のため 1 ヶ月の休養を要する』旨の診断書を提出した等の事実

関係の下では、使用者（上長を含む）は、当該労働者の心身の状況について、精神的落ち

込みが単なる一時的な気分の落ち込みではなく自身の意思の力では克服できない内的な障

害であって医師の治療によらなければ回復しない病的な状態にあることを予見できたので

あるから、労働者について業務上の事由による心理的負担のために精神面での健康が損な

われていないかどうかを把握して適切な措置を取るべき義務に従って、労働者の心身の状

態について医学的見地に立った正確な知識や情報を収集して慎重に対応すべき義務があ

る。」としています。このような診断書が出ている場合に、上長は慎重に対応する義務があ

るということです。 
今日の個人情報保護法下では、診断書を扱うものは産業保健スタッフに限定する指針が

出されております。私は、上長が病名を知らない、診断書を見てないという何の病気かわ

からないという状況では、適切な労務管理ができないと考えます。当社では診断書を最初

に受け取るのは職場上長であるというラインは崩しておりません。そして、職場上長にも

守秘義務を負うこととしています。 
 

（スライド 56～58）平成 15 年名古屋地裁高裁の豊田労基署長（トヨタ自動車）事件です。 
事例は、35 歳の男性、既婚者で 3 人のお子さんがいます。一番下のお子さんは生まれて 2
～3 ヶ月。東工大を出られた優秀な方で、精神疾患の病歴がなく親族にも精神疾患の既往は

ありません。昭和 53 年入社、以来一貫してシャーシー関係の設計業務に従事し、昭和 62
年に係長に昇格した。係長への昇格は同期入社者の中でも比較的早く、仕事振りは周囲か

ら高く評価されていた。昭和 63 年当時、複数車種の改良設計が重なり、更に組合の職場委

員長への就任、開発プロジェクト、南アフリカ共和国への出張命令を受けていた。 
本事例の時間外労働時間は、昭和 62 年 9 月から昭和 63 年 6 月までの平均は 42.95 時間、

63 年 7 月が 68.5 時間、8 月が 46.5 時間（8 日の夏休みを含む）であった。但し、この残業

時間には①当時、急激な円高による経営悪化に対処するために、残業時間を半分にするこ

とを目標とした残業半減運動を行っていた。②ある程度のサービス残業が存在した。その

ため、労働時間だけではなく、労働密度も十分考慮することが必要であるとされた。昭和
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63 年 8 月には、午前 5 時過ぎに目が覚めるようになり、睡眠時間は 4 時間ないし 4 時間 30
分となった。そのため、非常に疲れた様子に呈するようになった。そしてその頃より、「身

体が疲れれば眠れるかも知れない」と早朝に 30 分から 1 時間のジョギングを開始するよう

になった。昭和 63 年 8月 10 日から 17日までは夏休みであったが、仕事を自宅に持ち帰り、

夏休みの大部分自宅で仕事をしていた。昭和 63 年 8 月 25 日の午後 4 時からの次長月例報

告会を欠席し、胸章をつけたまま会社を抜け出し、午後 8 時 30 分ころ放心状態で自宅に戻

った。家人に「会社についていけない、会社を辞めたい」と述べ、「今日、会社の屋上まで

行ったんだが、子供の顔が浮かんだ。今死んだらこの子は親の顔を覚えていないだろう。

だから、飛び降りられずに帰ってきた。」と答えた。その後、家人が気になり午前 4 時過ぎ

ころまで起きていたが、午前 5 時 30 分ころ自宅から約 1km 離れたビルから飛び降り、全

身打撲により死亡した。労基署の労災否定の根拠は、従来の労災認定の基準である「平均

な同種の労働者（平均人基準説）」では、この係長だけが特に過重な労働をしているわけで

はないことでした。一審の名古屋地裁では、厚生労働省「心理的業務による精神障害等に

係る業務上外の判断指針について」を否定した上で、「同種の労働者の性格傾向の多様さと

して通常想定される範囲内では、職場の労働者の中で最も弱い者を基準とすべき」として

労災を認め、社会的に注目を浴びました。本判決では、自殺した係長は同じ職場の平均的

労働者に比べて精神的に弱かったとは言えない、と指摘。業務による極めて強いストレス

からうつ病を発症したと認めた。 
本事例は、明らかにうつ病であり、適切な対応が取られていれば十分防げたケースでは

ないかと思います。 
 

（スライド 59）最近の判例の中で、私が特に関心ある判例を提示します。 
 
（スライド 60～62）まず平成 12 年東京高裁の中央労基署長（永井製本）事件です。54 歳

男性裁断工が治療機会の喪失を理由として労災が認定された事案です。昭和 62 年 11 月午

前 10 時 10 分勤務時間中にトイレで意識を失い、倒れている所を発見され、その後「くも

膜下出血」のために亡くなりました。例年、11 月から 12 月にかけては、会社がもっとも忙

しい時期にあたり、難度の高い作業も含まれていたようです。11 月 10 日から 27 日まで連

日残業が続いておりましたが、退勤時間が午後 9 時を過ぎたのは、同月 27 日 9 時 7 分だけ

でした。既往歴としては、54 年 7 月から 60 年 4 月「めまい、肝機能障害、慢性胃炎」通

院、59 年 11 月から 12 月高血圧治療、昭和 60 年の 1 月 27 日から 4 月 1 日仕事中にしっか

り物を持てなくなったので休職した、60 年 6 月から 11 月神経性うつ病のため通院。たばこ

は吸わず、飲酒は、晩酌毎晩、ビール 1 本と焼酎サワー2 杯です。健診結果では、血圧は正

常範囲、肝機能はγGTP が高値、軽度の高脂血症を認めます。 
本判決では、「従事していた業務自体に業務起因性を認めるほどの過重性が存在しない場

合でも、『労働者の疾病が客観的に見て安静を要するような状況にあるにもかかわらず労
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働者において休暇の取得その他安静に保つための方法を講じることができず引き続き業務

に従事しなければならないような事情が認められるときには、そのこと自体が業務に内在

する危険であるということができるから、この事情の下に業務に従事した結果、労働者の

疾病が自然経過を越えて著しく悪化したときにはこれを業務に起因するもというべきであ

る』と判断し、『治療機会の喪失』を理由とした業務起因性の存在を認めている。」、「死亡

前 10 日前に右目上部の頭痛を配偶者に訴え、死亡 2 日前と当日にも同僚等に頭痛等の身体

的変調を訴えている。脳動脈瘤の形成には相当期間を要するものと認めているが、前記頭

痛は脳動脈瘤の異常膨張による頭痛である可能性が強く、クモ膜下出血の前徴候症状と考

えられ、直ちに安静を保ち医療機関の診療を受ける必要があったが、会社繁忙の折から休

暇を取得することができず、会社に出勤して勤務せざるを得なかったものである。」として

いる。 
過労死認定という観点から言うと、頭痛などがあれば我慢しないで日頃から痛いと言っ

ておかないと、予見性がないことになると思われます。また、予防という観点では医学的

知識がない職場上長としては、「病院へ行きなさい」と言うしかないのではないかという気

がします。 
 

（スライド 63～64）次は最高裁平成 16 年の神戸東労基署（海外出張社員十二指腸潰瘍）

事件です。海外出張中に発症した穿孔性十二指腸潰瘍が業務上の疾病に当るとされた事例

です。 
昭和 44 年と昭和 55 年に十二指腸潰瘍治療の既往歴があります。昭和 63 年 2 月に十二指

腸球部に活動期の潰瘍 2 個及び治癒期の潰瘍 1 個が発見され治療開始しますが、3 月には自

覚症状が消失し、6 月 28 日以降未受診となっています。本件発症以前 1 年間における各月

の時間外労働等は、出張がない月には概ね時間外労働又は休日労働をしておらず、出張を

した月においても、時間外労働は 18 時間、休日労働は 3 日間以内です。平成元年 11 月 20
日から 24 日にかけて、3 ヶ所の国内出張。平成元年 11 月 26 日から 12 月 9 日までの予定

で、大韓民国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ及び香港を出張先とし、B 社長と共

に、同社の重要顧客に随行し、現地代理店の業務の促進、営業等を行うというものでした。

本件海外出張はその実績を作る重要な出張として位置付けられていました。12 月 7 日バン

コクから香港へ移動する途中に腹痛を訴え病院に搬送され、12 月 9 日十二指腸潰瘍穿孔と

診断されて開腹手術を受けています。 
判決では、「本件疾病を発症するに至るまでの勤務状況は、4 日間にわたって本件国内出

張をした後、1 日おいただけで外国人社長と共に、有力な取引先である英国会社との取引拡

大のために重要な意義を有する本件海外出張に、英国人顧客に同行し、14 日間に六つの国

と地域を回る過密な日程の下に、12 日間にわたり休日もなく、連日長時間の勤務を続けた

というものであったから、これにより通常の勤務状況に照らして異例に強い精神的及び肉

体的な負担が掛かっていたものと考えられる。」、「以上の事実関係によれば、本件各出張は、
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客観的にみて、特に過重な業務であったということができるところ、本件疾病について、

他に確たる発症因子があったことはうかがわれない。そうすると、本件疾病は、上告人の

有していた基礎疾患等が本件各出張という特に過重な業務の遂行によりその自然の経過を

超えて急激に悪化したことによって発症したものとみるのが相当であり、上告人の業務の

遂行と本件疾病の発症との間に相当因果関係の存在を肯定することができる。」としていま

す。業務より十二指腸潰瘍の穿孔が起こったとしています。本事例では、潰瘍治療の中断

があります。私自身としては、本事案は正直なところ「自己保健義務」の範疇ではないか

と思います。しかし、産業医としては海外渡航者について、きちんと現病歴・既往歴・症

状・治療が放置されている疾病がないか確認し、指導することが必要と感じています。 
 
（スライド 65）最後に判例自体はまだ出されていないのですが、労組にも「条件改善怠っ

た」と過労死の賠償請求を提訴した事案をご紹介します。システム開発会社エスシーシー

（SCC、東京）従業員で 2002 年勤務中に脳出血で死亡した男性（当時 30 才）の両親が「過

酷な労働条件を改善せず過労死を招いた」として SCC と同社の労働組合に計約 1 億 4400
万円の損害賠償を求める訴訟を 02 年 5 月 12 日東京地裁に起こした。労組に過労死の賠償

責任を問う訴訟は初めて。訴状によると、男性はシステムエンジニアとして入社し、約 10
年間勤務。長時間の緊張を強いる過密な業務を続け、02 年 2 月の休日、脳出血のため自宅

で倒れ死亡した。死亡直前半年間の時間外労働時間は月平均 67 時間を超えており、両親側

は「持病の高血圧症が、緊張の多い勤務で悪化し脳出血を誘発した」と主張している。原

告の代理人弁護士は「SCC と労組は、協議なしに月 30 時間以上の時間外労働をさせられな

い、との協定を結んでいるのに、労組は協議を怠った。労災申請にも協力しようとせず悪

質だ」としています。労組までもが訴えられる時代になりました。 
 
（スライド 66）最後になりますが、産業医としては訴訟対策としては「きちんと記録を残

しておく」というのがやはり非常に重要だと思います。年月日、内容、それから署名。本

人の署名ではなく医者側の署名です。更にもう一つ知って頂きたいのが「不作為の責任」

です。就業上の配慮等が適切に実施されていない事実を産業医が知っていながら放置して

いた場合に責任を問われる可能性があります。就業制限等についてはきちんと職場で守ら

れているかについても注意しておく必要があります。 
 時間を超過してしまいました。ご静聴ありがとうございました。 
 
司会者（千葉先生）： 
 林先生、長時間にわたってご講演有り難うございました。これから約 30 分コーヒーブレ

イクを取りたいと思います。隣のお部屋に茶菓を用意しておりますので、4 時までの間ご歓

談下さい。 
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質疑応答 

 
司会者（廣先生）： 進行をバトンタッチさせて頂きます。前半では非常に厚みがあるとい

うか、多岐にわたって判例などを紹介して頂きまして、皆さんもご質問等、多々あろうか

と思います。約 1 時間ですけれども、いかがですか。 
 
西田先生： キャタピラの西田と申します。最後におっしゃった、「不作為の責任」のとこ

ろですが、私どもがわかってしまうと、と言う時。たとえば「本人及び上司も承知の上で、

産業医からの指示が行われていない」、「指示は聞いた、後ほど呼び出すとそういう意味だ

とは知らなかった。そうは聞かなかった」「書面で指示、合議の結果確認されているのに、

本人も上司もわかっているはずなのに、されていないことがわかった。そこでさらに本人

と上司を呼んでその話をしても、「現状を続けさせてくれ」と言われる。医学的に間違いな

くそれは、「（す）べき」ではない。そういう時主治医からの指示は、よくある根拠のない

「いい」と、「本人と会社がいいならばいいよ」と。その状況はどう考えても医学的には望

ましくない。それを繰り返し指導している、と。ただ本人は続けたい、会社側も問題ない、

主治医がいいと言っているのならいいじゃないか。というような」状況、これは現実的に

は（わが社では）しばしばあるのですが。私は、それは本人からの相談ということで、診

療行為の範疇に入れて行っています。それからもうひとつ先ほどの「サインアウトの問題」、

相互の確認を取る必要があるかどうかということを考えて、私は、診療行為の範疇の中で、

それを繰り返し説明して記録をカルテに（診療という範疇と考え）残す、という形で、ま

あ 3 回までは少なくともやるというスタンスでやっておりますが、まあそんなものでしょ

うか。 
 
林先生： 原則的にこの「不作為」だけではなくなる、何回まで言ったらいいのかってい

うのは、具体的な回数としては明確になっていません。 
 
西田先生： 気づいた度に繰り返すしかない、という理解でよろしいですか。 
 
林先生： はい。 
 
西田先生： ただですね、明確に本人と会社側から「現状では改善する意志がない」と言

われた時にどうすればいいですかね。 
 
林先生： あの、本人がという意味ですね？ 
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西田先生： はい、本人も含めてですね、「現状に満足している。きついんだけど、これが

自分の今のアイデンティティとして、続けたい」。よくあると思うのですけども。医学的に

は、例えば残業は望ましくない、夜勤も望ましくない、だけどこの仕事をしないってこと

は、自分の従来のアイデンティティを失ってしまう、と。 
 
林先生： そうですね、夜勤等の場合、かなり収入が違うこともありますが。会社側がそ

れでいいと言っているところに問題があるのではないかと思います。すみません、日立の

場合はあんまりそういうことなかったので。 
 
西田先生： 多分私が特殊で、例えば復職にしても、ちょっと石渡先生の教えを逸脱して

いることがございまして、産業医の意見と主治医が食い違った時に、本人および上司と話

し合って、あるリスクを、正しく理解されていて、インフォームドコンセントをとり（作

業者と事業主間と考えています）、なおかつ事業主としてはリスクを背負って継続させる、

そこまで腹を括るなら、どうぞ、というスタンスを私は取っているものですから、産業医

が認めないなら復職をさせないとか、その業務をさせないとか、そこまで強く出るべきな

のかもしれないのですけども。私の今のスタンスは、「お伝えすることは伝えて、相手が一

応理解を、もしくは、それなりのポジションの人が理解して、本人との間でインフォーム

ドコンセント、なおかつ家族とも、やりたいと言われてしまった時には、それ以上介入で

きない」というスタンスを取っています。それでそのようなことが起こっているのですね。

申し訳ありません。非常に特殊かもしれません。 
 
林先生： 復職は事業者が決めることで、産業医はあくまでも医学的な観点からの助言で

す。問題になるのは訴訟がもし起こった場合、ご遺族の方がどこまでその点をご理解いた

だいているかという気がします。 
 
西田先生： 実はうちの場合はですね、「家族を呼んでくれ」って言った場合、本人が拒否

することが 9 割なんですよ。大変恥ずかしい話なのですけれども。しょうがないので、家

族、奥様とぜひお話をしたいという記録を何回か残して、正直言って逃げるというのが現

状ですけれども。すみません、ちょっと変な話を先にしてしまいまして。 
 
司会者（廣先生）： 今のは、いろいろ手を尽くしても、結局、埒が明かない場合、産業医

としての立場を守るというか、そういうことはやっといた方がいいと。 
 
西田先生： そうですね。あの、「不作為の責任」という時にどこまで。当然サイクリック

にかならず気づくわけですよね、それを毎回繰り返していても、当然それは繰り返さなけ

ればならないんですが、ただそれがもう確信犯に相手側がなっている場合どうすればいい
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かということです。 
 
司会者（廣先生）： 有り難うございました。非常に重要なご指摘かと思います。他にいか

がでしょうか。では、私の方で、内容確認をさせていただきたいと思います。大建工業事

件ですが、本人は何が会社に対して問題だと言っているのですか。 
 
林先生： 解雇が不当だった、と。 
 
司会者（廣先生）： 解雇が不当だと。逆にどういうふうにすればよかったというようなこ

とは言っていない（んですか）？休みを認めて、ずっと就業を継続させる、不定期に休ん

でも、そのままにしておくべきだということですか。 
 
林先生： この場合はですね、訴えは解雇が不当であるということです。本人が復帰して

来た時点、それから、今後について、もう一回会社に復職するということを認めろと。 
 
司会者（廣先生）： 復職しても不定期に休んだり、見通しが立たないわけですよね。そん

な状況でとにかく本人が復職したいということであれば、それを認めていくんだ、という

ことですね。 
 
林先生： はい。 
 
司会者（廣先生）： 私のように、確認をしたいというのでも構いませんので、何か他にあ

りませんか。 
 
古河先生： 古河です。今日はありがとうございました。ちょっと単純な質問なんですけ

れども、産業医も法的責任を問われる可能性ということなんですけども、当然、専属産業

医と嘱託産業医というところで、かなり仕事のできる範囲が違ってくるんじゃないかと思

うんですけれども、その場合の産業医自体の法的責任というのは変わらないんでしょうか。 
 
林先生： はい、差はないです。 
 
古河先生： ありがとうございました 
 
皆川先生： 今日は大変有意義な事例の話ありがとうございました。裁判事例じゃないの

で申し訳ないですが、労災申請のですね、申請に該当しないというような判断をした時に、

一方が申請という。そこの意見の食い違いみたいなところをちょっと解説していただきた
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いのですが。 
 
林先生： 本人が労災申請したときですか。労災について本人から申請の希望がある場合

には、どの企業でも協力すると思います。 
 
皆川先生： 全くそれが労災に値しないと思った場合にも、ということですか。 
 
林先生： はい。例えば労災隠しなどは、罰せられることでありますし、たとえ値しない

場合でも過労死に該当しないと思われるケースについても、基本的に本人がそういうこと

を言う場合には、極力それに協力するというスタンスに大体なっています。よろしいでし

ょうか。 
 
皆川先生： はい、ありがとうございました。 
 
石渡所長先生： さっきのは、有名な東京海上事件で、がんですよね？そうすると、がん

の検診をしたということは争ってなくて、その診断の手遅れだけですよね？あの争点は。

それはそれでいいんだろうと思いますけど、今後は、法定外項目との兼ね合いで行くと、

あんまり起こりえないというふうに考えます。会社が安全衛生委員会で法定外項目をきち

んと決めれば、同じようなことがおこるというふうに考えたらいいですか。 
 
林先生： 会社が健診項目を増やせば増やすほど、安全配慮義務の範囲は広がります。た

だ、法定項目で安全配慮義務を尽くせるかという意見も出てくる可能性があると思います。

昭和 56 年名古屋高裁で住友林業事件という判例があります。当時、定期健康診断項目に総

コレステロールが入ってない時代に、心筋梗塞の事例で会社が脂質検査などを健診で取り

入れるべきだという訴訟がありました。判決としては、「会社が実施した以上の内容の健康

診断を強制的にすべきであったとまでいうことは到底できない。」とされています。当社で

は、人間ドックなどの法定外健診項目の実施について健保が費用の支援を行っております

が、会社に提出する健診結果は法定項目のみとしています。 
 
司会者（廣先生）： ちょっとよろしいですか。今のその法定項目に見合うとこだけをやる

ことで、安全配慮義務が尽くせるのかという議論になると、当然、大きい会社と小さい会

社では健康管理にかけられる費用が変わってくる。すると、企業体力によって、そのやる

べき健診項目というのが違ってくるという議論になりかねないですよね。 
 
林先生： 例えば、復職の判定でも企業規模によって違うわけです。「可能性があればやり

なさい」と、体力のある大きい会社は、もうやらざるを得ない。 
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司会者（廣先生）： ええ、適正配置がどれだけできるかということですからね。 
 
林先生： それと同じようなことがひょっとしたら起こりうる。 
 
司会者（廣先生）： それはかなり大きな問題になると思います。 
 
林先生： 今のことは、すぐにそういうことにはならないと思いますけれど、見た中では

そういうことが企業に求められる。例えば、胃がんの死亡率がものすごく高くなって、会

社がそこまでやるというところが。これは、まだそこまで効果はないですけど、そういう

ふうな要望になって来るとか。例えば、健康事業でそういうことをやるのが普通になって

くるという可能性はあるんではないかなと思います。 
 
皆川先生： 今のお話は、その法定外の項目は会社への報告をさせない、と。そうすると

産業医は法定外の項目は見ないということですね。安全配慮義務にそこは入らないという

考えですね。で、日立はそうしてらっしゃるってことですか？ 
 
林先生： はい。そうしています。 
 
皆川先生： で、それを何かで知った時に、知れば、安全配慮義務が生ずるんですね。で

は、なるべく知らないようにしようという、言葉は悪いんですけど、そういうスタンスで

すね。それでまあ、法的にもそれでいいと。 
 
林先生： そういうふうに考えております。ただ持ってきていただく分には拒むことはな

い、と。 
 
皆川先生： 知った時には安全配慮義務が生じるんですよね。その書類は、容易に知りえ

たのに知らなかったという責任は大丈夫ですか？ 
 
林先生： えーと、提出していただかない、ということですね。 
 
皆川先生： 提出を、ある意味では拒んでいるわけですよね。会社は。 
 
司会者（廣先生）： 拒んでいるということではないんですよね。提出されるものは受けま

すよ、ということですね。 
 
林先生： ですから、たとえば人間ドック機関ですと、いただいているデータというのは、
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例えば私のところでは電子データでいただくものと、あと、情報でいただくものとありま

すが、電子データについては、健診機関と契約して法定項目だけにしぼった形で送っても

らう。そうでないところについては、書式を渡して、そちらにデータを提示してあるとい

う形で出していただくという状況です。 
 
司会者（廣先生）： 無条件に会社に伝えられるのは定期健診の法定項目であって、それ以

外は本人の意思があれば、伝えてくださいという形ですよね。 
 
林先生： はい。 
 
皆川先生： 今「拒んでいる」という言葉を使ったのは、それまではもらってたわけでし

ょ、以前は？ある時から、もういらないよと。 
 
林先生： 今年の 4 月までは、提出機関から直接送られてきた。ですからそれは、法定項

目だけにしぼったものにしたと。 
 
皆川先生： わかりました。 
 
石渡所長先生： 聞いてる話がですが、保険局が健保組合へ、要精検の実施状況、フォロ

ー状況の報告を求めているようです。その成績で、助成金が出てるんじゃないかと思うん

ですが。かなり強烈にやってるところがあります。健保組合は大変のようです。 
 
林先生：  

まあもうひとつ、なぜそういうふうにしたかと言いますと、社内の中で、いろんな事業

所があって、そこの移動が激しいので、ある所はこうだと、ばらばらになりますと、その

後のフォローとかが、移動したあと非常に面倒になると、事業所的にはそういうことだと。 
 
司会者（廣先生）： はい、ありがとうございます 
 
谷口先生：  

相鉄グループの産業医をしております谷口と申します。相鉄グループには職種を限定さ

れて雇用されている方がたくさんいらっしゃいます。先程、職種が限定されていても、元

の職種で復職するのが困難な場合は、何か他に軽作業のようなもので準備期間を設定する

べき。というお話がありましたが、過去に、運転手として採用された方の復職時に「運転

業務ができない場合、事務や洗車などをしてもらって 1～2 週間様子を見てほしい。」と（産

業医意見として）お願いしたのですが、「そんな仕事は無い。」と言われて、以前のように
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運転できるようになるまで復職させないということがありました。会社側がそういう判断

をした場合は特に問題にはならないのでしょうか。 
 
林先生： 問題になると思います。もし訴訟となれば会社は原職に復帰できないことをき

ちんと説明できないといけないと思います。今後、そのような訴訟が起こりえると思いま

す。 
 
谷口先生： はい、わかりました。ありがとうございます。 
 
司会者（廣先生）： 運転業務は大変ですよね。眠剤だの抗うつ剤だのの副作用を考えると、

どういう適正配置をすればよいのだろうと、暗然とした気分になりますけど。1 年以上は…。 
 
谷口先生： 薬が完全に切れるまでは、一応「運転させない」っていうふうに決めていた

だいてるんですけど、そうすると 1 年では復職できなかったりして、期間満了になってし

まうことがある。難しいです。 
 
司会者（廣先生）：  
かなりの数が出てくる可能性がありますね。他にご質問は？ 
 
城戸先生： ヤフーで産業医をしています城戸といいます。今度の安衛法の改正の長時間

労働の面談のことですけど、あの中では、一定時間以上の方は、希望者に産業医が面談し

なくてはならないとなりますよね。全員が対象でなく希望者だけとなったのは経営者側が

安全配慮義務を一部免除しようする意向が強かったのかと推測しますが、さきほど人間ド

ックと法定健診の話がありましたけど、今後産業医の立場からして、あるいは会社側から

すると、希望者だけをやったほうがリスクは少ないという意見もあるのかと思います、産

業医としてはどういうふうに考えるべきかご意見があればお聞かせください。 
 
林先生： 「本人が希望しなかったから、しませんでした」というのはどこまで通るのか

なと僕は思っています。安衛法 66 条の 9 項は本人が希望しないからといって、会社に安全

配慮義務の対象外とならない旨が記載されている。基本的には全員に対して産業医による

面接指導を行うことが必要と考えています。 
 
司会者（廣先生）： あの中に産業医が必要と認めた人もやるって、なってますよね。その

場合にむしろ産業医はどういう判断で、どんな人を入れるのかっていうことが問題になる

気がするんですが。 
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西田先生： その話は、労働衛生コンサルタントのこの間の講習会で、あの文言の理解は、

その時の講師の先生の理解では、「要はあれは企業が責任を産業医に押し付ける為のもの。」

つまり今おっしゃったことをもしやらなかった時に、「産業医が必要と認めなかったと」い

うことで、企業側としては逃げ道にしようと考えていると考えるべきだという方が多かっ

たようです。私は従来どおり、一次スクリーングの方法を使って、可能な限りやる、やら

ざるをえないのかなあ、と思っております。 
 
司会者（廣先生）： よろしいですか。 
 
西田先生： すみません、何回も。逆に私はこういう機会を頂いてとてもありがたく思っ

ております。先生方の会社ではそうなのでしょうけれども、前々から心配していることが、

特に先ほどお話に出ました嘱託産業医の方をお願いするような事業所とか、事業主がこう

いうことを情報として手に入れて実感として把握するという方法というのは、これは石渡

先生に伺った方が良いかもしれませんけれど、実態はどうなんでしょう。つまり、今日の

こういうようなお話しを会社に言って話すと、（当然、個別にわかりそうな人をつかまえて

やろうとは思いますけど、オフィシャルにやろうとすると、これ一度やったことがあるん

ですけども、）自己弁護になってしまう。「俺たちのアイデンティティを認めろ」というよ

うな話になってしまう。本来はお上から、事業主にデューティーがあるってことがきちっ

と伝えられて、「先生なにか方法ないですか」って言われれば、すごく動きやすいのですけ

ど、現状の行政の動きとして、なんとなく、先ほどの労コンの過重労働の話しとも通じま

すが、こういう判例、事例というのも本当に、会社の危機管理部門がどの程度理解してい

るのか。それは全国的、さらに企業規模の問題と、常に疑問を持っておりまして、いかが

なものかなと思っているのですが。 
 
林先生： ご指摘もごもっともで、僕自身もそれに危機感があったので、今回こういう勉

強をしたというところです。こういうのを社内で講義をするような場合に、こういう判例

がありますと出すことによって、少しそういうのを皆さんも考えていただければ。判例に

なれば、これは間違いなくこういうことが事実であって、あなた方も訴えられますよ、と

いうことを理解していただくしかないかと。会社というのは実際に訴えられれば、一生懸

命やりますから、そこまではなかなか危機管理とか皆さん忙しい中で、考えられないとい

うところがありますので、そういうところ、啓蒙するのも僕たちの仕事かなと思っており

ますが。すみませんあまり回答になっておりませんが。 
 
司会者（廣先生）： よろしいですか。 
 私の方からもうひとつ。たとえば保健師が、心理相談担当者の講習を受けて、職場の中

で相談活動をやっている。あるいは初級の産業カウンセラーがそういう相談活動をやって
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いる。うまくいってる分はいいんですけど、適切でない指導というか面接を行ってしまう

ことも可能性としてはあるわけです。そのために、本人が早く専門医を受診すべきだった

のに、それが遅れて病態が悪化してしまったといったようなことが起きた場合、そういう

ことに対しての、会社の責任はどうのような方向で取り扱われるのか、何かそれに近いよ

うな判例というのはありますか。 
 
林先生： そこはですね、先ほどの報告義務を怠った、ということになるかと思うのです

けども、そういう判例は今のとこないのですが、今後起こりえると思っています。民事訴

訟で会社の安全配慮義務を問われた時には、その看護師さんの責任若しくは産業医の管理

責任も問われる可能性があると思います。 
 
司会者（廣先生）： 一般的に、さっきの X 線の例のように、「標準的な力量でどうだった

か」というのが一つポイントになるかと思うんですけど、たとえば、メンタルヘルスの相

談についての標準的な力量って難しいですよね。それはどういうふうに考えればいいのか。 
 
林先生： 例えば、先ほどのレントゲンは、証明がものすごい労力を要して、沢山の医者

に読影テストを行っており、相当労力を要しています。今日、医療事故で看護師さんが訴

えられるという時代になっていますが、たぶん、訴える方が求めているのは、金銭的な賠

償より謝罪ではないかと思います。私は力量ばかりでなく、誠意の方が大きいのではない

かと思います。 
 
司会者（廣先生）： その担当者を直接訴えても、裁判としてそれほどメリットはないとい

う意味。 
 
林先生： ない可能性が高いんじゃないかと。 
 
司会者（廣先生）： そうすると、それをやらせてきた会社に対して、産業衛生配慮義務の

責任を問われると。そこはそうなる可能性はあって、、、。 
 
林先生： 訴えられる対象としては、会社と整備されていない若しくは機能していない健

康管理体制を問う、ということは起こりえるのかなと。 
 
司会者（廣先生）： そこのレベルが本当にどうだったのか、かなり膨大な検討がなされて。 
 
林先生： そこについては、そこの判断については、一般的には、「産業医を中心とした健

康管理体制があって、その中の情報を共有してやりなさい」というのが一般的になってい
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て、そこをきちんとしているかというところは問われやすいと思います。裁判というのは

ゲームみたいなところがあって、どこを攻めたら勝てるかというところがあるので、僕が

弁護士だったらそこを突きます。 
 
司会者（廣先生）： ありがとうございます。  
 
皆川先生： 今の話、会社が EAP と契約してですね、そこで相談していたから本来の医療

行為が遅れたと、いう場合には、どうも会社の責任は問われないような気がするんですけ

ども。社内であろうが社外であろうが、その部分はどうなのでしょうか。広げて考えてみ

るとそんな感じがするんですが、先生のご意見は？ 
 
司会者（廣先生）： 会社が訴えられて、その会社が EAP 機関を訴えるということがある

んですね。可能性としては。 
 
皆川先生： それで遅れた場合にはやはり会社の責任があるのですかね。EAP みたいなも

のを考えた時に。 
 
林先生： 今のところそういう判例はないですけども、起こり得るんじゃなかという気が

します。特に、若い方が亡くなるようなケースだと、ご両親が訴えるということが起こり

得るんじゃないのかという気がしています。 
 
司会者（廣先生）： 今、EAP 機関が乱立しつつあって、可能性としてはいろいろ問題があ

るんじゃないかと思いますが。 
 
千葉先生： ひとつお聞きしたいことがあります。休職制度は、雇用慣行に基づく制度で

あって法的根拠は無いものですが、今後労働審判法の様な解雇について金銭的な解決を認

める法律が出てきた場合、復職に対する司法の判断も変わってくるでしょうか。 
 
林先生： まだ、よくわからないんですけども、今、会社が解雇したら大変ですよね。 
 
千葉先生： 大変ですよね。 
 
林先生： ですからどう変えようか、という動きになってるんですけど、なかなか簡単に

はいかないのではないかと思っています。まだ今後の動きについてはよくわかりません。 
 
千葉先生： 結局、雇用の流動化とか終身雇用制の崩壊とか言われていても、そこにしが
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みつかざるを得ないのは、現状では中に留まるのと外に出てしまうのとでは相当の格差が

あって、各自が新しいワークスタイルを描ききれないことが背景としてあるのではないか

と感じます。 
 
林先生： 当社の場合ですと、SE という職種は、世の中では概ね 10％くらいは辞めるんだ

そうです。どこまで本当かよくわかりませんが、当社の退職率は、2～3％程度です。この

差は何か、というと、SE に向いていない人が残っているという可能性もあるんじゃないか

思います。そういう人たちが本当に、残ってハッピーなのか。会社の中でもうちょっと本

人の適性のある職場へ移すということも本人のためになるのではないかと。メンタルヘル

ス対策を考える時に、そういう考え方もあるのではないか。また、本人が新しい道をもっ

と若い時に考えるということをしないと、合わない仕事をずっとやり続けているのではな

いかな、と思います。すみません、あまり答えになっていませんね。 
 
司会者（廣先生）： 日立は居心地がいいのでは？いかがでしょうか。 
これも結果的には、ご本人の訴えが退けられたので問題にはならないんですけども、北興

化工機事件で少し教えてください。健康保持増進の爲の措置を取らなかった、ということ

なんですが、もうちょっと具体的には。 
  
林先生： 結果的に見て、このデータからはもっとすることがあった、もうちょっと治療

をする必要があったんではないか。就業上の制限とか、何かをするべきではなかったのか、

とそういう意味です。幹部会議という、ストレスが高いと本人が言っている状況でこうな

ったわけですから、就業上の配慮などをするべきではなかったか、ということです。 
 
西田先生： すみません。その例が出たので、その 13 のところで、最終的結論として、い

わゆる督促をしなかったことについて、注意義務を怠ったのではないと、逆に言うと、督

促をしなければいけない要件というのは、どう考えればでしょうか。 
 
林先生： これはですね、産業医としては督促はしない。産業医として訴えられていて、

診療医として訴えられている訳ではない。ここでは診療医であったら、督促という可能性

があったんではないかと思うのですけれど。 
 
西田先生： つまりそれは、もう産業医ということを外して、診療医と考えて、「血圧のお

薬を出しますよ、毎月きちっと 2 週間に 1 回来てくださいね」って出していて、来ない患

者は呼べませんよね。 
 
林先生： えーと。 
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西田先生： 呼べませんよね、通常の診療行為では。そうすると、これは産業医と診療医

のところが非常に、産業医だから呼べるわけですよね。 
 
林先生： いや、今、例えば「結果を聞きにこない人は呼び出さないといけない」となっ

てきていると思います。 
 
西田先生： そうすると、いわゆる慢性疾患で、2 週間の処方を出して、時間が切れている

のに来ていない、というのは呼び出す義務が診療医にはある？ 
 
林先生： これが重篤だと思えば、そういうことになりますが。 
 
西田先生： ありがとうございます。 
 
林先生： 産業医としては、そこまでする必要はないということだと思いますけど。 
 
西田先生： それは、逆に通常の診療医の先生はそういう認識されていますか？それがか

なり厳しい話ですよね。たとえば血圧が 170、180 あってお薬を出して、気になるから、「ち

ょっと早めにきてくださいね」と言って、こなかったら呼び出すか？ って話ですよね。 
ありがとうございました。 
 
林先生： ですから、その場合、本人がそこで訴えるかっていう問題ですよね。 
 
西田先生： そうですね。「訴えられたら負けちゃうよ」と考えなさい、ということですよね。 
 
磯田先生： 今のお話を聞いていて、社内で産業医をしながら診療行為をしているという

のは、非常にいろいろ大変なんだなって思いました。 
 
林先生： はい、ものすごいリスクですね。 
 
磯田先生： そうですね。61 から 63 番の中央労基署長事件という、これは争点が「治療

機会の喪失」ということですが、社内の、上司なり本人が頭痛でよく社内の診療所に相談

なり処方を受けに行くということがございます。この場合も、これは治療機会の喪失って

いう点では、社内の診療所は治療機会を提供したという点では機能を果たしています。で

は、日頃から頭痛の訴えがあった方を上司は社内診療所に行かせなかった場合はくも膜下

出血を兆候があったのに無視した。あるいは社内での診療医はたとえば頭痛薬なりなんな

りを処方して、CT を取らなかった、いうことであれば、これはくも膜下出血を見逃したと
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いうことになるのでしょうか。 
 
林先生： そこは産業医とは別の世界の話っていうことになりますけど、ですから、、、 
 
西田先生： それは先生、逆にいうと、受診を促したけど、上司は産業医にみせて、禁止

までするかどうかですね。さっきの話と同じで、どこまで強く促すかってことに結局なっ

ちゃいますけど、紹介状までは書いたよ。行きなさい。行かなかった。もしくは、強くう

ながしたけれども紹介状を受け取らなかった。金がかかると思い、もらいたくない。上司

は受診の機会を喪失させていない。だけど産業医は受診を促したけれども、仕事の状況か

ら行けなかった。という状況をどう考えるか？だと思うんですけど。 
 
林先生： であれば、それは、これで言う「尽くしている」と思いますけどね。おそらく。 
 
西田先生： 本人の意志というか、自己保全義務の方が大きくなるという理解ですね。た

だ、そうした時に、上司に診療医（and/or 産業医？）が必要性を伝えるか伝えないか？診

療医（and/or 産業医？）と上司の関係の問題になりませんか？ どこまでっていう、そこ

の段階がすごく、、、。 
 
林先生： ですから上司としては、産業医に相談しなさいっていう義務を果たしたことに

なるんではないか思います。 
 
司会者（廣先生）： 治療機会の喪失っていうのが、非常に微妙なところがあると思うんで

すけど、たとえば職場の中で本人が頭痛いんだよ、というようなことを同僚に言いながら

仕事をしているとします。でも、積極的には上司に言ってこない。で、それを知っている

ことは知っているけど、そのままにしている。よくあることではないかと思います。結果

的に、職場が忙しくて、受診できなかった。そういった状況について、どういう指標をも

って治療機会の喪失と判断するのでしょうか。 
 
林先生： この場合は本人も忙しいから遠慮して行かなかった、ということですね。そこ

に対して訴えた。そこが問題だということです。 
 
司会者（廣先生）： ここでの判断の指標はその、、、。 
 
林先生： ですからまあここでは、「痛いと言った時点で病院に行っていれば、助かったで

しょう」ということです。 
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西田先生： 痛いというのを本人は、かなり強く上司に訴えている？ 
 
林先生： 上長には言ってない。同僚とか奥様には言っていた。 
 
司会者（廣先生）： すると、さっき私が言った、痛いとかちょっと言っていた程度だとい

うことですね。それをかなりきびしく、治療機会の喪失ということを言っていくと、管理

職も大変ですね。 
 
林先生： 行政訴訟という企業の責任を問うという形ではないんですけど、民事でそこま

で行くか、といったらちょっときついなと思うんですけど。ですから行政の判断のスポッ

トが、かなり本人寄りに立った判断になってきているということじゃないかと思います。 
 
司会者（廣先生）： また、行政訴訟でそうなると、民事でもそこを掴まえられるって可能

性も。 
 
林先生： そこがいちばん恐いとこですね。 
 
輿先生： 輿でございます。私の考えが古いのかもしれませんけど、私の理解ですと、私

病の場合には、そこまで上司が立ち入らなくてもいい、という理解が、私が専属産業医を

しておりました 6～7 年前までの健康管理の基準だったと思うのです。この例は明らかに私

病だと思うのですけれど、そこまで立ち入るということが必要になってきているのでしょ

うか。これですと、もう上司は、ちょっとでも誰かがなんか言ったときに聞き逃していた

ら、診療所に行かせなかったら、治療の機会が喪失されたと言われても仕方ないのかな、

という気がして、ちょっと無理なような気がするのですが、いかがでしょうか。 
 
林先生： はい。僕も正直言いますと。 
 
輿先生： 職業性の（企業の）業務に関連する疾患であれば、もちろんそれは言われるわ

けですけど、今までは少なくともこういう私病については言わなかったような気がするの

ですけれども。 
 
林先生： はい。本当にこんなのどうやって対応するんだよ、というのが正直な所で。ま

あ、こういうのも認めていくというように流れが変わってきたってことだと言えます。 
 
輿先生： この例は平成 12 年ですね。 
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林先生： 作業関連疾患と呼ばれるものの範囲だと。 
 
輿先生： この例では過重な労働ではないと認めてますので、作業関連疾患と言うのは、

一寸難しいような気がするのですが。これはやっぱりその人が持っている、動脈瘤といっ

たものは、今まででしたらその人の私病として片付けられても仕方がないもののような気

がするのですけど。動脈瘤は、個人が持っている体質というか、そういうものでございま

すよね、個人的な。それがなければ、この作業条件では発症しなかったと思うので、ちょ

っと作業関連疾患ではないような気がするのですけれど。 
 
林先生： この場合は管理責任が。 
 
輿先生： ここまでいくと産業医とか上司とかっていうのは、厳しいなっていうことを感

じました。 
 
谷山先生： 先生、これは高裁ですよね。国はこれで判決を認めちゃったんですか。 
 
林先生： はい、最高裁には行ってないです。 
 
西田先生： ただ「治療の機会の喪失」という言葉」を使った場合は、この例は全く作為

が、故意がないので、行政訴訟だけということでしょうか？簡単に言っちゃうと、「例の過

重労働の 8 つの病気を過重の用件を満たしている方が発症した人には労災を認めなさいよ」

という理解だと私は大まかに考えていますが。この例は特に因果関係（起因性・関連性）

がなくても、ですよね。いわゆる治療機会の喪失ということで。 
通常「治療機会の喪失」が判例で出てきた時に、事業主側の「故意がある」｛「頼むよ」

って言って、本人が言えないようにしてしまった場合など｝場合、刑事罰まで行くという

ように理解しています。この「治療の機会の喪失」っていうのはとても重い言葉ですよね。

確かそういう理解ですが。 
 
石渡所長先生： これって、時期的には 12 年だから、この前後に、いくつか判例が出て、

横浜とか大阪のドライバー事件で、労災の認定基準がぐーんと拡大した。ちょうどその境

目なんじゃないですかね、時期的には。こういうのが 3 つか 4 つ確か判例のモデルが出て、

それで今の労災の脳血管・心臓・メンタルの過重労働対策が出てきた背景はどうもそのへ

んにあるのではないかと思います。 
 
林先生： 過労死の判例を沢山読んでみますと、アルバイトとかが認められていたり、「な

ぜ」と思うものが結構ありますね。最近は、医学的な因果関係よりご遺族のために認めら



 43

れるべきと思っています。弁護士さんからしますと過労死の問題は、基準が公表されおり、

既に終わった問題と認識されているようです。しかし、判例自体にはまだぶれがあるよう

に思われます。 
 
司会（廣先生）： まだ若干時間がございます。何かご質問があればいかがでしょうか。 
 
皆川先生： 先ほど、産業医が医療行為、診療が曖昧でですね、非常にリスクが高い、っ

ていう話しがあって。そういう意味ではもう、診療行為の曖昧なところはむしろ、やらな

いという方向にある、ということですが、具体的にはどんなふうに少なくしているのか。

実際に少なくしているっていうのはありますか？ 
 
林先生： 産業医の診療活動については、当社では今のところ辞める予定はありません。

労組からの要望など利便性から、今のところ継続しております。むしろ過重労働の面接指

導による業務量増加や収支面などから見直しがあるのではないでしょうか。 
 
皆川先生： 産業医行為とその曖昧になっていることが問題ですから、例えば外でやっち

ゃえば問題ない訳ですね。なんかこう、境を明確にするようなところは何かないですか。 
 
林先生： それにつきましては、私のところでは、産業医の業務マニュアルというものを

作りまして、産業医の業務っていうのはこういうものです、と定義してマニュアルにのっ

とって産業医が仕事をしていくということにしております。 
 
皆川先生： その中に治療的なものはない？ 
 
林先生： はい、入ってません。 
 
司会（廣先生）： まあ、会社によってはけっこう診療をやめてしまったところも出てきま

したけど。従業員の方からの、ニーズがありますね。 
それではちょうど時間となりました。企業の責任とか、産業医の責任であるとか、我々

の関心も高いところで、どんどん変わっていくところでもありますので、勉強を続けなけ

ればいけないな、と思います。 
 
今日は林先生、体調の悪い中、ありがとうございました。 
 
千葉先生： 最後に事務連絡をさせて頂きます。まず次回の交流会のご案内を担当の安斎

先生お願い致します。 
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安斎先生： 次回は、新しく世話人となられました三枝先生と安齋で担当させて頂きます。

日時が 12 月 10 日土曜日、14 時から 17 時、場所はこちらの会議室です。すでに「かもめ」

の最終ページでも御紹介しておりますが、テーマは「救急医療の最前線 AED の普及を含め

て」ということで、講師の先生は、横浜市立大学附属 市民総合医療センター病院長 杉山 貢 
先生でございます。先生方すでに AED を事業所に置かれているところも多いかと思います

が、愛知万博でも AED で蘇生されたというニュースもございますので、是非この機会にご

参加いただければと思います。宜しくお願い致します。 
 
千葉先生： もう一点、今度新しく世話人に御就任頂きました、三枝先生の御紹介を輿先

生お願いします。 
 
輿先生： この前の交流会まで御活躍いただきました亀田先生の後任として、研究機関か

ら世話人をというお話が所長先生と千葉先生からございまして、私が産業医学総合研究所

におりましたものですから産業医学総合研究所の方にお話しましたところ、三枝先生に世

話人をお引き受け頂けるということになりました。三枝先生のご略歴ですが、東大農学部

獣医学部を御卒業になり、大学院修士課程を終了後、産医研に入られまして、ずっと病理

学を専攻していらっしゃいます。ですから非常に動物実験に堪能でいらっしゃいます。た

だいまは人間工学部の部長であり、動物施設長も兼任されております。今までに動物実験

で色々な有害物質について立派な業績を出されていられるのですが、現場の先生方のそう

いった動物実験についての御意見、ご要望がどのあたりにあるのか、また現場ではどうい

うことが問題になっているのかといったことが研究所にいては中々分り難いので、産業医

の先生方と直かにお話しをしたり色々教えていただく機会が欲しいという先生の強い御希

望がございまして、世話人をお引き受けくださいました。どうぞ先生方よろしくお願いい

たします。 
 
三枝先生： よろしくお願いいたします。 
 
千葉先生： ではありがとうございました。 
 
石渡所長先生： ちょっとよろしいですか。私の立場は今日はちょっと違いまして、実は

今私はこの 4 月からコンサルタント会の神奈川支部長ということで、この間の会議の中で

僕がやれと命ぜられた仕事の中に、衛生グループが全然顔を知らないし、皆さん登録した

だけで終わっているというのが現実なんで、労働衛生コンサルタントの衛生部会的な、ミ

ーティングというか、情報交換をやろうということで、将来定期的な関係を目標に 11 月に

第一回をやります。土曜日で申し訳ございませんが懇親会をかねておりますので御参加お

願いします。神奈川支部に登録されている先生は直接事務局から御案内が行きます。多分
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持っていても入ってない先生がいらっしゃるはずなので、その先生方も是非来てください

ということでございます。実はこれまだ「案」の印になっていますがこのまま現案で通り

ますので、そこにおいておきますので、登録されてないけれど持っている先生。11 月 19
日土曜日午後ちょっとあけて、一杯のみながら顔見知りになっていただきたいということ

です。 




