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神奈川県産業保健推進センター交流会資料

東芝浜川崎工場産業医 中林圭一

1．企業活動と責任の在り方

2．労働衛生活動の位置付け

3．安全配慮義務を巡って

企業活動の目的は？

事業の目的として有効な定義はただひとつである。
それは顧客を創造することである

（Peter F. Drucker）

売り手よし 買い手よし 世間よし

（近江商人）

利益を上げることは一つの目標や手
段ではあっても目的ではない

企業は誰に対して責任を
負っているのか？

顧 客企 業

社 会

[ 企業の社会的責任 ]

企業と社会の持続的な相乗発展

事業の中核に位置付けるべき投資

自主的取り組み

CSRの本質

- Corporate Social Responsibility -

企業の経営者は誰に対し
て責任を負っているのか？

企業運営

出資者（株主） 労働者

経営責任 使用責任

法的責任・社会的責任・倫理的責任



[ 企業の内部統制強化 ]

会社法 ○ 『取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株
式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして法務省令で定める体制の整備

2種類の法律

金融商品取引法 （米国のSOX法がモデル）

○ 不正会計や粉飾決算をなくし、投資家
を保護しようとすることを目的として内部統
制報告書の作成等を実施

[ コーポレートガバナンス ]

“企業統治”

○ 『権限が集中する経営者を監視し独走・暴走
を未然に防ぐ仕組みづくり』

すなわち，経営管理機構を問うものであり、企
業経営における経営者の監視・監査の機能強化

経営者自身が法令違反を
指示する場合など

[ コンプライアンス ]

“消極的な法令遵守” → “積極的な社会貢献”

[ 法令による規制 ]

労働安全衛生法

○ 昭和47年に，労働基準法から第5章「安全と衛生」
の部分が独立して制定されたもの

○ 労働安全衛生の仕組みの殆どの部分がこの法律を
根拠に定められている

○ その他の関連する法律としては，じん肺法，作業環
境測定法，労働者災害補償保険法，労働契約法などが
ある

・目的 労働者の安全と健康の確保

・義務主体 事業者

・保護客体 労働者

・内容 低基準としての危険防止措置及び健

康障害防止措置を罰則をもって履行強制

・法令遵守の仕組み 司法警察権を有する労

働基準監督官による取締り
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『強行法規』である

当事者同士で合意
してもダメ

（目的）第１条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止の
ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進
の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進すること
により職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場
環境の形成を促進することを目的とする。

（就業上の措置）
第５９条 安全衛生教育
第６１条 就業制限

（健康の保持増進のための措置）

第６５条 作業環境測定

第６６条～第６６条の９ 健康診断等

第６７条 健康管理手帳

第６８条 病者の就業禁止

第６９条 健康の保持増進措置

（安全衛生管理体制）

第１０条 総括安全衛生管理者

第１２条 衛生管理者

第１３条 産業医

（健康障害防止措置）

第２２条～第２５条

ただし，具体的に何をど
うすることが求められて
いるかということは法律
には書かれていない

政令・省令・告示（公示）

通達（ガイドライン）

監督官の口頭指導？

法律上，罰則が適用される
のは，政省令・告示までで，
ガイドライン等については法
令上は遵守義務はない。

法令による規制の例

根拠条文
法第66条 事業者は，労働者に対し，厚生労働省令で定め
るところにより，医師による健康診断を行わなければならない。

二 事業者は，有害な業務で，政令で定めるものに従事する
労働者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，医師に
よる特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
…

省 令 労働安全衛生規則第44条 事業者は，常時使用する労働者
（第45条第1項に規定する労働者を除く。）に対し，1年以内
ごとに1回，定期に，次の項目について医師による健康診断
を行わなければならない

一 既往歴及び業務歴の調査

労働安全衛生法施行令第22条 法第66条第2項前段の政
令で定める有害な業務は，次のとおりとする。

一 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号
に掲げる業務

政 令

ガイドライン等による規制の例

関係条文 法第22条 事業者は，次の健康障害を防止するために
必要な措置を講じなければならない。

一 …
二 放射線，高温，低温，超音波，騒音，振動，異常
気圧等による健康障害

…

「厚生労働省令
（政令）に定め
るところにより」
という記載がな
いことに注目

こうした条文は，「訓示規定」と呼ばれており，罪刑法定
主義の見地からも罰則を設けることはできない。ただし，
監督官庁から口頭指導等を受けることはあり得る。

● 騒音障害防止のためのガイドライン

● チェーンソー取扱い作業指針 など

努力義務の例

関係条文 法第65条の3 事業者は，労働者の健康に配慮して，労働者
の従事する作業を適切に管理するように努めなければならな
い。

法69条 事業者は，労働者に対する健康教育及び健康相談
その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継
続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

こうした「努力義務」を定めたものについては，「努力」すれ
ばよいのであって，結果として適切に対応できているかどう
かは，少なくとも当該法の関連では直接的に“不作為”とし
て不備を問われることはない。

ただし，ガイドラインと同様，これを受けた指導通知に基づ
き監督官庁から指導を受けることはあり得る。
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それでは，罰則のついていない訓示規程
や努力義務については，あまり神経質にな
る必要はない？

刑事罰は免れるが，民事上の責任，行政
罰，社会的信用失墜など大きなコストが
発生する可能性がある。

労働安全衛生法：措置義務違反

刑法：業務上過失致死傷

民法第415条：債務不履行責任

民法第709条：不法行為責任

刑事責任

民事責任

民法第715条：使用者責任

不法行為とは？

故意又は過失によって他人の権利又
は法律上保護される利益を侵害した
者は、これによって生じた損害を賠償
する責任を負う。

民法第709条

過失責任の原則

故 意

過 失

損害の発生を認識していながらこれを容
認して行為する心理状態

損害が予見できたにもかかわらず，その予
見できた損害を回避すべき義務（結果回
避義務）を怠ったこと 「注意義務違反」

債務不履行とは？

債務者がその債務の本旨に従った履行をし
ないときは、債権者は、これによって生じた
損害の賠償を請求することができる。債務
者の責めに帰すべき事由によって履行をする
ことができなくなったときも、同様とする。

民法
第415条

債務者の責任を問うためには，原則として債務者
に故意や過失があるときとされている。 これは
「帰責事由」とよばれている。

（債務者の「責め」に「帰す」べき「事由」）

過失責任の原則

行政処分等
・入札停止
・営業停止

・企業名公表

社会的制裁
・マスコミでの非難報道
・信用失墜，顧客離れ

・経営不振→廃業

法令違反と4つの制裁
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訓示規定，努力義務規定ではあるが，事業者は労働者
の安全と健康に責任を負っている

労働安全衛生法

法第3条 事業者は，単にこの法律で定める労働災害の防
止のための 低基準を守るだけではなく，快適な職場環境
の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安
全と健康を確保するようにしなければならない・・・

法65条の3 事業者は，労働者の健康に配慮して，労働者
の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

※ 使用者の故意または過失によって損害が発生した場合には，
民法の不法行為に基づく損害賠償責任が生じることには異論は
なかったが，債務不履行についての明確な判示はなかった。

ところが・・・

「安全配慮義務」とは （1）

ある法律関係に基づいて特別な社会的接触
の関係に入った当事者間において，当該法
律関係の付随義務として当事者の一方また
は双方が相手方に対して信義則上負う義務

昭和50年2月25日最高裁第3小法廷「陸上自衛隊八戸車両整備工場事件」

昭和59年には，民間労働者にも使用者の安全配
慮義務を最高裁が認め，「安全配慮義務」の考
え方が判例上定着した（川義事件）。

「安全配慮義務」とは （2）

使用者が労働者の労務提供の過程において，その生命
及び身体等を危険から保護するように配慮する義務

労働時間，休憩時間，休日，休憩場所等について適正
な労働条件を確保し，さらに，健康診断を実施した上，
労働者の年齢，健康状態等に応じて従事する作業時間
及び内容の軽減，就労場所の変更等適切な措置を採る
べき義務

平成11年7月28日東京高裁「システムコンサルタント事件」

雇用関係における一般的定義

より具体的な定義

「安全配慮義務」とは （3）

労働契約法の制定

第5条 使用者は，労働契約に伴い，労働者が
その生命，身体等の安全を確保しつつ労働する
ことができるよう，必要な配慮をするものとする。

裁判事例での「安全配慮義務」の法理の定着を受け，
労働契約法が制定された（平成20年3月施行）

労災補償請求と損害賠償請求の違い

労災補償請求 損害賠償請求

根拠法 労 災 保 険 法 民 法

企業の故意又は過失 関 係 な し 要 件

従業員の過失 関 係 な し 過 失 相 殺 の 対 象

支払い者 労 災 保 険 企業・管理監督者等

注：労災補償の場合，労災給付が不支給との決定が監督署でなされ，これに
不服がある場合には，労災保険審査官に審査請求，労働保険審査会への
再審査請求を経て，そこでも棄却された場合に，処分庁である労基署長を相
手取って不支給処分取り消し請求訴訟を提起することとなる。
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労働災害に伴う損害賠償請求訴訟（労災民訴）の法的根拠

債 務 不 履 行 責 任 不 法 行 為 責 任

根拠条文 民法第415条 民法第709条

過失等立
証責任

被告債務者（企業側）→
原告（従業員側）

原告（従業員側）

時効期間 10年
3年（損害の発生を知った
ときから）

遅延損害
金の起算

請求をした日から 事故の発生した時から

遺族固有
の慰謝料

請求できない 請求できる

※ 実際には大きな違いはないことが多い

「長時間労働急性左心不全死」 －大庄ほか事件－

京都地裁平成22年5月25日

最近の判例から （身体疾患 １）

○ 新卒社員が入社後4ヵ月後に急性左心不全で死亡。4カ月に
わたって毎月80時間を超える長時間時間外勤務があり，死因と
なった心疾患は業務に起因するものと評価でき，会社には安全
配慮義務違反（不法行為）があるとされた。

○ また，会社役員に対しては，「従業員の生命，健康を損な
わないような体制を作る義務を怠り，悪意または重大な過失が
ある」として会社法429条第1項（取締役の職務懈怠によって当
該会社が第三者に損害を与えた場合の取締役の責任）を適用し
て損害賠償責任を認めた。

○ 逸失利益，慰謝料，弁護士費用で約7863万円を会社及び役
員らが支払うべきとされた。

国・旭川労基署長（ＮＴＴ東日本北海道支店）事件

札幌高裁平成22年8月10日

最近の判例から （身体疾患 2）

○ 陳旧性心筋梗塞があり，継続治療を受けていた従業員が職種転
換に伴う宿泊研修期間中の休日に急性心筋梗塞で死亡した件につ
き，異動の可能性への不安が大きな肉体的・精神的ストレスとなり，
発症に至ったとして業務と死亡の間の相当因果関係を認め，労災不
支給処分を取り消した一審の判断が維持された例。

○ 一審においても判決中でストレスが発症の要因となっていること
が述べられていたが，控訴審ではリスクファクターに関する知見（厚生
労働省の「専門検討委員会報告書」及び同編集の「過重労働による
健康障害防止のための産業医研修テキスト」中での記載）を証拠とし
て認定し，判断の根拠とした。

最近の判例から （身体疾患 3）

天辻鋼球製作所 （小脳出血等）事件

大阪高裁平成23年2月25日

○ 仕事中にAVMからの出血を発症し，後遺障害として遷延性意識障
害が残った事例（AVMは無症候で発症後判明）。4月に社内異動があり，
慣れない仕事に加えて，異動後の12日間の時間外勤務は64時間と長
時間勤務による過重な身体的･精神的負荷が，本人の基礎疾患（AVM)
をその自然経過を超えて増悪させ，発症に至ったと考えられ，業務と発
症との間に相当因果関係があるとされた。

○ 会社に代わって指揮監督権限を有する担当課長は，労働者の生命，
身体，健康を危険から保護するよう配慮すべき注意義務を怠り，発症に
至らせたものであり，民法715条に基づき会社が損害賠償義務を負う。

○ ただし，AVMも発症の重要な原因となっていることから，過失相殺と
して損害額の40%を減額することが相当とされた。

・月100時間を超える時間外労働
・発症前2～6ヶ月間に1ヶ月あたり
80時間を超える時間外労働

・発症前1～6ヶ月間に1ヶ月あたり
45時間を超える時間外労働

・発症前1～6ヶ月間に1ヶ月あたり
45時間以内の時間外労働

業務と発症との関
連性が強い

時間外労働が長く
なるほど、業務と
発症との関連性
が強まる

業務と発症との
関連性が弱い

※ これらに加え，ストレス，勤務形態（交替制勤務等），出張なども
心・脳血管疾患発症要因として認定する裁判例が出現してきている。
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最近の判例から （身体疾患 4）

国・川口労基署長 （神戸屋）事件
東京地裁平成22年3月15日(控訴審でも一審支持)

○ 喘息での死亡に対する労災補償（遺族補償及び葬祭料支給）不支
給処分が，業務遂行と喘息死との間に相当因果関係が認められるとし
て不支給処分が取り消された事例。

○ 基礎疾患として喘息があり治療を行っていたが，コントロールは十分
でなくβ刺激薬吸入を多用。発作が治まらず，吸入・点滴治療を受ける
ことも度々あった。

○ 死亡前6カ月間の法定外労働時間は月平均薬88時間と長時間で
ある上，夜勤交替勤務であったことから，基礎疾患としての喘息が，慢
性的な過重業務の継続による過労，ストレスの蓄積によって重症化し死
に至ったとし，業務遂行との相当因果関係を認めた。

「過労自殺」 －電通事件－
過労による自殺について，使用者の安全配慮義務違反を認めた事例

最高裁平成12年3月24日

使用者は，その雇用する労働者に従事する業務を定
めてこれを管理するに際し，業務の遂行に伴い疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を
損なうことのないよう注意する義務を負う

Point 1

ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業
務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定され
る範囲を外れるものでない限り，その性格等を心因的
要因として斟酌してはならない（過失相殺の対象になら
ない）

結果として，多額の和解金（１億6800万円）

Point 2

Point 3

T社うつ病解雇無効確認等請求事件（1）
東京高裁平成23年5月18日

最近の判例から （精神疾患 1）

○ T社F工場の従業員（技術職）が，「長時間残業等が原因のうつ病で
休職したにもかかわらず解雇した」として解雇の無効確認を請求した事件。

一審の東京地裁では解雇無効・会社の安全配慮義務違反を認める判決が
出された（2008年4月）。東京高裁でも損害賠償については一部法令解釈
が異なってはいるものの解雇無効の判断には変更はなかった。なお労災不
支給取り消し訴訟については2009年5月に東京地裁判決で確定している。

○ 業務上疾病時の解雇制限については，労働基準法第19条第1項で，
「使用者は，労働者が業務上…疾病にかかり療養のために休業する期間及
びその後30日間は，解雇してはならない。ただし，使用者が … 打ち切り
保証を支払う場合…においては，この限りではない。」とされており，本事
案においては，業務上の疾病であったか否かが第一の争点となる。

Ｔ社うつ病解雇無効確認等請求事件（２）

就労が肉体的・精神
的負荷を生じさせた

疾病に個体側の
要因なし

業務に内在する危険が
現実化した結果，発症

業務上の疾病であり，当然，解雇は無効

※ 個体側要因がない場合，うつ病を発症させる程度に過
重な業務であれば足り，特に過重な業務である必要はない

Ｔ社うつ病解雇無効確認等請求事件（３）

争点２ 安全配慮義務違反の有無

○ 平成13年3月及び4月の時間外超過者健康診断の問診
で，原告が頭痛や不眠を訴えて始めていることを認識。

○ それにもかかわらず，業務軽減措置を採らないばかり
か業務量増加等を行った。

安全配慮義務違反
があったと認める
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Ｔ社うつ病解雇無効確認等請求事件（4）

判決の持つ意味

業務起因性を幅広く認めたことから，休職期間満了
を事由とする解雇（自然退職）は，大きな訴訟リスクを
抱えることとなった。

特別過重な業務負荷がなくても
個人的要因が証明できなければ

適切な安全配慮措置を
取っていなければ

解雇無効

安全配慮義務違反
（損害賠償責任）

山田製作所うつ病自殺事件（１）

近の判例から （精神疾患 2）

○ 自殺は，肉体的･身体的に過重な負荷がかかる長時間労働によりうつ病に
罹患したことが原因で，会社に対し安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求め
た事案。控訴審においても会社側が敗訴。

肉体的・心理的
負荷について

時間外･休日労働が連続し，１か月１００時間を超える
ていることに加え，内容的にも肉体的･心理的負担を
伴う業務に従事，更にはリーダーへの昇格による心
理的負担の増大があり，相当程度に強い負荷が掛
かっていた。

精神障害･自殺
に対する業務
起因性

強い業務負荷がある中で，他に特段の動悸がうかが
われない状況で自殺に及んでいるものであり，その
経過から自殺と業務の間に因果関係（業務起因性）
があることは明らかというべき。

福岡高裁平成19年10月25日

山田製作所うつ病自殺事件（２）

近の判例から （精神疾患 2）

予見可能性
について

安全配慮義
務違反・不
法行為にお
ける過失

就労環境等に照らし（業務上の強い負荷），健康状態が
悪化するおそれがあることを容易に認識し得たといえ，
結果の予見可能性があった。

○ 長時間労働，業務内容，リーダーへの昇格などの事態が
生じていたのであるから現場の状況や勤務時間のチェックをし，
さらには健康状態に留意するなどして過剰な時間外勤務や休日
出勤をを余儀なくされ心身の変調を来すことがないよう注意す
べき義務があったにもかかわらず漫然と放置。→ 安全配慮義
務違反があったものというべきであり，不法行為における過失
（注意義務違反）をも構成するものというべき。

○ 労働時間を適正な程度に抑えることを前提に，精神面の
健康状態を調査し休養の必要性について検討したり異動を行う

等の対応を取っていれば自殺を防止し得る蓋然性は高かった。

山田製作所うつ病自殺事件（3）

近の判例から （精神疾患 2）

長時間労働の継続などにより疲労や心理的負荷等が過
度に蓄積すると労働者の心身の健康を損なうおそれが
あることは周知

判決の持つ意味

予見可能性が
認められる

結果回避義務
違反

具体的な健康状態の悪化を認識することが困難であっても

安 全 配 慮 義 務 違 反

使用者の予見義務の内容として，具体的に特定の疾患の発症
を予見し得たことまでは要求されず，過重労働をすれば，労働
者の健康が悪化するおそれがあるとい抽象的な危惧を予見し
得たならば予見可能性は肯定される

他の裁判例における「予見可能性」についての判示

使用者が当該労働者が心
身の健康を損なっている状
態を認識していたか認識可
能であった

心身の健康を損なう原因と
なった労働実態について，使
用者が認識していたか認識
可能であった

いずれの場合にも「予見可能性」が認められるとされた

又は

マツダ（うつ病自殺）事件 神戸地裁姫路支部平成23年2月28日 業務による心理的負荷 業務以外の心理的負荷

精神障害

個体側要因

例）事故や災害の体験
仕事の失敗
過重な責任の発生
仕事量・質の変化ｅｔｃ…

例）自分の出来事
家族・親族の出来事
金銭関係ｅｔｃ…

例）既往歴
生活史（社会適応状況）
アルコール等依存状況

３つの側面から総合的に
判断することとされている
が，実際には「業務以外の
心理的負荷」及び「個体側
要因」は，要因として明確
な場合にのみ考慮される

 8

スライド  43  スライド  44 
   

 
 
 

スライド 45  スライド 46 
   

 
 
 

スライド 47  スライド 48 
   

 



○ 精神障害の労災認定基準が昨年１２月に改正され，心理的負
荷について「強」「中」「弱」の具体例が示されるなど，これまでに比
べてわかりやすいものとなっている。

○ 他方，心理的負荷が「強」の従業員が精神疾患を発症した場合
は，労災補償は当然としても，損害賠償請求においてもほぼ無条件
に予見可能性と結果回避義務が併せて認められる可能性がある。

○ したがって，事業場では心理的負荷が「強」に該当する従業員
の出現自体をできる限り避ける必要がある。

時 間 外 労 働 時 間 連 続 勤 務 日 数

極度の長時
間労働

直前１カ月におおむね160時間, 又はこ
れに満たない期間に同程度(例えば３週
間に120時間)

負荷「強] 時間外労働が発病直前2カ月おおむね
120時間以上，3カ月で100時間以上

1か月以上又は深夜時間帯に及ぶ
連続勤務が2週間（12日）以上

負荷「中｣ 1カ月80時間以上 2週間(12日)以上連続勤務

北興化工機事件 札幌地裁平成１６年３月２６日

近の判例から （産業医が被告）

○ 会議中に脳出血を発症し障害を残した従業員が，会社に対しては安全配慮
義務違反，主治医でもあった産業医に対して債務不履行又は不法行為責任が
あるとして損害賠償を求めた件。

○ 会社の安全配慮義務については，残業時間や業務内容等を考慮すると原告
Aの置かれた作業環境が，恒常的な精神的，肉体的負荷を生ぜしめ，疲労を蓄
積させるものであったとは言い難いとして，訴えを斥けた。

○ 原告Aの血圧は，以前より160/100程度であったが，「要注意」とされてきた
が，平成2年5月に180/110であったことから被控訴人のB診療所で投薬を受け，
血圧も下ったため，1カ月程度で受診を行わなくなった。その後，発症約半年前の
平成4年の健診では180/120，168/116と高血圧要治療状態だった。

○ 判決では，主治医としての責任については，（治療中断患者に対して）受診を
督促しなかったとしても医師としての注意義務違反とはならない。また，産業医と
しての責任については，産業医は会社に対しての債務はあるが従業員に対して
は債務は生じないとして原告の訴えを斥けている。

産業医に対する損害賠償訴訟
大阪地裁平成23年10月25日（控訴）

近の判例から （産業医が被告）

○ 自律神経失調症で休職中の者に対する産業医の面談時の言動により病状
が悪化し復帰時期が遅れるとともに精神的苦痛を被ったとして，産業医に対して
損害賠償請求をした事案。

○ 面談時に，病状は悪くなく励ます目的で，「それは病気やない，甘えなんや」
「薬を飲まずに頑張れ」「こんな状態が続いとったらおもんないやろが」などと言っ
た事が病状を悪化させ，復帰を遅らせたと認定。

○ 産業医にはメンタルヘルスにつき一通りの医学的知識を有することが合理的
に期待されるところ。自律神経失調症の患者に面談する産業医としては，安易な
激励や圧迫的な言動，患者を突き放して自助努力を促すような言動により患者
の病状が悪化する危険性が高いことを知り，そのような言動を避ける事が合理的
に期待されると判断される。

○ 不法行為による損害賠償請求を認めた（休業損害補償30万円，慰謝料30
万円）。

主治医（治療医）と産業医

主 治 医 産 業 医

根拠法 医師法 ，健康保 険法 労 働 安 全 衛 生 法

患者・従業員と
の関係

( 準 ) 委 任 契 約

産業医は会社との契約関
係はあっても，従業員に対
する直接的な契約関係には
ない

損害賠償責任
債務不履行又は不法行
為 に基 づく 賠 償 責 任

不法行為責任として直接
（民法709条)，又は同715
条3項の規定に基づき使用
者から間接的に求償を求め
られる可能性はあり得る

注：その他の関連法律として，刑法（業務上過失致死･傷害罪）などがある

● 事故や傷病発生

● 労災認定

● 訴訟と損害賠償

● 社会的ダメージ ｅｔｃ

リスクの明確化

先ず，“リスク”の具体的な内容を明確にし
た上で，そのリスクに対する対応策を講じる
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リスクコントロール

回避

低減

移転

受容

リスクの高い作業をやめる

他の従業員と交代する

作業の頻度を減らす
作業方法を変更し負荷を軽減する

アウトソーシングする
主治医から意見書を入手する

事故時の対応をあらかじめ検討し
ておく（二次的リスクコントロール)

重大性と発生可能性

リスク評価

リスクコントロール措置

配置転換，職種転換，勤務制限（夜勤，超過勤務，
危険作業等），主治医意見書等

就労の権利 生産性低下

労 働 者 事 業 者

臨床では，情報は多い方がよいが，職場では知ってしまったばか
りに対応に苦慮する場合もある

● これらは「結果予見義務」に関連するので，適切な対応がなされていない
と義務を果たしていないと判断される可能性が高い
● さらに，主治医からの意見聴取など上記以外の情報収集を求めた裁判例
もある（ＮＴＴ東日本北海道支店事件）

注意！

Conflictの存在

（実際の）
労働時間

・管理職や裁量労働であっても把握するこ
とが求められている

健康診断
結果

・法定健診は必須。ガイドラインや通知に
よるものに関しても実施していると心強い
（裁判官の心証が違う）。
・問診結果も重要

その他の
記録

・忘れはならないのが長時間残業面談記
録。実施していないとその時点で×。

Epilepsyで治療中であることを知った場合，
自動車の運転や高所作業はどうしますか？

個人のプラ
イバシー

働く権利

医師の守
秘義務

● 従業者の安全確保
の責任

● 第3者に対する
危害防止の責任

企業の責任

健康診断実施後，医師から以下のような就労上の意見
が提出され，これを受けて職場で実際の就労上の措置
が行われる。→「結果回避義務」の履行

就業区分 就業上の措置の内容

通常勤務 特になし

就業制限

労働時間の短縮，出張の制限，時間外労
働の制限，労働負荷の制限，作業の転
換，就業場所の変更，深夜業の回数の減
少，昼間勤務への転換等

要休業
療養のため，休暇,休職等により一定期間
勤務させない措置

44歳男性。定期健康診断で血圧が
168/114 mmHgだった。

昨年は146 / 98 mmHgで医療機関受診を
勧めたが，放置していた。その他の検査
に異常はなく，特段の自覚症状もない。

業務は製造現場で3交替勤務に入っている。
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50歳男性。半年前に急性心筋梗塞で入院
し，緊急のPCI，DESステント留置術を
行った。以降，定期的に通院。経過は順調
で胸痛等の症状は見られていない。現在，
抗血小板薬の投与ならびに高脂血症の治
療を受けている。血圧は正常。 BMIは
28.8。喫煙20本／日。

仕事は営業で月に2～3回は宿泊を伴う国
内出張がある。残業は月に80時間程度。

ま と め

企業は社会の構成員として，企業活動を通じて社
会に対する責任を果たすことが求められている。

労働者の健康と安全の確保は，労働安全衛生法
などの法令等により図られてきたが，近年は安
全配慮義務の法理に基づき直接事業者の責に帰
するという考え方が一般的となっている。

産業医は，専門的立場から，衛生上の危害防止
を中心としたリスクマネージメントに積極的に関
わる必要がある。
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