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Toward the Inaugural Issue of the Association of Occupational Health Journal
一般社団法人 日本産業保健法学会代表理事 , 東洋大学名誉教授

鎌田 耕一

Representative of Japan Association of Occupational Health Law, Professor Emeritus of Toyo University

Koichi Kamata

事業主・労働者にとって最も重要なことは、健康

ます。現在、こうした変化に対応して、安全・健康

で安心して働くことができる職場環境を整備する

確保のために新たなシステムの導入が求められて

ことです。産業保健法の目的は、業務に関連する

います。

事故・健康障害の発生を防止し、快適に働くことが

日本産業保健法学会は、働く人たちの生命と健

できる環境を整備し、事故・健康障害が生じた場合

康を守るための有効な予防策と損害補償制度など

は、業務起因性の判断枠組みの構築、被害者・遺族

を多面的に研究し、産業保健を支える担い手を教

が安心して生活できるための損害補償制度の構築、

育・育成することを目的として、2020年に発足しま

労使その他関係者間の紛争の調整、再発防止策の

した。設立後約 2年の間に、800名を超える方が会

検討などを通じて、健全な経済活動を発展させる

員となっています。会員の職種は、産業医、保健師、

ことにあります。

人事労務の管理職、社会保険労務士、弁護士、研

歴史を振り返ると、労働法の起源は 1833年にイ

究者と多種多様です。

ギリスで制定された「工場法」に遡りますが、そ

本学会は、法学、医学、心理学など学際的な研

の目的は労働者の安全・健康の確保、とくに、児童

究の場であること、研究と実務との密接な協働、

労働の禁止と若年労働者の労働時間制限でした。

研究成果の国際的な情報発信と諸外国の研究者と

わが国の最初の労働法である「工場法」
（1911年）

の連携を目指しています。そのため、本学会は、

もまた女性・未成年者の最長拘束期間の制限と有害

研究成果を発表する学術大会を開催し、担い手育

業務の就業制限などが主な内容でした。国際労働

成のための研修を展開するとともに、研究成果と

機関
（ILO）
の最初の条約も、1日 8時間・週 48時間の

実務上の知見を広く国内外の研究者、産業保健の

最長労働時間を定めた条約（1919年）でした。まさ

担い手と共有する場として、「産業保健法学会誌」

に、労働法の出発点は、産業保健法にあったといっ

(Journal of Occupational Health Law)(略称「産

ても過言ではありません。

保法学誌」)を刊行することといたしました。

日本では、1972年に労働安全衛生法が制定され

このたび、私たちは学会誌を創刊し、会員及び

て以降、労働災害による死傷者数は顕著に減少し

会員以外の産業保健に関心のある皆さんにお届け

ました。ところが、ここ数年、減少傾向に停滞が

することをとても嬉しく思います。本創刊号は、

みられ、それどころか、労災死亡件数がわずかな

主に、2021年 9月 23・24日に行われた本学会第 1

がら増加に転じています。停滞の原因は様々です

回学術大会で行われた講演、各種のシンポジウム、

が、主に、建設・運送・介護などの職場での労災件

模擬裁判、ワークショップなどの報告・討議内容を

数の増加、特に、高齢者の労災件数の増加、個々

取りまとめたものです。これにより、読者は産業

の職場の事情に詳しい安全衛生人材の質量の低下

保健と法の最前線を窺うことができると思います。

などが考えられます。また、新たな化学物質によ

本学会誌は、国際、国内双方での情報の発信と交

るリスクの拡大、メンタル障害の増加なども深刻

流を目的として、第２号から英文誌と和文誌をそ

な課題です。フリーランスなど、これまでは保護

れぞれ刊行する予定です。本学会誌が、会員にと

の対象と考えられなかった従属的自営業者の保護

どまらず、広く産業保健と法に関心がある方にとっ

も課題となっています。さらに、一昨年からの新

て、最新の情報及び研究成果を知る機会となり、

型コロナウイルスの感染拡大は、すべての国にお

さらに相互の課題を共有する場となれば、私たち

いて労働者の健康にとって大きな脅威となってい

にとってこれにまさる喜びはありません。
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Message from the Editor-in-Chief of
the English Version of the Journal of
Occupational Health Law
Queensland University of Technology

Prof.

Richard Johnstone

I congratulate the editors of the Journal of Occupational Health Law for the
publication of the first issue of the journal in Japanese. This is a wonderful
achievement, and a significant boost for scholarship in occupational health and
safety law and policy.
I am pleased to inform readers of the Journal that an English version of the

Journal of Occupational Health Law will also be published in September 2022,
and that from 2023 two issues of the English version of the Journal will be
produced each year and published in March and September. Each September
issue of the Journal will be dedicated to an important issue in occupational
health and safety law and policy. The September 2022 issue will have a special
focus on occupational health and safety law and policy and the gig economy.
Further information about the Journal of Occupational Health Law
The aim of the English version of the Journal of Occupational Health Law
is to advance academic research and to inform policy debate and decisionmaking in all aspects of occupational health and safety law and policy, including
prevention, compensation and rehabilitation/return to work.
The Journal is interested in submissions that include analysis of legislative,
administrative, or judicial developments in a single country that have
transnational implications or that relate to potential international trends;
doctrinal (legal analytical) comparisons addressing common occupational health
and safety issues across two or more countries; empirical analyses; case studies;
analysis of theoretical, methodological or historical issues in comparative
occupational health and safety law and policy; scholarship on mixed systems
of law or of supranational legal regulation; and discussion of economic, social,
or cultural aspects of occupational health and safety law and policy and/or the
‘transferability’of legal rules or policy approaches.
Multidisciplinary and interdisciplinary perspectives on occupational health and
safety law – including from occupational health, medicine, sociology, regulatory
studies, industrial relations, psychology, social policy, criminology, socio-legal
studies and history – are welcome.
The journal is also interested in submissions that analyse important court
decisions (case notes), reports on occupational health and safety law and policy
issues (reports) and developments in occupational health and safety legislation
(legislation notes), as well as reviews of books on occupational health and safety
law and policy (book reviews). The journal will also publish occasional editorials
(including guest editorials) reporting on developments in occupational health
産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

3

【特集・第1回学術大会】Message from the Editor-in-Chief of the English Version of the Journal of Occupational Health Law

and safety law and policy from around the world.
For more information about the journal, see https://www.jaohl.jp/english/journal-guide/

Please pass on this information to colleagues in your networks who might be
interested in contributing to, or reading, this new international journal.
[Appendix]

Journal guide
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Health, Tohoku University School of Medicine)
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1.3. Administrator
Takenori Mishiba, Law

Kenichi Kojima (attorney at law, Torikai Law Of-

Professor in Faculty of Law at Kindai University

fice)

in Japan

Masahito Ishikura (labor and social security attorney; Vice-chairperson, National Association of

1.4. Board of the Association
Kōichi Kamata (emeritus professor, Toyo Univer-

Social Insurance Associations)
Miyuki Yanai (Canon Inc.)

sity; former chairperson, Labour Policy Council)
Takenori Mishiba (professor, Kindai University

Chairperson

Yoko Izumi(professor, Tohoku Medical Megab-

Akizumi Tsutsumi (professor, Public Health unit,

ank Organization)

Kitasato University School of Medicine)

Hajime Yoshida (attorney at law and director,

Deputy Chairperson

Tenma Law Office; former visiting professor,

Takenori Mishiba (professor, Kindai University

Kyoto University)

Faculty of Law)

Fujio Kayama (emeritus professor, Jichi Medical

Chief

University)

Noritada Katō (industrial physician, Fuji Electric

Takashi Kawamura (emeritus professor, Kyoto

Co., Ltd.)

University)

Naoyuki Saionji (attorney at law, Denmachō Law

Nobuo Kuroki (emeritus professor, Toho Univer-

Office)

sity; representative director, Japanese Society for

Takehiko Yamada (council member, Occupation-

Occupational Mental Health)

al Health Promotion Foundation)

Hajime Kurosawa (professor, Occupational

4

1.5. The Editorial Committee

Faculty of Law)

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

Journal guide

Toshiya Irokawa (associate professor, Occupa-

and safety law and policy, including prevention,

tional Health, Tohoku University School of Medi-
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Masaki Imura (professor, Otemon Gakuin Univer-
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clude analysis of legislative, administrative, or

Teruhisa Uwatoko (hospital associate professor,

judicial developments in a single country that

Psychiatry, Kyoto University Hospital)

have transnational implications or that relate to

Hisashi Eguchi (professor, Department of Mental

potential international trends; doctrinal (legal

Health, Institute of Industrial Ecological Sciences,

analytical) comparisons addressing common oc-

University of Occupational and Environmental

cupational health and safety issues across two or

Health)

more countries; empirical analyses; case studies;

Yūko Odagiri (lecturer, Public Health, Tokyo

analysis of theoretical, methodological or histor-

Medical University)

ical issues in occupational health and safety law

Fujio Kayama (emeritus professor, Jichi Medical

and policy; scholarship on mixed systems of law

University)

or of supranational legal regulation; and discus-

Tatsuya Sasaki (full-time lecturer, Nagoya Ga-

sion of economic, social, or cultural aspects of

kuin University Faculty of Law)
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Takayuki Hara (lecturer, Meiji University School
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of Law)
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Kōsuke Mafune (assistant professor, Department
of Mental Health, Institute of Industrial Ecologi-
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including from occupational health, medicine,
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mer visiting professor, Kyoto University)
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studies and history – are welcome.

of Industrial Ecological Sciences, University of
Occupational and Environmental Health)

The journal is also interested in submissions that

Keiichi Matsuzaki (Assistant Professor, Kyoto

analyse important court decisions (case notes),

University Health Service)

reports on occupational health and safety law
and policy issues (reports) and developments in

2. SUBMISSION

occupational health and safety legislation (legislation notes), as well as reviews of books on oc-

2.1. Aims and Scope

cupational health and safety law and policy (book

The Journal of Occupational Health Law (JOHL)

reviews). The journal will also publish occasional

is a peer-reviewed multidisciplinary journal of

editorials (including guest editorials) reporting on

international scope in occupational health law. It

developments in occupational health and safety

is published semi-annually in English and admin-

law and policy from around the world.

istered by the Japan Association of Occupational
Health Law.

The August 2022 issue of the Journal of Occupational Health Law will have a special focus on

Before submitting your manuscript, please ensure

occupational health and safety law and policy

you have read the aims and scope of the Journal

and the gig economy.

of Occupational Health Law (JOHL).
(1) Basic framework of activities
The aim of the journal is to advance academic

The greatest characteristic of this association is

research and to inform policy debate and deci-

the orientation towards problem-solving and pre-

sion-making in all aspects of occupational health

vention. Conventionally, laws have been orient産業保健法学会誌
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ed towards resolving disputes that have already

al health problem?

occurred. By having its foundation based on the

cf. how should the industrial accident compen-

knowledge that is cultivated in such a manner,

sation systems work, how should the industrial

the Japan Association of Occupational Health

accident compensation be wound up, etc.

Law (JAOHL) combines knowledge from various

For example, how should the findings of industri-

related fields and seeks to resolve and prevent

al accidents be made for chemical hypersensitiv-

legal issues concerning occupational health. We

ity or hepatitis when the effects of overconsump-

welcome everything from latest academic re-

tion of alcohol during work are suspected, and

search to practical debates concerning the chal-

how should the decision to discontinue industrial

lenges in the field. In our educational activities,

accident compensation be made in the case of

we emphasize the practical legal education of oc-

mental disorders, which can last over long terms.

cupational health professionals, such as industrial
physicians (Figure 1).

(3) Micro-level × prevention
How should the company rules and systems be
created to prevent occupational health problems
from occurring?
cf. the state of company rules and systems that
are useful for prevention, etc.
For example, if there are useful examples of decreases in the number of unwell people or trouble through the preparation of new health management regulations, there must be an analysis of
their factors and whether they can be expanded.
(4) Micro-level × ex post facto resolution

Fig. 1. Basic framework of JAOHL activities

In order to resolve the occupational health problems after the fact, how should individual meth-

(2) Area of specialty aimed toward “field-based

ods and laws be created when the parties go to

problem-solving”

court?

Our area of specialty is aimed toward field-

cf. know-how about out-of-court dispute resolu-

based problem-solving, which can be organized

tion, theories of appropriate compensation, etc.

as shown in Figure 2. While the horizontal axis

For example, if there are strategies that have

represents time, the vertical axis represents per-

contributed towards the prevention of disputes

spective, creating the following four quadrants.

at an early stage, when employees suffer unclear
health disorders outside work, there must be an

(1) Macro-level × prevention

analysis of their factors and whether they can be

How should legal systems be created to prevent

expanded.

occupational health problems from occurring?
cf. proposals for occupational health and safety
legislation, etc.
For example, how should the occupational health
and safety of freelancers and teleworkers be regulated, and how should the handling of chemicals with unknown toxicity be regulated.
(2) Macro-level × ex post facto resolution
How should the legal systems and laws at the national level be created to resolve the occupation-
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The issues that this Association will tackle for
the time being
（1） Legal system that encourages collaborative
occupational health by various stakeholders
（2） Diverse and dense work destinations, possi-

2.2. Submission
Submissions to the JOHL should be sent to:
Takenori Mishiba
Administrator
E-mail: t-mishiba@jus.kindai.ac.jp

ble health problems and legal regulations
（3） Measures to ensure health and safety in re-

2.3. Languages

sponse to the increase in double-employed

Articles can be submitted in English.

and self-employed

Authors are invited to write in a style that is ac-

（4） Future chemical substance management and
the law

cessible to academics, policymakers and a multidisciplinary audience.

（5） Criteria for certifying workers’injuries and
healing of brain/heart diseases and mental

2.4. Submission declaration statement

disorders based on the evolution of diagnos-

All submissions should be accompanied by a

tics and pathology

statement indicating that they are not under con-

（6） Scope of application of industrial accident

sideration elsewhere or have not already been

compensation for health disorders other than

published, and that they will not be submitted for

brain heart disease and mental illness

publication elsewhere without the agreement of

（7） How to properly handle health information

the Administrator.

（8） Appropriate return to work determination
（9） Appropriate way of dealing with employees

2.5. Conflict of interest statement

who have problems with personality and

Authors must provide a conflict of interest state-

development (including reasonable consider-

ment.

ation) in the workplace

Authors should disclose any potential sources of

（10）Effective countermeasures against harassment

conflict of interest. Any interest or relationship,
financial or otherwise that might be perceived as
influencing an author’s objectivity is considered

It applies an editorial policy that:

a potential source of conflict of interest. If the
authors have no conflict of interest to declare,

is committed to a rigorous analysis;

they must also state this at submission. It is the

fosters diversity and equality of opportunity by

responsibility of the corresponding author to re-

strongly encouraging submissions in English or

view this policy with all co-authors. Submitting

Japanese by authors of all generations and from

authors should ensure they liaise with all co-au-

all world regions;

thors to confirm agreement with the final state-

welcomes manuscripts related to the world of

ment.

occupational health law from all disciplines and
encourages the submission of those with an in-

2.6. Research Ethics statement

ter-disciplinary approach;

Authors must provide a research ethics state-

welcomes both theoretical and empirically-based

ment.

studies, as well as comparative and international

If the article includes a human study, the author

studies, and country-level studies that explore

should declare,

concepts, trends and institutions that are of inter-

1) he/she followed the Declaration of Helsinki,

est to an international audience;

2) the research was reviewed by the Internal Re-

promotes a style of writing that is accessible to

view Board (IRB).

both academics and policy-makers and a multidisciplinary readership.

2.7. Rights and permissions
Authors must observe the usual rules and practices regarding the reproduction of copyright ma産業保健法学会誌
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terial in their articles, assuming responsibility for

Authors have a choice of licenses, determining

obtaining permission where appropriate.

how articles can be re-used.
Authors retain patent, trademark and other intellectual property rights (including research data).

2.8. Pre-print policy
This journal will consider for review articles pre-

Authors receive proper attribution and credit for

viously available as preprints on noncommercial

the published work.

servers. Authors may also post the submitted version of a manuscript on noncommercial servers

3. PREPARING THE SUBMISSION

at any time. They are requested to update any
pre-publication versions, providing a link to the
final published article.

3.1. Formatting
Manuscripts should be submitted as Word documents. The figures of final versions should be
provided in Excel files or as vector graphics.

2.9. Copyright
Authors transfer copyright to the publisher as

Manuscripts should be submitted in“Times New

part of a journal publishing agreement. The

Roman”, font size 12, double spaced.

manuscript accepted to be published will be pub-

Each new paragraph should be indented except

lished in a periodical journal and will be freely

for the first paragraph under a heading.

accessible on J-Stage (https://www.jstage.jst.go.
jp/browse/-char/ja).

3.2. Parts and length of manuscripts

Upon acceptance for publication, authors will be

Articles should be between 3,000 and 10,000

required to sign an Exclusive License Form (ELF).

words long, including tables, boxes, footnotes
and references, with an abstract of no more than

For periodical journal(including open access) :

100 words.

Authors transfer copyright to the publisher as

The manuscript should be submitted in separate

part of a journal publishing agreement, but have

files for the following parts: (1) title page; (2)

the right to:

main text file; (3) tables, figures, appendices and

Share their article for Personal Use, Internal In-

supporting information.

stitutional Use and Scholarly Sharing purposes,
with a DOI link to the version of record on Sci-

Title page

enceDirect.

The title page should contain:

Retain patent, trademark and other intellectual

i.

property rights (including research data).

ii. The full names of the author(s), specifying the

A title containing no abbreviations;

Proper attribution and credit for the published

name of the corresponding author, i.e. the

work.

person who will have the primary responsibility for communicating with the journal during

For open access :

the manuscript submission, peer review and

Authors sign an exclusive license agreement,

publication process.

where authors have copyright but license exclu-

iii. The institutional affiliation(s) where the work

sive rights in their article to the publisher. In this

was conducted and e-mail address(es) of the

case authors have a range of rights, including:

author(s), with a footnote indicating the current affiliation(s), if different from the one(s)

The right to share or reuse their article in the

where the work was conducted;

same ways permitted to third parties under their

iv. Acknowledgments. Besides indicating any

choice of relevant end user license (together with

contributions from persons who do not meet

Personal Use rights), so long as the article con-

the criteria for authorship, any financial sup-

tains the CrossMark logo, the end user license,
and a DOI link to the version of record on ScienceDirect.
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vi. Conflict of interest statement, see section 1.5.
above.
vii. Information on rights and permissions ob-

4.1.1 References in the law field
References follow the Chicago Manual of Style
“author–date”system in the law field.

tained to reproduce material from other
sources, see section 1.6. above.

4.1.2 References in the health field
References follow the AMA Manual of Style for

Main text file

authors in the health field.

As articles are peer-reviewed, the main text file
should not include any information that might

All references should be consecutively numbered

identify the authors.

in order of appearance and listed as completely

The main text file should be presented in the fol-

as possible. All in-text citations should be given

lowing order:

in consecutive order using Arabic superscript nu-

i. Title;

merals.

ii. Abstract: describing the aims, methods, scope

For more information on this citation style, please

of analysis, results and conclusions;

refer to the AMA Manual of Style.

iii. Key words (between 4 and 8);
iv. Running title;

Reference examples follow:

v. Main text;

Journal article

vi. Classification (research treatise, dissertation,

Hosohata K, Mise N, Kayama F, Iwanaga K. Aug-

case law studies, reviews, cases, short reports

mentation of cadmium-induced oxidative cyto-

etc.);

toxicity by pioglitazone in renal tubular epithelial

vii. List of references.

cells. Toxicol Ind Health. 2019;35(8):530-536.

Tables, figures, appendices and supporting information

Book

Tables and figures should be included in the text

Mishiba T. Workplace Mental Health Law-Com-

and also supplied in a separate file.

parative Perspectives, London, Routledge, Taylor

Appendices will be published after the referenc-

and Francis, 2021

es. For submission they should be supplied as
separate files but referred to in the text.

Internet Document

If data, scripts or other artefacts used to gener-

Guidelines for Determining Probability of

ate the analyses presented in the manuscript are

Causation Under the Energy Employees Occupa-

available via a publicly available data repository,

tional Illness Compensation Program Act of 2000

authors should include a reference to the location

https://www.ecfr.gov/current/title-42/chapter-I/

of the material within their manuscript.

subchapter-G/part-81 Published May 2002. Accessed March 19, 2022.

4. HOUSE STYLE
4.2. Tables and figures
4.1. References

Tables, figures and boxes should be numbered

JOHL is a multidisciplinary journal, and authors

consecutively, in order of appearance in the text.

can choose from the following two citation styles,

Authors should indicate a source under figures

which are familiar to the author’
s academic field.

and tables, in particular indicating the source

Authors are responsible for verifying all citations

of any data used for calculations, regardless of

and quotations in the text, and the list of refer-

whether this has already been explained in the

ences before the submission of the manuscript.

text.

Incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may decrease discoverability.

4.3. Lay-out and general style points
Headings and subheadings
Titles, headings and sub-headings should be
産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

9

【特集・第1回学術大会】Message from the Editor-in-Chief of the English Version of the Journal of Occupational Health Law

numbered (following the format 1, 1.1, 1.1.1, etc.)

It is preferable to cite a precise range of pages

to indicate the level of importance.

rather than using expressions such as“p. 218 ff.”

Abbreviations, acronyms and contractions

5. EDITORIAL POLICIES AND ETHICAL CONSIDERATIONS

In general, terms and names should not be abbreviated unless they are used repeatedly (more

5.1. Peer-review and acceptance

than three times) and the abbreviation is helpful

All manuscripts undergo screening by the JOHL

to the reader. Where abbreviations are used,

Managing Editor and the Editorial Board based

each one should be expanded on its first use, fol-

on the JOHL’
s editorial policy. Those manuscripts

lowed by the abbreviation or acronym in paren-

which pass this screening stage are submitted to

theses. Thereafter, the abbreviation or acronym

a double-blind peer-review process and, if ac-

should be used rather than the full term.

cepted, to editing and translation.

Latin phrases and foreign expressions

5.2. Funding

Where these are used, they should be italicized

Authors should list all funding sources in the ac-

unless so common that they have become wholly

knowledgments section. Authors are responsible

absorbed into everyday language (e.g. bona fide).

for the accuracy of their funder designation.

Examples of the normal rule: res ipsa loquitur
amicus curiae.

5.3. Publication ethics
Authors should observe high standards with

Capitalization

regard to publication ethics as outlined by the

In articles, only the first letter of the title, subtitle

Committee on Publication Ethics (COPE). Any

and headings should be capitalized, as well as

cases of ethical misconduct will be dealt with in

any other words that would ordinarily be capital-

accordance with the COPE guidelines.

ized.
Following colons and en dashes, the first letter of

In making this guidance, we referred to the fol-

subtitles are also capitalized. E.g.: Welfare and

lowing materials and website.

labour market regimes: A review of earlier work
In source citations, however, regardless of the
capitalization of the original, English language

download/pdf/ILR_Guidelines_Submitting_
manuscripts_EN.pdf

titles of works are capitalized except for articles,

https://www.onlinelibrary.wiley.com/page/

conjunctions, prepositions (“regarding”,“con-

journal/1564913x/homepage/

cerning”and“respecting”are treated as prepo-

productinformation.html

sitions), unless they are the first or last word of a
title.

https://cllpj.law.illinois.edu/editorial-policy

Initial capitals should be used for the short titles

https://www.elsevier.com/about/policies/

of legislative texts and international instruments.

copyright
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/

Page references
Page references should be set out in full, e.g. pp.
123–124 (not 123–4).
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大会長講演
Chairman's speech

日本産業保健法学会設立の狙い

Aim of establishing The Japan Association of Occupation Health Law（JAOHL）
第1回学術大会大会長 , 本学会設立発起人・副代表理事 , 近畿大学法学部教授

三柴 丈典

The First Academic Congress Chairman
The Initiator of this Association, Deputy Representative Director, Law Professor of Kindai University Faculty of Law
Takenori Mishiba

[要 約]

現在、産業保健の分野では、精神疾患や生活習慣病など、責任の所在の判定、適
切な予防方法の解明が難しい問題が沢山起きている。病のせいか性格のせいかが不
分明なトラブルも生じている。こうした問題を解決するためには、単に労使を対立
させ、利害を調整するのみでは足りず、労使やその他の関係者（病院、リハビリ機
関、家族など）を資源とみなし、それらの連携を図るための法制度を考案する必要
もある。また、職域には、それ以外にも複雑なリスクが多くあり、増加傾向にある
が、労働安全衛生法は、その全てに対応できていない。そこで我々は、法の知識を
ベースとし、関係する多分野の学問の知恵を結集し、そうした課題の解決を図るた
めの学究活動を行うこととした。
その最大の特徴は、問題解決志向と予防志向にある。従来の法学は、既に生じた
紛争の事後的な解決を志向してきた。本学会は、そこで培われた知見を基礎とする
ものの、関係するさまざまな分野の知見を総合して、産業保健に関する法的な問題
の解決と防止を図る。最先端の学問研究から、現場的課題についての実践的な議論
までを誘う。教育活動では、産業医など産業保健の専門職への実践的な法教育を重
視する。
この学会の創設には、厚生労働省をはじめとする多くの団体、個人の協力を得た。
[ キーワード ] 産業保健法 , 労働安全衛生法 , メンタルヘルス , 生活習慣病 , 学際 , 問題解決
[Abstract]

Currently, in the field of occupational health, there are many problems such
as mental illness and lifestyle-related illness that are difficult to determine the
responsibility and to clarify the appropriate preventive method. There are
some unclear troubles, whether it is due to illness or personality. In order to
solve these problems, it is not enough that the legal system simply puts labor
and management at odds and adjusts interests. It is also necessary to devise a
legal system for cooperation between labor and management and other related
parties (hospitals, rehabilitation institutions, families, etc.). There are many other
complicated risks in the workplace, which are on the rise, but the Occupational
Safety and Health Act is not tackling all of them. Therefore, based on the
knowledge of law, we decided to gather the wisdom of related multidisciplinary
academic fields and carry out academic activities to solve such problems.
The greatest characteristic of this association is the orientation towards
problem-solving and prevention. We welcome everything from latest
academic research to practical debates concerning the challenges in the field.
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In our educational activities, we emphasize the practical legal education of
occupational health professionals, such as industrial physicians.
The establishment of this society was supported by many organizations and
individuals, including the Ministry of Health, Labor and Welfare.
[Keywords] Occupational Safety and Health Law, Industrial Safety and Health Act,
mental health, adult diseases, interdisciplinary, problem solving

1. はじめに～本学会の目的～

行動傾向の問題かが不分明なケースであり、その

冒頭に、この学会の目的を端的に示せば、

際の復職判定で、産業医が復職不可の判定を事業

①産業保健を、法的側面からも推進すること、

者から依頼されることもある。これは基本的に労

②産業保健にかかる法的問題をリファーできる専

働事件であって、労働法の所管だが、労働法は、

門家を増やすこと、

従前は、労使対立を前提としており、その背景に

③産業保健実務者に法を踏まえた問題解決能力を

は労働組合を媒体とする思想対立が潜在すること

高めて頂くこと、高めるための手法を探究する

が多かった。しかし、昨今現場で多発している（少

こと、

なくとも形式的には）健康に関する事件は、対立軸

④法を予防的に活用する流れを作ること、

が、組織や業務と本人の相性や愛される自信の有

⑤安衛法上の積み残し課題の解決を図ること、

無（生まれや育ちに関わることが多いと思われる）

の 5点に集約される。

であることも多く、従来型の利害対立調整基準ば

これらは総じて、
「対話と納得行く職業生活の支

かりでは解決が難しい。

援」に結びつく。

また、有害性が明らかでなく、従って、特別規

現在、産業保健業務では、既存の分野単独では

則の規制を受けていない化学物質の不適切な取扱

解決困難なグレーゾーン問題が多々生じている。

いで、労働者が疾病障害に至るような古くて新し

例えば、もとより労働能力が不足していたり、職

いケースも継続している。

場秩序を乱すなどして周囲に問題視されていた労
働者に病気休職が命じられたが、臨床症状が改善
しても事業者に復職を拒否され、紛争化するケー
スがよく生じている。つまり、疾病の問題か性格・

こうした問題の解決には、AIでは困難なスキルが
求められている。
筆者は、当面 AIには困難な人間的な要素を以下
のように理解している。

1）無から有を生み出す想像力
AIは、学習能力は高いが、何もない所に何かを生み出すことは難しい。
2）価値判断力（決定力）
どれが正解とも言い切れない様々な考え方のうち、いずれかを価値選択することは、AIには難しい。
3）人を説得する力（納得形成力）
AIにはプログラムされた／学習により獲得された一定基準に応じた公正な人事評価が可能だが、そ
れでも AIによる評価には抵抗感を持つ労働者が多い（「総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす
影響に関する調査」
（平成 28年）
）
。逆に、人間には、必ずしも論理的でなくても、人を納得させる
力があったりする。
4）筋を読む洞察力
スポーツの審判も、かなり機械が果たすようになってきたが、たとえばサッカーで、人間の審判は、
たとえ敵陣のファウルがあっても、攻めの勢いがある場合、あえてファウルを取らないことがある。
こうした筋読み（総合判断・洞察）は、裁判や法律実務にも／にこそ求められるが、当面、AIには困難
だろう。
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5）人を愛する力、人に愛される力
鉄腕アトムのような機械が現れるまで、まだかなり時間がかかるように思われる。
昨今特に求められている、不調者と職場や仕事

しかし、特に個人的な労使関係において、事件

とのマッチングのような産業保健の業務にはこう

化は概ねコミュニケーションの失敗（の積み重ね）

した人間的要素が欠かせない。それは、紛争解決

である（＊そもそもコミュニケーションが成立し

や犯罪処罰、ひいては社会秩序の維持・形成等の非

ない場合、遡れば、採用時のコミュニケーション

科学的な目的を持つ法律学や法実務でも変わらな

の失敗とも言える）。また、労働事件の裁断は、判

い。

断基準の創造の連続である。特に当事者の過失の

たしかに、法の基本的役割は、一見産業保健ほ

判断は、その当事者が「損害回避（未然防止）のた

ど創造的、開発的ではない。このことを、Dilts氏が、

め何をすべきだったか」の考案になるので、現代

Gregory Bateson氏の考え方を基礎に体系化した

的な健康問題では、なおさらそうだろう。よって、

人間の意識レベルの図（図 1（ニューロロジカルレベ

労働裁判例を失敗学の素材として、関係者の予防

ル）
）
に即して言えば、次のように言える。

行動に活用することは、法的責任のリスクヘッジ

図1

と、トラブルの未然防止の双方に貢献する。また、

ニューロロジカルレベル

労働安全衛生法は、人や組織の安全行動（やそれを
支える意識）に向けた働きかけを本質の 1つとして
いるので、もとより事業場で使用する機械や化学
物質の製造者等を規制対象としたり、安全衛生管
理体制の構築や専門家の活用、安全衛生教育を労
働者に義務づけることを定めるなど創造的、多面
的であり、労働法の中でも、もっとも労働法らし
くないと言われる。
こうした認識を踏まえ、予防を志向するこの学

原典は、Robert B. Dilts (2003) From Coach to Awakener, Meta Publications etc.
この図と邦語訳は、株式会社 CPI 会長
（元 NLP 研究所代表）
の堀井恵氏による。

会では、法の趣旨や裁判例などに現れる予防のレ
シピを踏まえつつ、多職種間の対話、それを通じ

すなわち、この図では、下層ほど表面的に意識

た個人と組織の安全行動、そして成長と適応を図

しやすく、可変的で、対話が成立し易く、上層ほ

る。また、それを促す法政策論や法解釈論の展開

どその逆ということになる。例えば、労働問題で

を図る。その際、学際、国際、現場、理論の 4視点

いえば、労働時間・賃金や配置・室温などの労働条

を重視する。

件や作業環境の問題であれば、対話による調整が
容易だが、個々人が何に生きがい・やりがいを感じ、
美徳／恥と感じるか等は、対話して違いが浮き彫

2. 学会の必要性を窺わせる具体例：神奈川 SR経営
労務センター事件 1）

りになることはあっても、接近は難しい。能力は

昨今、産業医業務の多くは、メンタルヘルスと

教育や経験で向上させられるので、困難だが対話

生活習慣病に関わる問題への対応になっている。

による調整の可能性がある。

中でも、発達や性格傾向が職場環境に適応しない

さて、法は、実際には自己認識や価値観の違い

労働者への対応が懸案となり、時に訴訟にまで発

が背景にあることも多い事件を、概ね金銭や人の

展する。典型例の 1つが、神奈川 SR経営労務セン

行動などの条件の（確認・強制の）問題に化体させて

ターほか事件（第 3次訴訟の 2審は東京高判平成 30

裁断し、けじめを付けたことにする。

年 10月 11日 D1-Law判例体系 28264836）である。

1）この節の記載は、三柴丈典「産業保健と法～産業保健を支援する法律論～：産業保健法学の狙い～日本産業保健法学会の設立を控えて～」産業医学レ
ビュー 33巻 2号（2020年）84-86頁及び三柴丈典「産業医制度はなぜ必要なのか～働き方改革関連法の施行を踏まえて改めて考える～」DIO（連合総
研レポート）
33巻 5号（2020年）4-5頁による。
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このケースでは、同種同根の問題から、既に 4つ

の責任もある。であれば、センターの運営者や本

の訴訟が提起されている。元を正せば、社会保険

人に陰性感情を持つ周囲の事務員らに対しては、

労務士が運営する同センターが、おそらくは、そ

表向き、
「本人にスムーズに辞めてもらうためにも、

の組織とあまり相性の良くない事務員を採用した

復職させる必要がある」などと説得し、その方法

こともあって、ハラスメント問題に発展し、事務

を徹底的に討議させて、成熟化（≒多様な個性を受

員から訴訟が提起された後、センター側が一定金

け入れる力）を誘う一方で、本人に対しては、復職

額を支払い、ハラスメント防止策をとること等を

後、充たすべき職務上の条件（やるべきこと・やっ

内容とする訴訟上の和解で終結した（これは、訴訟

てはならないこと）を説明して合意をとり、復職後

実務上、センター側がハラスメントの存在を認め

も経過を観察する。また、その過程で、一方では

たのと同じような意味を持つ）。しかし、その後も

本人によい距離感で共感できる人物を相談相手と

対立関係は継続し、事務員は、和解条件が守られ

して状況報告を受け、他方では、本人に、やるべ

ていないとして 2次訴訟を起こし、その請求は認容

きこと・やってはならないことを毅然と伝える。つ

された。そのうちに、事務員は、うつ状態となっ

まり、
「北風と太陽」ならぬ、
「太陽と北風」で臨む

たが、センターから休職命令を受けて療養し、臨

ことで、望ましい行動に近づけつつ、本人がそう

床症状は改善したため、主治医の診断書を添えて

できない場合には、納得して休退職してもらえる

復職を求めたところ、心療内科を臨床上の専門と

条件整備に努める。

するセンターの嘱託産業医は、性格・人格的な問題

もっとも、今となっては難しい面もあろうから、

から復職不可との意見を述べ、センターも復職を

「時間をかけて」、一定の金銭支払を前提に退職交

拒否して休職期間満了による退職措置を講じたた

渉を誘うのも一案だろう。時間をかけるのは、通

め、3次訴訟が起き、結局、退職措置は違法無効と

例、労働者にとって不就労状態の長期化は不利益

された。その後も、センターが給与を支払いつつ

だし、双方が冷静になる時間を要するためである。

も復職させずにいたところ、遂にはセンターの嘱

では、そうした解決策はどのような学問から導

託産業医を相手方として名誉毀損等に基づく損害

かれるのか。事後的な事件の解決のため、現行法

賠償請求訴訟が提起された、という経過である。

の解釈適用のありようなどを探究してきた法学、

このケースの 1審被告は人事労務問題に詳しい社

疾患概念の確立と診断法、治療法の開発運用など

会保険労務士の団体等であり、心療内科を専門と

を探究してきた医学、人のこころや行動、発達の

する嘱託産業医も代理人弁護士もいる、という体

メカニズムの記述や説明などを探究してきた心理

制のもとで、事態は沈静化せず、悪化した。以前

学など、どの分野をとっても、単独での導き出し

であれば、実際には、退職勧奨や解雇で終わって

は難しい。たしかに、紛争解決学や組織心理学は

いた問題なのかもしれないが、今は、ハラスメン

比較的近い課題を設定しているが、失敗学の集積

トなどとして事件化し易い。では、産業医は、ど

ともいえる法学を基礎としておらず、学際に成功

うすれば良かったのか。

しているとも思われず、未然防止を射程に入れて

筆者の私見では、本件で、産業医には、組織全

おらず、目的が学術的に過ぎて明確でないか、一

体をよく観察した上で戦略的な動きをとる必要が

般的すぎる。そうなると、多様な経験を持ってい

あったと考える。仮に最終的には退職させるとい

る実務家に魅力を感じさせ、裏話や暗黙知を引き

う結論を持っていたとしても、そこに至るまでの

出す力も限られてしまう。

手順をアドバイスすることなく、短兵急に組織の

結局、科学的、論理的蓄積のある分野の専門性

運営者が望んでいると思われる結論だけを伝える

を深めたうえで、関係する複数の分野の情報を収

と、かえって労使双方に不利益を与えることがあ

集しつつ人と対話し、自分自身、現場の人間関係

る。このケースでは、センターの運営者や本人の

や組織関係の軋轢と克服の体験を多く重ね、戦略

周囲の事務員らの対応にも未熟な面があったと思

的思考を磨かなければ、そうした解決策にはたど

われる。運営者については、そもそも採用や配置

り着かないのではなかろうか。
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3. 私傷病者に対する行政と司法

図2

私傷病者への対応

の姿勢と産業保健専門職の
役割 2）
昨今の私傷病者に対する行政
と司法の姿勢、それを踏まえた
産業保健専門職の役割を筆者が
図式化したのが、図 2（私傷病
者への対応）である。以下では、
この図に即して論じる。
現在、日本では、世界的にも
トップスピードで少子高齢化が
進行しており、集団より個人を
尊重する意識も、以前よりは強
くなっている。
作図：三柴

こうしたマクロ的変化も受け
て、厚生労働省の労働安全衛生政策の重点も変化

影響下にあると認められる限り、違法とする例が

してきた。以前は、建設現場での転落防止や、ア

増えて来ているように見受けられる（例えば、カン

スベストへのばく露による中皮腫罹患の防止など、

ドー事件東京地判平成 17年 2月 18日労働判例 892

業務上のリスク対策を軸としていたが、政策の比

号 80頁、京都府立大学事件京都地判平成 28年 3月

重が健康に移行するに連れ、メンタルヘルス不調

29日労働判例1146号65頁など）。こうした流れは、

など、一般的に業務上とは言い切れない又は／及

私傷病者への不適切な対応による疾病の発症や増

び疾病を生じるとは言い切れない問題に対応し始

悪を業務上と解釈する可能性を拡大する。さらに、

め、遂にがんを発病した労働者の就労支援にまで

近年、障害者雇用促進法が、障害者の障害や個性

及んでいる。これは、いよいよ安全衛生政策が労

などの特性に応じて、できる限り、個別的な就労

働者の生き方や働き方に踏み込み始めたというこ

支援策を講じるべきこと等を内容とする合理的配

とであり、厳しく言えば「お節介」と言えなくも

慮義務を定めるなど、事業者に障害者の就労支援

ないが、上述の状況からも、個々の労働者の健康

を求める法整備が進んで来ており、特に発達障害

と就労を丁寧に支援する必要が生じているという

については、独立した支援法が制定されているほ

ことである。

か、障害者雇用促進法に基づき、他の精神障害と

こうした政策の流れとほぼ歩調を合わせ、裁判

は別個になすべき配慮が関係指針で示されるなど、

所も、疾病障害者らに対する法的救済の水準を引

積極的な配慮が求められている。こうした法政策

き上げてきた。例えば、安全配慮義務の一環とし

の動きは、裁判所による雇用契約の解釈、解雇の

て、労働者の素因（基礎疾患や疾病を引き起こしや

正当性の判断などの面で、民事裁判にも影響する

すい資質など）を疾病の発症や増悪に至らしめない

（合理的配慮義務を盛り込む障害者雇用促進法の改

よう配慮する健康配慮義務を、脳心臓疾患にかか

正前ではあるが、好例として阪神バス（勤務配慮）

る事案を中心に認める例が相当数にのぼっている

事件神戸地尼崎支判平成 26年 4月 22日判例時報

（ただし、健康配慮義務という用語を使用した例は

2237号 127頁が挙げられる）。

さほど多くない）
。また、日本では、もとより労働

他方で、法には、社会の秩序をつくり、維持す

者の解雇には民事裁判において厳しいハードルが

る役割があるため、一定の支援のもとで長期間経

設けられて来ていたが、職場で問題行動をとる精

過しても契約に沿った働きができない不調者に対

神障害者についても、そうした行動が精神障害の

しては、いわば「ケジメ」の根拠も提供している。

2）この節の記載は、三柴前掲・産業医学レビュー（2020年）86-89頁及び三柴前掲 DIO（2020年）6-8頁による。
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合理的な就業規則は労使間の契約として法的拘束

場に適応できるような支援方法を関係者と協議し、

力を持つので、そこに、常識的な療養期間と共に、

試行錯誤する。産業保健において決定的に重要な

それが経過した場合の休職や退職措置を定めてお

のは、おそらく職務や職場への適応の支援である。

けば、概ね有効と解される。また、日本の民法典

それを疾病性に関する丹念な調査に基づいて行う

の個別規定は、雇用契約についても解約自由原則

ことが求められる。環境適応の支援という以上、

を採用してきたし、契約を果たせなければ、解除

環境変化の努力が必要となることもある。そして、

できる旨も定めてきた。確かに、民事法の解釈運

産業医らにとって重要性が増している就業判定の

用上、労働者の解雇は厳しく制約されてきたし、

業務は、専門家として独立して行わねばならない

その後、労働契約法第 16条に解雇が民事上は容易

こともあろうが、望むべくは、そうした過程を踏

に許されないことが明記された。けれども、民法

む中で、関係者に自ずと回答が共有されるよう、

上、本来、労働者の解雇が自由であり、契約の趣

理性的に手続を尽くすことが望まれる。この際、

旨に沿った働きができなければ解除され得るとい

産業医は、臨床医のように医療体制のトップに立っ

う原則は維持されている 。加えて、公務員に関す

て、自己完結的に治療を行うのではなく、関係者

る国家・地方公務員法には、疾病障害により就労が

を巻き込んで、本人と職務や職場をマッチングさ

困難な者や、労働能力が著しく低い者に対する分

せるためのファシリテーターの役割を果たすこと

限処分（降任、免職、休職）が定められている。諸

が求められる。その過程で、産業医以外にもその

事情から、実際に行使されることは少ないが、問

役割を分割承継する者を育成する必要もある。

3）

題行動を繰り返す公務員（後に国立大学法人のみな
し公務員となった者）について、能力以下の仕事し
か指示せずに在職させ続けるのではなく、そうし

産業医がこうした手続を踏んだにもかかわらず、
同人やその就業先が敗訴した例は見当たらない。
産業医がこうした業務に取り組むことは、実は、

た処分を適正に下すべきだった旨を述べた例もあ

その産業医を選任した事業者にとって、法的に求め

る（兵庫教育大学事件神戸地判平成 29年 8月 9日労

られる配慮（図 2の左枠）を果たすことに繋がる。産

働経済判例速報 2328号 23頁）。

業医の業務は、法的には事業者の補助ないし代行

となると、事業者としては、疾病障害を持ち、

なので、産業医による真摯で適正な産業保健業務

それが何らかの問題を生じている労働者らに母性

≒事業者による法的な配慮ということになり、事

と父性のいずれで対応すれば良いのか、悩むこと

業者は、それでも奏功しない場合に初めて、ケジ

になる。そこで、適正な判定の役割を期待されて

メを以て臨むことも可能になるということである。

いるのが産業医らの産業保健の専門家である。
彼／彼女らは、担当労働者に不調者が生じたら、

なお、図で示した左枠（救済）と右枠（ケジメ）の
関係は、前項で記した「太陽と北風」にも例えら

先ず、その者のプライバシーに配慮しながら、そ

れる。法を俯瞰してみれば、産業保健でもその両

の疾病性（どのような疾病にどのレベルで罹患して

面が重要なことが示唆される。おそらく、支援の

いるか）を調べ、それと並行して／その後に、その

対象者の認識に偏りが強い場合ほど、支援者側の

事例性（その疾病が、働けない、周囲に迷惑をかけ

対応のメリハリが求められる。

るなど、具体的にどのような問題を引き起こして
いるか）を調べる。その際、主治医を含め、本人の
関係者からなるべく多角的に情報を収集する。そ

4. 日本の安衛法政策の展開過程からみた本学会の
意義 4）

うして本人にもその職務・職場にも詳しくなった上

日 本 の 安 衛 法 は、 道 交 法 な ど と 同 様 に、 人 の

で、事例性を緩和して、本人が少しでも職務や職

生命・身体・財産を主な保護法益として来た。そ

3）したがって、たとえば、違法な解雇が労働者の心を傷つけたとしても、通常は、労働者としての地位の確認（いわば復権）と未払い分の賃金を支払え
ば済むとされ、それ以上にハラスメントなどとして慰謝料の支払いが認められることは少ない。その理由は、まさに、解雇が本来使用者の権利だか
らと説明されてきた（ワタシン事件東京地判平成 11年 3月 19日労働経済判例速報 1707号 17頁など。その他の関連裁判例は、佐々木達也「違法解雇
と不法行為にもとづく損害賠償」労働法律旬報 1787号（2013年）60-65頁に掲載されている）。
4）この節の記載は、厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）『労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研究（研究代表者：
三柴丈典）
令和 2年度研究報告書』（2021年）3-4頁による。
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して、どちらも、3E（規制（Enforcement）、技術

の記載もそうした義務違反の参考とされてきた。

（Engineering）
、教育（Education））等による安全

特に脳心臓疾患や精神疾患にかかる健康配慮義務

行動の秩序（無形財）の形成を図ることで、社会・経

の展開が著しい。

済条件等の変化の中で、大きな災害防止効果を挙

こうした変遷はあるが、災防効果を挙げるため

げてきた。安衛法の場合、以前は、技術者が解明

に、①達すべき目的、②構築すべき体制、③方法

した労災の再発防止策をそのまま義務規定とした、

論の明示が重要であることに変わりはない。しか

いわば技術仕様書的性格が強かったが、それのみ

し、技術仕様書的に箸の上げ下げまで規定して強

では十分な災防効果を挙げられなかった。そこで、

制する方策は、不確実性（原因と対策が不明確なこ

災害防止団体法とそれを引き継いだ現行安衛法に

と）が強く、そもそも有害性が不分明なリスク（？）

経営工学等を活用した対策が盛り込まれて、災防

には対応できない。策定に合意を得にくいし、適

効果が現れた。典型例は、発注者や元請事業者等

用しても有効とは限らないからである。心理社会

に作業場の安全を統括管理させる規制や、両罰規

的なリスクに至っては、そもそも毒にも薬にもな

定などを通じて経営利益の帰属主体である事業者

る面があって、つかみ所がない。そこで、化学物

に最終責任を負わせると共に、安全管理者や衛生

質管理を先駆として、個人や組織の自己決定（自分

管理者、作業主任者などの専門知識を持つ担当者

に関わることは自ら決めること）を許容するような

を活用するよう義務づけた規定である。

方策が模索され始めている。すなわち、充たすべ

その後、機械や建築などの典型的な安全問題に

き作業環境条件などの①を明示し、②として一定

比べて、リスク要因や有効な対策が不明確だった

の専門家の選任を義務づけつつ、③はなるべくガ

り、個別性が求められる衛生問題や健康問題に焦

イドライン等のソフト・ローとして、事業場の実情

点が当たると、作業環境測定法、長時間労働面接

に応じた方法論を許容するような方策（基準の性能

制度、ストレスチェック制度のように、専門家の

要件化）の可能性が模索され始めている（厚生労働

活用を重視する法制度の整備が進んだ。近年は、

省「職場における化学物質等の管理のあり方に関

がん患者の治療と就労の両立支援、副業・兼業・フ

する検討会報告書」（令和 3年 7月））。そこでは、

リーランスの健康促進策のように、安衛法に基づ

製造・輸入などの上流から、その取り扱い、廃棄な

き、労働者のみならず、使用者、個人事業主らを

どの下流に至る過程に関わる関係者間でのリスク

保護対象として、労災疾病の防止のみならず、労

情報の共有が重視されている。

働時間の適正化、適正なストレス下での持続的就

こうなると、重要性を増すのが労働衛生や産業

労など、QOLや QOWLの実現を図るような政策も

保健の専門家である。近年、労働安全衛生法が、

進められている。これは、技術的法制度が社会的

健康管理のリードを託そうとしてきたのが産業医

法制度に変質してきたということである。

である。産業医は医師だが、その業務の殆どは医

こうした法制度の展開を通じて、技術的な再発

行為には当たらない。労働者が疾病に罹患した場

防止策をルール化した安全衛生基準の整備や、安

合の治療の振り分け（医療受診の要否や受診科の判

全衛生技術の開発は進んだが、リスク創出者等の

断）、主治医とのやりとり、疾病性の確認、その

管理責任負担原則や、経営者・組織の意識や知識の

他、診断的要素が含まれる対個人的業務について

向上、未解明のリスク対応などの積み残し課題も

は、医行為かそれに類する行為であって、医師資

多い。そうした課題が集積している好例が、化学

格が必要だろうが、健診を自ら行う産業医が少な

物質対策である。もっとも、電通事件最高裁判決

いこともあり、法定業務の殆どはそれに当たらな

（最 2小判平 12年 3月 24日民集 54巻 3号 1155頁）

い。安衛法は、産業医の事業者への意見や勧告の

などが強いドライブとなって、民事法上の安全・健

権限を定めているが、これは、医師の信頼を活用

康配慮義務が発展し、使用者らに安全衛生ないし

しようとしている面もあると解される。

健康上のリスク管理を幅広く求めるようになって
おり、事件の筋によっては、ガイドラインレベル
18
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の業務の最終目的は、各組織が

図3

本学会の取扱い範囲

抱える健康課題の解決とも言
え、実際の業務は「説得」や「調
整」が多くなる。だからこそ、
冒頭で掲げた AIには困難な人間
的要素が求められる。法は、形
式論的には非人間的な面がある
が、その趣旨はけっこう人間的
なので、特に生きた法である裁
判例を素材とすることで、そう
した作業に貢献する。
5. 本学会の取扱範囲（scope）と
当面の代表的検討課題
本学会の守備範囲は、図 3のように整理できる。

作図：三柴

調者が減少した、トラブルが減少したなどの好事
例があれば、その要因分析と展開可能性など

横軸に時間を、縦軸に視座をとると、次のような 4
象限が想定され、本学会はその全てを取り扱う。

④ミクロ×事後解決領域

①マクロ×未然防止領域

の個別的な手法や、訴訟化した場合の法解釈はい

産業保健に関する問題の未然防止のための法制
度はいかにあるべきか
Cf.労働安全衛生法の立法提案など
例えば、フリーランス、テレワーク労働者に対
する労働安全衛生規制のあり方、危険有害性が明
確でない化学物質の取扱いにかかる国の規制のあ
り方など
②マクロ×事後解決領域
産業保健に関する問題を事後的に解決するため
の国レベルの法制度や法解釈はいかにあるべきか
Cf.労災補償制度のあり方、労災補償の停止のあ
り方など
例えば、業務上のアルコールの過剰摂取の影響
が窺われる肝炎、化学物質過敏症への労災認定の
あり方、長期化し易い精神障害による労災補償の

産業保健に関する問題を事後的に解決するため
かにあるべきか
Cf.訴訟外での紛争解決のノウハウ、適正な賠償
理論のあり方など
例えば、従業員に業務上外が不分明な健康障害が
生じた際に、その紛争化の水際での防止に貢献し
た方策があれば、その要因分析と展開可能性など
このうち、③については、示唆的なデータがある。
以前、厚生労働科学研究費により企業等でメン
タルヘルスに関わる方々を対象に実施した社会調
査（『諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効
果と我が国への適応可能性に関する調査研究・報告
書』（2013年）653頁以下）で興味深い結果が出た。
メンタルヘルスに関する組織内規定の整備状況に
ついて尋ねたところ、不調者への就業上の配慮や
人事措置（約 58％）、産業医との面談等（約 55％）、

適正な停止の判断のあり方など

休復職管理（約 53％）などに関するものがよく整備

③ミクロ×未然防止領域

ストレス耐性の強化（約 2割弱）などに関するものは

産業保健に関する問題の未然防止のための社内
の規定や制度はいかにあるべきか
Cf.予防に役立つ社内規定・制度のありようなど
例えば、新たな健康管理規定の作成により、不

され、逆に、主治医との連絡（約 2割弱）、個々人の
あまり整備されていなかった。つまり、就業管理
については積極的に規定し、個人的事柄と解され
ることへの介入を避ける傾向が窺われた。そのう
えで、規定の効果を尋ねたところ、実に、回答者
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の約 41％が、不調者の減少に「貢献している」と

は、自治医科大学名誉教授である香山不二雄氏に

回答した。生じたトラブルの解決ではなく、防止

委嘱した。投稿された原稿の initial checkや、そ

への貢献を問うたにもかかわらず、4割以上が肯定

の 後 出 版 ま で の 進 行 を 担 う Administratorに は、

したことは軽視できない 。ルールの活用が、関係

筆者が就任した。

5）

者の納得を誘う可能性が示唆される。

Johnstone教授は、世界的にも珍しい労働安全
衛生法の立法技術を専門とする法学者で、専門は

上記の守備範囲に含まれ、当面重要と考えられ

法学だが、フィールドワークまで行い、国の労災

る代表的検討課題としては、以下のようなものが

防止に大きく貢献してきた他、母国での法社会学

想定されており、既に特命委員会を設けられ、継

会の設立、労働法学ジャーナルでの editor、ロー

続的検討が予定されているものもある（③④⑤）。

スクールでの法教育など、活躍の幅が広い。

①様々なステークホルダーによる連携的な産業保
健を促す法制度の在り方
②多様で濃密な働き方の行き先、生じ得る健康問

paperの業績数は 200を超えるのではないかと思
われる。フリーランサーなどの雇用類似の法律政
策についても、Springerなどの国際的出版社で研究
書を公表している。ILOや EUの労働政策にも重要

題と法的規制の在り方
③兼業者や雇用類似の契約者の増加等に対応する

な関与をしている。
Kloss教授は、産業医が法制度化されていないイ

安全衛生の確保策
④これからの化学物質管理と法

ギリスで、産業医その他様々な産業保健職の職業

⑤診断学や病理学等の進化を念頭に置いた、脳・心

倫理の確立に、研究と社会活動の両面で長年貢献

臓疾患及び精神障害の労災認定や治癒の判定基準

してきた。すなわち、イギリスの産業保健職の業

⑥脳心臓疾患や精神疾患以外の健康障害への労災

務の枠組み形成に大きな影響を与えてきた。教授
の 手 に よ る Occupational Health Law, Wiley-

補償の射程
⑦健康情報の適正な取扱いの在り方

Blackwellは、イギリスで分野のバイブルとなって

⑧適正な休職・復職判定の在り方

おり、第 6版に至っている。労働審判所の非常勤審

⑨パーソナリティや発達の問題が窺われる従業員

判官も務め、労使双方に貢献する法学という観点

への適正な対応の在り方（合理的配慮のありよう

を磨いてこられた。MBE（爵位）を授与されている。
こ の ２ 教 授 が、 既 に、potential reviewer,

を含む）
⑩ハラスメントへの実効的対応策

contributor、今後の特集テーマ候補のリストを作
成して下さった。このうち Johnstone教授は、世

6. 和文及び英文ジャーナル（Journal of
Occupational Health Law：JOHL）の発刊
本学会は、和文及び英文のジャーナルを発刊し、

界中の数多くの関係者へジャーナル発刊を告知し、
2022年春号への editorial（編集者だより）の寄稿を
確約し、また 2022年秋号の特集テーマ（ギグエコ

J-Stage等の WEBサイトで公表することを予定し

ノミーと安全衛生法）を確定し、投稿者を確保して

ている（合わせて、国内外の主要大学図書館に紙媒

下さるなど、とても精力的にリードして下さって

体を送付することも予定している）。

いる。同教授からの通信で、国際労働法研究ネッ

特筆すべきは、英文ジャーナルの発刊である。

トワークの WEBサイトに本誌の案内が掲載されて

法律領域の Editor-in-chiefは、元オーストラリ

いる（http://labourlawresearch.net/news/new-

ア国立大学教授で、現在はクイーンズランド工科

journal-occupational-health-law）
。Kloss教授も、

大学で教授を務める Richard Johnstone氏、同じ

UK国内の産業保健関係者に広く本誌を紹介して下

く Editorとして UKのロンドン・サウスバンク大学

さった。

で教授を務める Diana Kloss女史（MBEの勲位を

第 2回大会では、オーストラリアでのギグエコノ

受けている）に委嘱し、健康領域の Editor-in-chief

ミーと労働安全衛生法について、遠隔講演を行っ

5）三柴丈典「社内規定はメンタルヘルス問題の解決に役立つか」ビジネス法務 2019年 6月号（2019年）1頁。
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て下さる予定である。第 3回大会には、Kloss教授
の招待講演を実現できればと考えている。
このように、今のところ、発刊準備は順調に進
んでいるが、一般に、設立当初の学会が英文ジャー
ナルを発刊するのは容易ではない。では、なぜ発
刊を着想したのか。
第 一 に、 産 業 保 健 法 学 と い う 領 域 の 専 門 家 が

負担をかけた。
それでも、
「救い」と感じることも多かった。
先ず、国内では、後掲する熱心な協力者、国外
では、上記 editorらの存在である。
予防の領域には良くも悪くも人生で紆余曲折を
辿った個性的な方が多く、こうした個性的な取り
組みにも共感して頂ける方が結構おられると感じ

少なく、国内だけでは著者が不足すると考えた

ている。関係業界の指導層にも、利益誘導より、志、

た め で あ る。 そ し て、 現 段 階 で、 産 業 保 健 法

開発、人間味などに共感して頂ける方も確実にお

（Occupational Health Law）や労働安全衛生法

られると感じる。良い意味で、「パワフルな変わり

（Occupational Health and Safety Law）に関す

者」こそ開発ができるのでは、と感じて来た。また、

る専門ジャーナルが存在しないことは確認してい

予防の領域は、厚生労働省がリードしているもの

たので、どうせなら、国際的な対話を誘い、世界

の、臨床ほどどこかの組織が決定的に支配権を握っ

をリードできる国際誌を発刊したいと目論んだ。

ていないので、必要ならば、新しい流れも受け容

着想から editor探し、自己紹介とコミュニケーショ

れられ易い感じがする。

ン、企画構想などでは、筆者自身の海外での英文
研究書の出版経験 や英語論文の公表経験が役立っ
6）

たと思う。

次に、産業保健制度の生みの親である、厚生労
働省の陰日向のご支援である。
第三に、（望ましいことではないが、）産業保健に

邦 語 版 の 健 康 領 域 の 編 集 長 に は、Journal of

かかる現場問題の増加である。冒頭に述べたよう

Occupational Healthの Editor-in-chiefである堤

に、現に 1職種では対応が困難なグレーゾーン問題

明純教授、法学領域の編集長には筆者が着任した。

が増加している。生の事例を素材とする対策検討
会など、多様な経験や専門性を持つ方々の交流の

7. 設立作業の過程で直面した困難

場を設けて対話を継続することで、知と人の化学

この学会の設立にも相応の困難はあった。法律

反応がもたらす変化を体感して頂くと、少しずつ

業界では、やはり紛争解決の方が高収入に繋がり

変わってくる。医師は、人間関係や組織関係に関

易く、予防ではそうはいき難いと考える方が多い。

わる問題解決の教育を殆ど受けておられないので、

医療界でも、治療がメインであることに変わりは

産業保健に携わり、トラブルの当事者となったり、

なく、意欲、能力、覚悟をもって産業保健に携わ

ヒヤリハットを経験すると、解決のための学びの

る方はまだ多くない。産業界でも、産業保健を重

場を求める傾向がある。病状はさほど悪くないの

視する経営者が増えては来たが、多くはない。他

に、かかりつけ医を味方につけ、自身の要求を診

方で、当初、隣接する学問分野の関係者の中には、

断書？に記させて押し通そうとする労働者や、大

この学会が、法律の力を借りて産業保健界に影響

きなリスクのある問題を伝えても然るべき対応を

力を持ってしまう／行動を規制してしまうのでは

しない人事労務担当者など、産業保健の現場は「人

ないかと警戒した方がおられたように思う（実際に

種のるつぼ」、「社会の縮図」である。おそらくは、

は、法の趣旨に学びつつも、開発的な活動を誘い

そうした学びを求める方々が、本学会入会者の中

たいと思っているのだが）。

心を占めている。

また、法律家ら以外には、クリティカル・シンキ

顧みると、この学会の前身である産業保健法学

ングに慣れておらず、建設的批判も攻撃／排除と

研究会の開講講座でも、そうした方々の受講が多

考えてしまう方も少なくないと感じた。そして、

く、問題解決を主な目的にカリキュラムを組んだ

短期間に多くの企画を実現し、急速に事業の発展

結果、受講者対象アンケートの回答者の 9割以上

を図ったので、事務員や身近な関係者にかなりの

（149／ 160）が「問題解決の自信がついた」、63％

6）Takenori Mishiba (2020). Workplace Mental Health Law -Comparative Perspectives-. London:Routledge.
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（101／ 160）が「連携の知識が身についた」
、60％

業保健をあまり重視せず、また、内輪の問題を外

（95／ 160）が「個別的な問題解決ができた」と回

部で議論することをためらうが、以前は見られな
かった対応困難事例の登場に悩んでいる等の人事

答した。
また、受講者の中には、公表された事件に深く

労務担当者が約 50名、おそらく法知識を業務上の

関係した方々もおられた。精神障害者の休職期間

安心材料にしたいと思う心理職の方々も 30名ほど

満了退職の有効性が争われたあるケースに関する

おられる。弁護士は、紛争処理を主な取扱い業務

裁判所の認定事実を読んでいたとき、産業医が、

とする方が多く、多忙かつプライドもあるので、

労使双方に最大限誠実な対応を講じたことで、使

他職種に学ぶより教えるスタンスでいたい方が多

用者の法的責任も回避させたことが窺われた。そ

いと思われるが、産業保健関係の紛争の増加傾向

して、ある受講者の方のイメージと一致したので、

の認識などから、他職種との交流を望む方々の入

ご本人に確認したところ、やはりその方であり、

会が出てきており、既に 10名ほどに達している。

そうした私の分析をお伝えしたところ、とても喜

法学者の会員もまだ 10名ほどで、概ね厚生労働省

んで下さった。

で仕事をした方、実務に関心の強い方、法学部以

今 現 在、 こ の 学 会 の 支 え の 中 心 は、 こ う し た

外の出身者など、学際に関心を持つ背景がある方々
のように思われる。

方々だと思う。
法律家や法学者の関与はまだ限られているが、

なお、現在、本学会は、吉田肇理事のリードに

法律論は秩序学なので、後追い的になるのはやむ

より、大阪弁護士会の労働問題特別委員会との共

を得ない。我々は、魅力的な空間（知と人のプラッ

同勉強会を行っており、産業保健に関心を持つ弁

トフォーム）をつくり、関心を誘う他ない。現に、

護士が増えて来ている。

既に学術志向、予防志向の強い弁護士、法学・医学

こうした事情から、少しずつだが、新しい領域

の学際研究者、労働基準監督官ら、学際に関心を

の構築に向けた流れができてきていると実感して

持つ法の専門家の入会者が出てきている。

いる。

第四に、会員数の伸びが挙げられる。2020年 11
月に発足してから約 1年を経過し、765名（2021年

8. なぜ学会にしたか

11月 23日時点）に達している。内訳は、上記のよ

問題解決の基礎となる法情報を学びたい会員が

うな事情で法情報を学びたい医学・保健系の方々が

多いならば、学会にせず、前身となる講座団体のま

約 450名、予防法務の探究という点で仕事に共通

まで良かったのではないか、との意見もあり得る。

項があり、現に顧問先にそうした問題があること

そこで、なぜ学会にしたかを述べる。

が多い社労士の方々が約 200名、一般的には、産

前提として、筆者の学会についての認識を述べ
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れば、特に文系的なものの場合、無形財（知財・人

現場的、学際的な検討を図る。法律自体より、問

脈）の取引市場というに尽きる。その信頼性から、

題解決を重視し、労使を必ずしも対立的に捉えず、

有力な学者の関与を得易くなるし、研究発表手段

医療機関、リハビリ機関、社会福祉機関、家族な

（ジャーナル）も持てる。公的機関からの支援も受

どの関係者と共に、健康課題の達成のための資源

け易くなる。
一般に、学者は、自身の業績への評価、名誉、

と捉える。
もっとも、同学会には伝統があり、外国法情報

知的開発に関心が強い。学会は、これらを提供し

を含む情報検索力、法解釈を典型とする論理操作・

得る。他方、実務家も、学会活動により、ビジネ

構成力などはかなり高い。

スでは得にくいブランド、実務のヒントになり、

他方、日本産業衛生学会との関係では、法の専

信頼に足りる学問的情報などを得ることができる。

門性を基盤とする。よって、学際に関心を持つ法

少なくとも、知的好奇心を満たす可能性はある。

の専門家の関与を積極的に図っていく。

もっとも、学会運営といえども事業なので、工
夫には努めてきた。各委員会で、大学教授クラスの

もっとも、同学会の産業衛生分野での知的、人
的資源の積み上げには大いに学ぶ必要がある。

ベテランを委員長に委嘱する一方、主幹という役

いずれにせよ、研究雑誌で示したいこと（理念と

職を置き、若手から中堅の適任者を委嘱し、委員

方向性）が違い、従って、情報の評価の価値基準が

会運営の実務が進むようにした。また、新型コロ

著しく異なる以上、別学会を設立すべきというこ

ナ禍の労務問題について、いち早く実務面に踏み

とだと思う。

こんだ Q&Aを公表して関係者の注目を惹きやすく
すると共に、広報を担う組織を設置するなどして、
積極的な広報を図った。産業保健法学研究会から
資格及び研修制度を引き継ぎ、整備充実化させた。

9. おわりに～強いご支援を頂いた方々～
この学会の創設とその後の運営に強いご支援を
頂いた方々を列挙し、修辞とする。

なお、私見では、学術（調査分析、整理体系化と

先ず、厚生労働省安全衛生部。全国社会保険労

開発という知的な営み）は、その業界に 1000人ほ

務士会連合会をはじめとする後援機関。黒木宣夫

どの実務家がいて、なおかつ解決が必要な課題が

東邦大学名誉教授を代表理事とする日本産業精神

あれば、必要になると思われる。その点、日本の

保健学会をはじめとする連携学会。

産業医は資格者約 10万人、実働約 3万人、専業約
1000人という状況にある。また、産業保健の業務

協賛団体であり、産業保健法学研究会の頃から
多大な支援を頂いている日本予防医学協会。

を法令が象っているなど、業務上法知識が不可欠

設立の頃から積極的にご助力頂いている代表理

なことや、現に精神疾患や脳心臓疾患との関係で

事の鎌田耕一名誉教授、いつも大所高所から暖か

産業医が被告とされたり、深く関与する事件が増

いご助言を下さる中嶋士元也前代表理事。

えていること、より本質的には、医師が産業に打っ

元厚生労働省労働衛生課長で、現在は東北大学

て出る上で、法知識が安心材料になると考えるこ

メディカルバンク機構の泉陽子教授、北里大学の

となどから、分野の特質を踏まえた法学研究にニー

田中克俊教授、産業医学振興財団の山田剛彦審議

ズが生まれている。専業者が増えれば、更にニー

役。井上洋一弁護士、淀川亮弁護士、渋谷純輝医

ズが増すだろう。ただし、ゴリゴリの法律論（：立

師、青木繁政医師をはじめとする企画運営委員会

法者の意図を踏まえない、教条的な法律論）では役

の方々。加藤憲忠医師、西園寺直之弁護士をはじ

に立たないだろうから、法律論者にも、産業保健

めとする編集委員会の方々。産業医科大学の森晃

関係者らと交流し、業務の実態を知って頂く必要

爾教授、梶原隆芳医師、小島健一弁護士をはじめ

がある。

とする広報委員会の方々（小島弁護士には、本学会

次に、隣接学会と差別化できる要素について述
べる。
日本労働法学会との関係では、より先取り的、

の法人化手続も主導して頂いた）。元厚生労働省安
全衛生部長で日本ボイラ協会専務理事の半田有通
氏をはじめとする化学物質管理政策検討委員会の
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方々。吉田肇弁護士をはじめとする弁護士会連携

にも特別なご助力を頂いた（一部、謝意を表した

委員会の方々。その他の委員会の主要メンバーの

いが、ご自身のご希望で氏名を伏せた方がおられ

方々。発足前から懇親の励ましとアドバイスを頂

る）。

いて来た京都大学の川村孝名誉教授、自治医科大

その他、協賛者、寄付者の方々ら、様々な方々

学の香山不二雄名誉教授。また、元労働基準監督

にご助力頂き、この取り組みが成り立っている。

官の篠原耕一氏、社会保険労務士の川口敏哉氏ら

深い謝意をお伝えしたい。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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招待講演
Invited Lecture

組織における制度と文化：社会心理学の視点から
Organizational systems and culture: A social psychology perspective
東京大学大学院人文社会系研究科

村本 由紀子

The University of Tokyo, Graduate School of Humanities and Sociology

Yukiko Muramoto

[要 約]

組織が新たなルールや制度を導入したとき、従業員がその新制度に即応し、活用
することは必ずしも容易ではない。従業員の心理や行動は、明示的な制度よりも目
に見えない職場の文化に規定されがちであり、文化には、環境が変わっても容易に
は変化しがたいという特質が備わっているためである。特に留意すべきは、旧態依
然とした文化が「多元的無知」によって維持されている場合である。本稿では、多
元的無知に関する社会心理学の研究例を紹介しながら、組織における制度と文化の
関係について考察する。
[ キーワード ] カルチュラルラグ , 多元的無知・組織慣性 , ダイバーシティ , 社会心理学
[Abstract]

When an organization introduces new rules or systems, it is challenging for
employees to adapt and utilize them. Their attitudes and behavior tend to
be defined more by the implicit culture of the workplace than by the explicit
rules. Culture is difficult to modify even in the face of environmental changes.
Specifically, we need to pay attention to cases where the old culture is
maintained by "pluralistic ignorance." The present article will introduce selected
empirical research in social psychology on pluralistic ignorance. Furthermore, it
will discuss the relationship between organizational systems and culture.
[Keywords] cultural lag, pluralistic ignorance, organizational inertia, diversity,
social psychology

「種は新しい環境に遭遇すると幽霊と踊りはじめ
る」
。進化生物学者の Wilson（2007）はこのような

容易ではない。本稿は、この問題について社会心
理学の視点から検討を試みるものである。

たとえを用いて、生物が環境の変化に適応するこ
との難しさを指摘した。イメージされているのは、
優雅に着飾ってダンスパーティーで踊る人々が、

制度と文化の関係
組織マネジメントにおける課題は多岐にわたる

突如自分のパートナーが姿を消してもそのままの

が、なかでも従業員のウェルビーイングの保持は

姿勢で踊り続け、やがてフロア中央に現れた底な

最重要課題の一つといえる。「人」は組織におけ

しの穴にひとりずつ落ちていく姿である。Wilson

る最も大切な経営資源であり、その心身が健全に

によれば、これは遺伝子の進化に限った話ではな

保たれることは、個々人のワークモチベーション

く「文化」の進化においても同様であり、環境の

や生産性・創造性の向上、ひいては組織のパフォー

変化に応じるには時間がかかるという。

マンス向上にとって不可欠な基盤となる。とりわ

Wilsonが指摘するとおり、企業等の組織におい

け昨今では、生産年齢人口の減少や働き手のニー

ても、新たな制度やルールの普及を図ろうとする

ズの多様化等、雇用の現場を取り巻く環境にさま

とき、職場の文化がそれに応じて変容することは

ざまな変化が生じている。多くの組織は、既存の
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上記の例のような制度と文化の関係は、「カル

福利厚生のあり方や働き方のルールを見直したり、
新たな制度を導入したりすることで、変化する環

チュラルラグ（cultural lag; 文化遅滞）」の現れと

境への適応を図り、ウェルビーイング保持・向上に

して捉えることが可能である（Ogburn, 1922）。こ

努めている。

れは、急速に発展する物質文化と変化が緩慢な非

しかし、そうした経営施策に即応して新制度が

物質文化との間の速度差によって生み出される社

広く活用されるに至るかといえば、それは必ずし

会的不調和を意味する概念である。技術や制度が

も容易ではない。というのも、従業員の心理や行

新しいものに移行しても、価値体系がそれに対応

動は、明示的な制度よりもむしろ目に見えない職

するには時間がかかる。このことが、しばしば社

場の文化に規定されがちであり、文化には、環境

会を混乱させ、人々の心に不安を生じさせる。
仮に、カルチュラルラグが個人レベルの価値観

や制度が変わっても容易には変化しがたいという

の古さから生じているなら、教育・研修を通じてそ

特質が備わっているためである。
一例として、男性の育児休暇・育児休業取得をめ

の変容を図ることが有効だろう。しかし、それは

ぐる問題を取り上げてみよう。厚生労働省の雇用

必ずしも最善の解決策とはいえない。次節で見る

均等基本調査によれば、過去 10年以上、民間企業

通り、カルチュラルラグの背景にはしばしば、「多

に勤める女性の育休取得率

元的無知（pluralistic ignorance）」と呼ばれる集

1）

は一貫して 80%を上

回ってきたが、男性については 2020年に過去最高

合現象が関わっているためである。

となる 12.7％を記録するまで、一度も 10%を超え
ることがなかった。表１は、2018年 10月実施の同

多元的無知によるカルチュラルラグ
多元的無知とは、「集団の多くの成員が、自らは

調査において、回答者の男性正社員が育休を利用
しなかった理由として上位に挙げた選択肢である。

集団規範を受け入れていないにもかかわらず、他

トップは会社の制度の不整備、第 2位は個人の経済

の成員のほとんどがその規範を受け入れていると

的事情だったものの、第 3・4位の「職場の雰囲気」

信じている状況」を意味する（Allport, 1924; 神

「職場の理解」といった理由を見ると、周囲に対す

2009, p.300）。個々の成員が自分自身の選好に反

る遠慮や懸念から取得を控えたケースがあること

して、他者が受け入れている（と信じる）規範に従っ

がうかがわれる。他方、この設問に対して「育児

た行動を採用することにより、結果的に誰も望ま

休業は男性ではなく女性が取得するものだと思っ

ない規範が維持されてしまう（岩谷・村本 , 2015; 山

ていたから」という選択肢を挙げた回答者は 6.4%

岸 , 1992）。
集団規範が多元的無知によって維持されている

にとどまり、本人の性役割観に起因する育休の取
得控えは限定的である。このデータを見る限り、

ことを指摘した先駆的な研究の一つに、アメリカ

育休制度は多くの男性当事者に歓迎されているが、

南部における「名誉の文化」研究がある。これは、

職場によっては文化が追いつかず、制度を十分に

個人の名誉が侵害されることを嫌い、そうした辱

活かしきれていないように思われる。

めを受けた場合は暴力で応じることを是とする暗

表1

育児休暇・休業を利用しなかった理由：選択肢上位5件（男性正社員 n=641）

選択肢（複数回答）

被選択率

会社で育休制度が整備されていなかったから

23.4%

収入を減らしたくなかったから

22.6%

職場が育休制度を取得しづらい雰囲気だったから

21.8%

男性社員の育休取得について、会社や上司、職場の理解が
なかったから

15.1%

残業が多い等、業務が繁忙であったから

13.4%

Note: 三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング (2019)「平成30年度

仕事と育児等の両立に関する実態把

握のための調査研究事業報告書
（厚生労働省委託事業）
」に基づき作成

黙の共有信念である。Nisbett & Cohen
（1996）は、さまざまな調査や実験結果に
基づき、名誉の文化が今もアメリカ南部
の白人男性の間で維持されていること、
実際に南部の白人男性は北部の白人男性
に比べて暴力的であることを示してきた。
人類学の知見によれば、名誉の文化は
元来、北ヨーロッパ周辺部や地中海沿岸
部に住む牧畜民の特徴とされる。牧畜社

1）調査前 1年間の出産者または配偶者が出産した者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者の割合。

26

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

組織における制度と文化：社会心理学の視点から

会は農耕社会に比して競争的であり、人々は常に、

大きいほど肯定的）だったのに対し、同世代の一般

隣人からの強奪などによって財産である家畜を失

的な他者の考え方を推測させると、その平均値は

う危険と向き合っている。ゆえに彼らは、自らが

3.16となり、他者の考えを実際以上に否定的だと

タフな人間であることを周囲に知らしめることに

考えていることがわかった。さらに、「自分も他者

高い価値を置き、公的組織に頼らない自衛の文化

も（同程度に）肯定的／否定的である」と回答した

を発達させてきた。Nisbett & Cohen（1996）は、

人々（自他一致群）と、「自分は肯定的だが他者は否

そうした地域からの入植者がアメリカ南部で再び

定的である」と回答した人々（自他乖離群）とを区

牧畜を生業としたことによって、名誉の文化がこ

別したうえで、自分に子どもが生まれたときに育

の地に根づいたと推論した。

休を取得したいか（取得願望）、実際に取得するつ

とはいえ、現代のアメリカ南部はもはや牧畜社

もりか（取得意図）という問いに対する回答（7件法）

会とはいえない。にもかかわらず、名誉の文化が

を比較した結果、取得願望の強さには自他肯定一

今もこの地で維持されている理由は何だろうか。

致群と自他乖離群との間で差がみられなかったも

Cohenらは、この問いに対する答えを多元的無

のの、取得意図の強さは自他乖離群の方が有意に

知に求めた。彼らのその後の研究の結果、南部の

低いことがわかった（図 1）。つまり、自らの取得願

白人男性の多くが「自分よりも他者の方が、名誉

望は高くても他者の多くが育休に否定的だと誤推

のための暴力を望ましいと考えている」と推測し

測する多元的無知によって、育休の取得が控えら

ていることが示されたのである（e.g., Vandello,

れている可能性が示唆された。

Cohen, & Ransom, 2008）。
Cohenは、 ゲ ー ム 理 論 の

図1

男性の育休取得に対する考え方

「均衡」の概念を用いてこの状
況を説明する（Cohen, 2001）。
均衡状態とは、
「他の人々の行
動が変わらない限り、すべて
の人にとって、現在の行動を
とり続けることが最も有利な
結果を生み出す状態」を意
味する（増田・山岸 , 2010, p.
140）
。他者が攻撃的な行動を
とっている以上、自分も同様

Miyajima & Yamaguchi, 2017に基づき作成

に攻撃的であり続けなければ
臆病者とみなされてしまう。そのため、個人は自

組織慣性の功罪

らの信念の如何にかかわらず、侮辱には暴力で応

育休取得を望む男性の一部しか実際に育休を取

えるという選択を採りやすい。かくして名誉の文

得できず、その理由の一端が多元的無知にあるの

化は、当初の生態環境要因（牧畜という生業の特質）

だとすれば、こうした誤解の連鎖を解くことが、

が失われた後も、予言の自己成就的に再生産され

職場におけるワークライフバランス向上のための

ることになる。

喫緊の課題となる。最もシンプルな解決策は、率

Miyajima & Yamaguchi (2017)は、男性の育

先して育休を取得する従業員が出現することだろ

休取得が進まないことの背景に多元的無知がある

う。アンデルセン童話『はだかの王様』では、（愚

と考え、20～ 40歳代の既婚男性会社員を対象とし

か者の目には見えないという）王様の新しい衣装が

た調査を実施した。まず、男性の育休取得につい

自分には見えていないことを誰もが言い出せずに

てどの程度肯定的／否定的な考え方を持っている

いるが、物語の終盤、無邪気な一人の子どもが「王

かを尋ねたところ、平均値は 4.22（6件法：数値が

様は何も着ていない！」と叫ぶことで事態が一変
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する。この童話のように、一人の行動が他の人々

に向かうという（Levine, Apfelbaum, Bernard,

の行動の規定因となって、一気に全体の流れを変

Bartelt, Zajac, & Stark, 2014）。この指摘を踏ま

えることはあり得るだろう。

えれば、ダイバーシティの高い職場では、他者が

しかし、言うは易し、行うは難しである。成員

みな同じ考えを持っているという前提が成り立た

が新たな行動を起こすことを困難にする組織の特

ないがゆえに、「阿吽の呼吸」に依拠しない明示的

質として、
「組織慣性（organizational inertia）」を

なコミュニケーションが交わされ、他者に関する

挙げることができる。これは進化論的視点をもつ

誤推測が生じにくくなるかもしれない。

組織論の分野において議論されてきた概念で、組

正木・村本（2021）は、日本に所在地を置く外資

織内で定着した価値や慣習、制度を維持しようと

系製造業企業の従業員（512名）を対象として「ダ

働く力を意味しており、組織に対する従業員のア

イバーシティ信念」をめぐる多元的無知に関する

イデンティティとも深く関わっている。高い組織

調査を行い、上記の可能性を示唆する結果を得て

慣性をもつ組織は、常に確実で信頼できる集合的

いる。ダイバーシティ信念とは、従業員の多様性

行為を行い、自らの構造を再現する能力をもつと

が高いことが職場のパフォーマンスを高めるうえ

される
（Hannan & Freeman, 1984）。

で有用だと考える個人の信念を意味し、多様な属

こうした特性上、組織慣性は安定した環境下で

性や価値観を持つ者同士が円滑に協働するために

は組織の生存可能性を高めるといわれるが、著し

は、この信念が共有されていることが重要だと言

い環境変化に際しては、柔軟な対応や組織変革を

われる（van Knippenberg, Haslam, & Platow,

妨げてしまうことがある（e.g., 正木・村本 , 2015;

2007）。調査の結果、回答者自身のダイバーシティ

Packer, 2008）
。それはたとえば、既存の組織価値

信念の平均値は 3.71（5件法：数値が大きいほど肯

を棄却することへの抵抗や、満場一致、斉一性へ

定的）だったのに対し、同僚の考え方を推測させる

の拘りとして現れる。こうした職場の特性が多元

とその平均値は3.40となり、同僚のダイバーシティ

的無知やカルチュラルラグに関わっているとすれ
ば、個々の従業員に対する教育的アプローチだけ

図2

職場ごとのダイバーシティと多元的無知の関係（ r = .40）

では解決は困難であり、職場の環境に対するアプ
ローチを考えることが肝要だといえる。
カルチュラルラグの解消に向けて
新たな制度が整備されたにもかかわらず、旧態
依然とした職場の文化が多元的無知によって維持
され、従業員の行動を抑制してしまうという状況
を打破するためには、どのような職場環境が有効
だろうか。ここでは一例として、職場における従
業員の「ダイバーシティ（diversity）
」という環境
要因に焦点を当てた実証研究を紹介する。
職場におけるダイバーシティとは、従業員がも
つ種々の属性の多様性、分散を意味する。株式ト
レーダーの民族的多様性が彼らの行動に及ぼす
効果を実験的に検証した Levineらの研究によれ
ば、ダイバーシティの高い市場ではしばしばお互
いの行動に対する懐疑や摩擦が生じ、「当たり前と
思われるルーティン」が崩れる。その結果、安易
な同調が抑制されて熟考が促され、市場は適正化
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Note: 各点が一つの職場（同一企業内の部署）を表す（N=24）
。横軸のダイバーシティは同
業他社での勤務経験を有する者とそうでない者のばらつきを表し、最大値（0.5）は
両者が半数ずついる職場、最小値
（0.0）
は一方のみで構成された職場を意味する。

組織における制度と文化：社会心理学の視点から

信念は自身の信念よりも否定的に見積もられてい

されていない。ダイバーシティが職場のパフォー

た。これは当該企業においてダイバーシティ信念

マンスや従業員心理に及ぼす効果を扱った従来の

に関する多元的無知が生じていることを示唆する

研究成果は、その効果を調整するコンテクスト要

結果である。ただし、そのような自他の信念の乖

因について検討することの重要性を示唆してい

離の認識は、回答者が所属する職場（部署）におけ

る（van Knippenberg & Schippers, 2007, for

るダイバーシティの程度によって異なっていた。

review）。総じて、ダイバーシティをはじめとする

この研究では、従業員の性別、同業他社での勤務

職場環境要因に着目し、それらが多元的無知の生

経験（従業員が当該企業への入社以前に同じ業種で

起・解消にいかなる影響を及ぼすかについての実証

の勤務経験を有しているか否か）という二つの属性

的な検討 2）はまだ始まったばかりであり、さらなる

のダイバーシティに焦点を当てていたが、このう

研究の蓄積が求められる。

ち後者のダイバーシティが高い職場ほど、従業員

また、ダイバーシティ向上のような人員配置に

が自他の信念に乖離を感じる程度が低いという結

かかわる施策に限らず、職場内のコミュニケーショ

果が得られたのである（図 2）。なお、この企業の従

ンや集団意思決定のあり方を変える試みも有効か

業員は全員が中途採用で入社しており、前職が同

もしれない。当事者の意向を個別に確認する、少

業種か異業種かは彼らが重視する属性だった。こ

人数のチームで即応的な意思決定を行える仕組み

れは、職場におけるダイバーシティを高めること

をつくるといった工夫によって、率先して新たな

が、多元的無知の解消に結びつく可能性があるこ

行動を起こす者が現れれば、誤推測の連鎖が断ち

とを示唆する一つの知見といえるだろう。

切られ、多元的無知が自然と解消に向かう可能性

ただし、正木・村本（2021）では、ダイバーシティ

があるだろう。「個人」を変えるのではなく「環境」

の向上によって実際に多元的無知を解消に導くよ

の小さな変化を促す試みが、職場の文化を進化さ

うな従業員の「行動」が促進されるか否かは検証

せるための近道といえるのではないだろうか。

2）たとえば、流動性（人の入れ替わりの頻繁さや自由度を表す環境要因）が、他者からの評判低下の予期や規範遵守行動といかに関わるかを扱った研究
（e.g., 岩谷・村本 , 2017）など。
著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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おける特別講演を簡略化しあるいはこれを補足する形で執筆された。

[要 約]

医療関連紛争事項をめぐっては、実定法上、行政審査（因果律につき医学基準が
主流）、司法審査（因果律の基準がカオス＝混とん状態）、民事裁判（因果律の法学基
準が圧倒）が用意されている（ただし、医療過誤と薬害の救済は民事裁判のみ。ADR
は除く）。それら紛争解決システムにはそれぞれの制度的存在理由とそれぞれの実
務的安定志向があり、
「原因と結果」（因果律）についての一律的な判断規範の設定に
は困難が伴う。例えば、行政審査の裁量問題も法定公害（都道府県知事の処分）と労
働災害（国の労働基準監督署長の処分。審査官の審査制度―審査会の再審査制度あ
り）では差異があっても不思議ではなく、それはいかなる理由からくるか考察の対
象となる。
しかし、因果律の肯認・否認に当たり、少なくとも労災補償制度上、司法審査（裁
判所）は、行政審査の行った医学基準による決定（行政処分）に対する違法判断（裁量
権の逸脱）を審査すべきであり、そこにおいて安易に民事裁判上に現在通用してい
る枠組み（因果関係の濃淡と帰責性の濃淡の混合による相当な「賠償額」の確定）を
労災「補償額」（定率給付）の決定に流用するような手法は取るべきではない。
[ キーワード ] 医療関連争訟 , 行政審査・司法審査 , 行政処分の適法・違法 , 因果律と帰責性
[Abstract]

This paper investigates the author’s thesis that verification and ruling on
cause and effect (causality of injury or illness), a challenge in medical disputes,
involves both the medical standard of natural scientific verification and the
legal standard of litigatory verification. It also discusses how both of the above
standards are positioned theoretically and function practically, as well as what
courses of action should be aimed for in the future, if the above thesis is correct,
in cases of occupational illnesses (for which this paper focuses chiefly on
cardiovascular conditions) that have proven to be particularly challenging under
the workers' compensation system.
[Keywords] Medical lawsuit, administrative review, judicial review,
legality and illegality of administrative action,
causal law and attributability
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1. 法学上の難関―医療関連事項が紛争対象となる

しかし、医療関連事項民事賠償事案の裁判実務
においては、現今、A要件と B要件とは「混合的要

場合
（1）医療関連事項と紛争処理制度のいくつか
法学者としての我々を格別に緊張させ悩ませる

素」という性質を帯びるに至っているように思わ
れる。すなわち A・B要素は相互補完関係にある。

ものの一つは、法的紛争の対象に医療関連事項が

つまりは、因果関係の濃度と医療債務遂行者・契約

介在する場合である。そのような医療（医学）関連

上の配慮義務負担者の予見可能性・結果回避可能性

事項の介在する特質を有する行政手続上の紛争係

に対する社会的要請の程度とを探りつつ、いかな

属事案及び裁判所での訴訟事案（合わせて争訟と

る範囲で債務者を問責する（賠償の支払い）のが適

いう）には、公害、医療過誤、薬害、予防接種禍等

当であるのか（帰責相当性）を決する手法である（当

があり、そして本稿が中心的に取り扱うところの

該被災と「相当因果関係」にある賠償額の決定。

労働災害（特に職業性疾病）がある。そして、これ

ただし、学説上は、なお Aと Bの分別的吟味を主張

ら医療関連事項争訟の解決処理システムとしては、

する有力説がみられる）。

①行政機関による法定の「行政審査」があり、②

上記「相当因果関係」２） とはこの賠償額の範囲

行政審査による決定に対する被災者・被害者の行政

算定のための相互作用を指すのが通常である（民法

処分に対する不服の訴訟たる「司法審査」（抗告訴

416条、
・709条）。そして、そこでは、被災者自身・

訟＝行政訴訟）があり（労災、法定公害、予防接種

被災者側の一定の人物の過失や素因（例えば基礎疾

禍）
、それらと別個にあるいは併行して③国・加害

患、素因、被災者の症状放置の怠慢、うつ病親和

者に対する民事賠償請求訴訟が被災者・被害者に

的性格、親などの看過等）も斟酌されて過失相殺が

よって提起され「司法判断」（判決）が行われる。

行われうる（民法 418条、722条 2項）。この “両者

民事賠償訴訟では、労災、公害、医療過誤、薬害、

痛み分け”の取扱いが可能であることも、民事裁

予防接種禍のすべてが取り扱われる 。

判の賠償調整的処理ないしは救済法的処理を可能

１）

にする所以である。
（2）所定要件を分別する必要

（イ）このような法的構造（むしろ司法判断の実務

（ア）まず、右①～③のいずれもについて、被災

的傾向だが）を有する民事賠償要件の状況下にあっ

者・被害者・被接種者救済のための必須要件は、第

ては、A要件（因果関係）判定は、A要件のみを単独に

1に「被災（災厄の事実）に起因する傷病・死亡の発

判定するとき（法に基づく行政審査の場合である）

生」
（A 要件）すなわち「事実的因果関係」（あれ

よりは厳格になされないのが通常であり、近時公

なければこれなしの関係）である。①の行政審査に

害、医療過誤はじめ医療関連紛争事案の場合ます

とってはこのA要件すなわち業務起因性のみによっ

ますその傾向（結果的に救済法的解釈となる）を強

て労災補償責任が発生する。ここでは加害者・使用

めているといってよい。

者の無過失責任であるので、帰責事由の存否は審
査の対象外である（労災につき労基法 75条）。そし

（3）司法審査に適用する可否

て、②行政処分に対する司法審査（抗告訴訟）にあっ

行政審査の適否（適法性）を審理する司法審査に

ても、この A要件に関する当該行政機関の決定処

際しても、裁判所が行政機関の因果関係に関する

分の違法性（因果関係判定についての裁量権を逸脱

裁量的判断を認めない場合には、因果関係の成立

していないかどうか）が審査対象となるとするのが

要件を緩やかに設定する救済法的解釈が行われる

法の仕組みである（行政事件訴訟法 8条 1項、30条）。

傾向を示すこととなっているようである。確かに、

これに対し、③の民事訴訟においては、右 A要件

水俣病（公害健康被害補償法上の指定疾病）につい

に加えて加害者・事業者の「帰責事由」
（故意・過失。

て熊本県知事が行った患者（原告）の水俣病認定申

過失とは予見可能性があるのに予見しえなかった、

請に対する棄却処分の取消しを求めた行政事件訴

予見できたのに結果を回避できなかったことを指

訟（第 1審請求棄却、第 2審請求認容）の上告審にお

す）
の存在
（B要件）が不可欠である。

いて、最高裁判所は「行政処分の（因果関係）判断
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はその裁量に委ねられるべきものではない」（最判
平25・4・16判例時報2188号42頁）と判示したうえ、

（2）行政救済ルートの現状
行政救済ルートの事案処理は、上記のごとく、

熊本県の上告を斥け、患者側勝訴の判決を下して

医学的合理性＝医学的判断（医学基準）によってな

いる（審理事項はメチル水銀への暴露経緯と患者に

されるのは行政審査実務上に顕著な事実である。

現れた神経系疾患との因果関係）。この判決に対す

しかし、行政救済ルートによる「労基署長の業務

る賛否はともかく、少なくとも公害認定審査制度

外認定すなわち労災保険不支給処分」を不服とす

に比して堅牢な国の労災審査制度（2（1）参照）の在

る被災者側の抗告訴訟＝行政訴訟（司法審査）にお

り方からして、右判示部分が労災司法審査に直ち

いては「行政庁の裁量処分については、裁量権の

に適用されるとは思えない。

範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁
判所は、その処分を取り消すことができる。」（行
政事件訴訟法 30条）。この際「裁量権の範囲」を逸

2. 労働災害の救済概要

脱しているかどうかを決するのは裁判所であるの

（1）2つの救済ルート
既述したように、労働災害を救済するために現
行法制度が用意した救済ルートには次の２つがあ
る。それを図式化すると後掲【図表 1―—2つの救
済ルート】のようになる。
行政救済ルートは、労基署―労働保険審査官（審

で、結局この争点は裁判官の自由心証が決するこ
ととなる。
筆者の調査によれば、労災補償について 2008～
2018までの 11年間における労災行政訴訟事件の国
側（労基署長の業務外認定）の勝訴率は係属全事件

査）―労働保険審査会（再審査）という救済機関ある

平均で約91% 、精神障害事案（労災申立件数第1位）

いは不服申立制度（2016.4より再審は必須手続き

約 90%, 脳血管疾患・虚血性心疾患事案（同第 3位。

ではない）の流れの中で救済の可否が決せられる（3

以下脳・心事案という）約 85％である（なお、申立件

段階の医師診査あり）。労災判定基準は、労基法 75

数第 2位は石綿関連疾患）。労基署長決定が裁判所

条の趣旨に基づく労基則 35条を受けた同規則別表

で取り消されているのは約 10% であるという事実

第 1の 2掲記の「職業病」（第二号～第十号）そして

をどのように評価するかは論者によってそれぞれ

「作業関連疾病」（別表第十一号「その他業務に起

であろうが、社会通念上は少なくとも労災関係行

因することの明らかな疾病」）に該当する疾病であ

政機関の裁量権は司法審査において高い割合で支

り、医学基準によって支えられている（かつては、

持されているということができるであろう。

過労死＜現第八号＞や精神障害＜現第九号＞もこ

しかし、ひと時政府で労働保険審査会の委員を

の第十一号と同一表現をとる旧第九号の中で業務

務めていた筆者からみれば、取り消された約 1割の

起因性が与えられた。私見によれば、両疾病は近

うちの一部が展開した取消判決の因果関係判断は

時の医学的知見の発展に支えられて具体化され職

看過できず、また納得しがたいものがあった。す

業病に準ずる扱いとなっている）。そのため、発症

なわち、行政審査では法令上医学基準以外の基準

機序の立証は「医学的合理性」（厚労省の各実務書

（例えば帰責事由論）は用意されていない（むしろ帰

等の表現）に立脚していることは明らかである。し

責事由論に依拠することは禁じられている）のに、

たがって、労基署の労災保険不支給決定処分の依

司法審査が行政審査の「医学基準の解釈適用の誤

拠するところも医学的合理性であるし、不支給処

り」（つまりは法令上の職業病リストや認定基準の

分取消訴訟が提起された場合の裁判所の司法審査

誤り）を理由とするのではなく、それ以外の社会通

において裁判所が行う判断基準の枠組みも「医学

念上の経験則や帰責事由論に極めて類似する基準

的合理性」判断の適否であるはずである。昭和 51

をもって取消判断に至った例を数多く目にしたの

年最高裁判決が、原因（公務）と結果（死亡）につき

であった（本稿冒頭掲記の中嶋の著書31頁＜じん肺

「相当因果関係の存在」が必要と指摘したのも（注

事案＞、54頁＜脳・心事案＞。73頁＜精神障害事案

2）
）
このメカニズムを指すはずのものである。

＞、139頁＜労災民訴＞参照）。この取消判決の傾
向は、裁判官心証における医学基準の後退と患者
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側には医学基準に則った厳格な立証を求めない訴

3.「医学基準」と「法学基準」の長短

訟指揮からもたらされたものだと分析することが

医学基準ということ（病理学、疫学、臨床医学か

可能である（中嶋 61頁）。無過失責任制度である労

らの証明）、法学基準ということ（健全な社会通念

災補償制度には堅固な因果関係論（医学的合理性）

上の経験則からの全証拠による蓋然的証明）の長短

が要請されるが、因果関係の希薄さを雇い主の有

を探求しようとすれば、労災補償制度のみではな

責論からの主観的要素（使用者側の管理上の懈怠・

く、広く医療関連紛争事項ないしはそれらをめぐ

落ち度）で補完しようとする傾向は脳・心及び精神

る争訟の判決文や裁決文並びに事件担当者たちに

障害行政事件訴訟判決例に数多くみられる傾向で

よって示された内容の吟味が必要である。その一

ある
（例えば、大阪高判平 18・4・28労判 917号 5頁、

端を簡略化して示すと【図表 2

名古屋高判平 28・12・1労判 1161号 78頁＜行政通

定基準（行政と裁判の実例）】のごとくになる。

医療因果関係の判

達に頑強に反駁した例＞ 等）。被災者が救済され

（1）同【図表 2】から分かることそしてそこから

ること自体は何人にとっても心地良いことであり、

導かれるのは次のような事柄である。①医学基準

労働者勝訴の結論は、裁判所に対する社会的批判

を貫くと、被災者・被害者の保護としては不十分で

も生じないので、そこに潜む原理問題は顕在化し

あり、社会通念上妥当ではない事例が生ずる（医学

にくい。

機序不明の場合には請求棄却となり救済できない、

しかし、労災保険給付は、国家の負担行為によ

死への起因剤の特定不可能として直ちに請求棄却

る社会保障給付ではない。ほとんど事業者の労災

するなど）。②したがって、医学的証明に代えて訴

保険料支払いを原資とする保険制度である。継続

訟的証明（「蓋然性が上回る」などの証明で可）を用

的に健全な労災保険制度の運用を図るためには透

いての法学基準を重視する方向に向かおうとする。

a
明性と公平性が不可欠であると筆者は考える。す
○

③ただし、この方向は、事実的因果関係のみを争

なわち業務起因性の肯定には一定の客観性（科学

う司法審査ではなく、相当因果関係（被告側の過失

性）がなければならない。主観的要素が相当加味さ

の斟酌による帰責的賠償額の決定）を争う民事裁判

れて、労基署ごとに同一事案の判定・裁決が異なる

と親和的であり、多くの【図表 2 〔法学基準〕
】掲

ようでは、行政の生命である制度適用対象範囲に

記の文言も主として医療過誤訴訟判決に展開した

おける均一性・斎一性を保つことはできない。人々

概念であることに留意すべきである。④因果関係

が「司法審査」を観察する場合、被災者救済とと

要素と帰責要素の補完関係が通常化したためと思

もに、実定法上の制度的限界（科学からの制限）の

われるが、例えば、学識経験者・医師への鑑定（民

理解がぜひ必要と思われる。

訴法 212条以下）に関しても、東京地裁医療集中部
における訴訟手続においては「（医学）鑑定依存方
式を反省してみる必要もある」（所属の判事）、「鑑

（3）いずれであるべきか ?
上記の視角から【図表１】を観察する必要がある。
図表内の [行政認定要件

業務起因性 ]が原則的に

定は原則的にやらない」（専門弁護士）といった訴
訟指揮の傾向も明らかにされている（（注 1）の『医

「医学基準」で運用されていることは明らかである。

療訴訟』27頁、92頁）。そこでは医療訴訟の場合、

このことと〔民事要件①事実的因果関係の成立（業

鑑定人の選択及び鑑定事項の選択が大きな課題と

務起因性）
〕とは、原理的には「医学基準」で一致

なることが指摘されている。以上におけるような

するはずであるにもかかわらず、裁判実務が展開

医学鑑定の後退の状況は判断内容にも影響を与え

する「相当因果関係論」の下にあっては「法学基準」

る可能性が予想され、裁判所において患者側が主

が圧倒的に優先しているのではないか。それは容

張するところの病いに至った機序や死への転帰と

認できるとして、
〔取消請求・行政訴訟〕における基

臨床所見ないしは鑑定結果が両立する場合には、

準の在り方は、
〔「医学基準？」
「法学基準 ?」〕のい
ずれであるべきか。

「医学鑑定と決定的に矛盾するわけではない」とか
両者は「両立する」とかの理由から患者側勝訴に
導かれる可能性が強くなろう（最判平 9・2・25民集
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51巻 2号 502頁参照）
。⑤さらに、医療関連訴訟手

重な負荷により業務上疾病たりうる」（例外）とい

続においては、裁判所が釈明権（民訴法 149条 1項）

うものであった（2000年・厚労省脳・心臓疾患の認

を行使して、病院・医師側に対して、「患者側の主

定基準に関する専門検討会報告書も同旨）
。その内

張するものとは別の原因・機序によるとの可能性を

容は妥当と思われた。しかし、報告書にわずかに

示すように（そうしないと反証とは認められない）」

先んじた、最高裁平成 12年判決（（横浜南労基署長

と指揮することも多いと指摘されている。

事件・最判平 12・7・17労働判例 785号 6頁）は“コ

（2）かような訴訟指揮の諸般の現状からして、医

ペルニクス的転回”とまではいわないが、それま

療関連民事司法判断の要諦は、リーデイングケー

でのような脳・心発症時に近接した時期の過重負荷

スたる東大病院ルンバール事件判決（最判昭 50・

でなくても、「長期間にわたる過重な業務の継続」

10・24民集 29巻 9号 1417頁）について最高裁担当

「過度のスレスの持続」を重視する論旨の展開をみ

調査官が述べるように、
「本判決は、訴訟における

せ、「長期間の負荷」は「過重負荷」であるとの方

法律上の因果関係が科学上の論理必然的な証明で

向を示した。

はなく、帰責判断という評価価値を内包する歴史

同事案は従業員の動脈瘤破裂によるくも膜下出

的事実の証明であるとする従来からの実務の伝統

血であった。原審の東京高裁（平成 7年）は、「慢性

的な立場を宣明したもの」（牧山市治・最判解説民

の疲労や過度のストレスの持続は慢性の高血圧症、

事編昭和 50年度 471頁）として把握することがで

動脈原因の 1つとなり得るが、くも膜下出血の直接

きる。この趣旨からすると、医療関連事項訴訟に

の原因とはいえず」「（被災者の）高血圧症と自動車

あっては、今後とも、「法学基準」（救済志向）への

運転業務とが共働原因となってくも膜化出血が発

方向を強めるであろうとの推測が成り立つ。しか

症したとも認め難い」との医学上の見識を認定し

し、なお「司法審査」は少し異なる方向を目指す

つつ、原処分庁の労災保険不支給処分を支持した

べきではないか。

が、最高裁は原判決を破棄したものである（被災者
側勝訴）。曰く「（被災者がくも膜下出血）発症前に
従事した業務による過重な精神的、身体的負荷が

4.「融和的基準」の模索
上記のように、医療関連民事賠償分野の展開を

被災者の右基礎疾患（脳動脈瘤）をその自然の経過

通じて、最高裁の先導により段階的に法学基準は

を超えて増悪させ、右発症に至った」ので「相当

いわば医学基準を凌駕するという様相を呈してき

因果関係の存在を肯定することができる」と。こ

た。この傾向は、行政事件訴訟分野にも波及し、

の文脈につき何人がみても、「過重な負荷」判断と

司法審査であるのに法学基準の優位性を示唆する

心身の負荷が「基礎疾患の自然の経過を超えて増

ような裁判例が続出した。その先駆的な役割を果

悪させた否か」が、結論を左右する 2大要因だとい

たしたのは脳血管疾患及び虚血性心疾事案（脳・

うことになる。「過重」も「自然経過を超えた」も、

心）
。の類型である。そして、それは精神事案にも

法的評価といえないでもないが、認定事実の評価

及んでいるように思われる。いうまでもなく、「融

作業の色彩も濃いので、裁判所の専権事項たる「事

和的基準」というのは、法治国家にあっては、裁

実認定部分」として決着せざるを得ないとすれば、

判所が行政基準にあえて近寄ることはまずないの
で、最低限「司法審査」の制度的趣旨（社会保障的

「医学基準」も作用せず、行政側はいかんともし難
い事態に陥る。

給付か事業者負担の労災保険的給付かなど）を受容

（2）厚労省は右判決に呼応し、業務起因性につい

してくれることを要望し、かえって行政側が一定

ての 2001年（旧）認定基準を発出した。同通達の眼

の工夫をして（省令の改正、行政通達の改定、内部

目は「疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務への

示達等）
司法審査に接近しようとする。
【図表2 〔融

就労」である。ここに注目すべきは「人間の睡眠

和的基準〕
】の項は、その様相を表している。

時間が 6時間以上あれば脳血管疾患や虚血性心疾患

行政審査が依拠する医学的知見は、
「脳・心疾患自

のリスクは低く、睡眠時間 5時間未満の場合にはそ

体は原則的に私病である」
（原則）→「ただし、過

のリスクが高まる」という近時の内外の医学的研
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究成果を取入れつつ、1日の労働者の生活における

下で、このたび、旧通達と同様の骨格ながら新要

時間配分から割り出して、「時間外労働」（残業）の

素を加味した 2021年 9月厚労省の新通達（行政審

多寡の指標を「業務と発症との関連性が強いか弱

査基準）が発出された。ここでは、もちろん「医学

いか」の一つの重要な判定要素としたことである。

基準」を基底として「長期間の過重業務」
（6か月）、

すなわち「発症日を起点とした 1か月単位の連続し

「短期間の過重業務」
（発症 1週間前）
「異常な出来事」

た期間」に着目し、
「1～ 6か月間にわたり月 45時間

に分けて通達している。と同時に筆者のみるとこ

を超えて時間外労働が長くなるほど」業務と発症

ろ、重要なところで「法学基準」が背後から表面

との関連が徐々に強まっていくほか、
「1か月間 100

に姿を現している。要約すると次の諸点である。

時間の時間外労働」、「2～ 6か月間にわたり月 80時

①長期間過重業務の判断は発症前 1週間内の過重業

間を超える時間外労働」は「業務と発症との関連

務をも勘案すること。②発症前 1か月前概ね 100時

性が強い」と通達した。この方向は、医学と法学

間を超え、2～ 6か月にわたって月当たり 80時間を

の「融和的基準」と示すとみられた。
「過労では人

超えるとの水準以下でも、労働時間以外の負荷要

は死なない」との循環器系専門医師の意見を聞い

因が認められるときには、業務と発症の関連が強

たことはあるが、妥協点として客観性を示す「労

い場合がある。労働時間とそれ以外の負荷要因と

働時間」を脳・心判定の基底に据えることも一つの

は総合的に考慮すること。③「動脈の閉塞または

解決策（融和的基準）と思われた。もっとも、これ

乖離」といった対象疾病以外の循環器系疾患であっ

はこれで、
「裁判所はわざわざ労災補償上の労働時

ても、「業務が相対的に有力な原因」である場合に

間を作り出している」とする趣旨の法曹実務家の

は労基法施行規則別表第 1の 2の 11号の「その他

批判もみられるところであり、未だ論争は絶えな

業務に起因することの明らかな疾病」として取り

い。筆者は、行政審査の一端に従事し、科学基準

扱うこと、などである。

を尊重してきたが、上記「融和基準」に異論はない。
しかしさらにそれを緩めようとして止まない少数

（5）同様のことは精神事案でも論じうるが（中嶋
87頁以下）、紙幅の制限のため省く。

裁判例
（司法審査）には批判をもっている（中嶋65頁
以下）
。

〔追記：本稿脱稿後、厚労省労基局補償課が、2021

（3）加えて、上記最高裁判決と同様に、被災者

年 3月 30日付で全国の労基監督署に対し、「労働時

が発症前に従事した業務による過重な精神的、身

間の認定に係る質疑応答・参考事例集」なる「機密

体的負荷が被災者の「基礎疾患をその自然の経過

扱い」の通達を発したことが新聞報道で明らかと

を超えて増悪させて発症に至った」と説示して救

なった（東京新聞 2022・1・19付 1面記事）。同記事

済する事例は、その後の下級審に頻繁に登場した。

は、これについて、「仮眠や持ち帰り残業（の範囲

そこでは、基礎疾患が素因性の強い動脈瘤形成後

の）厳格化」をめざす通達として、
「労災の『不認定』

のくも膜下出血はもちろん、WPW症候群による心

の増加につながる恐れがある」と強い懸念を表し

室細動・心房細動、発症機序不明の突発性心室細動

ている。ことは脳・心事案、精神事案等の「因果関

などによる死への転帰さえも次々と救済（つまり行

係」の帰趨に係わるかも知れず、強い関心をもっ

政処分取消）したのはにわかには賛成できないもの

たが、筆者は、その明確な経緯と内容を確認でき

であった
（中嶋・60頁以下）。

ないままであるので、本稿ではこれ以上触れない

（4）そのような「司法審査」の混とんとした状況

こととする。〕
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1）労災事案の行政審査は、労基監督署の業務外決定がなされ、国の他の不服申立機関の原処分支持決定・裁決が行われた場合には、被災者は原処分取消
請求訴訟を提起でき、当事者は被災者対国（行政事件訴訟法 8条 1項）となる。行政審査は他の被災・災害においても行われ、棄却処分後の司法審査は、
法定公害（水俣病、イタイイタイ病等。公害健康被害救済保障法所定）事案においては被害者対都道府県知事、予防接種禍事案では被接種者対市町村
長という構図になる（予防接種法所定）。労災関係行政審査と司法審査そして民事賠償の問題点については、上記拙著が論じている（中嶋 11頁以下）
。
他方、医療関連民事賠償裁判については従来因果関係及び帰責事由をめぐる先導的ないくつかの最高裁判決がみられ、それらに関してはさしあたり
宇都木伸等編『医事判例百選 No.25,28,70,74,75,76,77』（2006・別冊ジュリスト）において各研究者・法曹実務家が有益な解説を施し、それでは最
高裁調査官解説をも取り上げているので参照されたい。また、特に医療過誤事件をめぐっては、東京地裁医療集中部による審理を中心に各論点を論
じた東京弁護士会『医療訴訟』2003・商事法務）が有益である。
2）
「相当因果関係」なる用語は、本文の記述①～③のいずれの争訴にも数多く登場する。労災行政審査機関では「業務起因性」とも「相当因果関係」と
も表現する。これらの語は「合理的に把握される因果律（業務と―災害、災害―傷病）」を指す。そして、それらは最高裁が労災行政事件訴訟におい
て「公務
（業務）
と死亡との間の『相当因果関係』の存在（が必要とされる）‥‥」（最判昭 51・11・12判時 837号 34頁）と判示したのはこの意味と思わ
れる。注意すべきは、民事賠償基準として裁判実務で用いられる「相当因果関係」＝「帰責相当性」（加害行為―傷病惹起の因果律の強弱に、例え
ば医師等の義務違反の程度への評価等を織り交ぜて機能させていく手法）とは似て非なる用法というべきである。
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ESG/SDGs は労働衛生の水準を引き上げるか
Will ESG/SDGs raise the level of occupational health?

産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学

永田 智久

Department of Occupational Health Practice and Management, Institute of Industrial Ecological Sciences,
University of Occupational and Environmental Health, Japan
Tomohisa Nagata

[要 約]

CSR（Corporate social responsibility: 企業の社会的責任)やESG（Environment,
Social & Governance: 環境・社会・企業統治）のなかに労働安全衛生が含まれてい
る。労働安全衛生活動の情報開示を行う上場企業は多いが、中小企業では情報開示
が進んでいない。企業は多くの利害関係者との取引や関係性を構築して成り立って
いる。利害関係者が必要とする労働安全衛生の内容を整理し、それを開示する企業
を増やすことが、労働安全衛生の水準を引き上げるために必要である。
[ キーワード ] CSR, ESG, SDGs, 情報開示 , 健康経営 , 労働安全衛生
[Abstract]

Occupational health and safety is included in Corporate social responsibility
(CSR) and Environment, Social & Governance (ESG). Although many listed
companies disclose information on their occupational health and safety activities,
small and medium-sized companies have not made progress in disclosing such
information. Companies are built on transactions and relationships with many
stakeholders. Organizing the content of information disclosure on occupational
safety and health required by stakeholders and increasing the number of
companies that disclose such information are necessary to raise the level of
occupational safety and health.
[Keywords] CSR, ESG, SDGs, information disclosure,
Health and productivity management, occupational health and safety

1. CSR/ESG/SDGsの定義と変遷

みが優良な企業は、安定な経営基盤のもとで企業

企 業 の 社 会 的 責 任 (CSR: Corporate social

の持続可能性が高いと考えられており、そのよう

responsibility)とは、企業が社会や環境と共存し、

な企業に長期投資するメリットがある。しかし、

持続可能な成長を図るため、企業活動の影響につい

投資家の関心がそれほど高くなかったため、世界

て責任をとる企業行動であり、企業を取り巻く様々

的な広がりはみられなかった。そのような潮流の

なステークホルダーからの信頼を得るための企業

なかで、2006年に当時、国際連合事務総長であっ

のあり方を指す 。2010年には ISO（International

たコフィー・アナン氏が金融機関や機関投資家に

Organization for Standardization: 国 際 標 準

対して、社会的責任を果たしている企業への投資

化機構）で規格化され、ISO26000 Guidance on

を促すことを目的とした原則を提唱した。これは

social responsibility（社会的責任に関する手引）

PRI(Principles for Responsible Investment: 責

が発行された 。CSRの取組みが優良である上場企

任投資原則 )とよばれており、以下の通りである 3)。

業に投資をすることを SRI(social responsibility

１ . 私たちは投資分析と意思決定のプロセスに ESG

1)

2)

investment: 社会的責任投資 )という。CSRの取組

課題を組み込みます
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２ . 私たちは活動的な所有者となり , 所有方針と所
有習慣に ESG問題を組み入れます

広報におけるデザイン性が優れていた点から、一
般にも広く認知される取組みとなっている。

３ . 私たちは , 投資対象の企業に対して ESG課題に
ついての適切な開示を求めます
４ . 私たちは , 資産運用業界において本原則が受け
入れられ , 実行に移されるよう働きかけを行い

２ . CSR/ESG/SDGsにおける労働安全衛生の位置
づけ
労働安全衛生は、CSR/ESGと SDGsのいずれの
概念においても重要な要素の１つと位置付けられ

ます
５ . 私たちは , 本原則を実行する際の効果を高める

ている。CSRでは、ISO26000のなかで重視すべき
中心的な主題（中核主題）が７つ提示されており、1

ために , 協働します
６ . 私たちは , 本原則の実行に関する活動状況や進
行状況に関して報告します
こ の な か で ESGと い う 用 語 が 使 わ れ て い る。

組織統治、2人権、3労働慣行、4環境、5公正な事業
慣行、6消費者課題、7コミュニティへの参画及びコ
ミュニティの発展、で構成されている。労働安全

ESGとはEnvironment, Social & Governance
（環

衛生は労働慣行のなかの一要素に明記されている。

境・社会・企業統治）であり、CSRと非常に近い概念

ESGにおいても労働安全衛生が概念の一部に含ま

であるが、ESGは投資に強く意識が向けられてお

れていることは同様である。投資家がすべての企

り、必然的に企業統治も概念の中心に据えられて

業の ESGの取組みを評価することは困難であるこ

いる。日本では、2016年に世界最大の資産運用機

とから、ESGの取組みを評価し、点数化（指数化）

関である GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人 )

する会社（ESG評価会社）が多く存在する。筆者が

が PRIに署名して以降、注目を集めることとなり、

複数の ESG評価会社（FTSE Russell、MSCI、S&P

ESGの用語も新聞各紙で頻繁に掲載されるように

Global）の評価基準を確認したところ、いずれの基

なった。

準にも労働安全衛生が含まれていた。しかし、全

一方で、SDGs（Sustainable Development Goals:

体の評価の中で労働安全衛生をどの程度重視する

持続可能な開発目標）は CSR/ESGとは異なる経緯

かは評価会社で異なっていた。さらに対象企業の

で生じている。SDGsに先立ち、2000年 9月に開催

業種によって、安全衛生の評価点数に重みづけが

された国連ミレニアム・サミットにおいて、21世紀

なされていたため、労働安全衛生を ESGの中でど

に向けた国際社会の目標として、安全で豊かな世

の程度、評価するかは業種により異なっていた。

界を作るための「国連ミレニアム宣言」が採択さ

一方で、SDGsにおいて労働安全衛生は、「8．働

れた。2015年までに貧困や飢餓、差別の撲滅など

きがいも経済成長も」に含まれる。目標 8は、包摂

8つの目標と、より具体的に示した 21のターゲッ

的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完

ト、そして進捗状況を測るための 60の指標が定め

全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい

られ、MDGs（Millennium Development Goals:

雇用 (ディーセント・ワーク )を促進する、であり、

ミレニアム開発目標）と呼ばれた。しかし、SDGs

労働安全衛生も重要な一要素である。実際に定め

ほどの注目を集めることはなかった。2015年 9月、

られた評価指標の 1つに、8.8.1: 致命的及び非致命

ニューヨークの国連本部で開かれた「国連持続可

的な労働災害の発生率(性別, 移住状況別)、がある。

能な開発サミット」において、MDGsに引き続き

また、
「3．すべての人に健康と福祉を」も労働安全

2030年までに達成すべき目標として、
「持続可能な

衛生、特に産業保健が貢献できる目標である。目

開発のための 2030アジェンダ」（「2030アジェン

標３は、「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生

ダ」
） が全加盟国の賛同を得て採択された。このア

活を確保し、福祉を促進する」、であり、労働者の

ジェンダには、17の持続可能な開発目標が定めら

健康も重要なターゲットである。「3.4.1: 心血管疾

れ、SDGsと名付けられた。SDGsは、持続可能性に

患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率」

対する社会の関心の高まりと整合していた点、ま

については、日本において健康診断と事後措置に

た、印象的な絵表示（ピクトグラム）をつくるなど

より貢献すべき課題であり、また、
「3.4.2: 自殺率」

4)
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については、職域におけるメンタルヘルス対策が

るためには人的資本に関することや社会的責任な

果たす役割は大きい。

ど、財務以外の情報（非財務情報とよばれている）
も開示することが求められるようになった 6)。財務
情報と非財務情報とを合わせて報告したものが統

３ . 労働安全衛生に関する情報開示
情報開示は社会的責任のなかでも重要な活動で

合報告書である。2020年の調査において、統合報

ある。ESGにおいては、投資家が投資のための意思

告書を発行している企業が 28%であり、CSR関連

決定を行うために、企業の情報開示が不可欠であ

報告書または統合報告書のいずれかを発行してい

る。企業の活動で、社外の利害関係者は投資家の

る企業が 41%であり、2012年と比べてわずかに増

みではない。顧客、地域社会、取引先、行政機関

加していた。

など、多くの関係者が存在する。また、社外に限

社会的責任の活動に関する情報開示の具体的内

らず、社内のおいては社員も重要な関係者である。

容について定めた文書で、GRIサステナビリティ・

これらの利害関係者との対話を行うことは社会的

レポーティング・スタンダードは最も有名なものの

責任の１つであり、そのために情報開示は必須と

１つである。初版は 2000年に発行され、最新版

なる。

は 2016年である（労働安全衛生は 2018年に改訂）。

情報開示の方法として、株式を市場に上場して

労働安全衛生に関する事項は GRI403: 労働安全

いる多くの企業では、CSR関連報告書を作成・発行

衛生 2018であり、表 1の通りである。開示事項の

している企業が多い。日本の東証一部上場企業の

ポイントは、マネジメントシステムのもと目標・計

すべてのホームページを調査した研究では、CSR

画、実施、評価・改善が行われていること、リスク

関連報告書を発行している企業が 2004年 26%か

アセスメントが実施されていること、労働者との

ら 2012年 39%と 増 加 し て い た 。 同 様 の 方 法 で

対話が行われ、また、労働者に対する安全衛生教

2020年 に 東 証 一 部 上 場 企 業 を 調 査 し た と こ ろ、

育が行われていること、アウトカムとして度数率、

CSR関連報告書を発行していた企業は 20%と減少

強度率、労働災害件数、職業性疾病の件数があげ

していた。上場企業は財務情報を開示することが

られている。

5)

法令で定められているが、会社の将来性を判断す
表1

GRI 403: 労働安全衛生 2018の開示事項

マネジメント手法の開示事項
開示事項 403-1

労働安全衛生マネジメントシステム

開示事項 403-2

危険性 ( ハザード ) の特定、リスク評価、事故調査

開示事項 403-3

労働衛生サービス

開示事項 403-4

労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション

開示事項 403-5

労働安全衛生に関する労働者研修

開示事項 403-6

労働者の健康増進

開示事項 403-7

ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和

項目別の開示事項
開示事項 403-8

労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者

開示事項 403-9

労働関連の傷害

開示事項 403-10

労働関連の疾病・体調不良

先の調査では、CSR関連報告書のなかで労働安全

かである。一方で、中小企業における労働安全衛

衛生を記載していた企業は 2012年で 78% 、2020

生活動の情報開示は大企業に比べて進んでいない。

年で 89%であった。記載内容は業種により若干異

労働者の健康の取組みが進んでいると考えられる、

なるものの、労働安全衛生が CSRの概念の一部と

健康経営優良法人 2020に認定された企業の約半数

して上場企業から広く認知されていることは明ら

(2217社 )のホームページを確認した結果、ESGの

5)

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

39

【特集・第1回学術大会】教育講演②

文言で情報開示している企業は 5社（0.2%）、SDGs

シート）が一般に公開された 8)。つまり、投資家が

の文言で情報開示している企業は 130社（5.9%）で

この情報を使用して投資判断を行うことができる

あった。

環境が整備された。2つ目は、労働者の安全や健康
を確保するための対策に積極的に取り組み、高い

４ . ESG/SDGsは労働安全衛生の水準を引き上げ

安全衛生水準を維持・改善している企業を評価する
制度（安全衛生優良企業公表制度）であり、厚生労

るか
ESG/SDGsが労働安全衛生の水準を引き上げる

働省により創設された 9) が、申請企業数が伸び悩ん

かについて考察する。上場企業のなかでも ESG活

でいる。今後、本制度の申請件数および認定企業

動の評価が高い企業では、労働安全衛生水準が既

数を増やし、将来的には利害関係者が認定企業の

に高いことが想定される。労働者の健康の取組み

本制度の詳細な評価結果を閲覧できる環境となる

が優良であると評価された健康経営銘柄選定企業

ことが望ましいと考える。

は、ESG評価会社からも ESGの取組みを高く評価

では、そのような環境が整備されるまで、労働

されていることが多い。ESG活動の評価をこれから

安全衛生の水準は高まらないか。上場企業におい

高めていきたいと考えている上場企業では、労働

ては、投資家がどのような関心を示すかに依存す

安全衛生を充実させることへのインセンティブが

る。企業は投資家の関心が高いテーマについて情

働くかも知れない。特に製造業やアパレル・服飾関

報を開示し、投資家の求める説明を行う必要性が

連業界では、取引先の労働者の人権に配慮するこ

高まる。投資家が労働安全衛生についてどのよう

とが社会的にもとめられる状況になっている。こ

な情報開示のニーズがあるかについて明らかにし

れは国連が提唱する「ビジネスと人権に関する指

た研究は存在しないため、今後の調査が必要であ

導原則」 が元となっており、先にあげた業種では、

る。ESGの観点以外でも、情報開示を推進する動

規模の小さい原材料の製造元や請負元が児童労働

きが出始めている。たとえば、2018年に発表され

など厳しい労働環境下での就労を余儀なくされて

た、人的資本に関する情報開示（ISO 30414）10) が

いたことで不買運動が起き、社会問題化した経緯

これにあたる。企業の将来的な発展のためには優

があり、特に注目されている。

秀な人材およびその人材を採用・教育するための仕

7)

このような中で、ESG/SDGsが労働安全衛生の

組みが企業に備わっていることが必要な要素であ

水準を引き上げるための課題とその解決策につい

る。経営者からみた働く人の健康状態は、従業員

て考察する。ESGの評価のなかに労働安全衛生が

個人の自己資源の根幹資源であると同時に、企業

含まれているものの、労働安全衛生に関する評価

における人の根幹資源でもある 11)。そのため、働

項目が少なく、また、法令で定められた活動の実

く人の健康をまもる労働安全衛生活動は、人的資

施の有無でのみ評価され、活動の質が評価に反映

本に関する情報開示における基盤と位置づけ、今

されないことが多い。そのため、単に ESG評価を

後、情報開示が進むことを期待したい。安全衛生

あげたいと考える企業では、ESG評価が労働安全衛

を担うスタッフや産業保健スタッフは、経営者に

生の活動の質を高めることのインセンティブとな

対して、労働安全衛生活動の情報開示を積極的に

らない可能性がある。労働安全衛生の活動の質も

行うよう働きかけをすることが求められる。

含めて評価している制度があり、ESG評価に活用で
きる可能性があると考える。1つは健康経営である。
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健康経営については、健康経営銘柄や健康経営優

止対策の推進と ESG投資の活用に資する調査研究」
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(20JA1005)の助成を受けて実施した。本稿の執筆

報が取得されており、また、2021年には、健康経
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のうち、開示に同意した 441社の健康経営度調査
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Lesson from the Kanagawa SR Management and Labor Center incident
～ What should I have done and what shall we do from now on? ～
シンポジウム①司会
元京都大学法科大学院客員教授 , 日本産業保健法学会理事 , 弁護士法人天満法律事務所所長 , 弁護士

吉田 肇

Symposium ① Facilitator
Former Guest Professor at kyoto university law school, Executive Board Member of the Japan Association of Occupational
Health Law, President of Tenma Law Firm, Attorney
Hajime Yoshida

[要 約]

本事件は、職員の復職の可否について、産業医が、休職事由とされた精神障害は
寛解をしているが、他の職員とトラブルが発生する可能性が高い等と判断して復職
不可としたところ、裁判所は、産業医の判断は休職事由とは無関係として復職を認
めたものである。シンポジストからは、産業医は、労働能力の回復の程度を踏まえ
て復職の可否を判断すべきであり、職場の人間関係等の管理部門が行うべき事項に
より判断すべきではない等の見解が示された。議論全体を通じ、主治医と産業医、
職場、社労士、弁護士等が情報を共有するとともに適切に連携し、その役割を果た
すことが重要であることが示された。
[ キーワード ] 復職 , 産業医 , 主治医 , 社労士 , 弁護士
[Abstract]

In this case, in which an industrial physician refused permission for
reinstatement to work although the psychopathology that was the cause of the
leave had abated, citing considerations such as the high likelihood of problems
arising with other employees, the court ruled in favor of reinstatement regardless
of the reasons for leave. Symposium participants’comments included the
argument that an industrial physician’s decisions on reinstatement should be
based on the degree of recovery of the ability to work and should not reflect
matters such as interpersonal relations in the workplace, which should be
handled by administrative sections. Throughout the discussions as a whole,
it was pointed out that it is important for attending physicians, industrial
physicians, workplaces, labor and social security attorneys, and attorneys at law
to perform their roles by sharing information and cooperating appropriately with
each other.
[Keywords] Returning to work, industrial physician, primary doctor,
certified social insurance labor consultant, attorney
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第1

本シンポジウムの狙い

本シンポジウムの狙いは以下の二つである。一

復職に際し、紛争を予防し、適切な対応（円滑な職

つ【論点１】は、ある判決（神奈川 SR経営労務セ

場復帰支援あるいは円満な退職措置）をするうえ

ンター事件）を素材に、メンタル不調社員の復職申

で、事業者（人事労務担当者）と医療専門職、法律

請に対して、事業者及び産業医、精神科医等の医

専門職は、それぞれどのような役割を果たし、ま

療関係者並びに社会保険労務士、弁護士等の法律

た連携すべきかを検討することである。

専門職はどのように対応し、その役割を果たすべ
きであったのかを検討することである。
もう一つ【論点２】は、同事件のような事案に

シンポジウムは、上記二つの論点について、以
下の各演者の意見表明、報告を受けて引き続きオ
ンラインによる質問に演者が答える形で行った。

限らず、広く一般的にメンタル不調社員の休職、

第2

各演者の報告、意見表明
（以下の内容は、各演者が作成したサマリーである）

1. 原 俊之先生（明治大学 法学部講師）
〔 判決要旨 〕

〔 事件の概要 〕
本件
（東京高判平 30・10・11、横浜地判平 30・5・

花子、太郎とも退職扱いは無効であるとして労

10）は、Ｙ（労働保険事務組合）の職員である花子

働契約上の地位確認請求を認容した（以下、花子に

（仮名）および太郎（仮名）が、精神疾患により休職

関する判断を中心にまとめる）。

したところ、休職期間満了時点で復職不可と判断

（1）Ｙ就業規則における復職条項の「休職事由が消

され退職扱いとされたことに対して、労働契約上

滅した」とは、従前の職務を通常の程度に行え

の権利を有する地位にあることの確認等を求めた

る健康状態に回復した場合をいい、
「復職できな

事案である。

い」とは、休職事由が消滅しなかった場合、す

花子は平成 23年 7月、月子主任らを相手取りパ
ワハラを理由とする損害賠償を求め提訴したもの
の、Ｙらが再発防止に努めることなどを条件とし

なわち従前の職務を通常の程度に行える健康状
態に回復しなかった場合をいうと解される。
（2）産業医面談時の様子や退職扱い当時の花子の状

て和解が成立した
（第1訴訟）
。しかし平成25年9月、

態（体調がよく、投薬も終わり、復職の意欲が

花子は和解条項が履行されていないとして、Ｙら

あることを話し、精神障害が疑われる事情が

を被告として損害賠償請求訴訟を提起した（第 2訴

ない）からすると、うつ状態の改善により復職

訟。東京高裁は花子の請求を認容し、Ｙらに 330

可能とした主治医の診断書は信用でき、花子

万円の支払を命じた。太郎はこの訴訟でＹが和解条

は従前の職務（窓口業務、電話対応など等）を

項に違反している旨証言）
。第 1訴訟和解成立前の

通常の程度に行える健康状態に回復していた

平成 26年 5月、産休・育休を取得していた月子の復

ものと認められる。

職が決まったのを機に、花子は精神的に不安になっ

（3）産業医が復職不可とする理由は、休職前の状況

て欠勤するようになり（主治医からうつ状態との診

からすると、職場の他の職員に多大な影響が出

断を受ける）
、同年 9月、Ｙは花子に休職命令を発

る可能性が高いというものであるが、これは

した。他方、太郎は平成 23年に適応障害と診断さ

花子らの休職事由となったうつ状態等が寛解

れ、その後精神的不調が悪化し、平成 26年 9月に

し、従前の職務を通常の程度に行える健康状

Ｙから休職を命じられた。Ｙは、産業医による診

態に回復したか否かとは無関係な事情である。

断・意見を参考に検討した結果、両名を復職不可と

（4）Ｙは、復職可否の判断に当たり，職場の環境や

判断し、休職期間満了（花子は平成 27年 6月、太郎

花子らが他の職員に与える影響も踏まえて検

は同年 9月）
をもって花子・太郎を退職扱いとした。

討すべきであり、Ｙの職員の中には，花子ら
の言動により心身の不調等が生じている者が
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いる旨主張するが、Ｙの幹部や他の職員と花

立場にあるのに対し、主治医の診断はその職場で

子らとの間のあつれきは、Ｙの職場環境配慮

求められる業務遂行能力まで回復しているか否か

義務違反等に主たる原因があると認められる。

の判断とは限らないからである（一例として、ＮＨ

Ｙの主張は、花子らと他の職員とのあつれき

Ｋ（名古屋放送局）事件（名古屋高判平 30・6・26）、

（事例性）を理由に、花子らの病気休職を利用

東京電力パワーグリッド事件（東京地判平 29・11・

し、休職期間満了を理由として退職させよう

30）等）。そのような中、本件は産業医の証言の信

とするものであり、到底採用できない。

用性が正面から否定されたケースとして検討に値
する。

〔 本件の特徴 〕
労働者の復職の可否が争点となる事案において、

なお、Ｙの上告は棄却され判決は確定したものの
（最二小判平 31・4・26）
、花子は本件における産業

産業医と主治医の診断が対立する場合、多くの事

医の意見書等によって名誉感情を侵害されたとし

案では産業医の診断に信用性ありとされる。産業

て、Ｙおよび産業医を相手取って損害賠償を求める

医は発症前後の職場環境や就労実態を把握しうる

訴訟を提起し、現在横浜地裁にて係争中である。

2. 神山 昭男先生（（医）桜メディスン 有楽町桜クリニック 院長）
職場のメンタルへルス不調者の診療における精

く、高いハードルがあることが判明している。ま

神科主治医の基本的役割と必要な力量について私

た、産業保健の実践的対処にふさわしい力量を主

見を述べた。

治医、産業医双方が備えていくことが、この状況

主治医は診察室で、本人の目線を重視した精神力
動的理解でエピソードの概要をつかんでいく。職場
でつらいことがあったとの訴えがあった際は、そ

を乗り越える方策の一つであることも明らかにさ
れてきた。
因みに、主治医に期待される「連携スキル」とは、

の体験を再現する必要がある。いつからどのような

①本人の主観的判断と、周囲の客観的判断を参考

業務を担当し、どのような責任、役割をもたされ、

としながら取り組む、②病状の背景にある、業務

さらに上司、同僚らとの人間関係はどうであったか

上要因、業務外要因、個人要因を見極めていく、

など、本人はどのように体験していたのか。

③常にメンタルヘルスの視点を重視する、④治療

その過程で、職場との関係性が芳しくない、産

と就労の両立支援の観点から、産業医と主治医等

業医との見立てが違う際には復職の困難性が想定

との連携に取り組む。⑤本人と合意形成しつつ診

されるところ、就労再開への支援として職場との

療に取り組む、⑥産業保健関連諸制度・規則等の動

連携に取り組む場合がある。

向に注目し研鑽を積む、⑦本人の所属職場の就業

しかし、この過程で難局に至れば主治医の限界
を認めざるを得ず、第三者として労働局、弁護士
へ引き継ぐこととなるが、実際にこれに取り組む
には相当な専門性が必要である。
最近の研究によれば、連携の必要性があるとは
いえ、必ずしも効果的な連携に至らない場合も多

規則、休業時の対応等について情報収集する、で
ある。
これらは主治医に必要な「専門性」であり、今
後の建設的な主治医と産業医との論議とともに、
現場で連携の実践的な取り組みが深まっていくこ
とが期待される。

3. 浜口 伝博先生（産業医科大学 産業衛生教授）
テーマは労働者の復職可否を判断する際の産業
医側根拠の相当性に関することである。このシン

不可の判断結果との乖離について議論することで
ある。

ポジウムにおける筆者の役割は、産業医としての
一般的立場において復職の適否を判断するときの
基準を例示することであり、本事件における復職

（1）本事件における産業医と裁判所の見解
すべての事業場において産業医が選任されてい
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るわけではない（産業医の選任義務は労働者 50人
以上の事業場にある）。このため労働者の復職の際
に、産業医判断がある場合とない場合がある。さ
て産業医が専任されている場合には、厚労省発行
の“心の健康問題により休業した労働者の職場復
帰支援の手引き”にて、「主治医による診断書の内
容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性
を判断していることが多く、それはただちにその
職場で求められる業務遂行能力まで回復している
か否かの判断とは限らないことにも留意すべきで
ある。また、労働者や家族の希望が含まれている
場合もある。そのため、主治医の判断と職場で必
要とされる業務遂行能力の内容等について、産業
医等が精査した上で採るべき対応について判断し、
意見を述べることが重要となる。」と解説されてい
る。実際に本事件においても、当該産業医は主治
医に対して診療情報提供書の提出を依頼し、その
結果につき産業医の立場から独自に解釈をしてい
る。
産業医と裁判所における解釈の共通点は、労働
者は「医学的には病気ではなく、投薬等の医療行

ばいいのであって、復職後に特段の懸念は発生し

為も必要ではなかった」というものであり、解釈

ないだろうというような「十分条件（本件において

の相違点は、産業医が同労働者に「職場員への不

は職場人間関係の悪化）」までの確認は不要だとい

満や不信が強く、協調性の欠如、攻撃的言動が認

うことになる。別の観点で言えば、「疾病性」につ

められるため」
、就業は不可としたことに対し、裁

いては労働負荷に対応できる回復であるかどうか

判所は、
「従前の職務を通常程度に行える健康状態

については当座情報（その時点での断面情報）にて

に回復していたと認められ、前記した産業医の指

産業医判断すればいいのであって、それ以外の職

摘は復職判断には無関係」と裁断した点である（右

場での「事例性（本件においては職場人間関係の悪

図参考）
。

化）」問題については、職場管理者による管掌部分
として判断されるべきものであり、復職時の判断

（2）復職判断基準の考え方

項目に含むべきではないということになる。

そもそも復職に際しての健康状態については、
「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復

（3）産業医が誘導する成功する復職

しているかどうか、または、十分な回復がなくて

産業医が行う業務の本質は「適正管理」の実現

も当初軽易作業に就かせれば、ほどなく当該業務

である。健康診断の判定やその後の保健指導、高

を通常の程度に行える健康状態に回復している」

ストレス者面談等々も、その目的は労働者の健康

という見込みが立てば復職させるべきとの考えが

と労働負荷との適正を図ることである。その意味

判例として現在多用されている。また上記した“手

で、産業医は産業医学において専門的な知識を持

引き”には、職場復帰可否を判断する際の項目と

つものとされ、かつその判断や指示等において法

して右表が例示されている。つまり、復職時にお

的に中立性・独立性が担保されている。

ける労働者の健康回復確認については、要点とな

特に復職問題は、その可否が労働者にとって経

るいくつかにおいて「必要条件」として成立すれ

済的な基盤を失う可能性をもつだけに特に慎重に
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対処すべきであり、科学的根拠にもとづき合理的

会議であるとの認識も可能だろう。そうすれば、

に判断することが産業医に求められることになる。

本人も復職成功に向けて自己修正の努力を惜しま

その一方で心がけるべきことは、一般に労働者は

ないだろうし、迎える職場側もどのような支援が

弱い立場であることから、面接においては支援的

具体的に必要なのかも議論できることになる。復

または配慮的な姿勢を忘れてはいけないというこ

職面接を通して互いの「できること」「できないこ

とである。

と」を明示することで相互の理解が深まり、それ

また復職面接は、労働者の復職を成功させるた
めに行う医学的な確認と職場調整のための関係者

は自然と後日の「事例性」の回避にもつながるこ
とになる。

4. 高原 龍二先生（大阪経済大学 経営学部教授）
神奈川 SR経営労務センター事件について、心理
学の立場から見解を述べた。

摘されている 3)。
本シンポジウムの題材となっている第 3訴訟は、

論点 1については、集団の意思決定や集団間の対

優越的な関係を背景とし、業務の適正な範囲を超え

立に関する研究、パワーハラスメントに関する研

て、就業環境を害したという点で、第 1訴訟から連

究を紹介し、それに基づいてセンターがどうすべ

続的に続くパワーハラスメントと捉えることもで

きであったかを論じた。論点 2については，仮に心

きる。悪意や攻撃性のあるリーダーの行動に関す

理職がセンターに関与していれば、どのような対

る破壊的リーダーシップ研究からは、リーダー自

応が可能であったかを論じた。

身が感じるストレスや組織風土がその要因となり、

企業の不正や戦争の敗北など、集団の決定が失

組織秩序が損なわれ、被害者のストレスが高まり、

敗するケースの多くに集団浅慮が関わっていると

生産性が低下する悪影響が生じることが示されて

いわれている。集団浅慮とは人間関係に配慮する

いる 4)。したがって、パワーハラスメントは当事者

あまり肝心の目標達成がおろそかになる現象を指

だけの問題ではなく、組織全体の風土を改善しない

しており、その要因として集団凝集性、孤立、リー

ことには次々と発生することになり、さらに風土

ダーシップ、ストレスが挙げられている 。全ての

が悪化するという悪循環が形成されることになる。

要因が満たされていたかは定かではないが、セン

センターは紛争の原因を個人の適応問題と捉える

ターが組織内外に情報を出さない対応をとってい

のではなく、原告としっかりコミュニケーションを

たことは裁判記録から読み取れ、裁判やその判決

取った上で職場全体の改善に取り組むべきであっ

がストレスとなっていたであろうことも推察でき

たといえよう。そうすれば、職場全体の生産性向上

る。これらが背景となりセンターの意思決定が誤っ

を見込むこともでき、労働者の健康へ配慮を示した

たものとなった可能性がある。この傾向に拍車をか

という点で仮に紛争が収束しなかったとしても厳

けたと考えられるのが内集団バイアスである。内

格な対応をとる大義名分ができたと考えられる。

1)

集団バイアスとは内集団(自分が所属している集団)

以上のように、心理学の観点は本紛争を未然に

に愛着を感じ、優れていると認識する一方で、外集

防ぐのに役立った可能性がある。心理職がセンター

団に敵意や対抗心を感じ、劣っていると認識する傾

に関わっていたとすれば、上記のような視点を背景

向である 。センターは被告を外集団としてあなど

に、ハラスメント発生時点での当事者や周囲への

り、復職不可による自然退職という方略が成功する

ケアといった当事者支援、当事者に関わる人へのコ

と過信したのではないだろうか。こうした集団の対

ンサルテーションなどの経営者・管理監督者支援、

立による意思決定の失敗を回避する方法としては、

職場風土の把握・改善提案などの組織支援といった

共通目標と単純接触による和解が有効であると指

貢献ができたかもしれない。

2)

1）釘原直樹 . 集団・組織と人の行動 (グループ・ダイナミックス ). 田中健吾 , 高原龍二編著 . 産業・組織心理学 TOMORROW. 東京 : 八千代出版 ; 2020. 1-17.
2）三船恒裕 . ソトよりウチをひいきする心の仕組み . 心理学ワール . 2016; 72: 23-24.
3）Sherif M, Harvey OJ, White BJ, et al. Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment (Vol. 10). Norman, OK:
University Book Exchange; 1961.
4）高原龍二 . リーダーシップ : 現代的課題 . 田中健吾 , 高原龍二編著 . 産業・組織心理学 TOMORROW. 東京 : 八千代出版 ; 2020. 73-90.
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5. 森 克義先生（社会保険労務士法人ヒューマン・プライム 特定社会保険労務士）
神奈川 SR経営労務センター事件を教訓として、

場からすれば泣き寝入りで終わってしまうことが

メンタル不調者の休職・復職に於ける人事労務担当

あったのかも知れないが、今は、対応を間違える

者が果たす役割について意見を述べた。

と、ハラスメントなどと事件化してしまうリスク
がある。その意味では、メンタル不調社員への対

論点 1「神奈川 SR事件においては、どのように対応
すべきであったか」

応は、技術的問題（既存の方法で解決できる問題）
から適応課題（既存の方法で一方的に解決ができな

センターは小規模事業者であるが、復職判断に

い、複雑で困難な問題）へと変化してきていると考

於いて産業医の意見聴取をおこない、また、産業

える。適応課題として捉えると、コミュニケーショ

医も主治医に情報提供を求めており、形式的には

ンによる課題解決が求められ、「答えを探す」ので

問題がないように見える。それでは、何がまずかっ

はなく、「答えを創っていく」というイメージで対

たのか、さらにどのような対応をしておけばよ

応にあたることが肝要である。

かったのか、退職という最終的な局面だけでなく、
時間軸を遡って考えてみることとした。

また、人事労務担当者には、コーディネーター
の役割を果たすとともに、父性の機能を発揮する

センターの従業員規模を踏まえると専任の人事

ことが期待される。困難を抱えている本人を支え

労務担当者が配置されていたとは考え難いため、事

ていくには、サポーティブに共感し、気持ちや感

務局の責任者がその役割にあると仮定し、
「どのよ

情を受けとめることがもちろん大切であるが、一

うに対応すべきであったか」の観点で人事労務担

方で、組織としてのルールや枠組みをしっかり本

当者の仕事を以下の通り４つ挙げ、意見を述べた。

人に伝えていくことも必要である。このように、

①体制づくり
（チームづくり）

父性と母性（あるいは、北風と太陽）の両方の機能

②本人および関係者とのコミュニケーション

で本人をサポートするのであるが、一人で両方の

③リスクマネジメント

機能を果たすことは難しく、職場秩序の維持は事

④
（復職を受け入れるために）職場の説得

業者としての課題であることを踏まえると、人事
労務担当者が、父性の機能を担うのが適当である

論点2「一般にメンタル不調社員の休職、復職に際し、
紛争を予防し、適切な対応をとる上で、どのよ
うに対応し、また他の専門職等と連携すべきか」

と考える。
なお、課題を分離するうえでも、父性の切り分
ける機能を発揮する。「復職は誰の課題か」と言う

人事労務担当者の役割は、メンタル不調社員の

と、そのことによって実質的な影響を受けるのは

対応全般をコーディネートすることである。具体

本人であり、本人の課題である。本人の課題と職

的には、本人に寄り添って気持ちに耳を傾けなが

場の課題（例えば、復職後の問題行動やパフォーマ

ら、医療機関（主治医）からは診断や治療に関する

ンスへの対処）を区別する、という点でも父性の発

情報を聴き、また、職場からは人間関係を含む職

揮が求められる。つまり、人事労務担当者は、本

場環境や仕事に関する情報を聴いて、それぞれに

人の課題は本人へ、職場の課題は職場へ、と返す

共有し、復職に向けてのさまざまな課題を整理す

対応をしっかり行わなければならない。

るために本人を含めて関係者間の仲介や調整をお

このように、メンタル不調社員の休職・復職に際

こなう、そして、落としどころをつくっていくこ

し、未然に紛争を予防するためには、人事労務担

とである。

当者を含む関係者がそれぞれ自分の役割を果たし

メンタル不調社員への対応は、以前は退職勧奨
や解雇で終わっていた問題、つまり、労働者の立
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たうえでチームとして機能し、組織として懐を持っ
た対応を行うことが求められる。

神奈川 SR 経営労務センター事件の教訓 〜どうすればよかったのか、これからどうすべきか〜

6. 吉田 肇 ： 補足意見及びまとめ
（1）復職の要件に関する裁判所の考え方

業医の意見、あるいはリワークプログラム、試験

私傷病休職は、解雇猶予の制度であるから、復

出社時の状況やそれを踏まえた専門医の意見など

職の要件（休職の事由が消滅）が満たされる場合と

の信用性を肯定し、復職の要件を満たさない（休職

は、労働契約上の債務の本旨に従った履行の提供

事由は消滅していない）としたものが多い。

がある場合をいう。具体的には、
①原則として、従前の職務を通常の程度に行える

（3）神奈川 SR経営労務センター事件の教訓

健康状態に回復したときを意味する。但し、当初

本事件は、他の訴訟事件と同様に、主治医の意

軽易作業に就かせれば、ほどなく通常業務に復帰

見と産業医の意見が対立した事件であったが、特

できる健康状態まで回復している場合には、その

徴は、休職事由とされた精神障害（適応障害、うつ

ような配慮を行うことが義務付けられる場合があ

状態）について、判決によると、主治医、産業医と

り、その場合は復職の要件を満たす。また、②労

もに寛解を認めているにもかかわらず、産業医は、

働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締

他の職員とのトラブルの原因が原告の側にあり、

結した場合 においては、現に就業を命じられた特

復職を認めると職場の他の職員に多大な影響が出

定の業務（従前の担当業務）について労務の提供が

る可能性が高いと判断して復職不可としたことで

十全にはできないとしても、当該労働者が配置さ

ある。そして、この判断は、本件判決以前の、被

れる現実的可能性があると認められる他の業務に

告がパワハラを認めて和解をした別訴などの一連

ついて労務を提供することができ、かつ、その提

の訴訟の経過を踏まえたものではなかった。

1）

供を申し出ている場合をいう（片山組事件 ・最高裁
平成 10年 4月 9日判決）とされている。

判決は、産業医の判断は、休職事由となった本件
うつ状態及び本件適応障害の回復の程度とは無関
係な事情であるとして，本件では休職事由は消滅

（2）復職の可否をめぐる紛争の実際

しており復職を認める判断をしたのであるが、こ

私傷病休職における復職の可否の判断は、裁判

れは、浜口先生の、
「疾病性」については労働負荷

においては基本的には医師の判断が尊重されるた

に対応できる回復であるかどうかについて産業医

め 、主治医が復職可の診断書を提出した場合に

判断をすればいいのであって、それ以外の職場で

は、それに疑問を持つ事業主は産業医の意見及び

の「事例性（本件においては職場人間関係の悪化）
」

精神科専門医の意見を求めることになる。また、

問題については、職場管理者による管掌部分とし

それと同時に、あるいは単独で、復職前に試し出

て判断されるべきものであり、復職時の判断項目

勤ないしリワークプログラムを実施し、復職が可

に含むべきではないとする意見と同様の考え方と

能な程度にまで健康状態が回復しているか否かを

いってよかろう。森先生の、ディスカッションに

検証することも行われる 。

おける、いわゆる問題社員対応と職場復帰支援は

2）

3）

裁判例では、主治医の意見と会社の依頼した専

分けて考えるべきという意見も同趣旨と思う 4）。現

門医あるいは産業医の意見が対立した事件におい

実の治療の現場では、治療の過程で当初の傷病名

ては、職場環境、業務の具体的内容を踏まえた産

と異なる診断をする場合や、傷病名を特定するこ

1）裁判例では、たとえ職種限定の労働契約であったとしても、配置の現実的可能性のある業務の有無を検討するよう求める判決や短期間の軽減業務に
つける配慮を求める判決が出されており（例えば、全日本空輸（退職強要・解雇）事件・大阪地裁平成 11年 10月 18日判決、大阪高裁平成 13年 3月 14日
判決、カントラ事件・大阪高裁平成14年6月19日判決）、事案により判断が分かれている。実務上は、できる限り職種限定の契約か否かにとらわれず、
配置の現実的可能性のある他の業務があるか否かを検討しておくことが望ましい。
2）綜企画設計事件・東京地裁平成 28年 9月 28日判決等
3）試し出勤の結果と会社の委託した専門医２名の意見を踏まえて復職の要件を満たさないとしたＮＨＫ（名古屋放送局）事件・名古屋高裁平成 30年 6月
26日判決、試し出勤の結果により、当初軽易な業務に就ければほどなく従前の業務を通常に行える程度まで回復しているとはいえないとした日本電
気事件・ 東京地裁平成 27年 7月 29日判決、リワークプログラムを実施し、専門医の意見により復職を認めなかった東京電力パワーグリッド事件・東
京地裁平成 29年 11月 30日判決等参照。
4）なお、事例性の背後に別の疾病が当初から存在した事例（日本ヒューレットパッカード事件・東京地判平成 27年 5月 28日）もありうるが、本事件では
そのような認定はされていない。
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と自体が難しい症例もあり、そのことを踏まえて、
就業規則で類似する病名で再発、欠勤をした場合

（4）主治医、産業医及び人事労務担当者、法律専門
職の果たすべき役割と連携

には同一の休職事由として扱い、休職期間を通算

シンポジウムでは、神山先生から、調査・研究の

する等の対応をするのは一般的といえようが、全

結果、主治医が客観的な情報を収集し、的確な診

く異なる傷病の場合は、別の休職原因（すなわち別

断、判断をするためにも主治医と産業医、職場が

の解雇猶予の事由）と判断されると思われる。本事

情報を共有し、適切に連携することが重要であり、

件では、医学的には病気ではないとされているの

復職を円滑にすすめ、紛争を回避することにもつ

で、類似する傷病と判断することも難しそうであ

ながることが明らかにされた。
発生した紛争を適正に解決することは重要であ

る。
判決やこれらの意見を踏まえれば、いったん職

るが、裁判例の考え方を踏まえながら、各専門職

場復帰を認め、職場の人間関係悪化による業務へ

及び職場、当事者が適切な連携と判断を行うこと、

の影響は労務管理により適切に対応するという判

そして弁護士や社会保険労務士などがそのコー

断もあり得たのかもしれない。

ディネート役を果たすことが重要であると考える。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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シンポジウム② 化学物質管理の法対策 〜アスベスト訴訟、胆管がん問題を踏まえて〜

職場における化学物質管理の現状と課題
Present status and tasks of chemical substance management in workplace

シンポジウム②司会 （一社）日本ボイラ協会専務理事 , 元厚生労働省安全衛生部長

半田 有通

Symposium ② Facilitator
General Incorporated Association, Japan Boiler Association Executive Director,
Former Director of Safety and Health Department of the Ministry of Health, Labor and Welfare Ministry
Arimichi Handa

[要 約]

我が国の化学物質規制は、労働基準法・労働安全衛生法の下、発展し、化学物質
に係る労働災害防止に大きく貢献してきた。しかし、その基本的考え方は、災害事
例等を分析して、再発防止を図るというものであった。そのため、仕様基準で、分
かりやすい半面、どうしても事後的にならざるを得なかった。今後は、結果は求め
られるが手法は問わないとする性能要件基準と、そのための情報伝達ルールの整備
が進むことが期待される。
[ キーワード ] 化学物質規制 , 仕様基準 , 性能要件基準 , 危険有害性情報伝達のルール
[Abstract]

Control of chemical substances in Japan has developed under the Labor
Standards Act and Industrial Safety and Health Act frameworks, to contribute
greatly to preventing workplace accidents involving chemicals. However, the
basic concept underlying this approach has been one of analyzing accidents
and other incidents and taking measures to prevent their reoccurrence. While
this enables specifications and standards that are easy to understand, inevitably
it involves an ex-post approach. It is hoped that progress will be made in the
future on development of performance requirement standards that demand
results but do not require specific methods, and of rules on communication of
information for this purpose.
[Keywords] Control of chemical substances, specifications and standards,
performance requirement standards,
rules on communication of information

措置を義務付ける程度であったようだ。

1. 化学物質規制の歴史
我が国において、鉛、水銀による中毒は古くか

具体的な進展を見るのは、労働基準法（昭和 22

ら知られていたが、明治に入ると、殖産興業の掛

年）の下、労働安全衛生規則が定められてからであ

け声の中、黄燐マッチ工場における燐中毒や、電

り、さらに四エチル鉛危害防止規則（昭和 26年）、

池工場における鉛中毒も発生した。

有機溶剤中毒予防規則 (昭和 35年 )、鉛中毒予防規

大正 10年には黄燐燐寸製造禁止法が公布された

則 (昭和 42年 )、特定化学物質等障害防止規則 (昭

が、化学物質管理に係る体系だった法規制は、工

和 47年 )等が定められた。これらの規制は、労働

場法（明治 44年公布、大正 5年施行）に基づき定め

安全衛生法（昭和 47年）に継承された 1）。

られた工場危害予防及衛生規則（昭和 4年）に始ま
る 。しかし、労働衛生の観点からは、
「排出・密閉」
1）

52

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

さらに新規の化学物質に対処するため、昭和 52
年の労働安全衛生法改正で、新規化学物質有害性

職場における化学物質管理の現状と課題

調査制度が定められ、同時に、既存化学物質の有

リスクは、医療器具の滅菌作業の後、これらを取

害性調査のために、日本バイオアッセイ研究セン

り出す際に、残留しているエチレンオキシドを吸

ターが設置されることとなり、昭和 57年、業務を

引するというものであった。ここに、上述のよう

開始した。

な工学的措置を講じることは、大きな困難を伴う

他方、作業環境測定については、昭和 50年作業
環境測定法が制定された。昭和 63年法改正では、

ものであった。
これは、「仕様基準」の規制の限界を示すもので

作業環境測定結果の評価法が明定され、作業環境

あり、「結果は求めるが、それを達成するための方

管理、作業管理、健康管理の、いわゆる「三管理」

策・手段は問わない」とする「性能要件基準」の規

が確立した。

制に転換する必要があると考えたが、そのような

ここに至るまで、労働災害防止対策に関する基

法令の大転換を断行する機は熟していないと考え

本的考え方は、実際の事故・災害を教訓として、再

た。そこで、筆者らは、エチレンオキシドの使用

発防止策として、具体的に「してはならないこと」、

実態を調査し、そのリスクを評価して、エアレー

「しなくてはならないこと」を明記する「仕様基準」

ション機能（換気機能）の付いた滅菌器を使用する

であった。そして、化学物質管理規制も同様の考

ことを原則として、その他、実現可能性の高い措

え方に立脚したものであった。

置を義務付けることとし、特化則の「第 5章の 2 特

この体系は、化学物質による健康障害の防止に
大いに寄与したが、その限界も見え始めていた。
筆者にとって、その最初の事例となったのが、

殊な作業等の管理」の中に、第 38条の 12を設けた。
さらに、平成 23年、大阪の印刷工場の労働者の
中に、多数の胆管がん患者の発生が報告された。

大阪府能勢町のゴミ焼却施設におけるダイオキシ

調査の結果、原因となったのは、印刷作業の後

ンばく露の問題である。平成 9年同施設の排ガスか

に使用されていたジクロロプロパン等の有機溶剤

らダイオキシンが検出され、解体されることとなっ

であることが判明した。

たが、平成 13年、今度は、解体作業に従事してい

折から、厚生労働省では、当該物質の発がん性

た作業員の中に、血中ダイオキシン濃度が著しく

を懸念して、労働基準局長通達をもって、その管

高くなった者が複数あって、大きな問題となった。

理を指導するとともに、日本バイオアッセイ研究

労働省は、実態を調査し、同年、直ちに労働安全

センター（当時は、中央労働災害防止協会の付属施

衛生規則を改正して、第 579条の２乃至第 579条

設。現在は、（独）労働者健康安全機構の付属施設）

の５の規定を設けて規制を強化した。

で発がん性試験を実施して来た。当時は、正に、

これに前後して、職業がん対策会議は、各種文
献調査から、エチレンオキシドに発がん性ありと
いうことで、平成 13年、対策の強化を求める報告

発がん性ありとする試験結果がまとまりつつある
ところであった。
化学物質による発がんは、比較的長期にわたる

書を取りまとめた。厚生労働省（平成13年1月より、

ばく露の結果によることが多く、平成 23年の時点

組織改正）
は、翌平成 14年、労働安全衛生法施行令

で、規制されていたとしても、大阪印刷工場の被

を改正し、エチレンオキシドを特定化学物質に追

災者を救済することができたかどうかは、疑問で

加するとともに、特定化学物質等障害予防規則の

あるが、それでも試験結果がもう少し早く明らか

中で、所要の対策を定めた。

になっていればと残念な思いが拭えない。

しかし、エチレンオキシドが専ら使用されてい

筆者は、平成 26年に、厚生労働省を退官したが、

たのは、医療機関であり、工場を前提とした特定

その後も、平成 27年 12月

福井県で染料に含まれ

化学物質等障害予防規則（以下「特化則」）の規定は、

る o-トルイジンを原因とする膀胱がんが発生して

なじまないところがあった。具体的にいうと、特

いる。

化則では、施設の密閉化・局所排気装置の設置等の
工学的措置を求めている。しかし、病院、医院で
問題となったのは、滅菌装置であり、考えられる

2. 新たな規制への試み
災害事例等に基づく仕様基準規制は、具体的で
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わかりやすい半面、事後的にならざるを得ないと

を通じた、自律的な管理の強化が必要と考えられ

いう例を紹介したが、他方、こうした規制を見直

たが、専門人材が乏しい中では限界があること等

そうという動きも、平成時代に入る頃から現れて

から、平成 18年、差し当たって、国自らがリスク

きた。

の評価を行う仕組みが導入された。具体的には、

ひとつは、危険有害性情報伝達のルールに関す

事業者からの報告によって労働者のばく露状況を
把握する制度を新設し、国によるリスク評価を行

るものである。
昭和 63年、国際労働機関（ILO）は、各国政府に
対し、化学物質管理に係かる質問票を送付した。

い、その結果に基づいて、特化則などの特別規則
の対象物質の追加などが行われてきた。

ILOの質問票は、「質問」といいながら、事務局の

また、事業者による自律的管理を促進する観点

思想が現れていた。ILOの化学物質関連条約も、そ

からも、特別規制に基づく対策の柔軟化が必要で

れまでは、ベンゼン条約、石綿条約のように、具

あったことから、平成 24年には、特別規則による

体的災害事例を踏まえたものであり、仕様基準と

発散抑制防止措置以外のものも導入可能とする制

呼んでよいものであったが、当該質問票に現れて

度も設けられた。「一部性能要件化」と呼んでいる。

いたのは、
「危険有害性情報の流通を促進しよう」
とするものであり、その後、平成 4年には、化学物

しかしながら、先に述べたように、その後も、

質条約 に結実した。同条約では、危険有害性情報

胆管がん事件、膀胱がん事件などが発生している。

を提供するための仕組みとして、(Ｍ )ＳＤＳ制度が

こうした中で、より適切な手法として、「全ての

2）

危険有害物質の譲渡提供に際して、その危険有害

定められた。
こうした動きを踏まえ、厚生労働省では、平成
４年７月１日付け基発第 394号「化学物質等の危
険有害性等の表示に関する指針について」という

性情報を提供すること」を義務付ける法制が作れ
ないかという試みが始まった。
先ず、平成 24年、労働安全衛生規則を改正して、

通達を発出し、さらに平成 11年の労働安全衛生法

その第 24条の 14乃至第 24条の 16を定めて、全て

改正では、新規化学物質の調査に係る第 57条の 2

の危険有害物質等に係る表示等が努力義務とされ

を第 57条の 3に繰り上げて、新たな第 57条の 2に、

た。

「文書の交付等」に係る規定を設けた。そこでは、

しかし、この規定は、法律に根拠を持たない、

一気に 600余の化学物質について、その譲渡提供

いわゆる「根なし規定」と呼ばれるものであった。

に際しては、その危険有害性を、(Ｍ )ＳＤＳでもっ

そこで、できるだけ早期に、この趣旨を法律と

て伝達すべきものとされた。

して定めるための努力が始まった。
当時、化学物質規制は、各省庁が独自に取り組

化学物質管理において、危険有害性情報伝達の

んできた結果、法律も、所管省庁も多数に亙る、

ルールとともに、もう一つ重要な柱と考えられて

複雑なものとなっていた。新たな化学物質規制は、

いたのが「仕様基準から性能要件基準への転換」

各省庁横断的なものでなければならないと考える

であった。

人々も少なくなかった。

前節のエチレンオキシドに係る特化則改正の所

上記の安衛則改正と前後して、JIS Z 7253「GHS

でも触れたように、工場を念頭に置いた、仕様基

に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法」を

準規制では、実態に合わないという状況が生まれ

経済産業大臣・厚生労働大臣の共管告示として制定

ていた。

した。その意図するところは、安衛則のみならず、

職場で使われている化学物質は、当時でも 6万種

化学物質管理法等、他の法令に定められた情報伝

を超えており、未規制物質による疾病が多くを占

達ルールの「共通プラットホーム」とすること

めているなかで、予防的な管理、リスクによる管

であった。すなわち、各省所管の各法令で、JIS Z

理が必要であった。

7253を引用することにより、JIS Z 7253が各法令

そのため、事業者によるリスクアセスメント等
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を貫く共通ルールとして機能することを期待した。

職場における化学物質管理の現状と課題

しかし、王道は、省庁横断的な法律の制定にこ
そあると考えた。
こうした中で、平成 24年 4月、厚労省、環境省、

リスクにさらされている者は、職場でこれら危険
有害物質を取り扱う労働者であるということに鑑
みると、正に歴史的快挙といってよい。

経産省による「今後の化学物質管理政策に関する
合同検討会」が設けられ、労使、学識経験者のほか、

3. 労働安全衛生対策全般への影響
さらに、化学物質規制の歩みが、労働安全衛生

消費者等の代表にも参加して頂いて、検討が始まっ
た。同年9月には、中間報告書が取りまとめられた。

対策全般と同じく、
「事故災害に学んできた」こと

しかし、残念ながら、その報告書は、具体的な

を考えると、こうした化学物質規制の見直しは、

法令に結実することはなく、今に到っている。
そのような中、令和 3年 7月、厚生労働省が「職

労働安全衛生対策全般に影響を与えずにはいられ
ないだろう。最も近いところで考えられるのは、

場における化学物質等の管理のあり方に関する検

機械規制である。機械による災害も、特定機械等

討会報告書」を取りまとめ、危険有害性情報の伝

を中心に、規制が整備されてきたが、未規制の機

達の強化を図り、それぞれの事業場のリスク評価

械による災害が少なからず発生している。さらに

結果に基づいて、必要なリスク低減措置を求める

は、危険リスクを知っている者こそ、その対策に

とする「性能要件基準」を打ち出したたことは、

責任を持つべきだという考え方は、日本の産業界

筆者をはじめとする関係者に大きな希望と喜びを

の各方面で進行している重層下請け構造の問題に

もたらすものであった。惜しむらくは、関係省庁

も、再考を求めることになるのではないか。
今、労働安全衛生法令は、大きな転換点を迎え

の総意による省庁横断的なものではないが、関係
省庁の協力を得て検討が進められ、報告書がまと

ていると確信している。

められたと聞いている。また、最も、化学物質の

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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「安全衛生運動史」中央労働災害防止協会刊（昭和 59年 5月）
2）1990年 ILO第 170号条約「職場における化学物質の使用の安全に関する条約」
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化学物質管理及び作業環境管理に関する
教育制度の拡充
Enhancement of educational system regarding the management of chemical substance
and work environment

自治医科大学 医学部 名誉教授

香山 不二雄

Jichi Medical University Department of Medicine

Professor Emeritus

Fujio Koyama

[要 約]

国は化学品製造業のステークホルダーに、自律的な化学物質のリスク評価とリス
ク管理の責任を負わせる方向に舵を切った。これは、職域における化学物質関連の
職業病の８割が、特定化学物質（特化物）に指定されていない化学物質によるもので
あることからである。この新たな法改正の実効を担保するには、インダストリア
ル・ハイジニストや労働衛生専門職の新たな教育プログラムや認証プロセスが求め
られており、またそれは、職場に環境安全関連設備を設置する技術者にも同じこと
が言える。われわれは、労働衛生に係るすべてのステークホルダーに包括的な化学
物質管理に関する教育プログラムを準備する必要がある。
[ キーワード ] 化学物質リスクアセスメント
（の義務化）
, 化学物質の自主管理 ,
インダストリアル・ハイジニストの国家資格化 , 企業内外の人材育成
[Abstract]

The government stirred to let stakeholders in chemical manufacturing
industries take their responsibility in autonomous chemical risk assessment and
risk management. It is because 80 percent of chemical-related occupational
diseases is due to chemicals other than chemicals listed in the special hazardous
chemicals. To fulfill the new amendment of the law, we need new educational
programs and new reform in certification processes in industrial hygienists and
occupational health specialist, as well as the workers installing environmental
safety equipment in the workplaces. We need to prepare comprehensive
educational programs to all the stakeholder in occupational health.
[Keywords] (Mandatory) risk assessment of chemical substance,
self-management of chemical substance,
creating the national certification of industrial hygienist,
human resource development inside and outside of corporations

化学物質管理において産業医のリーダーシップは

格取得と生涯教育のために７日間 50単位の集中研

期待できるか？

修会を毎年２クール実施してきた。自治医科大学

自治医科大学にて、先代の故野見山教授の時代

出身者以外も受け入れるため、毎回 15分以内で

から地域社会にて活躍する卒業生に産業医として

WEB予約が埋まるほどの人気の研修会である。そ

も活躍して頂くために、日本医師会認定産業医資

の都度、それぞれの領域で活躍している素晴らし
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い講師に依頼して講義及び実習を行ってきた。広

労働衛生コンサルタント及びインダストリアル・ハ

い分野の講義があるが、特に環境衛生、作業環境

イジニストの養成強化

測定のイロハから専門的な最新の知識までそれぞ

近年起こっている労働環境での産業中毒や化学

れの専門家による教育を医師にしてきた。その受

物質発がんは、特に特定化学物質（特化物）に指定

講者の中から、若い医師が興味を持って臨床医か

されていなかったり、作業環境測定の義務がない

ら嘱託産業医や嘱託産業医を経て専属産業医とな

物質である事例が大部分である。そのため、職場

る医師が少しは増えてきたが、まだまだ極めて少

環境での化学物質の自主管理が要請されている。

ない。他の多くの受講者が実際に嘱託産業医とし

それに多くの力を発揮するのが専門的知識のある

て企業と契約して、どれ程の産業保健活動をして

労働衛生コンサルタントやインダストリアル・ハイ

いるのか大変気になるところである。認定産業医

ジニストである。衛生工学を専門とする労働衛生

研修での大人数での教育方法がどれほどの効果を

コンサルタントは、化学物質の有毒性についての

果たしているのか、自治医科大学でも追跡調査を

教育や局所排気装置の衛生環境維持のための設備

する必要があると考える。

の設置や維持管理の重要性に関して、企業担当者

一般の企業、特に製造業企業に働く嘱託産業医

に助言を行うことが必要である。

の実力は如何かと、私が評価する機会は、労働衛

しかし、大学プログラムとしてインダストリア

生指導医として、労働基準監督官と共に製造業の

ル・ハイジニストを教育している大学は、産業医科

事業所に巡視に行く機会である。それぞれの企業

大学しか現在のところない。その理由は、我が国

では近隣の開業医が嘱託産業医として任命されて

でのインダストリアル・ハイジニストの職場での位

いるが、多くの例は、健康管理のみを実施して、

置付けや資格取得による待遇の改善などが定まっ

職場巡視はせず、作業環境測定結果のチェックな

ていないせいもあるであろう。この状況を改善す

どを実施した痕跡も見られない。本来、臨床医は

るために、インダストリアル・ハイジニストの国家

病気になった人の異常を見つけて治療をすること

資格化も検討する必要があると考える。産業医制

をトレーニングされているので、予防医学的観点

度のように、企業の規模や有害化学物質使用実績

から企業で行動することに長けていない医師が大

などから、選任義務や嘱託雇用義務などをつけれ

部分であるので、仕方ないのである。

れば、需要が喚起され、インダストリアル・ハイジ

以上のような状況から、産業医に化学物質リス
ク管理に関して、指導的役割を依頼することも期
待することはできない。

ニストを目指す人も増えると考える。
米 国 で は 米 国 産 業 衛 生 協 会 (American
Industrial Hygiene Association, AIHA) が
1939年 に 設 立 さ れ、 米 国 産 業 衛 生 専 門 家 会 議

企業内安全管理者、衛生管理者の教育

（American Conference of Governmental

企業内の産業保健活動は、主に安全管理に重き

Industrial Hygienists, ACGIH)と 協 力 し て、 早

を置き、労災の発生を防ぐ仕事が大部分を占めて

くから、インダストリアル・ハイジニスト制度を

いる。衛生管理は、特化則化学物質や有機溶剤の

作り、さらに専門性を高めた Certified Industrial

作業環境測定をしていれば十分であるという状況

Hygienist；CIH（認定インダストリアル・ハイジニ

である。労働安全衛生法が改正され平成 28年 6月

スト）資格を作り、企業も CIHにはより高い報酬を

1日から一定の有毒性のある化学物質 640物質のリ

与えることにより、産業保健の実力を上げるイン

スクアセスメントが義務化された。企業内で化学

センティブを与えている。

物質のリスクに関するシステムが動き始めている
が、まだまだ担当者の実力不足がある。担当者の
社外の研修への派遣などを行い、現場での応用力
を高める必要がある。

衛生設備設置事業者の教育
作業環境管理で重要な衛生設備の整備が挙げら
れる。有害な粉じんや有機溶剤職場では、局所排
気装置の設置が義務付けられている。私が嘱託産
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業医として、また労働衛生指導医として多くの製

も訓練等が必要であることを実感している。

造業の企業の職場巡視をしていると、不適切な局
所排気装置の例を多く見る（図 1、図２、図３）。そ

結語

の原因として、作業現場の状況を見て、局所排気

労働衛生において化学物質の自主管理がスター

装置を設置してあり、十分な能力のある装置を発

トすることになる。企業内で化学物質のリスクア

注していても、施工業者のほうで設置時間が短く

セスメントを実施していくうえで、最も弱い部分

楽な塩ビフレキシブルダクトを取り付け、余分に

が企業内外の人材育成である。今後、化学物質の

長いダクトがとぐろを巻いて接続してあることが

毒性及び管理手法の専門知識を広く教育するプロ

ある。その問題に気づかない発注側企業の衛生管

ジェクトを振興していく必要がある。その教育プ

理者の知識がないのも問題ではあるが、そもそも

ログラムが魅力的な内容であり、さらに資格を取

施工業者の知識が足りていない。設置当初は、十

ることにより企業にも個人にもインセンティブに

分な制御風速を得られたとしても、ダクト内に堆

なるような制度にしていく必要があると考えてい

積粉塵が積もっていけば、十分な流量が得られな

る。

くなる。局所排気装置のメインテナンスに関して

実例

図1

局所排気装置の不適切な事例

左；改善前、右；改善後
アルミ工場のアルミ板を丸鋸で切断する作業場の、鋸切りアルミ粉塵に対する局所排気装置。
塩ビフレキシブルダクトが長すぎ流量が低下する。さらに垂れ下がったダクト内に粉塵が堆積して、
流量が低下することになる。
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図2

局所排気装置の不適切な事例

集塵装置の塩ビフレキシブル

ダクトも余分に長く、ダクト
内に粉塵が溜まりやすくなっ
ている。

図3

局所排気装置の不適切な事例と改善後

左；改善前、右；改善後
空気は圧縮性、膨張性があり、長く曲がりくねったダクトでは圧力損失が起きて十分な流量が確保されない。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
【参考文献】
香山不二雄：米国における産業医学の生涯教育およびレジデンシープログラム . 産業医科大学雑誌 11: 77～ 82, 1989
American Industrial Hygiene Association; AIHA
中央災害防止協会

各国情報・国際関係

https://www.aiha.org

米国産業衛生協会 (American Industrial Hygiene Association; AIHA)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/201812_01.html

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

59

シンポジウム② 化学物質管理の法対策 〜アスベスト訴訟、胆管がん問題を踏まえて〜

化学物質管理と法的責任
－裁判例から得られる示唆
Chemical substance management and liability － Suggestions from the judicial decisions
横浜国立大学准教授

石﨑 由希子

Yokohama National University, Associate Professor

Yukiko Ishizaki

[要 約]

化学物質管理について，事業者自らがリスクを評価し，必要な措置をとることを
原則とする自律的管理の仕組みへの移行が求められるなかで，危険有害性に関する
情報伝達はその重要性を増すことが予想される。こうした情報伝達の重要性は，労
働災害を契機とする損害賠償請求事件の裁判例においても示唆されてきたものであ
る。本稿では，従前の裁判例を踏まえながら，事業者や製造業者が留意すべき点を
明らかにする。
[ キーワード ] 化学物質管理 , 危険有害性 , 自律的管理 , 情報伝達 , 裁判例
[Abstract]

Amid calls for management of chemical substances to migrate to a structure
of autonomous control based on the principles of self-assessment of risks and
taking necessary measures by businesses, it is expected that communication of
information on hazards will grow increasingly important. The importance of
such communication of information also has been suggested in court cases on
demands for compensation for damages in response to on-the-job accidents.
This paper elucidates points on which employers and manufacturers should pay
close attention, based on previous judicial decisions.
[Keywords] Chemical substance management, dangerous toxicity,
autonomous management, information transmission, judicial decisions

Ⅰ はじめに
我々の生活は多くの化学物質に支えられている

ている。個別管理物質に加え，許容濃度又はばく

が，化学物質がこれを取り扱う労働者に危険や健

露限界値が示されている自主管理物質については，

康障害を及ぼす場合もある。国は，職場における

危険有害性情報等に係るラベル表示や SDS（安全

化学物質について，これまでに明らかになった危

データシート）の交付，リスクアセスメントの実施

険有害性に応じて事業者に様々な措置を段階的に

等が義務付けられており（674物質），その他の危険

義務付けてきた。職場で取り扱われている約 7万種

有害物質（GHS分類による）については，ラベル表

類の化学物質のうち，まず，危険有害性が高く管

示や SDS交付，リスクアセスメントの実施が努力

理使用が困難な 8物質は，製造，使用等が禁止さ

義務とされている。

れている。次に，特定化学物質等障害防止規則等

上記のような化学物質管理の法体系は，過去の

の特別規則により規制対象となる 123の個別管理

労働災害事例や化学物質管理に係る安全工学や医

物質は，労働衛生の三管理に係る措置（作業環境測

学領域における研究の進展・技術の発達を踏まえ

定・評価の実施，局所排気装置の設置，保護具の着

て発展してきたものであった。もっとも，毎年約

用等，健康診断の実施等）が事業者に義務付けられ

1000種類の新規化学物質が開発されるなかでは，
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後追い的規制にならざるを得ない。個別管理物質

置を義務付けていくという仕組みから，GHS分類

が新たに追加されると，未規制物質でこれを代替

の結果，危険有害性が認められる全ての物質につ

し，その結果十分な対応がとられないという「い

いて，国が定める管理基準の達成に向けて，事業

たちごっこ」
も生じることになる。こうしたなかで，

者がリスクアセスメントを行い，必要な措置を自

特別規則による規制外物質による労働災害（急性疾

ら実行することを原則とする自律的な管理の仕組

病）
は 8割を占めるに至っている。また，1,2-ジクロ

みへの転換が提案されている。その際，危険有害

ロプロパン等による胆管がんの事例やオルト -トル

性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充するこ

イジンによる膀胱がんの事例のように，未規制物

とが目指されている。こうした危険有害性に係る

質
（当時）
から遅発性疾病が生じる例もみられる。

情報伝達の要請は，労働災害を契機とする損害賠

令和 3（2021）年 7月 19日に厚生労働省が公表し

償請求事件に係る従前の裁判例においても示され

た「職場における化学物質等の管理のあり方に関

てきた。以下では，3つの裁判例について，その事

する検討会報告書」では，国が個別管理物質に新

案を含めて検討し，事業者や製造業者が留意すべ

たな物質を追加し，特別規則に基づき具体的な措

き点を明らかにする。

Ⅱ 裁判例の検討
1. みくに工業事件・長野地判平成 3・3・7労判 588
号 64頁
（裁判例①）
（1）事案の概要

クを支給したほか，昭和 57（1982）年 3月 20日頃
から同年 4月末まで，Y社工場内で本件印刷業務の
作業手順について研修指導した。また，Y社担当者

本件は，第二種有機溶剤であるノルマルヘキサ

は，本件印刷業務の発注後約 1か月間は毎日，その

ンを用いる印刷業務を請け負った下請会社 A社の

後は同年 9月まで 1週間に 2日程度，日程管理及び

労働者（Xら）が，ノルマルヘキサンにばく露し，多

品質管理の指導のためにA社に赴いていた。Y社は，

発性神経炎を発症したとして，元請会社である Y

A社従業員に対し，使用する有機溶剤の取扱いにつ

社に対して，休業損害の賠償や慰謝料等の請求を

いて，火災防止や節約のための注意はしたが，ノ

したという事案である。なお，Xらを雇用していた

ルマルヘキサンの有毒性に対する対策の必要性に

下請会社は，従業員が多発神経炎に罹患したこと

ついて十分な認識がなく，使用有機溶剤の取扱上

が主なきっかけとなって事実上倒産しているため，

の注意事項や人体に対する影響，業務に適した作

原告である Xらは元請会社である Y社を被告として

業環境にすること，例えば，局所排気装置の設置

訴えを提起したものとみられる。損害賠償請求に

や気積（床面積×高さにより算出される室内空間の

至る経緯は下記のとおりである。

空気の総量〔筆者注〕）の確保の必要性等について

Y社は，工作機械類の製造，時計部品製造加工業

指導しなかった。そのため，A社は安衛法上の義務

等を目的とする会社（資本金 3000万円）であり，昭

について認識せず，工場に換気扇 2台（工場移転後

和 39（1964）年 5月以降，ノルマルヘキサンを使用

は 1台）を設置するのみで，印刷作業台毎に設ける

する業務である腕時計針の印刷業務を受注してき

べき局所排気装置は全く設置せず，必要な気積（10

た。Y社は，昭和 57（1982）年 5月に光学機械器具

㎥）も確保されず（工場移転後は 5.94㎥），作業環境

部品加工等を目的とする A社（資本金 200万円）に

測定も特殊健診診断も実施しなかった。A社の専務

印刷業務を発注した。A社の昭和 59（1984）年 3月

取締役は昭和 55（1980）年 9月に有機溶剤作業主任

当時の従業員は 20数名であり，Y社から本件印刷業

者の資格を取得したが，本件印刷業務に関する有

務を受注するまで，腕時計針の印刷業務や第二種

機溶剤作業主任者に選任され，同業務に従事する

有機溶剤を使用する業務を行ったことはなかった。

ことはなかった。

Y社は A社に本件印刷業務を請け負わせるにあた
り，必要な機械器具，備品，治工具を無償で貸与
し，A ‐ ベンジン（ノルマルヘキサンを含有）とイン

（2）判決の紹介
長野地裁は，Y社と A社の関係（A社は過去に印刷
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業務ないし第二種有機溶剤を使用する業務を行っ

の特殊な事例と捉える余地もある。反面，化学物

た経験がなく，Y社が業務発注にあたり，必要な機

質の危険有害性について情報格差がある元請・下請

械器具及び A ‐ ベンジン等を支給し，A社従業員に

関係に広く妥当するとの読み方もありうる。元請

対する研修指導をY社工場内で行う他，発注後も頻

会社としては，化学物質を取り扱う業務の発注に

繁に A社を訪れ日程管理・品質管理の指導を行って

際し，下請会社の労働者等の健康確保の視点から，

いること等）
を踏まえた上で，Y社と A社とは，
「本件

化学物質の危険有害性に関する情報を確認し，こ

印刷業務については実質的な使用関係にあるもの

れを提供することが求められる。

と同視し得る関係にあったものと認めるのが相当
である」と判示した。その上で，Y社は，
「ノルマル
ヘキサンの有害性及びその対策の必要性について
十分認識し，本件印刷業務に従事する下請企業の

2. 三星化学工業事件・福井地判令和 3・5・11労判
ジャーナル 113号 28頁（裁判例②）
（1）事案の概要

従業員が中毒症状を起こすことのないよう」
，A社

本件は，染料・顔料の中間体を製造していた Y社

に対し，作業環境測定の実施とその結果の記録の

福井工場において勤務していた原告労働者ら（Xら）

他，局所排気装置の設置や十分な気積の確保，特

が膀胱がんを発症したことから，Y社に対し，安全

殊健診の実施，有機溶剤作業主任者の選任等の措

配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した事案で

置を講ずるように指示ないし指導をなすべき注意

ある。Xらの中には，昭和 63（1988）年から勤務を

義務を負っていたとして，元請企業の不法行為責

開始した者，平成 7（1995）年あるいは 9（1997）年

任
（民法 709条）
を認めた。

に勤務を開始した者等が含まれるが，いずれも乾
燥工程中の洗浄作業及び乾燥機の清掃作業に従事
し，平成 27（2015）年から 28（2016）年にかけて膀

（3）検 討
本判決は，元請会社が業務発注に際し，有害性

胱がんを発症している。製品の原料にはオルト－

に関する情報提供や指導を怠ったことについて，

トルイジン（以下，「本件薬品」という）が用いられ

下請会社の労働者との関係で民事責任を肯定して

ており，経皮的曝露により膀胱がんを発症したこ

いる点に特徴がある。いわゆる構内下請であれば，

とは当事者間で争いがない。

下請会社の労働者が元請会社の管理する労働環境

訴訟において，Xらは，平成 13（2001）年当時，

下で働くことになるため，元請会社と下請会社の

本件薬品の経皮的曝露により発がんすることは，Y

労働者との間に「社会的接触関係」が生じ，信義

社にとって予見可能である一方，Y社の本件薬品へ

則という契約法における一般原則を根拠として，

の曝露対策は不十分であり，
（膀胱がん発症という）

元請会社の下請会社の労働者に対する安全配慮義

結果回避義務違反が認められると主張をした。こ

務が肯定されやすくなる 。本件は構内下請の事

れに対し，Y社は，平成 13（2001）年当時，本件薬

案ではなく，下請会社の法人格が形骸化していた

品の発がんリスクについて予見することは不可能

などの事情も認められないが，元請会社と下請会

ないし著しく困難であり，また，仮に可能であっ

社との間の情報量等の格差や元請会社が作業方法

たとしても，必要な曝露対策は講じていたと主張

等について比較的丁寧な管理・指導を行ってきたこ

をした。

1）

となどを捉えて，
「実質的な支配関係」にあるとし，

なお，平成 13（2001）年当時，日本産業衛生学会

化学物質の危険有害性に関する注意指導を行わな

が，本件薬品の発がん性について第 2群 A（人間に

かった元請会社の注意義務違反（不法行為責任にお

対しておそらく発がん性がある物質，証拠がより

ける過失）を認めている。本件においては，下請会

十分である）に分類していたが 2），厚生労働省がが

社が事実上倒産しており，被害者救済の観点から

んを引き起こすおそれのある化学物質について指

元請会社の責任を認めざるを得なかったという面

針を示した「化学物質による健康障害を防止する

があることは否定しきれない。また，本判決につ

ための指針一覧」における対象物質に指定されて

いて，
「実質的な支配関係」にある元請・下請会社間

おらず，また，本件薬品曝露を原因とする膀胱が
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んは，労災認定における職業病リスト（労働基準法

とから，結果回避義務違反は免れないと判断した。

施行規則別表第 1の 2）にも掲げられていなかった。

また，本件薬品が付着した場合の対応については

ただし，Y社の福井工場副工場長は，福井工場に送

注意喚起はなされていたものの，業務繁忙時など

られてきた SDS（安全データシート）には全て目を

に徹底されていなかったことが問題視された。

通しており，本件薬品の発がん性も認識していた。

結論として，Y社の安全配慮義務違反が認められ，
Xらのうち 1名については 300万円，それ以外の 3

（2）判決の紹介
福井地判は，予見可能性が認められるためには，

名については，250万円の慰謝料請求が認められた。
慰謝料算定にあたっては，身体の侵襲を伴う治療

本件薬品の皮膚吸収による発がんの可能性の認識

を選択せざるを得なかったこと，膀胱がん発症か

が必要であった（が，Y社にはこれがなかった）とい

ら 4～ 5年経過し，再発してはいないものの，再発

う Y社の主張を斥け，
「生命・健康という被害法益の

のおそれは残存していること，経皮的曝露を防止

重大性」を踏まえて，予見可能性を肯定するため

すべき義務が発生した平成 13（2001）年以前からも

のハードルを下げる。すなわち，
「化学物質による

相当量の経皮的曝露があり，これも膀胱がん発症

健康被害が発症し得る環境下において従業員を稼

に寄与していたことが考慮されている。また，300

働させる使用者」の予見可能性としては，「安全性

万円の請求が認められた 1名については，再発可能

に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足

性を示す診断を受けていることや治療の副作用に

り，必ずしも生命・健康に対する障害の性質，程度

よる発熱や排尿困難等が発生していることが考慮

や発症頻度まで具体的に認識する必要はない」と

されている。

する。
その上で，Y社が入手していた SDSに本件薬品

（3）検 討

の経皮的曝露による健康障害及びヒトへの発がん

本判決が，予見可能性について，「安全性に疑念

可能性（高濃度曝露の場合死亡の可能性もあること

を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り」る

等）
について記載があったこと，Y社の福井工場副工

とした点については，「化学物質による健康被害が

場長において同工場に送られてきた SDSには目を

発症し得る環境下において従業員を稼働させる使

通しており，本件薬品の発がん性も認識していた

用者」の予見可能性という形で限定を付している

こと，同年以前から，Xらを含む被告従業員の尿中

ことを踏まえても，やや疑問がある。特に，本件

代謝物において本件薬品が含有されている有機溶

では，本件薬品の経皮的曝露により健康障害が生

剤が高濃度で検出されており，このことをY社も認

じ得ることについての認識可能性が認められてお

識していたことを踏まえ，Y社は，本件薬品の経皮

り，「抽象的な危惧」といった表現を用いずとも，

的曝露により健康障害が生じ得ることを認識し得

予見可能性があると導くことが可能であったと思

たと判断した。

われる。表現ぶりはともかくとしても，重要なの

また，Y社には，
「安全配慮義務の具体的内容とし

は，予見可能性を認めるにあたり，Y社が主張して

て，従業員が本件薬品に経皮的に曝露しないよう，

いたような「具体的な疾患及び同疾患発症の具体

不浸透性作業服等の着用や，身体に本件薬品が付

的因果関係に対する認識」までは必要ないという

着した場合の措置についての周知を徹底し，これ

点であろう。

を従業員に遵守させるべき義務があった」が，福

本判決から導かれる重要な示唆は，経皮的曝露

井工場においては，夏場などに従業員が半袖Ｔ

による健康障害リスクについて SDSに記載があれ

シャツで作業することがあったこと，本件薬品が

ば、たとえ通達等では明記されていなかったとし

作業服ないし身体に付着することがあったことや，

ても，そのことについて認識可能性が認められる

その場合でも直ちに着替えたり，洗い流すという

という点である。そもそも，SDS交付にかかる規制

運用が徹底されていなかったこと，これらのこと

をはじめとする情報伝達・収集を要請する規制は，

を Y社において認識していた，あるいはし得たこ

当該情報を得た者に職場のリスクに対する必要な
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対応をとらせるためのものであることからすれば，

Y1社を含む建材メーカーは，石綿含有スレート

当然のことともいえる。事業者は情報を収集する

ボード・フレキシブル板，石綿含有スレートボー

だけではなく，情報を活用して必要なリスク低減

ド・平板及び石綿含有けい酸カルシウム板第１種

のための対応をとる必要があるということである

（以下，併せて「本件ボード三種」という）について，

3）

。事実，Y社は，SDS及び厚生労働省や業界団体か

当該建材が石綿を含有しており，当該建材から生

らの通達等によって使用する薬剤の有害性評価書

ずる粉じんを吸入すると石綿肺，肺がん，中皮腫

や有害性データベースの情報を入手するなどして

等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があるこ

いたため，調査懈怠はないとの主張をしたが，こ

と，その危険を回避するために適切な防じんマス

のような主張をもって，責任を否定することはで

クを着用する必要があること等を当該建材に表示

きないと判断されている。
「SDS集めただけでは

することなく，当該建材を製造販売した。本件ボー

意味がない」ということである。なお，このケー

ド三種のうち，Y1社が製造販売したものは，昭和

スでは，副工場長が SDSに目を通していたとの事

50（1975）年から平成 4（1992）年までの間に，相

実が認定されているため，読んでいたなら分かる

当回数にわたり，本件被災大工らが稼働する建設

はずであると認めやすい事案であった。もっとも，

現場に到達して用いられており，被災大工らもこ

仮に会社において SDSを収集するだけで目を通し

れらを直接取り扱っていた。なお，被災大工らが

ていなかったとしても，上記で述べた規制の趣旨

直接取り扱うことによる石綿粉じんのばく露量は，

からすれば，予見可能性は肯定されることになる

各自の石綿粉じんのばく露量全体のうち 3分の 1程
度であった。

（べき）
であろう。
3. 建設アスベスト訴訟・最判令和 3・5・17民集 75
巻 5号 1359頁（裁判例③）

（2）判決の紹介
ア . 表示義務違反と損害との間の因果関係
最高裁は，民法 719条 1項の規定を直接適用する

（1）事案の概要
本件は，建設作業に従事し，石綿含有建材から

ことにより，中皮腫のり患について Y1社らの責任

生ずる石綿（アスベスト）粉じんにばく露したこと

を肯定した高裁判決を破棄したが，同規定を類推

により，石綿肺，肺がん，中皮腫等にり患した大

適用することにより，Y1社らの責任を肯定した。

工及びその遺族ら（Xら）が，国が労働安全衛生法

民法 719条 1項はいわゆる共同不法行為に関する

に基づく規制権限を行使しなかったことが違法で

規定であり，前段は「数人が共同の不法行為によっ

あるとして損害賠償を請求するとともに（国賠法 1

て他人に損害を加えたときは，各自が連帯してそ

条 1項）
，建材メーカーら（Y1社ら）に対して，石

の損害を賠償する責任を負う」旨，後段は，「共同

綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿

行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを

関連疾患にり患する危険があること等を表示する

知ることができないときも，同様とする」旨それ

ことなく石綿含有建材を製造販売したことにより，

ぞれ規定する。不法行為に基づく損害賠償責任が

上記疾患にり患したとして，損害賠償を請求した

認められるためには，通常，原告である被害者側

事案である。こうした訴訟は全国各地で提起され

が行為と結果（損害）の間の因果関係を立証する必

ていたが，最高裁は，4つの訴訟（神奈川 1陣訴訟

要があるところ，民法 719条 1項後段の規定は，
「複

（民集 75巻 5号 1359頁）
，東京 1陣訴訟（判例時報

数の者がいずれも被害者の損害をそれのみで惹起

2497号 17頁）
，大阪 1陣訴訟（判例時報 2500号 49

し得る行為を行い，そのうちのいずれの者の行為

頁）
，京都 1陣訴訟（判例時報 2498号 52頁））につい

によって損害が生じたのかが不明である場合」に，

て，令和 3（2021）年 5月 17日にまとめて判断を示

「被害者の保護を図るため，公益的観点から」，加

した。以下では，紙幅の関係上，神奈川 1陣訴訟に

害者らに立証責任を負わせた規定であり，加害者

対する最高裁判決 のうち，建材メーカーの責任に

側が行為と損害の間に因果関係が存在しないこと

関する判断部分を取り上げることとする 。

を立証しない限り，損害の全部について賠償責任

4）

5）
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が生じることになる。最高裁は，高裁とは異なり，

際の建設作業従事者の安全性確保は，新規出荷時

被害者によって特定された複数の行為者以外に，

の警告表示によって伝達された情報を契機としつ

被害者の損害を単独で引き起こす行為をした者が

つも，事業者による安全配慮義務の履行によって

存在しないことが同規定適用の前提であるとし，

図られるべきものであるとし，製造業者はこれら

このことの立証が被害者によりなされていない以

の者に対して警告表示義務を負わないとしたが，

上，民法 719条 1項後段を直接適用することはでき

最高裁は，石綿の危険性は石綿含有建材に付され

ないとした。

た「表示を契機として，当該工事を監督する立場

他方，最高裁は，① Y1社らが製造販売した本件

にある者等を通じて，一旦使用された石綿含有建

ボード三種が被災労働者らの建設現場に相当回数

材に後から作業をする者にも伝達されるべきもの

にわたり到達して用いられていることや，②被災

であるところ，そもそも，上記の表示がされてい

労働者らは本件ボード三種を直接取り扱っていた

なければ，当該工事を監督する立場にある者等が

こと，③本件ボード三種を直接取り扱ったことに

当該建材に石綿が含有されていること等を知る契

よるばく露量は各自のばく露量全体の一部であり，

機がなく，上記の危険があることを伝達すること

また，Y1社らが個別に中皮腫の発症にどの程度の

ができない」として，責任を肯定した。

影響を与えたかは明らかでないこと等の事情を踏
まえ，
「被害者保護の見地」から，上記の同項後段

（3）検 討

が適用される場合との均衡を図って，同項後段の

最高裁は，高裁とは異なり，被害者の損害を単

類推適用による因果関係の立証責任の転換を認め

独で引き起こす行為をした者が存在しないことが

た。すなわち，法規定が本来その適用を想定して

立証されていない以上（なお，本件においてこの

いた場面ではないものの，同場面と類する状況に

ような立証は困難であると考えられる），民法 719

あり，適用した場合と同じ帰結を導くことが同規

条 1項後段を直接適用することはできないと判断

定の趣旨にも適うと判断した。その上で，最高裁

したが，他方において，
「被害者保護の見地」から，

は，損害の範囲について，本件ボード三種を直接

同規定の類推適用を認め，結論として，高裁と同

取り扱ったことによるばく露量等を踏まえ，各損

様に，因果関係の立証責任を転換し，製造業者ら

害の 3分の 1について，連帯して損害賠償責任を負

の責任を肯定する判断を導いた。そもそも，民法

うとの結論を導いた（なお，高裁は，中皮腫以外の

719条 1項後段は，被害者保護を図るため，公益的

石綿関連疾患にり患した場合は，民法 719条 1項後

観点から，本来被害者（被災者）が負うはずの因果

段の適用（類推適用）を認めず，その代わり，民法

関係の立証責任を加害者側に転換したものと解さ

709条に基づく分割責任を認めた。最高裁は中皮腫

れているが，最高裁は，共同不法行為における加

にり患した場合もそれ以外の石綿関連疾患にり患

害者不明の他事案への影響を抑えつつ，本件事案

した場合も同様の処理を行っている）。

の下での事情を踏まえ，類推適用という手法によ
り，被害者の救済を図ったものといえる。類推適

イ . 建材使用後に作業に従事する者との関係

用の決め手となる事情は必ずしも明らかではない

最高裁はまた，石綿含有建材の危険性を表示す

が 6），① Y1社らが石綿関連疾患の発症という結果

る義務は，当該建材を建物に取り付ける作業等の

に何らかの寄与をしていたことが考慮された可能

ような当該建材を最初に使用する際の作業に従事

性，② Y1社らが石綿含有建材の製造業者として本

する者に対する関係においてのみ負担するもので

件ボード三種を製造販売し，本件ボード三種が被

はなく，
「当該建材が一旦使用された後に当該工事

災労働者らの建設現場に相当回数到達したという

において当該建材に配線や配管のため穴を開ける

行為の共通性が認められることが考慮された可能

作業等をする者に対する関係においても負担する

性，あるいは，①・②双方の事情が踏まえられた可

もの」と解した。高裁は，一旦使用された石綿含

能性があると考えられる。

有建材に後から別の者が作業する場合には，その

最高裁はまた，Y1社らは損害の 3分の 1について
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連帯して損害賠償責任を負うとしている。石綿関

る。3分の 1という数字は，被害者保護の視点も加

連疾患の発症に対する Y1社らの寄与度を踏まえ，

味しつつ，裁判所が「法的評価」として導いたも

柔軟に判断したものといえる。被災大工らが本件

のといえよう 7）。

ボード三種を直接取り扱ったことによるばく露量

さらに，最高裁の判断のうち，当該建材が一旦

が，各自のばく露量全体の 3分の 1であり，本件

使用された後に作業に従事する者に対する責任を

ボード三種の製造業者は本件訴訟における Y1社ら

認めた部分は，製造業者の情報伝達に関する責任

に限定されないことからすると，本件 3社が製造販

が将来にわたり持続することを明らかにしたもの

売した本件ボード三種を取り扱ったことによる実

で重要である。

際のばく露量は 3分の 1よりも少なくなるはずであ

Ⅲ おわりに
化学物質管理に係る法規制について，自律的管

者も含まれうる（裁判例③）。安全配慮義務（心身の

理を強化する方向への転換がみられる中で，化学

健康に配慮する注意義務）を履行する第一次的な責

物質の有害性に係る情報流通の必要性は一層その

任は，労働者をその事業のために使用する事業者

重要性を増すことが予想される。こうしたなかで，

にあるが，危険有害性の認識なくして適切な対応

情報を持つ事業者は，その流通についてより重い

はあり得ない。情報収集に係る責任もこうした事

責任を課されることになろう。本来，有害性に係

業者にあるのは勿論のことであるが，そのことは，

る情報を収集し，職場のリスクを評価した上で適

必ずしも，労働者を使用する事業者以外の主体（製

切な対応をとる責任は労働者を使用するそれぞれ

造業者を含む）の情報伝達に係る責任を免除する

の事業者に課されるものである。しかし，例えば，

ものではないことがうかがわれる。次に，上記か

元請会社が下請会社に対して，一定の有害性を持

らすれば，当然のことともいえるが，情報を受け

つ化学物質を扱う業務を委託し，かつ，化学物質

取った事業者は受け取ったことのみで安心するの

の危険有害性について元請会社と下請会社との間

ではなく，その内容を咀嚼した上で，必要な対応

の知識・経験（情報量）に大きな格差があるような

を自ら検討し，これを実行することが必要となる

ケースにおいては，当該物質の危険有害性から生

（裁判例②）。また，SDSの情報が古くなった場合に

じた下請会社の労働災害に対する責任を元請会社

は，これを新たにすることなども必要となる。

が負う可能性がある（裁判例①）
。また，製造業者

化学物質管理が自律的管理を強化する方向へ変

が危険有害性情報の伝達を怠ったことにより発生

化する中で，国がいかなる責任をどのように担う

した損害について，その責任を負う相手は，直接

べきかも課題となる。本稿の問題関心との関係か

の取引相手や当該製品を最初に使用した者だけで

ら，十分な検討をすることができなかったが，こ

なく，使用された製品を後に取り扱うことになる

の点に関しては，今後の検討課題としたい。
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最高裁令和 3年 5月 17日第

一小法廷判決」
．ジュリスト．2021; 1562: 84.
5）国の権限不行使の違法性に関する判断（特に一人親方との関係でも責任を認めた判断）の分析については，下記の文献等参照。鎌田耕一「
. 一人親方等
への労働安全衛生法に基づく国の規制権限不行使の違法性」．季刊労働法．2021; 274: 238. 下山憲治 .「建設アスベスト訴訟最高裁判決と国の責任
論」
．法律時報．2021; 93-11: 58．北岡大介．「一人親方とうの建設アスベスト作業と権限不行使を理由とした国家賠償責任」. 法律時報 . 2021; 9313: 266.
6）中野・前掲注 4）
92頁。
7）石橋秀起．
「建設アスベスト最高裁 4判決と建材メーカーの責任」．法律時報．2021; 93-11: 66,67．
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化学物質取扱事業場の指導の立場から
From the standpoint of guiding chemical substance handlers
一宮労働基準監督署 副署長

大久保 克己

Ichinomiya Labor Standards Office, Deputy Office Chief

Katsumi Okubo

[要 約]

化学物質管理を推進している企業が存在するが、化学物質特有の問題があり、思
うように進んでいない状況がある。スタート地点にも立てていない企業が多く存在
する。法令の規制に際し、規制する側の工夫も必要である。
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」の内容につい
ては、画期的であるが、運用するには、まだまだ問題がある。作業者の呼吸域にお
ける気中有害物濃度を許容濃度以下にすることが重要であり、監督官庁による確認
も必要と思われる。
[ キーワード ] 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」, 化学物質管理
[Abstract]

Some companies are making progress on control of chemical substances but
finding that these efforts are not proceeding as planned due to issues involved
with specific chemical substances. Many other companies have not even made it
to the starting line. Efforts are needed on the part of regulators in implementing
legal and regulatory restrictions.
While the details of the Report of the Investigative Group on Control of
Chemical Substances etc. in the Workplace are groundbreaking, issues still
remain with regard to implementation. It is important to ensure that atmospheric
concentrations of harmful substances in areas where they could be inhaled by
workers are kept at or below threshold limits, and they probably will need to be
checked by regulators as well.
[Keywords] “Report from the examination board regarding the management of
chemical substance in workplace”
, Chemical substance management

1. 労働衛生管理の変遷
日本における作業環境中の気中有害物質
管理は、独特の手法が用いられてきている。
所謂、
「場の管理」である。
その基礎となる考え方は、1982年の日
本医師会雑誌に掲載された、輿重治先生の
「有害物質に対する管理の対象と健康障害
防止措置の関係」で示された「労働衛生三
管理」が元となっている。
労働安全衛生法の有害物質対策に関する
法条項は、労働衛生三管理を基に作られて
いる。
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即ち、作業環境管理、作業管理及び健康管理で
あるが、この中で「作業管理」に関しては、その
名称からは、内容が理解しにくい。
「作業管理」とは、作業場で有害物質を取り扱う
作業に従事している労働者の呼吸域における有害
物質濃度を管理し、有害物質が労働者の体内に侵
入する量を低減化することで、所謂、
「ばく露管理」
である。
作業環境管理に関しては、昭和 50年に作業環境
測定法が制定されるが、環境の良し悪しの評価方
法が無かった。
昭和 55年に「作業場の気中有害物質の濃度管理
基準に関する専門家会議」
（通称「AB委員会」）が
招集され、
「作業場における気中有害物質の規制の
あり方についての検討結果第１次報告書」をまと
め、その中で作業環境測定結果の評価方法が提案
された。
この報告書を受けて、昭和 59年２月 13日付け基
発第 69号「作業環境の評価に基づく作業環境管理
の推進について」が通達され、作業環境の評価に
基づく作業環境管理要領が周知された。その内容
は、昭和 63年に「作業環境評価基準」という告示
となり、現在に至ることとなる。

は、先見の明があると思われる。
安全衛生の担当者が、兼任しているケースとし
て①庶務・総務業務、②製造、③環境などの業務を
兼任していることが多い。
① 庶務・総務と兼務している場合、製造工程の情報

2. 中小企業の実情
我が国における企業のうち、99.7％は、中小企業

が担当者から入らないことが多く、原料・材料
の変更、工程の変更等の労働者の安全衛生に関

である 。
1）

中小企業庁の定義では、中小企業とは、資本金
３億円以下、又は、従業員数 300人以下の企業を

する情報が共有されず、生産性が優先され、災
害・疾病につながるケースが散見される。
② 安全衛生担当者として必要な知識が不足してい

指すとのことである。
中小企業においては、私の経験では、
① 安全衛生の担当者は、専属でその担当をしてい

るケースは、多くの場合、安全衛生の業務を従
たる業務と考えているようで、積極的に情報を
収集したり、知識を獲得するなどしていないこ

ることは稀である。
② 安全衛生担当者として必要な知識が不足してい

とが多い。
③ 安全衛生管理を推進するためには、より専門的

ることが多い。
③ 外部のサポートを依頼するにしても予算が乏し

な知識が必要になってきている。専門的な知識
を有する専門家の助言を得るためには、予算が

い。
などの問題があるケースが散見される。
企業において、安全衛生管理の業務は、予算は
必要であるが、売り上げを稼がない業務である。

必要となるが、経営基盤がぜい弱な場合、困難
である。
し か し、 前 述 の と お り、 日 本 の 企 業 の 99.7 ％

そのため、専属で担当者を配置する企業は、ほと

が中小企業であることから、いくら優れた施策で

んど存在しない。そのようなことをしている企業

あっても、中小企業の現場で根付かなければ意味
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がないのである。
3. 我が国における化学物質管理に係る情勢
一方、我が国における化学物質管理については、
様々な問題が発生している。
ごみ焼却施設の解体作業に伴うダイオキシン類
へのばく露、1,2-ジクロロプロパンによる胆管が
ん、o-トルイジンや MOCAなどの芳香族アミン類
による膀胱がんなど大きな社会問題として取り上
げられたものも存在する。
作業環境測定が法令で義務付けられ、遵法意識
のある事業場で導入され、作業環境改善が推進さ
れた結果、職業性疾病の減少という成果は、確認
できている 2）。
しかし、化学物質による休業 4日以上の労働災害
のうち特定化学物質障害予防規則等の規制対象外
の物質による労働災害が８割を占めている。
事業場の担当者からすれば、そのようなマスコ
ミ報道に接すれば、化学物質管理について考えざ
るを得ない状況にある。
4. なぜ、化学物質管理が企業において進まないか
しかし、必ずしも各事業場において化学物質管
理は進んでいるとは言えない状況にある。
化学物質管理を推進するには、一定の化学に関
する知識を有する者を担当者にすることが必要で
あり、特に中小企業にとっては人材確保が困難で
あることが停滞の原因となっている。
また、人材を確保することが困難な中小企業で
あっても化学物質管理を推進しようとしている企
業は存在するが、化学物質特有の問題がそれを阻

（4）4,4’-ジアミノ-3,3’-ジクロロジフェニルメタン

害しているように思われる。

（5）MBOCA
（6）4,4’-メチレンビス（o-クロロアニリン）

例えば、芳香族アミン類の 3,3’-ジクロロ -4,4’-

などである。これらは同じ化学物質の名称である。

ジアミノジフェニルメタンは、特定化学物質であ

米 国 化 学 会（American Chemical Society；

る。
建設現場に行くと建物の屋上防水材に含有され
ていることが多い。上記名称のほかにも使用され
る名称が複数存在する。

ACS）が発行する化合物番号 (CAS番号 )は、同じ
化学物質であることから、当然のことながら同一
で 101-14-4である。
一方、労働安全衛生法における表示はどのよう

（1）MOCA

になっているだろうか。特定化学物質であるから、

（2）4,4’
-メチレンビス（2-クロロアミリン）

労働安全衛生法施行令別表第３に列挙されている

（3）2,2’
-ジクロロ -4,4’-メチレンジアニリン

はずであるが、「3,3’-ジクロロ -4,4’-ジアミノジ
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フェニルメタン」と記載されている。
事業者が、
「MOCA」という名称のみ知った場合、
どのようにして、当該物質が特定化学物質であり、
特定化学物質障害予防規則に定める措置を講じる
義務があると知りえるのであろうか。
確かに安全データシート（Safety Data Sheet；
SDS）があるかもしれないが、実際に SDSが交付さ
れているのは、50％程度である 3）。
また、交付されたとしても、私の経験では、そ
の内容が十分に活用されているとは、限らない。
労働安全衛生法及び関連政省令において、化学
物質の譲渡等をする者に SDSの提供を義務づけた
結果、SDSを渡す又は受け取ることが重要とされ、

事業者に対し、そのあたりを説明しつつ、リス
クアセスメントの実施等の指導を行った。
化学物質管理の推進には、その前提条件として、

そこに記載されている情報を活用することは、二

事業者が、法令で規制されている化学物質である

の次となっている。

という認識を持つことが必要である。それすら持

その結果、事業場には SDSコレクターばかりと
なり、労働基準監督署の監督官も SDSの存在の確
認しかしていないため、このようなことになって

てない状況で規制をしても一向に化学物質管理は、
進まない。
つまり、現状、化学物質管理を推進するための
スタート地点にも立っていない事業場が多く存在

いる。
化学物質には同じものであっても複数の名称が

する状態である。

存在する。労働安全衛生法関係政省令に記載され
ている化学物質の名称と異なる名称が、化学品の
成分欄に記載されていれば、同一の化学物質と認
識されることが困難で、そうした事業場が多数存
その結果、当該化学物質が、例えば、特定化学
物質に該当すると認識することなく、必要な措置
をとることができない事業場が存在するのである。
先日、ある医療用品ラベルの印刷工場にお邪魔

令和３年 7月 19日に「職場における化学物質等
れた。
この報告書に記載されている内容は、画期的で
ある。
また、この報告書では、「国はばく露濃度等の管
理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達

した。
印刷用の版の洗浄溶剤の SDSを確認したところ、
主成分として 1-メトキシ -2-プロパノールが記載さ
れていた。
この化学物質は、プロピレングリコールモノメ
チルエーテルの別名で CAS番号は、107-98-2で労
働安全衛生法施行令別表第９第 496号に「プロピ
レングリコールモノメチルエーテル」として掲げ
られている。
つまり、SDSの成分欄を見てもリスクアセスメ
ントが必要な化学物質であることはわからないし、
適用法令を見ても、なぜ、労働安全衛生法施行令
の適用があるか、わからないであろう。
産業保健法学会誌

る検討会報告書」について
の管理のあり方に関する検討会報告書」が公表さ

在する。
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いてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のた

化学物質取扱事業場の指導の立場から

めに講ずべき措置を自ら選択して実行することを
原則とする仕組みに見直すことが適当である。」と
示している。
ご存じのとおり、現行の有機溶剤中毒予防規則、
特定化学物質障害予防規則などの省令では、局所
排気装置等の環境改善機器の設置を義務付け、気
流の制御により、作業環境中に有害物質が拡散す
ることを防止し、基本的には作業者が呼吸用保護
具を着用することなく作業に従事することとして
きている。
呼吸用保護具の着用については、有機溶剤中毒

る必要があると思われる。また、その内容を「ス

予防規則の中では、臨時の作業、短時間の作業等

トラテジーシート」（仮称）として所轄労働基準監

である。
「職場における化学物質等の管理のあり方

督署に届け出る制度を作っては、どうだろう。

に関する検討会報告書」の中では、環境改善機器
による気流の制御により気中有害物質濃度を制御

6. 実現するために（取り締まり側の視点）

した作業環境で作業に従事させるか、呼吸用保護

今後、重要なことは作業者の呼吸域における化

具等でばく露管理をする状態で作業に従事させる

学物質濃度が許容濃度等の管理基準以下であるこ

かは、事業者が選択するとしている。

とを維持することである。また、それを継続する

その一方で、作業に従事する作業者の立場から
すると、呼吸用保護具を着用した状態で作業に従

ことも必要である。
事業者が自発的に外部に委託して個人ばく露濃

事することは、身体的な負担が大きいこととなる。

度測定を実施することは当然必要であるが、その

呼吸用保護具の種類によっては、吸気抵抗が大き

他に、労働基準監督署の労働基準監督官等による

く、息苦しい状態で作業に従事する必要がある可

立ち入り調査時の個人ばく露濃度測定も必要とな

能性もある。当然のことながら、局所排気装置等

ると考える。そのための手法、人材、設備等の拡

が設置された環境で作業に従事した方が、身体的

充が必要と思われる。

な負担が低く楽である。どちらの状況で作業に従

労働安全衛生法第91条には、
「労働基準監督官は、

事するかは、今後、
「労働条件」になることであろう。

この法律を施行するため必要があると認めるとき

「職場における化学物質等の管理のあり方に関す

は、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、

る検討会報告書」によれば、作業者の呼吸域にお

書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測

ける有害物質濃度を管理基準（許容濃度等）以下に

定を行い、又は検査に必要な限度において無償で

する方法は、事業者が自ら選択することとしてい

製品、原材料若しくは器具を収去することができ

ることから、事業者がリスクアセスメントを行っ

る。」と定めているが、作業環境測定をする権限に

た結果、リスク低減化措置としてどのような方法

ついては有効活用されていないと感じるのである。

で管理基準以下にするのか、作業者に明らかにす

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
1）中小企業庁「市町村別企業数」2016年 6月
2）沼野雄志「労働衛生工学と職業性疾病」（「安全工学」Vol.37 No.4、1998年）
3）厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」平成 28年
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サプライチェーンにおける製品含有化学物質の
情報伝達の課題と対応
Challenges and responses to communication of chemicals in products through the supply chain
日本ケミカルデータベース株式会社
Japan Chemical Database Ltd.

鈴木 亨

Toru Suzuki

[要 約]

WSSD2020年目標に続く 2020年以降の目標として、製品含有化学物質のライ
フサイクルを通じた情報伝達がより強く求められることが予想される。一方、製品
含有物質情報は、多くの場合企業秘密であり、すべての製品含有物質情報を開示す
ることは、企業の存続を脅かすことにもなり得る。したがって、どの化学物質の名
称を開示すべきかは、その科学的根拠とともに明確にする必要がある。
[ キーワード ] 製品含有化学物質 , 情報伝達 , サプライチェーン , 企業秘密
[Abstract]

As a goal for beyond-2020 following the WSSD 2020 goal, it is expected that
information communication throughout the life cycle of chemicals in product
will become increasingly important. On the other hand, the information on the
chemicals in product is often confidential business information, and disclosure of
all chemicals in product can threaten the survival of the company. Therefore, it
is necessary to clarify the chemicals whose names should be disclosed based on
the scientific basis.
[Keywords] Chemicals in Products, hazard communication, supply chain,
Confidential Business Information

1992年、リオデジャネイロで開催された国連環
境開発会議（UNCED: United Nations Conference

という合意が盛り込まれた 2）。
そして、この WSSD2020年目標達成に向けて、

on Environment and Development）は、地球サ

2006年に開催された第 1回国際化学物質管理会

ミットとも呼ばれ、
「持続可能な開発のための人類

議 (ICCM-1)で取りまとめられたのが、国際的な

の行動計画」
（アジェンダ 21）が採択された 。

化学物質管理のための戦略的アプローチ (SAICM:

1）

UNCEDから 10年後の 2002年に開催されたヨ

Strategic Approach to International Chemical

ハネスブルクサミット（WSSD: World Summit

Management)3）であり、科学的なリスク評価に基

on Sustainable Development）では、持続可能

づくリスク削減、予防的アプローチ、有害化学物

な開発に関する世界首脳会議実施計画が採択され、

質に関する情報の収集と提供、各国における化学

その中で「予防的取組方法に留意しつつ、透明性

物質管理体制の整備等が挙げられている。

のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学

この WSSD2020年目標に対する達成度を評価

的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物

し、さらに 2020年以降の目標を設定する第 5回国

質が人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最

際化学物質管理会議 (ICCM-5)が 2020年に開催さ

小化する方法で使用、生産されることを 2020年ま

れる予定であったが、COVID-19の影響で 2022年

でに達成することを目指す」
（WSSD2020年目標）

以降に延期されることになっている。しかしなが
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ら、2015年に開催された ICCM4以降に開催された

or, where not feasible, minimized through

会期間会合における 2020年以降の戦略目標の議論

safer alternatives, innovative and sustainable

では、企業の有する知見、データなどの情報を広

solutions and forward thinking.

く利用可能にするという提言案が検討されており、

（参考訳）より安全な代替案、革新的かつ持続可能

2020年以降の目標として、製品含有化学物質のラ

な解決策及び先進的な考え方により、人の健康と

イフサイクルを通じた情報伝達がより強く求めら

環境への利益が最大化され、また、リスクが防止

れることが予想される。

されるか、防止が不可能の場合は最小化される。

以下に 2020年 2月に開催された SAICM技術作
業部会での文書に示された戦略目標案を掲げる 4）。
[

]内の部分は、合意に至っていない部分。

Strategic objective E.
[The importance of the sound management
o f c he mic a ls a nd wa ste a s a n e sse ntial

Strategic Objective A.

element to achieve sustainable development

[Measures are identified, implemented

is recognized by all [; adequate and necessary

and enforced in order to prevent or, where

transparent and accountable] partnerships

not feasible, minimize harm from chemicals

are established to foster cooperation among

throughout their life cycle [and waste];]

stakeholders].]

（参考訳）
［ライフサイクルを通じた化学物質［と

（参考訳）
［すべての人が、持続可能な発展の実現

廃棄物］からの害を防止するための、防止が不可

に不可欠な要素として、化学物質と廃棄物の適正

能の場合は最小化するための措置が特定され、実

管理の重要性を認識し、ステークホルダー間での

施され及び強化される。］

協力を促進するために必要な［透明性かつ説明責
任を伴う］パートナーシップが確立される］。］

Strategic Objective B.
Comprehensive and sufficient knowledge,

これらの戦略目標案 A,Bに着目すると、目標達

data and information are generated, available

成のためには、サプライチェーンを通じた製品含

and accessible to all to enable informed

有化学物質の情報伝達が極めて重要な意味を持つ

decisions and actions.

ことになる。

（参考訳）情報に基づいた意思決定と行動を可能に

一方、製品含有化学物質情報は、多くの場合企

するため、包括的かつ十分な知識、データ及び情

業秘密であり、すべての製品含有化学物質情報を

報が生成され、すべての者に利用可能でアクセス

開示することは、企業の存続を脅かすことにもな

可能である。

り得る。したがって、製品の製造から使用、廃棄・
リサイクルといったライフサイクルを通じて、当

Strategic Objective C.

該成分にばく露する可能性があり、その結果、人

Issues of concern [that warrant [global]

の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性がある成分

[and] [joint] action] are identified, prioritized

については、その危険有害性情報を開示すべきで

and addressed.

あるが、そうでないものについては開示する必要

（参考訳）
［［地球規模の］
［かつ］
［共同の］行動が

はない。また、危険有害性情報を開示する場合も、

必要な］懸念事項が特定され、優先順位付けされ、

当該物質名も含めて開示したほうが良い場合と、

対処される。

物質名を含めなくても良い場合がある。したがっ
て、どの化学物質の名称を開示すべきかは、その

Strategic objective D.

科学的根拠とともに明確にする必要がある。

Benefits to human health and the environ-

日本では、化学品を譲渡提供する際に、成分情

ment are maximized and risks are prevented

報等を伝達すべきと定めている法令に、化学物質
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排出把握管理促進法（化管法）、労働安全衛生法 (安

Candidate List of SVHC for Authorisation（認

衛法 )、毒物及び劇物取締法（毒劇法）などがあるが、

可対象候補物質）および Annex XIV（認可対象物

いずれも情報伝達すべき物質についてはリスト化

質 ）、(EU) REACH規 則 Annex XVII (制 限 対 象

されている。

物質 )、及び (EU) 医療機器規則（MDR）Annex I

化管法に関しては、SDS制度として、対象となる

10.4 化学物質に定められた法令に基づく物質と

化学物質やそれらを含有する製品について他の事

Global Automotive Declarable Substance List

業者に譲渡・提供する場合に、SDSによる有害性や

(GADSL)並 び に IEC 62474 DB

取扱いに関する情報の提供を第 14条で義務付けて

substance groups and declarable substances

おり、562物質が指定されている。令和 3年 10月の

に定められた業界標準に基づく物質である。

Declarable

化管法政令改正により、対象化学物質は 649物質

また、自動車業界では、グローバルな自動車業

になる。政令改正後の指定化学物質の SDSの提供

界のサプライチェーンを通して情報伝達を行うた

は令和５年４月１日からである。

めに、自動車メーカー、各段階における部品サプ

安衛法に関しては、第 57条の 2で、SDSの提供が

ライヤー、材料メーカーからなる GASG（Global

定められており、施行令別表第 9及び別表第３第１

Automotive Stakeholder Group）と呼ばれる組

号に対象となる 674物質が掲げられている。なお、

織が設立されている。GASGでは、自動車のサプラ

施行令は 2021年に改正され、2024年 4月 1日から、

イチェーンでの円滑な情報伝達と現在及び近い将

SDSを提供すべき化学物質等は 903物質となる予

来の規制に容易に準拠することを可能とするため、

定である。

自動車に搭載されている物質で、規制対象である、

毒劇法では、毒物及び劇物取締法施行規則第 13

今後規制されると見込まれている、その他、人体

条の 12で情報伝達すべき事項が定められており、

や環境に深刻な悪影響をもたらすことが科学的に

毒劇法別表第１、第 2、毒物及び劇物指定令第１条、

証 明 さ れ て い る 物 質 を 掲 載 し た GADSL(Global

第 2条に掲げられている。

Automotive Declarable Substance List)を作成・

一 方、 産 業 界 に お け る 自 主 的 活 動 と し て の 情
報伝達の例としては、日本の電気電子産業のサ
プ ラ イ チ ェ ー ン を 中 心 と し た chemSHERPA

5）

維持管理している 6）。
このように、現状、日本においては、法令によ
る義務、産業界における自主的な情報伝達、いず

を用いた製品含有物質の情報伝達があげられる。

れにおいても、どの物質に関して情報伝達すべき

chemSHERPAは、製品中の化学物質の情報を川

かについて明確にされている。

上企業から川下企業までのサプライチェーン全体

2020年以降の目標を設定する ICCM-5では、企

で確実に伝達するために、経産省主導で開発さ

業の有する知見、データなどの情報を広く利用可

れ、現在は、アーティクルマネジメント推進協議

能にするために、製品含有化学物質の情報伝達に

会（JAMP）が管理・運用している情報伝達スキーム

対して、より積極的な開示を求められることが予

である。chemSHERPAでは、国内外の 8つの法令

想されるが、開示すべき成分と開示する必要のな

と 2つの業界基準のリストからなる「管理対象物

い成分については、科学的な根拠に基づいて明確

質」が指定されており、電気電子産業のサプライ

に分ける必要がある。

チェーン上の企業は、各社が提供する製品にこの

また、今後、様々な業種のサプライチェーンで

管理対象物質に指定されている物質が含まれてい

製品含有化学物質の情報伝達が求められるように

る場合、サプライチェーンを通して、その含有物

なると、いずれのサプライチェーンにおいても川

質情報を伝達することになっている。管理対象物

上に位置する化学産業は、それぞれのサプライ

質は、(日本 ) 化審法

第一種特定化学物質、(米国 )

チェーンの要求に応じて情報伝達しなければなら

有害物質規制法（TSCA）使用禁止または制限物質

ず、それぞれのサプライチェーンが独自のルール

（第 6条）
、(EU) ELV指令、(EU) RoHS指令 Annex

に基づいて製品含有化学物質の情報伝達を求める

II、(EU) POPs規則 Annex I、(EU) REACH規則

と、化学企業は対応が煩雑になり、多くのリソー
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スを割かなければならなくなる。したがって、多

ような情報伝達スキームでは、川上から川下、更

様なサプライチェーンで共通の製品含有化学物質

には、廃棄・リサイクルまで全サプライチェーンを

の情報伝達スキームの策定が求められる。

通じて伝達されなければならないため、途中で情

また、川中に位置する組み立て加工メーカーや

報が途切れることは致命的である。政府・産業界は、

部品メーカーは比較的中小企業が多く、新たな情

ともにこれら中小企業が情報伝達の仕組みから取

報伝達スキームが策定された場合、それに対応す

り残されないよう、十分な施策を講じるべきであ

る人材を確保したり、使いこなしたりすることが

る。

困難であるケースが有ることが予想される。この
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化学物質規制の仕組みの見直し
～自律的な管理を基本とする仕組みへ～
Review of mechanism of chemical substance regulations

～ Toward mechanism based on autonomous management ～
厚生労働省安全衛生部

元・化学物質対策課長補佐

中村 宇一

Ministry of Health, Labor and Welfare, Industrial Safety and Health Department, Former Assistant Director of Chemical Hazards Control
Uichi Nakamura

[要 約]

厚生労働省では、学識経験者、業界関係者、労使団体による検討会を開催し、職
場における化学物質管理に関する規制を抜本的に見直す方針をまとめた。規制対象
物質を個別に指定し、講じるべき措置を具体的に定める規制から、化学物質の危険
有害性や防護措置に関する情報をラベルや SDSにより、サプライチェーンを通じ
て確実に伝達させ、この情報をもとに各企業、事業場が自ら措置を選択して実行す
る自律管理へと規制の仕組みを移行させる。
[ キーワード ] 化学物質管理 , 規制 , 自律管理 , ラベル , SDS
[Abstract]

The Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan has formulated a policy
of thorough revision of regulations on control of chemical substances in the
workplace, based on study by a working group that included academic experts,
industry representatives, and labor organizations. This policy calls for migration
from regulations based on individually specifying controlled substances and
establishing specific measures to take to a system of autonomous control, in
which means are used such as labeling and use of safety data sheet (SDS) to
communicate information on the risks of chemical substances and protective
measures reliably throughout the supply chain, and each enterprise and
workplace chooses and implements measures itself based on this information.
[Keywords] Chemical substance management, regulation, autonomous management,
labeling, SDS

ける化学物質の使用実態について大規模かつ詳細

1. 背 景
昭和 47年に制定された労働安全衛生法に基づく

な調査も行われており、こうした実態に即した規

化学物質規制は、我が国で多く使用されている危

制は、その後の化学物質による労働災害の防止に

険有害性の高い化学物質を具体的に列挙して規制

大きく寄与してきたといえる。

対象とし、それらの製造過程における労働災害を

一方で、その後の科学技術の発展や産業・社会の

防止するための具体的な措置（局排等の設置、特に

変化に伴い、国内で扱われる化学物質は多様性を

危険性の高い作業について作業方法や作業手順の

増している。毎年約千種類の化学物質が新たに開

指定、健康診断の実施など）を定めるという形を基

発されており、現在国内で流通している化学物質

本としている。

は７万種類に上る。

当時、法令の制定に当たり、全国の事業場にお
76
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毎年化学物質が原因で発生している休業４日以

化学物質規制の仕組みの見直し ～自律的な管理を基本とする仕組みへ～

上の重篤な急性中毒や薬傷などの労働災害約 400

とから、いまだリスクアセスメントの実施率は低

件のうち、規制対象物質を原因とするものは２割

く、化学物質による労働災害防止の仕組みとして

程度であり、取扱いに当たって講ずべき措置につ

十分機能しているとは言いがたい。

いて法令で規定していない物質が原因となってい
るものが大半という状況になっている。また、職

2. 化学物質規制の考え方の転換

業がんなどの遅発性疾病については、発生状況に

こうした現状を踏まえて、厚生労働省では、令

ついての正確な実態を把握できていないが、印刷

和元年９月から有識者、労使関係者による検討会

工場における胆管がんの集団発生など、未規制の

を開催し、化学物質管理のあり方に関して検討を

化学物質による重大な労働災害の発生が繰り返さ

重ね、令和３年７月に見直しの方向性をとりまと

れている。

めた。

こうした状況を踏まえ、発がん性を中心に未規

それは、職場における化学物質管理を、一部の

制の化学物質について、国がリスク評価を行い、

危険性・有害性の高い物質を規制対象とし、国が物

その結果に基づいて規制対象を拡大する（特定化学

質ごとに実施すべき措置を具体的に定める方式か

物質障害予防規則の規制対象に追加する）という取

ら、今後は、何らかの危険性・有害性が確認された

組を進めてきているが、１物質の評価に多大なコ

全ての化学物質を規制対象とし、ラベル・SDSに

ストと多くの時間を要し、新規化学物質の開発ス

よってサプライチェーンを通じて化学物質の危険

ピードや化学物質市場の変化にとても追いつける

性・有害性を確実に伝達し、取り扱う際にはその情

状況にない。また、リスクが認められて規制対象

報に基づいて各企業、事業場が自律的に管理を行

となると、その物質は市場で使用されなくなり、

う方式に大きく転換するというものである。

リスクが十分に評価されていない又はリスクが認

これにより、現場の化学物質管理は、法令に定

識されていない未規制物質に移っていき、その物

められる措置を遵守するという方式から、現場の

質を無警戒に使用することで、また新たな労働災

実態に応じて、事業者が判断・選択することとなり、

害が発生するという「いたちごっこ」のような状

講ずべき措置の自由度は高まることとなる。一方

況が生じている。

で、措置が一通りではなくなることから、その適

平成 26年に行われた労働安全衛生法の改正で

切な判断・実施を担保するための共通のルール、実

は、危険有害性のある未規制の約 500物質につい

施体制の確保、人材育成が極めて重要となってく

て、危険有害性についてのリスクアセスメントを

る。

実施することが義務（罰則はなし）となったが、対

このため、この大きな考え方の転換に関して、

象が限定的であること、リスクアセスメントの結

以下の６つの方針がまとめられた。以下、それぞ

果に基づく具体的な措置は義務化されなかったこ

れについて詳説することとしたい。

【 現行の化学物質管理の仕組み 】
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【 見直し後の化学物質管理の仕組み 】

① 譲渡・提供時のラベル表示・SDS交付義務対象物
質を、国による GHS分類で危険性・有害性が確

を義務付けること。また、化学物質管理の専門
家の確保・育成を推進すること。

認された全ての物質に拡大すること。また、SDS

④ 労災が多発するなど自律的管理が困難と考えら

に記載する危険性・有害性に関する情報は、５年

れる物質や特定の作業については、製造や使用

以内ごとに更新することを義務付けること。

を禁止、許可制とする新たな仕組みを導入する

② 上記の物質を製造・使用する時は、SDS情報に基

こと。

づいてリスクアセスメントを実施し、その結果

⑤ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防

に基づいて労働者のばく露を防止するための措

規則などの個別の規制は、５年後を目途に自律

置を講じること（自律的な管理）を義務付けるこ

的な管理に移行できる環境を整えた上で、廃止

と。

し、自律的な管理に統合することを想定するこ

③ 企業や事業所による自律的な管理の実施を担保
するため、化学物質管理者や保護具管理責任者
の選任とともに、労使による管理や記録の保存

と。
⑥ 職業がん等の遅発性の疾病を把握するための報
告制度を新設すること。

【 国による GHS分類及びラベル表示等の義務化のスケジュール 】
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3. 化学物質規制の見直しの概要

ついては、労働者が吸入する濃度をその基準以

（1）ラベル・SDS対象物質の拡大

下に管理すること（基準がない物質はなるべく

今後の化学物質管理は、国際ルールである GHS

吸入ばく露を少なくすること）。

分類をもとに作成された SDSを基本とする。この

ｃ 直接接触による災害を防止するため、皮膚への

ため、国が GHS分類を行い、何らかの危険性・有害

刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそ

性が確認された全ての化学物質（現時点で約 2,900

れがないことが明らかでない全ての物質につい

物質）
について、譲渡・提供時のラベル表示、SDS交

て、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等を使用する

付を義務付けることとした。約 2,900物質への義務

こと。

対象拡大は、令和３年～５年の３年間をかけて行

国は、化学物質のリスクアセスメントの実施を

うこととし、その後も新たに危険性・有害性が確認

支援するため、クリエイト・シンプルなどのツール

された物質は追加していくこととする。

を無料で公表しているほか、実施事例なども収集・

なお、GHSの考え方に基づけば、欧州や米国のよ

公表を進めることとしている。

うに、全ての化学物質について事業者が GHS分類

吸入ばく露の濃度基準については、まずは令和

を行うことを義務付けるのが本来あるべき姿とい

４年度に約 150物質について設定し、以降も順次

えるが、日本においては、中小企業を含めてその

設定を進めていくこととしている。

実施の基盤が十分に整っていないことから、国が

また、保護手袋などの保護具の適切な選択が行

GHS分類を行い、その結果を公表し、その範囲で

われるよう、国は労働安全衛生総合研究所や関係

義務化を行う仕組みとした。また、国は義務化対

業界と協力して、保護具に関する情報収集・情報提

象となる物質の標準的なラベル・SDSを作成・公表

供を進めていくこととしている。

するとともに、混合物のラベル・SDS作成を支援す
るツールを開発する等の支援も行うこととしてい
る。

（3）自律的な化学物質管理の体制確保・人材育成
自律的な化学物質管理を社会に根付かせ、その
実行性を担保し、労働災害を効果的に防止できる

（2）SDS情報に基づく自律的な化学物質管理
ラベル表示・SDS交付を義務付ける物質は、製

仕組みにしていくためには、それを支えるための
体制と人材育成が最も重要な要素となる。

造・使用段階でのリスクアセスメントの実施及びそ

化学物質のリスクアセスメントは、平成 26年の

の結果に基づく措置を義務付けることとした。現

労働安全衛生法改正で一部の物質に対して義務付

行の規制では、物質ごとの措置は法令で具体的に

けられたが、その実施を担保するための体制や人

定められていたが、今後の自立的な管理の仕組み

材が十分に確保できていないために、施行から５

では、リスクアセスメントの結果に基づいてどの

年を経過した今も、社会に浸透したといえる状況

ような措置を実施するかは、事業者が自ら判断し、

にはなく、実施に困難を来している現場も多い。

選択することとなる。
ただし、措置の実施に当たっては、以下を前提
とすることとした。

こうした反省も踏まえ、今回の制度見直しに当
たっては、これまで国が進めてきたツールの開発
などに加え、以下の３つを進めることとした。

ａ 化学物質の吸入によるばく露防止の手段を事業
者が自ら選択する際には、以下の優先順位の考
え方に基づくこと。

ａ 労使による自律的管理のモニタリングと記録
自律的な管理において、リスクアセスメントが

（a）有害性の低い物質への変更

ツール任せになったり、措置の実施がおざなりに

（b）密閉化・換気装置設置等

なったりしないよう、リスクアセスメントの手法・

（c）作業手順の改善等

実施結果・結果に基づく措置や労働者のばく露状況

（d）有効な呼吸用保護具の使用

などについて、衛生委員会で調査審議する（50人未

ｂ 国が吸入ばく露の濃度基準を定めている物質に

満の事業場においては関係する全ての労働者に情
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【 自律管理における化学物質管理体制 】

報共有し、意見聴取する）とともに、３年間（リス

る OBの活用を進めるほか、化学物質管理に関する

クアセスメントの結果は次回にリスクアセスメン

専門資格の国家資格化の検討も進める。

トを実施するまでの間）記録の保存を義務付ける。

また、中小企業などに対する支援として、無料
で中小企業が化学物質管理について相談できる体

ｂ 事業場内の実施体制の確保
リスクアセスメントの対象となる化学物質を扱

制の整備も図ることとしている。
また、自律管理の適切な実施を確保するため、

う全ての事業場ごとに、化学物質管理者の選任を

労働災害が発生した事業場で、労働基準監督書が

義務付け、ラベル・SDSの確認、リスクアセスメン

必要と認めた場合には、外部専門家の指導を受け

トの実施などの管理を行わせる。このうち、化学

ることを義務付ける仕組みも導入することとして

物質の製造事業者については、化学物質管理者に

いる。

一定の講習の修了を義務付ける。また、それ以外
の事業者についても、化学物質管理者の能力向上
のため、教育の充実を図ることとする。

（4）自律管理が困難な場合の製造・使用等の禁止・
許可制度の導入

また、労働者のばく露防止のために重要となる

化学物質規制の考え方の転換に伴い、発がん性

保護具の選択・管理が適切に行われるようにするた

を中心に未規制の化学物質について、国がリスク

め、保護具を使用する全ての事業場に対し、保護

評価を行い、その結果に基づいて規制対象を拡大

具着用管理責任者の選任を義務付け、その能力向

する（特定化学物質障害予防規則の規制対象に追加

上のための教育の充実を図る。

する）というこれまでの仕組みは廃止し、今後は個

このほか、労働者の化学物質に関する知識向上
のため、雇入れ時・作業内容変更時の教育を強化す

別の規制は追加しないこととなる。
他方で、過去のアスベストによる被害や、職業
がんの集団発生などの教訓を踏まえると、必ずし

る。

も自律的な管理で労働災害の防止が万全に図られ
ｃ 外部専門家の活用と育成

るとはいえない場合も想定される。

事業場内の体制の強化と併せて、それを支える

このため、自律的な管理を基本としつつ、労働

外部専門家の育成も進める。具体的には、業界団

災害の発生状況も踏まえ、特定の物質や特定の作

体等とも協力し、化学物質管理の経験・知見を有す

業において労働災害が多発しているなど、自律管
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【 新たに導入する職業がんの把握の仕組み 】

理が上手く機能しない場合は、実態調査やリスク

（6）職業がん等の遅発性疾病の把握の強化

の評価を行い、必要に応じて、その物質の製造・使

最後に、規制の仕組みの見直しとは少し視点の

用や特定の作業の実施を禁止にする又は許可制に

違う事項になるが、過去に発生した職業がんの集

する新たな仕組みを導入することとした。この仕

団発生事案のときにも課題として議論されたがん

組みは、将来的に特定化学物質障害予防規則等を

などの遅発性疾病の把握についても議論を行った。

廃止し、全面的に自律的な管理の仕組みに移行し

現在化学物質による労働災害として災害統計に

た場合にも、災害の多発を防ぐための一つの歯止

計上されているものは、急性中毒や薬傷などの急

めとなる仕組みとすることを想定している。

性のものに限定され、がんなどの遅発性の疾病に
ついては実態が把握できていない。一方で、海外

（5）個別の規制の廃止と自律的な管理への統合

の研究によれば、がん罹患者の４％程度が職業由

今回の制度改正の基本的な考え方に基づき、個

来とするものもあり、仮にそうだとすると、化学

別規制は廃止する方向で取組を進めていくことと

物質によって相当数の職業がんの被害が生じてい

した。ただし、廃止の前提条件として、これまで

ることとなる。

の対策の後退を招くことがないよう自律的な管理
が十分に浸透した状態まで持っていく必要がある。
また、特定化学物質や有機溶剤の管理に関して、

より正確な実態把握は、関係者への意識啓発、
国や事業者の取組の根拠にもなることから、まず
手始めの取組として、化学物質を扱う事業場で同

法令に基づきこれまで長い年月をかけて現場に浸

種のがん罹患者が発生した場合は、医師に相談し、

透してきた有効な取組もあると考えられるし、立

労働局に報告する仕組みを導入することとした。

入禁止、作業場への掲示、製造設備の構造や材料

ただし、職業がんの把握は欧米各国でも課題となっ

など、自律的な管理においても労働災害を防ぐ観

ており、新たな報告制度を運用しながら、今後も

点から共通のルールとして維持すべきと考えられ

遅発性疾病の把握とその情報を踏まえた対策のあ

る規定もある。

り方について検討を続けていく必要があると考え

このため、個別の規制の廃止、自律的な管理へ

られる。

の統合に当たっては、単純に既存の規則を廃止す
るのではなく、自律的管理においても共通ルール

4. おわりに

として残すべき規定などを含めて、何を法令によ

厚生労働省では、これまで述べた検討会のとり

るルールとし、何を自主判断に委ねるのかという

まとめを踏まえて、早期に法令改正を行うことと

ことについて、慎重に検討を重ね、自律的な管理

している。

のあるべき姿に移行していく必要があると考えら
れる。

今後の化学物質管理の基本となる自律的な管理
は、これまでの規制と異なり、物質ごとの詳細な
規制ではなくなるため、法令は簡易なものとなり、
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複雑で難解な条文と向き合う必要はなくなる。こ

く異なる。管理に専門的な知識やノウハウ、多く

の点では、仕組みはシンプルなものとなる。一方

の情報を必要とする現場もあれば、シンプルな情

で重要となってくるのは、サプライチェーンを通

報に基づく簡易な管理でも十分な現場もある。自

じて SDSにより伝達される情報であり、それをそ

律的な管理の目指すところは、そうした現場ごと

れぞれの現場に合った形で適用させていく必要が

の実態に合わせて、必要十分な情報が、必要な者

出てくる。これまでとは違った形での実践力や応

に伝わり、必要な対策が合理的な範囲で、無理の

用力が必要になってくると考えられる。

ない形で実行され、化学物質による労働災害を少

今後の課題として重要なことは、この新たな制
度・仕組みを、中小企業も含めて無理のない形で、

しでも減らすところにある。
そうした社会の実現に向けて、厚生労働省とし

社会に着実に根付かせていくことである。化学物

ては、専門家、技術者、関係業界等と協力しなが

質への関わり方は、それぞれの業種、業態で大き

ら取組を進めて行きたいと考えている。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし

82

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

シンポジウム③
Symposium ③

テレワークにおける健康管理政策と法
Health management policy and law in teleworking

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

83

シンポジウム③ テレワークにおける健康管理政策と法

報告の概要と議論状況

The summary of report and the status of discussion
シンポジウム③司会
Symposium ③ Facilitator

東洋大学名誉教授

鎌田 耕一

Toyo University, Professor Emeritus

Koichi Kamata

[要 約]

テレワークに従事する労働者の健康管理政策の在り方と法的課題について問題提
起し、議論することを目的にシンポジウムを行った。今回のシンポジウムは、雇用
労働者の在宅勤務を主な対象とした。とくに①労働時間管理、②メンタルヘルス対
策及び身体的不調への対策、③自宅における作業環境整備を中心として、最近公表
された厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライ
ン」なども含め、５名のシンポジストに報告いただき、その後会場からの質問にシ
ンポジストが答える形で議論を行った。
[ キーワード ] 働き方改革 , テレワーク , 新型コロナ感染拡大 , 雇用労働者の在宅勤務 ,
テレワークガイドライン
[Abstract]

A symposium was held with the objective of raising and discussing an ideal
health management policy and legal issues of workers engaged in telework. The
present symposium mainly focused on employed laborers who are working
from home. Five symposiasts were asked to report mainly on (1) work time
management, (2) measures to improve mental and physical health, and (3)
improvements to the working environment at home, including the recently
published Ministry of Health, Labour and Welfare“Guidelines for Promoting
the Appropriate Introduction and Implementation of Telework.”Afterwards,
discussions were held, where the symposiasts answered questions from the
venue members.
[Keywords] Reform of working practice, teleworking, COVID-19 expansion,
teleworking of employees, telework guideline

Ⅰ 企画の趣旨
働き方の多様化に伴い、ここ数年働き方改革が

の法的地位においても雇用労働者と雇用によらな

叫ばれ、各企業において様々な試みがなされてき

い形態（いわゆるフリーランス）の違いがある。こ

た。その一つはテレワークの導入であった。昨年

れを一括して議論することは混乱を招きかねない。

の新型コロナ感染拡大により、企業、労働者は出

そこで、本シンポは、この問題を検討する第１段

勤自粛を強いられ、受け入れる準備態勢が整わな

階と位置づけ、雇用労働者の在宅勤務を主な対象

いまま、テレワークに向き合うことになった。本

としている。

シンポジウム（以下では「本シンポ」）は、テレワー

雇用労働者の在宅勤務に対象を絞っても、在宅

クに従事する労働者の健康管理政策の在り方と法

勤務の導入、在宅勤務の生産性向上、在宅勤務者

的課題について問題提起し、議論することを目的

の労務管理、労働時間管理、人材育成、健康管理

としている。

など検討すべき課題は多岐にわたる。最近の報道

テレワークの形態は、在宅勤務、モバイルワー

をみると、在宅勤務者にはテレワークを原因とし

ク、リモートワークと様々であり、また、働く人

たメンタル不調や、身体的不調がみられるという。
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本シンポは、在宅勤務に関して幅広く、企業に

イドライン」などを素材にしながら、議論を行った。

おける在宅勤務の導入の実態と課題、在宅勤務者

冒頭、司会が本シンポの企画意図を紹介し、そ

の健康をめぐる課題、健康管理政策について、と

の後、専門分野が異なる５人の報告者がそれぞれ

くに①労働時間管理、②メンタルヘルス対策及び

の立場から問題提起を行い、論点整理をしたうえ

身体的不調への対策、③自宅における作業環境整

で、シンポ参加者と討論を行った。以下では、報

備を中心として、最近公表された厚生労働省「テ

告の概要と議論状況を簡潔に紹介する。

レワークの適切な導入及び実施の推進のためのガ

Ⅱ 報告（問題提起）
1. 福谷直人氏
（株式会社バックテック代表取締役）

3. 石倉正仁氏（全国社会保険労務士会連合会副会長）

福谷報告は、テレワークの健康影響評価（Health

石倉氏は、社会保険労務士という立場から、小

Impact Assessment；HIA）とテレワークと健康課

規模企業におけるテレワークの導入状況と課題に

題の関連データについて報告した。COVID-19の

ついて報告した。石倉報告は、在宅テレワーク導

流行に伴い、急遽始まったテレワークにより、身

入にあたって実際に策定した就業規則・在宅勤務規

体活動量の低下や肩こり・腰痛といった不定愁訴に

程・セキュリティガイドライン・誓約書等を提示し

悩む勤労者が増加するなかで、HIAの目的が、予測

ながら、小規模企業が「柔軟な労働時間制」の適

された健康影響に対して、便益を促進し、不利益

用や厚生労働省のテレワークガイドラインに示さ

を最小化するための推奨意見を意思決定過程に報

れた事務所衛生基準規則と同程度の作業環境基準

告することであるとしている。詳細は、福谷直人

の確保、メンタルヘルス対策、健康対策などにど

氏の論文を参照されたい。

のように対応しようとしているのかを紹介し、小
規模企業としての在宅テレワーク導入に関する取

2. 細見正樹氏
（関西大学商学部准教授）

組の実態を示している。

コロナ禍により在宅勤務者が急増したが、家庭
で仕事をすることによる従業員のメンタルヘルス

（1）小規模企業における在宅勤務の導入

が課題となっている。この発表では、コロナ禍の

小規模企業は働き方改革を実行に移す時期に

在宅勤務者を対象として実施した質問紙調査結果

入ったが、その過程において、新型コロナウイル

を分析し、どのような要因が在宅勤務者のストレ

スの発生があり、感染拡大防止に対応するため、

スに影響を与えるかについて報告した。詳細は、

人と人との接触を極力減らす手段としてテレワー

細見氏の論文を参照されたい。

クの導入を半ば強制的に行わざるを得ない状況と
なった（リモートワーク実施率（会社規模別・産業
別・職種別）は下図参照）。
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そのなかで、中小・小規模企業は、主として在宅

⑤出社時に問診を行い、安全衛生部門において、

を主とするテレワークを導入し、就業規則の変更、

アドバイスを行う体制づくりをし、健康増進に向

在宅勤務規程・セキュリティガイドライン・誓約書

けた支援体制を構築する。⑥健康マイレージを企

の策定等を行い対応した。しかしながら、主に、

画し、評価に反映させる (自治体との連携 )、⑦従

社会保険労務士が関わる従業員20名以下の建設業・

業員にとっては、孤独感や不安に駆られることか

製造業・運輸業・小売・サービス業・クリニックなど

ら、メンタルヘルス疾患に陥る可能性が高くなる

の業種の小規模企業においては、テレワークがそ

ので、会議についても webを利用し、従業員相互

れほど進んでいるという実感はない。

の意思疎通に努める。⑧自分自身の健康を、スマ

小規模企業のテレワーク導入の実態は、在宅勤
務を事業所で行う場合と同じ条件で認めている。

ホアプリを活用して手軽に楽しみながら始める（セ
ルフケア）などを提言した。

通常勤務を補完する制度としての導入から始まっ
ているのが実情である。導入の動機づけの背景に

4. 矢内美雪氏（キャノン株式会社保健師）

は、感染症の流行があり、経営サイドからは、労

矢内氏は、大規模企業におけるテレワークの導

働時間管理の難しさ、導入にあたってのコストの

入状況と課題について報告した。あくまでも 1企業

発生、管理者をはじめとする、マンパワーの不足

の対応事例ということだが、筆者（鎌田）は他社に

が指摘されている。特に社会保険労務士が関わる

おいて共有できる事項が含まれると考える。なお、

建設業・製造業・運輸業・小売・サービス業・クリニッ

ここでは、調査対象とした企業は A社と表記する。

ク等の中小企業・小規模事業者において在宅勤務が
少ないのは主たる業務が事業場にいて行わなけれ

（1）大規模企業におけるテレワーク導入の背景

ばならないためであり、さらに、担当者も少人数

A社では、2020年からの COVID-19の感染拡大

であったり、家族従業員でまかなっていたりする

を受けて、なかなか導入が進まなかったテレワー

ことが、在宅勤務が進まない理由と考えられる。

クが、「緊急対応」という形で初めて社内に導入さ
れた。テレワークの基盤がなかった A社では、出

（2）テレワーク定着の課題

勤率は抑えられたが、取り巻く環境整備が追いつ

テレワークの定着にあたっては、労働者の労働

かず、個々の負担や労務管理の徹底、生産性向上

時間の把握・管理、長時間労働防止、健康管理、費

といった視点からも様々な課題と対峙することと

用負担、管理業務のあり方、従業員の孤立感を防

なった。

ぐコミュニケーションの取り方など多岐にわたる

そこで、A社は、この機会をとらえて改めてテレ

課題がある。特に、現状、労働者の健康管理まで

ワーク導入についての組織的な取り組みを開始し、

配慮している企業は少ないことから、石倉報告は、

「感染防止」を目的とした緊急対応（以下では「臨

その整備にあたっての組織的な取り組み方法、そ

時在宅勤務」と呼ぶ）と「時間や場所を有効に活用

して考えられる対策を提示した。

した生産性の高い働き方の実現」を目的としたテ

それは以下の通りである。①テレワーク導入に

レワークの制度や仕組み（これを「認定テレワーク」

あたっては、従業員一人一人の「自律」が求めら

と呼ぶ）の構築を進めてきた。特に研究・開発、製

れることから、適度な運動を行うことを義務付け、

造、管理部門など多くの職種が混在する中では画

報告書にて提出をさせる。②ストレスチェックに

一的な制度設計は難しく、職場の特性に応じた選

ついても、企業規模に係わらず、全員の実施を義

択や労使での話し合いなど丁寧なプロセスを踏む

務付ける。③定期健康診断についても、年一回を

ことを重視した。

半年に一回の年二回行う。④企業の安全衛生部門
(産業医や保健師 )において、テレワーク時の注意
事項をまとめ、周知を図る (生活のリズムを崩さな
い。しっかり睡眠をとる。体調管理の徹底など )。
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（2）テレワーク導入における課題
A社では、テレワーク導入にあたって、①生産性
（事業場内勤務と同程度の効率性と付加価値）、②

報告の概要と議論状況

成果・業務管理成果が計れる業務のみ
を対象、管理方法は人事部が管理）
、
③在宅環境（執務環境、セキュリティ
環境、ネットワーク環境）が整ってい
るという観点をたてて、実施業務・
対象となる期間、業務フェーズ、対
象者を決定するため、厳正な審査を
行うことを定めた。生産性を高める
新たな働き方としての制度設計にあ
たって、右図の点に留意した。
（3）健康支援体制
健康支援体制は、右の点を考慮し
た。

5. 末啓一郎氏
（弁護士）
在宅勤務は、コロナ禍のために急速に拡大した

上の規制は、行政的かつ一律に、遵守するべき最

が、もともと情報通信技術の発展及び科学技術の

低限度の義務を課すものであるが、私法上の責任

発展に基づく仕事内容の変化によって、不可避的

は、安全配慮義務違反による債務不履行または不

かつ漸進的に拡大するものであると考えられる。

法行為責任であり、公法上の規制を遵守すること

そして、テレワークに限らず、工場労働にしても、

を前提として、より個別具体的な状況に基づいて、

オフィス勤務にしても、新しい働き方が生まれる

雇用主として果たすべき注意義務が履行されてい

ところに新しい健康上のリスクが生じることも不

たのか否かが問題とされるものである。

可避である。したがって、テレワークと健康上の
リスクに関する問題は、今後とも中長期的に重要
性を増していくことが考えられる。以上の問題意

（2）在宅についての健康上の問題に関する公法上
の規制の特殊性

識に立って、末氏は、他の 4報告を受けて、テレ

まず作業場所の安全・衛生についての基準の遵守

ワーク導入にあたって参考とすべき法令・ガイドラ

が問題となる。在宅勤務の場合は、作業場所が、

インの説明を行ったうえで、在宅勤務導入にあたっ

被用者の所有・賃借する住宅であることから、私的

ての課題、健康上のリスクを指摘し、その解決策

な財産権及びプライバシーとの調整が必要となる。

を提起した。

次に長時間労働等の問題に関しては、職場という
勤務状況が把握しやすい場所ではなく、私的生活

（1）在宅勤務の健康上の問題に関する法規制

の場という時間管理の困難な状況下で勤務するこ

これらに関する法的な規制としては、労働基準

とが問題となる。そして、ここでも、あまりに立

法、労働安全衛生法等による公法上の規制と民法

ち入った介入を行う事は、プライバシーとの関係

や労働契約法等による私法上のものがある。公法

で問題となり得る。それらを含め、被用者のメン
産業保健法学会誌
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タルヘルスについては、健康診断・ストレスチェッ

と考えられ、個人の住宅での勤務を命じる権限ま

ク等公法上の義務の遵守を通じて、私法上の問題

で定めたものと考えるのは困難であると考えられ

についての配慮も同時に行う必要がある。

る。そのため、在宅勤務を命令できる根拠が独自

テレワーク勤務が、在宅で行われる場合には、

に必要となる。そこで、在宅勤務命令の権利を創

事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則及び「情

設するために、就業規則上、新たに在宅勤務を命

報機器作業における労働衛生管理のためのガイド

じることがあるとの規定を設けることが必要であ

ライン」
（令和元年７月 12日基発 0712第３号）は、

ると考えられる（しかし、個別同意がある場合は就

一般には適用されない。しかし、厚生労働省テレ

業規則上の根拠は不要）。

ワークガイドライン「自宅等でテレワークを行う

ただし、報告者は、コロナなどの緊急事態によ

際の作業環境整備の留意点」は、これらの衛生基

る暫定的なテレワークと恒常的なテレワークは分

準と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワー

けて考えるべきであるとしたうえで、一時的・暫定

クを行う労働者に教育・助言等を行うよう求めて

的な在宅勤務は、通常の業務命令権の中に含まれ

いる。さらに、厚生労働省には「自宅等において

るのではないかと指摘する。

テレワークを行う際の作業環境を確認するための
チェックリスト（労働者用）」を活用すること等に
より、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求

（4）在宅勤務における健康問題について―労働時
間制の選択

めるとともに、必要な場合には、労使が協力して

次に、報告者は、作業環境の問題として、長時

改善を図る又は自宅以外の場所（サテライトオフィ

間労働、業務の困難さ、責任の加重性の程度、ハ

ス等）
の活用を検討することが求められる。

ラスメント等の問題を指摘した。とくに、在宅勤務
における労働時間把握の方法について、報告者は、

（3）在宅勤務の導入における問題点
使用者としては、安全衛生上の観点及び作業効

通常の労働時間制をとることに困難があり、事業
場外みなし制を選択肢に加えるべきと指摘する。

率の維持・改善の観点などから、就業環境が適切で

事業場外みなし制の導入については、阪急トラ

ないとの認識がありえる。自宅というプライバシー

ベルサービス事件最高裁判決が、情報通信機器を

の遵守が求められる環境で就業条件整備を具体的

用いることにより管理者との通信接続が確保され

に指揮命令することはできないからである。そこ

る状況では「労働時間を算定しがたい場合」にあ

で、在宅勤務導入にあたって、対象労働者を制限

たらないと判示しているが、これは職種が海外旅

する許可制をとることが考えられる。その際、在

行添乗員という特殊な場合の判決であると指摘す

宅勤務が許可されない労働者に在宅勤務請求権が

る。そのうえで、東京地裁平成 30年１月５日判決、

あるか問題となる。裁判例では、原則として就労

およびその控訴審である東京高裁平成 30年６月 21

請求権が認められないことから、報告者は、在宅

日判決は、「訪問の際、随時、被告の内勤社員の携

勤務請求権は認められないと考える。

帯電話の電子メールや電話で連絡を取り合って、

次に、会社が特定の労働者に対して在宅勤務を

スケジュールを確認したり、訪問先での工務店の

業務命令した場合、労働者がこれを拒否できるか

都合等によるスケジュール変更、個々の訪問終了

が問題となる。これについては、在宅勤務が個人

時の営業活動の結果を報告したりしていた。また、

の財産権・プライバシー権を根拠に業務命令できな

被告からの携帯電話のメールや電話で、今後の予

いとする意見があり、立場が分かれる。報告者は、

定、スケジュール変更の指示も随時受けていた」

就業規則上に定める規定があれば可能だとしてい

事例において、「携帯電話等の情報通信機器の活用

る。在宅勤務を業務命令するにあたって、まず、

や労働者からの詳細な自己申告の方法によれば労

配転命令の規定に基づいて在宅勤務を命令するこ

働時間の算定が可能であっても、事業場外労働み

とが考えられるが、配置転換は、通常、会社施設

なし制の適用のためには、労働時間の算定が不可

内での業務配置についての権限を定めているもの

能であることまでは要さないから、その方法の実
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施（正確性の確認を含む。）に過重な経済的負担を要

た措置
（労働安全衛生法第66条の10）
が重要である。

する、煩瑣に過ぎる、といった合理的な理由があ

また、仕事の質の問題については、ハラスメン

るときは「労働時間を算定し難いとき」に当たる」

ト防止の公法上の義務 (パワーハラスメントにつ

としている。

いて改正労働施策総合推進法・セクシュアルハラス
メントについての雇用機会均等法 )がある。業務

（5）在宅勤務における法的問題

内容の過重性については、公法上は主として労働

在宅勤務における健康障害 (業務上の災害・疾病 )

時間の問題として捉えるが、その他にもストレス

についての私法上の問題は、最終的には民事紛争

チェック、面談等がある。在宅勤務における健康

の形で問題となるため、公法上の規制を遵守して

障害 (業務上の災害・疾病 )については、最終的には

いるだけでは、義務履行としては不十分であり、

民事紛争の形で問題となる。

個別具体的に十分な安全配慮義務が果たされてい

最高裁第二小法廷平成 26年 3月 24日判決（解雇

るか否かが問題とされる。したがって、公法上の

無効確認等請求事件〔東芝事件〕）をふまえると、

規制の遵守に加えて、個別の事案において、被用

在宅勤務においては、時間把握も困難であるだけ

者の自己保健義務なども考慮しながら、その健康

でなく、労働者が上司等とコミュニケーションを

維持のために、ときには被用者が受診している医

取り難いこと等から、上司等が労働者の心身の変

師や被用者の家族等も含め、それらとの間で良好

調に気づきにくいという状況となる場合が多いこ

な協力関係を維持することに配慮して、十分な情

とを意識した十分な配慮が必要である。

報を得ながら、被用者の健康問題に向き合うこと
が必要となる。

また健康障害が発生した場合の、求職・復職、雇
用終了の要件・手続きについては、社内の制度及び

こうした観点から、公法上の義務としては、①面

その運用実態も考慮しながら、個別の事案に応じ

接指導の適切な実施のための労働時間の状況の把

た柔軟な対応が必要となる。それらについて個別

握（労働安全衛生法第 66条の８の３）
、②面接指導

具体的に判断をする上で参考となるのは、裁判例

の適切な実施のための時間外・休日労働時間の算定

であるが、各種の事例から当面の具体的問題に適

と産業医への情報提供（労働安全衛生規則第 52条の

した判断基準を見出す事は必ずしも容易ではない。

２）
、③過重労働による健康障害を防止するための

テレワークの実態及び法的規制を理解したうえ

長時間労働者に対する医師による面接指導とその

で、個別具体的な状況に応じて、柔軟かつ適切な

結果等を受けた措置（労働安全衛生法第 66条の８及

対応の必要性、行政規制については、法的規制そ

び第 66条の９）
、④必要な健康診断とその結果等を

のものではないが、指針を参考にしながら、適切

受けた措置（労働安全衛生法第 66条から第 66条の

な管理に役立てる必要がある。また、労使の協力

７まで）
、⑤ストレスチェックとその結果等を受け

体制の確保が重要である。

Ⅲ 参加者からの質問と回答
1. 質問者（匿名） メンタル不調者を在宅勤務の形

とができる在宅勤務は有効かもしれないが、仕事

で復職させるときに何に注意しなければならない

が分からないことが原因である場合は、対面の方

か。性格特性について報告された細見先生に伺い

が一般に教育訓練がしやすいことから、在宅勤務

たい。

は適していないかもしれない。

細見氏； 性格特性だけで決められないと思う。復職
は、個人と組織の適合性、職場環境と性格特性も

2. 質問者（匿名、嘱託産業医） 緊急事態宣言があ

関連する。メンタル不調の原因がどこにあるかを

けたので、在宅勤務から出社に戻るように命じた

知るのは難しいけれども、それを調べて決めるべ

が、パワハラだと言われた。会社はこのような場

きだろう。例えば、メンタル不調の原因が上司と

合どう対処すべきか。

の関係にあるのであれば、上司から距離を置くこ

矢内氏； 出社・対面に戻すとき、いろいろな意見が
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あった。会社は、本人の状況をしっかり把握して

どうかの判断にあたって、当該企業において現実

丁寧に話す必要があろう。

的にその人が勤務可能な別な仕事があるかどうか

石倉氏； 何を持ってパワハラというのか、ご質問の

を探索しなければならない、そうしたことをせず

内容を詳しく知りたいところだが、例えば、育児

に元の職場にもどれないからといって復職を認め

休業にあった人を、休業明けで会社に出社させる

ないことは許されないとするのが裁判例だろうが、

か、テレワークで復帰させるか問題となるが、対

その場合、別の職場は通常は会社内の職場を想定

面での職場復帰が原則だろうと思う。ただ、本人

しているのであって、在宅勤務という形での復職

に理由を聞いてどのような対策が可能か、複数の

を申請したところに、新しさがあると思う。

選択肢を用意することが大事であろう。
末氏； ここでいうパワハラが法律で言う「パワハ

4. 質問者（匿名） 細見先生に質問ですが、在宅勤

ラ」に該当するかどうかわからないが、本人が出

務はストレスがあることと話されましたが、メン

社命令に従わない場合を想定して対応策を考える

タル不調で休職している人を、在宅勤務の形で復

べきで、出社の合理性、人事管理の公平性、本人

職させることをどう思われますか。

が在宅を希望する必要性を総合的に考慮する必要

細見氏； 先ほどの回答したことに追加すると、在宅

があるだろう。

勤務は楽な働き方と思われがちだが、そうでもな
く、孤独感とか、仕事が終わるまで頑張ってしま
メンタル不調で休職

うなど、実は大変だったということが分かってき

していた社員が、在宅勤務という形態での復職を

た。どうすれば本人にとって安心かも含めて検討

申請した場合、会社はどのような対応をとるべき

する必要もあるだろう。

3. 質問者（井上洋一弁護士 )

だろうか。
末氏； 一般に、どの程度就労能力があるかが問題と

5. 質問者（匿名） 石倉先生に質問ですが、健康対

なるが、契約の本旨に従った労務提供ができるか

策として運動、ストレスチェックの義務を話して

どうかを総合的に検討し、それができるというの

おられたが、現実的に可能でしょうか。

であれば、在宅勤務での復職を認めなければなら

石倉； 自分としては、法的義務として課すべきと

ないと考える。

言ったのではなく、企業として奨励する、または

鎌田； 今、末弁護士がお話ししたとおりであるが、

要請するということを想定して申し上げたつもり

従来、債務の本旨に従った履行の提供があったか

であるので、そのようにご理解いただきたい。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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新型コロナウイルス流行に伴い拡大したテレワークの
健康影響評価（Health Impact Assessment；HIA）
と
エビデンス
Health Impact Assessment and evidence of telework expanded due to the epidemic of the new
coronavirus(COVID-19)
株式会社バックテック 代表取締役 , 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学 訪問研究員 ,
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 健康経営プロジェクト研究員

福谷 直人

BackTech Inc., CEO,
University of Occupational and Environmental Health, Visiting Scholar,
Department of Physical Therapy, Human Health Sciences, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Health Management Project Researcher
Naoto Fukutani

[要 約]

本論文では、Health Impact Assessment（HIA）の手法を用いたテレワークの健
康影響評価やテレワークと健康課題のエビデンスを共有することを目的とした。調
査の結果、テレワークをしている労働者は、「身体活動量の低下」「作業環境の不整
備などによる肩こり・腰痛」「労働生産性の低下」を生じやすいことが明らかになっ
た。さらに、テレワーク頻度が多いテレワーク者ほど、労働生産性低下額が多いこ
とが明らかになった。
[ キーワード ] テレワーク , HIA, プレゼンティーイズム , 不定愁訴 , 新型コロナ
（COVID-19）
[Abstract]

The purpose of this paper is to evaluate the health effects of telework using
the Health Impact Assessment (HIA) method and to share evidence of health
issues with telework. As a result of the survey, it became clear that workers
who are teleworking are more likely to have“decreased physical activity",“stiff
shoulders / backache due to poor working environment", and“decreased labor
productivity". Furthermore, it was clarified that the more frequently teleworked
people are, the greater the amount of decrease in labor productivity.
[Keywords] Teleworking, HIA, Presenteeism, indefinite complaint, COVID-19

【はじめに】
テレワークとは、ICT（情報通信技術）を活用し、
時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であ

に関わる制度や環境整備などの準備期間がない状
況下で、半強制的なテレワークとも表現ができる
急激な広がり方をした。

り、本来の所属オフィスから離れたところで働く

株式会社パーソル総合研究所が実施した調査に

ことを意味し、在宅勤務、サテライトオフィス勤

よ る と、 正 社 員 の テ レ ワ ー ク 実 施 率 は、 調 査 期

務、モバイル勤務の総称である。テレワークを実

間毎に異なり、
「3/9-3/15：13.2%」「4/10-4/12：

施することは、企業が抱える経営課題（業務効率改

27.9%」「5/29-6/2：25.7%」「11/18-23：24.7%」

善、労働時間削減、コスト削減等）の解決を通して、

である。居住地域・雇用形態・職種・所属企業の規模

組織の生産性向上が期待されている。

などにも左右されることが報告されている。

しかし、COVID-19の流行に伴い、テレワーク

本 論 文 の 目 的 は、Health Impact Assessment
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（HIA）の手法を用いたテレワークの健康影響評価

し、その健康影響を幅広く検討した。テレワーク

やテレワークと健康課題のエビデンスを共有する

に関わる健康影響は「テレワークとなった働く人」

ことである。

だけではなく、「テレワークの対象とならなかった
働く人」「テレワークとなった働く人の家族」も対

【テレワークの健康影響評価（HIA）】

象として含めるべきだが、本稿では「テレワーク

HIAとは、新しい施策、方針、事業などが提案

となった働く人」に絞って言及したい。結論とし

された際に、それに伴う健康影響をアセスメント

て、身体活動が減少していること、肩こり・腰痛等

（事前に予測）し、想定された不利な健康影響を減

のフィジカル面やストレス増によるメンタル面で

じ、また健康上の便益を促進するような対策を予

の課題、プレゼンティーイズム（疾病就業；出社は

め備えるための一連の手続きである（図 1）。産業

しているが何らかの疾病・障害等により生産性が低

医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学では、

下している状態）が悪化する可能性が示された（図

HIAを COVID-19対策としてのテレワークに適用

2、3、4、5、6）。

図1

図2
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図4
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図6

【テレワークと健康課題の関連データ】

7）、これらの健康課題とテレワーク時の作業環境

一般企業に勤務するテレワーク者に自己記入式

（情報機器の不足、作業環境が暗い等）及びメンタ

WEBアンケートを配布し、緊急事態宣言発令時（第

ル不調との統計学的な関連性を認めた（図 8）。さら

一回目・第二回目）における身体活動量や健康課題

に、テレワークにより増加している肩こり・腰痛等

及び、テレワークの作業環境との関連を調査した。

の課題に伴うプレゼンティーイズムによる損失額

その結果、身体活動量は著名に低下していること

は 2019年度と比較して、より悪化し、テレワーク

が明らかになった。健康課題上位 5つは「肩こり・

の頻度が増えるごとに生産性損失額が高いことが

目の疲れ・腰痛・疲れやすい・体がだるい」であり（図

明らかになった（図 9）。

図7
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図8

図9

【まとめ】

予測された健康影響に対して、便益を促進し、不

COVID-19の 流 行 に 伴 い、 急 遽 始 ま っ た テ レ

利益を最小化するための推奨意見を意思決定過程

ワークにより、身体活動量の低下や肩こり・腰痛と

に報告することであるため、所属企業の発展のた

いった不定愁訴に悩む勤労者が増加していた。さ

めに、これらの情報・知見を有効活用いただきた

らに、これらの健康課題に伴うプレゼンティーイ

い。なお、本研究結果の一部は、国際誌に掲載済

ズムはより悪化していた。HIA の最大の目的は、

みである 1, 2)。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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性格特性と在宅勤務者のストレスの関係性
Relationship between personality traits and stress for home workers
関西大学商学部 准教授

細見 正樹

Kansai University Faculty of Business and Commerce, Associate Professor

Masaki Hosomi

[要 約]

本研究は，性格特性 (ビッグ・ファイブ )とストレスの関係を研究した。在宅勤務
者に質問紙調査を実施し，602名のサンプルを分析した。その結果，外向性，同調
性，誠実性および開放性は，ストレスを低下させた。一方，神経症傾向はストレス
を高めた。在宅勤務の頻度はストレスに有意な影響を与えなかった。調整効果は，
在宅勤務の頻度が高いと誠実性はストレスを低下させ，頻度が低いと誠実性はスト
レスに影響しなかった。
[ キーワード ] テレワーク , ストレス , ビッグ・ファイブ , コロナ禍
[Abstract]

This study investigated the relationship between the Big Five personality traits
and stress. A questionnaire survey was administered to homeworkers and 602
samples were analyzed. The results showed that extroversion, agreeableness,
consciousness, and openness lowered stress, while neuroticism heightened stress
in homeworkers. The frequency of homeworking did not significantly affect
stress. In terms of moderating effects, consciousness decreased stress when
working from home more frequently, but did not significantly affect stress when
working from home less frequently.
[Keywords] Teleworking, Stress, Big Five, COVID-19 catastrophe

1

分かれている。たとえば , 在宅勤務では , 同僚や上

問題意識
新型コロナの蔓延を契機として , 日本でも在宅勤

司から自分の仕事の邪魔をされないため , ストレス

務は注目を集めるようになった。国土交通省の調

が低下しうる 6）。実際 , 特に日本では，職場では自

査でも 2019年から 2020年で , 首都圏を中心に雇

分の担当する仕事でなくても耳を傾けざるをえな

用型のテレワークの割合はかなり増加した 。これ

いため，在宅のほうが集中しやすいという意見も

まで，在宅勤務は , 日本の労務環境には適さないと

ある 7）。一方で，どのように評価されるかやキャ

いわれており，それは具体的な職務内容が明記さ

リア面の不安 , 孤独感を生じさせる 8）。また，テレ

れず , 職務分担が曖昧であることや 2），OJTが中心

ワーク制度を利用することは , 抑うつを高めること

でオンライン上での指導も難しいためといわれて

も既存研究で示されている 9）。このため在宅勤務に

きた 3）。また , チーム主導や , すり合せ型の仕事の

よりストレスが低下しうるだけでなく，ストレス

進め方も，在宅勤務の阻害要因である 。特に，在

を高めるとも考えられる。

1）

4）

宅勤務は部下の顔色を十分には確認できず，メン

在 宅 勤 務 と ス ト レ ス の 関 係 性 は， 個 人 特 性 に

タル・ヘルス・マネジメントが難しい 。そこでどの

よって異なるとされている。既存研究では，子ど

ような条件のもとで，在宅勤務でストレスを蓄積

もがいる女性は ,制度利用は抑うつに影響をもたら

しやすいか明らかにすることは実践的意義を有す

さなかった 10）。また , 在宅勤務制度の利用経験につ

る。

いては , 仕事と家庭生活の分離・統合志向によって ,

5）

在宅勤務はストレスにどう影響するかは意見が
96
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性格特性と在宅勤務者のストレスの関係性

が高いと , 在宅勤務の経験が職務ストレスを低下さ

は異なる可能性がある。既に述べたとおり日本で

せたが , 統合志向が高いと , 在宅勤務の経験は職務

は在宅勤務の阻害要因が存在する。また，日本の

ストレスに影響を及ぼさなかった。

研究で，テレワークを行った人とそうでない人で，
性格特性と職務満足度の関係が異なるという研究
がある 19）。この研究ではテレワークを行っていな

（1）性格特性
本研究では, 性格特性の研究で多く用いられ
ているビッグ・ファイブ（Big Five）

い人は , 外向性 , 同調性 , 誠実性および開放性が職

に注目す

務満足度と正の相関があった。一方 , テレワークを

る。ビッグ・ファイブは , 人間の性格は５つの次

行っている人は , 誠実性および開放性が職務満足度

元 で 成 り 立 つ と し て い る。 具 体 的 に は , 外 向 性

と正の相関があった。また，神経症性傾向はいず

(Extraversion) , 同調性 (Agreeableness), 誠実性

れの労働者についても職務満足度と負の相関が示

(Conscientiousness), 神経症傾向 (Neuroticism),

された。さらに，在宅勤務といっても，毎日在宅

開放性 (Openness)の５つの次元である。外向性の

であるのと，月１回程度では，ストレスを高める

高い人は , 社交的で活発な性格である。同調性の高

要因が異なる可能性もある。このため，在宅勤務

さは , 協力的で , 温厚であることを示す。誠実性が

の頻度も踏まえたうえで，性格特性とストレスの

高いと , 真面目で , 責任感がある。神経症傾向の高

関係を研究していく。

12）

い人は , 落ち込みやすく , 不安になりやすい。開放
性が高いと , 新しいことに興味を持ち , 好奇心が強
い。

2

研究方法
本研究では , インターネット調査会社を通じて，

５つの性格特性のうち , 神経症傾向の高い人は過

関東（東京都 , 神奈川県 , 千葉県 , 埼玉県）および関

敏に反応するため，ストレスを高めやすいとされ

西（大阪府 , 京都府 , 兵庫県）の従業員を対象に複数

ている。メタ分析でも神経症傾向は職務満足度と

回実施した質問紙調査結果を用いる。2020年 10月

負の相関が認められた

。また , 仕事と家庭生活

に 10,039人を対象にプレ調査を実施し , その時点

の葛藤（Work-family Conflict）は，仕事から家庭

で週１回以上在宅勤務制度を利用中の人を抽出し

(W→ FC), 家庭から仕事の葛藤 (F→ WC)の２次元

た。11月および 12月に追跡調査を行い , 最終的に

と , ３つの形態（時間 , ストレス反応 , 行動）を掛け

651人の回答を得たが，12月の調査時に在宅勤務を

合わせた計６次元ある

が，このうちストレス反

利用している人に絞った結果，602人のサンプルと

応に基づく W→ FCは神経症傾向と正の相関を持

なった。以下の説明変数および目的変数はいずれ

つことがメタ分析により示されている

も 12月の調査時に計測した。

13）

14）

。

15）

また , 外向性 , 同調性 , 誠実性および開放性はス

説 明 変 数 の 性 格 特 性 は , 日 本 語 版 Ten Item

トレスを低下させると考えられる。外向性や同調

Personality Inventory（TIPI-J）20） を用いて , ７

性の高い人は，積極的に周囲の従業員と人間関係

点尺度で回答してもらった。これは各特性２項目

を構築すると考えられる。また , 誠実な人も，真面

ずつの尺度である。いずれの質問も 7段階で測定

目に仕事をこなすため，従業員の信頼を得られる

し , 回答値の平均値を用いた。在宅勤務の頻度は，

だろう。このため , ソーシャル・サポートを得るこ

1=月 1日 -週 2日程度（173人 , 28.74%）, 2=週 3-

とにより，ストレスを低減する

。また，開放性

4日 程 度 (205人 , 34.05%), 3=ほ ぼ 毎 日 (224人 ,

の高い人は，新技術に興味を持つことや，仕事の

37.21%)で変数化した。目的変数のストレスは , 新

改善を行うため，ストレスが低いと考える。実際

職業性ストレス簡易調査票のうち , 心身の健康に関

メタ分析でも , 外向性および誠実性の高さは , 職務

する 29項目のうち , 活力に関連する３項目を外し ,

満足度と正の相関が認められた

。さらに，スト

合計 26項目を用いた 21）。この変数は , ７点尺度で

レス反応に基づく W→ FCは，誠実性および開放

質問した。統制変数として , 性別（1=女性）, 配偶者

性と正の相関が認められている

(1=配偶者あり ), 12歳以下の子ども (1=子ども有

16）

17）

。

18）

ただ，ストレスに及ぼす要因は , 在宅と職場とで

り )，地域 (1=関東地方 )を投入した。
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結果

表1

記述統計と相関

（1）因子分析
まず , ストレスの質問項目の回
答を主因子法による因子分析を
行いプロマックス回転した結果
を表 1に示す。固有値 1.0以上を
基準として３因子が抽出され , 全
分散の 92.3％を説明した。第 1
因子は疲弊感
（13項目 , α＝ .96）,
第 2因子は身体不調（10項目 , α
=.93）, 第 3因子は凝り（３項目 ,
α =.83）とした。測定尺度の弁
別性および信頼性に問題がない
と判断し，それぞれの項目の平
均値を尺度化した。
本研究の記述統計および相関
を表 2に示す。
表2

（2）ストレスに与える要因

因子分析の結果

次に , 性格特性および在宅勤務の頻度がストレス
に影響を与えるか，重回帰分析を用いて分析した。
疲弊感 , 身体不調 , 凝りの 3つを目的変数とし ,５つ
の性格特性および在宅勤務の頻度を説明変数とし，
既に説明した統制変数をすべての式に投入した。
検証した 18の回帰式〔6つの説明変数（性格特性 5
つ＋在宅勤務頻度）×３つの目的変数〕のうち , 目
的変数の係数と有意水準を表 3に示す。
表3

重回帰分析結果の係数と有意水準

統制変数および目的変数をそれぞれ回帰式に投入した結果のうち，説明変数の
係数
（β値）
および有意水準のみを抜粋した。
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まず外向性は , 疲弊感および身体不調に有意の

表4

階層的重回帰分析の結果

図１

在宅勤務の頻度が与える調整効果

負の効果を与えたが (β =-.20, p < .01; β =-.20,
p < .01), 凝りには有意な効果を与えなかった（β
=-.05, n .s.）
。同調性は , 疲弊感，身体不調およ
び凝りのいずれにも有意の負の効果を与えた (β
=-.26, p < .01; β =-.26, p < .01; β =-.09, p <
.01)。誠実性は , 疲弊感および身体不調に有意な
負の効果を与え（β =-.11, p < .01; β =-.11, p <
.01）
，凝りには 5％水準では有意とならなかった
（β =-.07, p < .10）。神経症傾向は , 疲弊感，身
体不調および凝りに有意の正の効果を与えた (β
=.45, p < .01; β =.45, p < .01; β =.18, p <
.01)。さらに，開放性は，疲弊感および身体不調に
有意の負の効果を与え(β=-.11, p <.01; β=-.11,
p < .01)，凝りには有意な効果を与えなかった (β

図 1-1 在宅勤務の頻度が誠実性と疲弊感の関係に与える効果

=.01, n .s.)22）。在宅勤務の頻度は , 疲弊感 , 身体
不調および凝りのいずれにも有意な影響を及ぼさ
なかった（β =.05, n .s.; β =.03, n .s.; β =.03, n
.s.）
。
（3）在宅勤務頻度の調整効果
続いて , 性格特性とストレスとの関係に , 在宅勤
務の頻度がどのような調整効果を与えるかについ
て検証する。在宅勤務頻度および性格特性のいず
れも中心化し , 在宅勤務頻度および各性格特性，お
よびそれぞれの交互作用項を投入した。検証した

図 1-2 在宅勤務の頻度が誠実性と身体不調の関係に与える効果

15の組み合わせ
（5つの性格特性×３つの目的変数）
のうち , 交互作用項が有意となった 2つの回帰式を
表 4のモデル 2, 4に示す。
まず , 誠実性と在宅勤務頻度の交互作用項は , 疲
弊感に有意な負の効果を与え (β =-.40, p <.05)，
交互作用項を加えることでモデルの予測力も増
加 し た (Δ R 2 = .01, Δ F =4.48, p < .01)(モ デ ル
1, 2)。交互作用を図 1-1に示す。在宅勤務の頻度
ごとに，誠実性が疲弊感に与える単傾斜を計測し

在宅勤務の頻度が高まるほど，誠実性は疲弊感を

た

低下させた。

。在宅勤務の頻度が，月 1回 -週 2回および週

23）

3-4日のとき誠実性はそれぞれ疲弊感に有意な負

次に , 誠実性と在宅勤務頻度の交互作用項は , 身

の効果を与え (gradient=-.21, t=-3.36, p < .01;

体不調に有意な負の効果を与え(β=-.38, p <.01)，

gradient=-.10, t=-2.23, p < .05)， 月 1日 -週

交互作用項を加えることでモデルの予測力も高

１日のとき誠実性は疲弊感に有意な効果を与えな

まった (Δ R 2 =.01, Δ F =3.97, p <.05)(モデル 3,

かった (gradient=.016, t=.22, n .s.)。この結果 ,

4)。図 1-2に交互作用を示す。在宅勤務頻度ごと
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に，誠実性が身体不調に与える単傾斜について計

高いためストレスが低いと思われる。しかし , 日本

算した

。在宅勤務の頻度が，月 1回 -週 2回およ

の職場で働くと職務分担が曖昧であり , 他の人の業

び週 3-4日のとき , 誠実性はそれぞれ身体不調に有

務であっても仕事の手が止められる 25）。こうした

意な負の効果を与え (gradient=-.24, t=-3.82, p

日本的な職場要因が影響している可能性がある。

24）

< .01; gradient=-.13, t=-3.13, p < .01)，月 1日

在宅勤務では , 上司は部下の顔色を詳しく観察し

-週１日のとき誠実性は疲弊感に有意な効果を与え

づらく，有効なメンタルヘルス・マネジメントの方

なかった (gradient=-.03, t=-.45, n .s.)。この結

法に関する知見を蓄積することが求められる。本

果，在宅勤務の頻度が低いと誠実性はストレスに

研究では , 外向性 , 同調性 , 誠実性および開放性の

影響を与えないが , 在宅勤務の頻度が高いほど誠実

低い従業員，および神経症傾向の高い従業員は , 在

性が疲弊感を低下させる効果が強まった。

宅勤務でストレスが高いことを示した。もちろん
従業員の職務内容や組織要因など様々な要因が従

4

業員のストレスに介在すると考えられるが , 本研究

考察

で明らかになった性格特性の従業員には , 在宅勤務

本研究は，性格特性とストレスの関係について，
在宅勤務の利用頻度に着目して研究した。本研究

を行う際により配慮することも求められるだろう。

では , 性格特性がストレスに与える形態には，３つ

特に，本研究では在宅勤務の頻度は直接的にはス

のパターンが示された。1つめは外向性 , 同調性お

トレスに影響を及ぼさなかったため，個人特性や

よび開放性で，これらの特性が高いほどストレス

職場環境要因の重要性が示唆されている。

が低下した。2つめは，神経症傾向で，この特性が

一方，今回の分析にあたっては職務内容を分析

高いほど，ストレスが高まった。3つめは誠実性で

に加えていないが , 在宅勤務により適した仕事とそ

あり，在宅勤務の頻度が低いとストレスに影響を

うでない仕事があるため，職種や仕事内容も踏ま

与えないが , 在宅勤務の利用頻度が高まるとストレ

えた上で分析していくことも必要である。また , コ

スを低下させた。

ロナ禍の労働では , デモグラフィック特性や社会・

外向性 , 同調性および開放性の高い人はストレス

経済的要因も影響を与える要因であるため 26）, 今後

を低下させたが , これはソーシャル・サポートを得

の研究ではこうした要因も踏まえる必要があるだ

やすいことや積極的に業務改善することと関連す

ろう。

るだろう。また , 神経症傾向の高い人は , 過敏なた
めストレスが高いと考えられる。誠実性は , 在宅勤

（謝 辞）

務の頻度が高いとストレスを低下させたが , 頻度が
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連携学会との共同シンポジウム ①

【日本産業ストレス学会】

裁判所による産業ストレスの認定を検証する
（1）
【Japan Association of Job Stress】

Verifying the certification of job stress by courts（1）
連携学会との共同シンポジウム①司会
筑波大学人間系准教授

大塚 泰正 ・ 鳥飼総合法律事務所弁護士 小島 健一

Joint Symposium with Collaborating Societies ① Facilitators
University of Tsukuba Humanity Associate Professor

Yasumasa Otsuka ・ Torikai Law Office

Kenichi Kojima

[要 約]

このシンポジウムは裁判所が過重負荷ないし違法と認定した／しなかったストレ
ス要因のうち controversialなものをピックアップし、多職種でその内容について
討議し、問題解決のための方策について論じるものである。今回は「池袋労働基準
監督署長事件」
（東京地方裁判所平成 22年 8月 25日判決）を取り上げ、
「補償」と「予
防」の 2つの観点からそれぞれ 2名のシンポジストによる発表が行われた。
[ キーワード ] 精神障害の労災認定 , パワーハラスメント , 長時間労働 , 補償 , 予防
[Abstract]

This symposium explored the controversial stress factors that were or were
not acknowledged by the courts as overloading or illegal. It also discussed the
presence of these factors by various professions and identified the measures
for problem solving. The case involving a chief officer of the Ikebukuro Labor
Standards Inspection Office (Tokyo District Court judgment, August 25, 2010)
was taken up, and four symposists delivered presentations from the perspectives
of compensation and prevention.
[Keywords] Certification of workers compensation of mental health,
power harassment, long hours of labor, compensation, prevention

1. 本シンポジウムの意義（大塚）
このシンポジウムは、裁判所が過重負荷ないし

とにした。

違法と認定した、或いは、認定しなかったストレ

座長による事例の概要説明の後、４名のシンポ

ス要因のうち controversialなもの（議論の余地が

ジスト ― 主に補償の観点から、佐久間大輔（つま

あるもの）をピックアップし、多職種でその内容に

こい法律事務所弁護士）と田中克俊（北里大学大学

ついて討議し、
「補償」と「予防」の 2つの観点から

院医療系研究科産業精神保健学教授）、主に予防の

問題解決のための方策について論じるシリーズの

観点から、高橋正也（労働安全衛生総合研究所過労

第１回である。

死等防止調査研究センター長）と境浩史（株式会社

今回は、パワーハラスメントによる精神疾患へ

島津製作所人事部マネージャー）― が、それぞれの

の罹患について労働災害の認定が争われた 10年余

立場からコメントを発表した上で、参加者からの

り前の行政訴訟事件を取り上げ、その後の法や社

質問にも答えながら総合討論を行った。

会の変化を経た今日の視点から振り返ってみるこ
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2. 事例の概要説明（小島）
「池袋労働基準監督署長事件」東京地方裁判所平

のための時間をワークタイムと称していたところ、

成 22年 8月 25日判決（掲載誌：労働経済判例速報

パソコン上にワークタイムに関するスイッチが設

2086号 14頁）

けられており、これを押すと、その間は当該従業

本判決は、大学（経済学部経営学科）を卒業後、大

員の電話につき受電がされない仕組みになってい

学院にて仏教学を専攻して修士課程・博士課程を修

た。このワークタイムが長すぎると、相対的に他

了し、別の会社での数ヶ月間の雇用を経て入社し

の従業員の受電が増えることとなるため、各班の

た原告（女性）が、入社１ヶ月後からグループ企業

サブマネージャーは各従業員のワークタイムの長

へ出向させられて約６ヶ月間、電話による保険契

さをパソコン上で管理しており、長い従業員には

約の勧誘業務に従事した後、別のグループ企業へ

短くするよう指導していた」。これに関して、原告

出向させられてコールセンター業務（ＯＡ機器リー

は、自らは他の従業員よりも多くの回線を担当し

スのカスタマーサポート）に従事するようになって

ていたと主張したが、むしろ、裁判所は、「同種業

から約２ヶ月後、上司（男性）から、所定勤務時間

務に従事する他の 10人（経験半年以上）は各 10回線

の終了後に約 4時間に及ぶ注意・指導を受けたこと

程度を受け持っていたのに対し、原告は１回線の

等によりうつ病を発症したとして、労働基準監督

みを受け持っていた」と認定している。

署長に対し、労災保険の休業補償給付を支給する

原告がパワーハラスメントであると主張する出

よう請求を行ったが、支給しない旨の決定（本件処

来事は、原告がカスタマーサービス業務に従事す

分）がされたことから、本件処分を不服として、行

るようになって約２ヶ月後に起きた。すなわち、

政に対し、審査請求、更には再審査請求をしたが、

原告の電話対応により２次クレームないし３次ク

いずれも棄却されため、司法に対し、本件処分の

レームが発生したことがあったことから、原告の

取消を求めて提起した行政訴訟の第一審判決であ

上司は、通常業務が終了した午後 7時 30分頃から、

る。なお、理由は不明であるが、使用者に対する

原告に対して業務に関する個別の注意、指導を行っ

民事訴訟は提起されなかったようである。

た。上司は、自らの席の隣に原告を座らせて、電

裁判所は、原告の請求を棄却したが、判決にお

話の応対が良くないこと、ワークタイムの長いこ

いて認定されている主要な事実関係は、以下のと

とにつき指摘し、言葉遣いや電話対応につき指導

おりである。

を行うとともに、ワークタイムの短縮を図るよう

原告が当初従事していた電話による保険契約の

努力を促した。原告は、当初の 30分程度は上司か

勧誘業務とは、
「パソコン画面上の顧客データを見

らの質問に返事をしていたが、途中から返事をし

ながら一軒一軒電話をかけて保険契約の締結勧誘

なくなったところ、上司は原告に対し、「1分が 60

を行うというもの」であったのに対し、次に従事

秒であることを知っているか」、「小学校で何を教

するようになったコールセンター業務とは、
「顧客

わってきたか」などと尋ね、約 2時間が経過した頃、

との間でリース契約をしたＯＡ機器につき、顧客

何故黙っているのかとの上司の問いに対し、原告

からの問い合わせ、故障等の対応、契約関係や用

は「黙秘権」と答えた。これを見かねた別班のサ

紙・トナー等消耗品の注文受付や、機器のメンテ

ブマネージャー（同人の執務席は通路を挟んで原告

ナンス等がなされた場合に対応するなどのカスタ

の上司の隣であり、原告の上司との間には特にパー

マーサポート業務に関するコールセンター業務」

テーションもなく、原告の上司と原告とのやりと

であり、
「具体的には、顧客の要望を詳細に聞き取

りが筒抜けに聞こえる状態であった。）が両者を取

り、その内容に応じて、外部業者にメンテナンス

りなしたが、原告は謝罪や反省の弁を述べること

担当者の派遣を依頼したり、部内担当者に消耗品

なく、結局、この日の注意、指導は、開始から約 4

の発送を依頼することなど」であった。

時間後にようやく終了した。

ところで、このコールセンター業務においては、
「顧客から電話を受けた後の見積書等の書類作成
104

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

裁判所は、判決において、「約４時間という長時
間にわたって注意、指導を行うことは通常の指導

【日本産業ストレス学会】裁判所による産業ストレスの認定を検証する
（1）

の仕方とは言い難い」と指摘したものの、「原告の

なお、原告が、コールセンター業務に従事する

頑なな態度が約４時間にも及んだ原因である」と

ようになって約 1ヶ月後、原告がクレーム電話の内

評した。また、上記の上司の発言について、判決

容を聴取し、その内容をまとめて担当部署に送っ

では、
「やや意地悪ともとれる質問の仕方をしてい

た際、「意味不明」というメールの返信を受けて対

る」と指摘されたものの、上司が「少々挑発的な

応してもらえなかったことがあったとのことであ

質問をするなど感情的になったのも、
（頑なな）原告

る。

の態度に原因があったともいえる」と評している。

ちなみに、労働時間については、原告はサービ

原告は、ＯＡ機器に関する知識を習得する機会

ス残業があったことを主張したものの、裁判所の

を与えられないまま業務をさせられたなどとも主

認定事実から試算すると、１日 8時間かつ週 40時

張したが、裁判所は、基本的な電話応対の仕方や

間という法定労働時間を超える時間外労働は、精

機器の知識を得るための基礎的な研修はあった、

神疾患発症前の 6カ月間において、月あたり 50数

上司はマニュアルを渡して口頭ベースでの指導を

時間から70数時間の間で推移していたようである。

行っていた、と認定している。
3. 業務負荷と傷病との因果関係に関する司法判断（佐久間）
佐久間は、まず、本件の事案への労災認定基準

点からも求められることではないかと問題提起し

のあてはめについて説明した。すなわち、本件に

た。

おけるグループ企業内の人事異動、時間外労働、

●

上司とのトラブルは、いずれも、労災認定基準の

法を熟練者による実地に即した指導によって体

「Ⅰ（弱）
」ないし「Ⅱ（中）
」の心理的負荷である
が、仕事の内容 ･仕事量の (大きな )変化を生じさせ

クレーム対応に関する知識や的確な書類作成方
得させていない。

●

る出来事があった（Ⅱに該当）についても、裁判所

2次 /3次クレームの発生原因の分析や再発防止
策を検討していない。

は、①同じ電話での応対業務、②難易度が高くな

●

作業遅れの原因分析と改善策を検討していない。

い業務、③ 1回線のみの担当として負担の軽減がさ

●

書類作成の標準作業や標準時間を設定していな

れていると指摘し、原告の業務が著しく過重になっ

い。

たとは認めることができないと判示しており、さ
らに、注意・指導が約４時間に及んだ点についても、

また、佐久間は、注意・指導にかける時間につい

原告の頑なな態度にも原因があるとして、心理的

ても、以下のように指摘した。

負荷を過大に評価することはできないと判示して

●

上司は、業務上の指導は 1時間程度で終えるよ

いる。このように、総合考慮しても、労災が認め

う努めるべきであり、遅くとも原告が ｢黙秘権｣

られる「Ⅲ（強）」には至っていないと判断された

を行使した 2時間経過時点でいったん終了させ

わけである。

るべきであり、一定の冷却期間を設けて再度話

もっとも、佐久間は、本件での未経験業務に関
する教育・指導の方法について、以下のような上司

し合うべき。
●

他グループのサブマネージャーについても、両

の“不対応”があることを指摘し、それが民事責

者の間に介入するのであれば、その時点で既に

任では使用者の義務違反として考慮される可能性

午後 9時 30分頃となっていたのであるから、指

を示唆すると共に、このような対応は、予防の観

導の終了や冷却期間を提案するべき。

4. 認定基準による業務上ストレスの評価（田中）
田中からは、労災認定基準の変遷について概説

格や人間性を否定するような、業務上明らかに必

があり、令和２年改正で認定基準における出来事

要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神

の類型に「パワーハラスメント」が加えられ、「人

的攻撃」や「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、
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他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責

的攻撃が「反復・継続していない場合」として、
「Ⅱ

など、態様や手段が社会通念に照らして許容され

（中）」にとどまると判断されることになるかもし

る範囲を超える精神的攻撃」が、「執拗に行われた
場合」には心理的負荷「Ⅲ（強）
」に該当して労災
が認められることになったことが紹介された。

れない、とコメントした。
また、田中は、特性と業務のミスマッチや適応
能力の個人差から「適応障害」が発生していること、

もっとも、本件の事例が現在の認定基準のもと

上司は伝え方をスキルアップすることが必要であ

で審査されたと仮定しても、約４時間に及んだ注

り、叱責されることを経験していない若者や叱責

意・指導からほどなくして原告が休業してしまっ

に弱い人がいることを考慮すれば、ストレスを与

たため、同様の注意・指導が再び行われる機会が

えることは目的ではなく、どうしたらスキルアッ

なかったことから、かえって、上記のような精神

プできるかの教育が必要であると指摘した。

5. 作業関連精神障害のばく露要因に関する研究知見（高橋）
高橋からは、まず、近年の労災の申請及び認定

メント」などの業務上の出来事と抑うつの新規発

の件数が示され、脳・心臓疾患については、請求件

症との間にも関連が認められることが報告された。

数はおおむね横ばいであり、認定件数は減少傾向

以上の研究知見を踏まえ、作業関連精神障害に

にあるのに対して、精神疾患については、請求件

つながるばく露要因を精査する必要があること、

数が激増しており、認定件数も増加しているもの

労働時間の適正化とともに、労働時間の質とも言

の請求に対する認定率は低下傾向にあることが指

うべき、心理社会的な労働環境の改善が重要であ

摘された。

ることが指摘された。

長時間労働とうつ症状との関連については、ア

次に、諸外国との比較から、日本人の睡眠時間

ジアは欧米よりも高いが、一方、長時間労働とう

は極端に短いことが報告され、睡眠の質が悪いと

つ病との関連は明確には示されていないことが報

攻撃的になること、睡眠不良の上司は部下に侮辱

告された。また、自殺完遂事案の分析より、超長

的に振る舞うことが指摘された。このことから、

時間労働の継続や時間外労働の急増など、さまざ

上司や部下など職場関係者がより良い状態で働け

まな長時間労働のパターンが自殺と関連している

るよう、オンとオフ（特に睡眠）の改善が求められ

ことも指摘された。さらに、長時間労働だけでな

ると指摘された。

く、
「仕事のペース・活動の変化」や「パワーハラス
6. 裁判所による産業ストレスの認定を人事労務の立場から検証する（境）
境からは、はじめに、本件事例における企業と

トの境界線上にあることが指摘された。この点に

原告との雇用のミスマッチについての指摘が行わ

ついては、企業として行き過ぎた指導とならない

れた。原告は入社後出向し、さらに再出向となっ

よう、研修や啓蒙活動を行うことの重要性が指摘

ているが、このことについて企業側が原告の能力

された。

をどのように認識していたのかについて疑問が呈

労働時間については、法に抵触する程度には至っ

された。続いて、原告のパフォーマンスのレベル

ていないものの、企業全体の取り組みとして、長

について検証が行われた。原告のパフォーマンス

時間労働への意識向上や管理の仕組みの導入など

は必ずしも高いとはいえないと考えられるが、こ

が予防対策となりうることが指摘された。

のことに対する原告自身の自覚および改善の余地
があったのかについて指摘された。
上司の指導については、周囲に多数の者がいる
中で長時間にわたる注意、指導が行われたことや、
上司の具体的な発言内容から、指導とハラスメン
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7. 総合討論 ・ まとめ
最後に、座長、シンポジストと参加者を交えた

・ 業務上の疾患であるか否かの判断にあたっては、

総合討論が行われた。総合討論において出された

平均的な労働者の水準から大きく乖離する本人

質問や意見は以下の通りであった。

の脆弱性は、労災を否定する方向に働き得るが、

・ 本件は今日ならば労災認定される可能性がかなり

そこに垣間見られる発達障害特性は、本人の脆

ある事案ではないか。ここ 10年で、パワハラや

弱性として考慮して良いものだろうか。障害者

労働者の多様性への認識は、かなり広まってき

雇用促進法が求める合理的配慮が提供されてい

た。

ないために、発達障害特性によって引き起こさ

・ 行政による調査・審理による事実認定には限界が

れる業務遂行不良、周囲とのトラブル、上司と

ある。すなわち、労使それぞれに具体的な事実

の意志疎通の困難などが本人のストレスを亢進

に関する主張を促してこれを整理し、それぞれ

していることはないだろうか。

から主張を裏付ける証拠を提出させ、互いにそ

・ 本件は、１回だけだから、大声でないから、本

れを弾劾させるという裁判所における主張整理・

人が頑なだからという評価がされているからと

証拠調べの構造にはなっていない。今後、行政

言っても、それは、起きてしまった結果につい

の調査が機動的にできるようになるかが課題だ。

ての事後の責任判断においての見方であって、

・「キャリア」のミスマッチである。能力・適性に応
じた採用・業務アサインがされていない。仕事を

予防の観点からは、決して肯定的に評価するこ
とができるものではないだろう。

する能力や人間関係を作る能力には、適性や苦

・ どうしたらスキルアップできるかの教育が必要

手があり、やりたくてもできない人がいる。高

であり、そのためには、上司の伝え方のスキル

学歴であっても、むしろ、逆であることもある。

アップが必要である。このような上司の指導は、

・ 労働時間の質にも着目した場合、仕事がうまく

ストレスを与えることが目的になっていないか、

できないことやそれ故に上司との関係性が悪く

という疑問を想起させる。しかし、それも、上

なっていることも、ストレスを高めるのではな

司自身がストレスを受けており、それを転嫁し

いか。

ているとも言えることから、上司への支援が重

・“反論できないこと”の問い詰めは非生産的であ

要になるはずである。

り、そもそも業務として必要性があるのかとい
う疑問もある。
・ 叱っているのか、怒っているのか。原告には後者

このように、本件事例をめぐる議論を通じて、
「補
償」の観点では、斉一的な取扱いが求められる労

に見えたのではないか。相手に伝わらなければ、

災保険給付において、労働者の特異性・脆弱性、そ

何をするべきか分からなければ、指導の目的を

れに対応する事業主のマネジメントの巧拙につい

達成することはできない。今後、業務指導の適

て、どの程度の幅までを許容すべきかという課題

切さに対する評価は、変わっていくだろう。

があることが明らかになった。「予防」の観点では、

・ 上司から黙っていることの理由を問われて「黙秘

採用・配置における労働者の能力・適性に対する適

権」という言葉で返したという関係性は、すで

切な評価、発達障害特性を始めとする労働者の多

に人間関係が壊れていたのではないかとも推測

様性に対する理解、注意・指導の技術向上の教育や

される。

上司自身のストレスに対する支援などの重要性が

・ 事故・災害による影響が大きいことが示唆されて

示唆された。業務に関連する精神障害の要因とし

いる。例えば、PTSD、トラウマ等。上司から厳

て、労働の量（時間）のみならず質（ハラスメント）

しく叱責されることは、発達障害傾向がある場

についても十分に注意を払うべき必要性を再認識

合には、感覚過敏や鮮明な記憶を残しやすい特

させるシンポジウムとなった。

性のために、そのように作用する可能性がある。
著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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連携学会との共同シンポジウム ②

【日本産業精神保健学会】

労災保険受給者の復職支援と療養の在り方
～精神障害者を念頭に～
【Japan Society for Occupational Mental Health】

Support for reinstatement and medical treatment for workers’accident compensation insurance recipients:
With mental disorder people in mind
[要 約]

本シンポジウムでは、２名の司会者から、労災保険における精神障害者の長期療
養増加の現状に対して、問題提起がなされ、その解決に向けた復職支援と療養の在
り方を明らかにする趣旨が示された。そのあと、３名の演者から、①医学的知見に
基づく精神障害者の復職支援と療養の在り方について、②行政的視点から復職支援
と療養の在り方について、③日独の法制度の異同の検討を通じた給付適正化の在り
方について報告がなされた。さらにシンポジストの発表を踏まえて、地方労災医員
の立場からの指定発言に続き総合討論が行われた。これらのセッション全体を通じ
て問題点や課題の指摘はもとより、今後の対策まで議論され、医学・法学・行政の公
正的調和をいかに図るかを問う視点が共有された。
[ キーワード ] 労災認定 , 長期療養 , 療養補償 , 休業補償 , 症状固定
（治ゆ）
, 職場復帰
[Abstract]

At this symposium, two chairmen raised some problems regarding the current
situation of the increase in long-term medical treatment for persons with mental
disorders in workers' accident compensation insurance, and showed the purpose
of clarifying the ideal way of reinstatement support and medical treatment
to solve it. Was done. After that, from the three symposists, (1) support for
reinstatement and medical treatment for persons with mental disorders based on
medical knowledge, (2) support for reinstatement and medical treatment from an
administrative perspective, and (3) examination of differences in the legal system
between Japan and Germany.
A report was made on the ideal way of optimizing benefits through.
Furthermore, based on the announcement by the symposists, a general
discussion was held following the designated remarks from the standpoint of a
local industrial accident doctor.
Throughout these sessions, problems and issues were pointed out, as well
as future measures were discussed, and the perspective of how to achieve fair
harmony between medicine, law, and administration was shared.
[Keywords] Recognition as industrial accident compensation,
Long-term medical treatment, Medical treatment compensation,
Leave compensation, Fixed symptoms (Cure), Return to work
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司会から：シンポジウムによせて
From the two chairmen: To the symposium
連携学会との共同シンポジウム②司会
Joint Symposium with Collaborating Societies ② Facilitators

東京臨海病院 特任精神科医

荒井 稔

Specially Appointed Psychiatrist of Tokyo Rinkai Hospital

神戸親和女子大学名誉教授 , 精神科医・産業医

Minoru Arai, M.D., Ph.D.

丸山 総一郎

Emeritus professor of Kobe Shinwa Women’s University, Psychiatrist, Occupational physician

Soichiro Maruyama, M.D., Ph.D.

労災保険制度は、労働基準法による使用者の災

保険制度を紹介することで、日独の法制度の異同

害補償責任の実効性を担保し、災害補償の迅速か

を詳細に検討した。その上で給付の適正化の在り

つ公正な実施を図るためのいわゆる責任保険であ

方についての総合的見解を深めた。

り、使用者の災害補償責任の法的根拠は、労働契

指定討論としては、山本和儀先生が、地方労災

約を通じて労働者をその支配下に置いて労務の提

医員としての立場から、各シンポジストの発表に

供をさせる過程において、業務の内在する各種の

ついて包括的な検討を行うとともに、打開策につ

危険の現実化として労働者が負傷し、又は疾病に

いて大胆なアイデアを提案した。

かかった場合には、使用者の過失の有無を問うこ

総合討論では、現状の問題点の解決に向けて司

となく、使用者がその危険を負担して労働者の損

会とシンポジスト間、並びにシンポジスト相互に

失をてん補すべきであるとする危険責任の法理に

積極的な質疑応答がなされた。黒木先生の報告で

求められている。

は、休業補償は長期療養者の多くの人で、症状固

しかし、近年、精神障害による労災保険受給者

定（治ゆ）となって障害認定されるとその補償金額

の長期療養が増加し、適正な実施を遂行するため

が大幅に下がるケースが多いということが示され、

に医学的、法的、行政的検討が必要となってきた。

一 般 に 1級 か ら 7級 は 年 金、8級 か ら 14級 は 一 時

そこで、本シンポジウムでは、精神障害の労災認

金となっているが、1級～ 3級と障害認定される人

定後の長期療養について、その問題点と課題、そ

では受給金額が増えること多いが、それ以外の等

して対策について解説と討議がなされた。

級では減少するようである。とすれば、精神障害

まず、各シンポジストの発表内容を紹介する。

の労災認定後の長期療養者の症状固定のインセン

黒木宣夫先生は、日本産業精神保健学会理事長と

ティブはどこにあるのだろうか。また主治医の精

して、厚生労働省から受託した労災疾病臨床研究

神科医が長期療養者に症状固定を告げることによ

事業費補助金（平成 28年度から 4年間）による「業

る負担感についても議論がなされた。主治医は患

務上認定された精神障害者の早期復職・寛解・治療

者との間で、良好なコンプライアンスやアドヒア

に関する調査・研究」によって得られた知見から、

ランスなど治療上必要とされる関係がある。それ

復職支援と療養の在り方について最新の医学的検

ゆえ、症状固定（治ゆ）という言語表現自体も繰り

討を発表した。

返し議論されてきたことであるが、精神医療にお

厚生労働省の児屋野文男職業病認定対策室室長

けるこの表現の問題点が指摘され、改めて再考が

は、行政的視点から、復職支援と療養の在り方に

求められた。ただ、この用語の使い方を含め、黒

ついて、労災補償制度の概要を示した上で、具体

木先生や児屋野室長は、まずこの制度の理解を精

的な対応策を含めた多角的視点からの考察を発表

神科医において進めることの重要性を指摘。この

した。

制度を実効性あるものとするには、保険であって

三柴丈典先生は、法学的視点からドイツの労災
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個々人が集まってお互いを助け合う精神性の共有

司会から：シンポジウムによせて

が重要と訴えた。

に留まらず、今後の対策にも力点が置かれた。児

つまり、保険制度である以上、その適正化の維

屋野室長は現行のアフターケア制度のさらなる充

持のためには公衆衛生の観点、つまりが個人の自

実化と活用の推進の可能性を明示し、職場復帰の

制があって成立する制度としての成り立ちがある。

意欲や利点の理解、サポート制度の広報が必要と

この点に関しては、三柴先生はドイツの保険制度

説いた。全体の流れが目詰まりしていることは、

を紹介し、その受給の厳しさと我が国の労災保険

職場復帰の体制の問題だけでなく、最近増えてい

制度との違いを浮き彫りにした。ドイツでは、受

る人間関係の出来事での発症、特に上司のパワハ

給資格の認定にあたっては、受給者自身がそのこ

ラによる発症の場合は問題となろう。元職場への

とを明らかにすることを制度の運用で厳しく求め

復職が原則となっている職場復帰の在り方も、精

ている。これは社会保険全般に共通する公正公平

神障害の労使認定者、特に長期療養者では復帰の

な受給という姿勢が根底にあるようだ。それはさ

ハードルがたかくなっているのかもしれない。そ

まざまな反省から深く人間愛を尊重するドイツ国

の場合、そもそも発端となった出来事を考慮した

家の成り立ちや国民性に起因するものかもしれな

対策を立てていかなければならないとする黒木先

い。その点、歴史や文化の違いがあるわが国では

生や山本先生の指摘ももっともなことであった。

そのままの導入は困難で、どのように参考にすべ

今回の連携シンポジウムは、科学的解明をベー

きか、慎重に検討する必要性を三柴先生は指摘し

スとする医学的視点と、コンセンサスを重視する

ている。

法学的、行政的視点と、いかに公正的調和をはか

今回のシンポジウムでは、問題点や課題の指摘

るのか、その原点をも問う重要なものとなった。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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精神疾患の労災認定後の長期療養の現状と
２事例報告
Long-Term Medical Care after Approval of Industrial Accident Compensation for Mental Disorders:
Current Situation and ２Case Reports
医療法人社団宣而会 勝田台メディカルクリニック

黒木 宣夫

Medical Corporation Senjikai Katsutadai Medical Clinic Director, Professor Emeritus of Toho University

Nobuo Kuroki, MD., Ph.D.

[要 約]

精神障害の労災請求件数は毎年、過去最高を更新し、2019年度は 2060 件（前年
度比 240件増）、実際に労災認定された件数は 2019年度 509件（前年度比 44件増 )
で認定件数も増加した。特に「自殺ではない精神障害」の労災認定件数が急増して
おり、
「自殺ではない精神障害」が労災認定された件数は，過去 2019年までに 4702
件であり、全認定件数 6067件の 77.5％を占めていた。労災認定後の長期療養に関
する調査を報告し、労災認定後の長期療養事例 (自験例 )を提示、労災医療の問題点
と課題に関して検討した。
[ キーワード ] 労災認定 , 長期療養 , 休業補償 , 療養補償
[Abstract]

The number of occupational accident claims for mental illness 1 reached a
record high every year, reaching 2060 in FY2019 (up 240 from the previous
year) and the actual number of occupational accidents certified in FY2019
was 509 (up 44 from the previous year). The number of certifications has also
increased. In particular, the number of occupational accident certifications
for "non-suicide mental disorders" has increased sharply, and the number of
occupational accident certifications for "non-suicide mental disorders" has been
4702 by 2019, and the total number of certifications is 6067, 77.5. Occupied%.
We reported on a survey on long-term medical treatment after occupational
accident certification, presented cases of long-term medical treatment after
occupational accident certification (self-study cases), and examined problems
and issues of occupational accident medical care.
[Keywords] Approval of Industrial accident compensation, Long-term medical care,
Leave compensation, Medical treatment compensation

Ⅰ

んなに遅くとも傷病の初診日から１年６ヶ月が経

はじめに
精神障害の労災請求件数 は毎年、過去最高を更

過した日に障害認定されるが、労災保険の障害給

新し、特に「自殺ではない精神障害」の労災認定

付の場合は、原則としてその傷病が治ゆしない限

件数が急増しており、「自殺ではない精神障害」が

り障害認定はされない。精神障害が労災認定され

労災認定された件数は，過去 2019年までに 4702

た後、治ゆに至らない精神障害事例の長期療養が

件であり、全認定件数 6067件の 77.5％を占めてい

大きな社会問題になりつつあるが、労災医療の問

た。精神障害の社会保険の障害給付の場合は、ど

題点と課題に関して検討を加えた。

1）
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精神疾患の労災認定後の長期療養の現状と2事例報告

Ⅱ

＝ 16000円となり、１か月間全休した場合には、

労災保険の障害給付 2, 3, 4）
労働者が発病した精神疾患が「業務上」の疾病

1,6000円× 30日＝ 480.000円が支給される。

として労災認定されると，当該精神疾患の療養に
は労災保険が適用され「療養補償給付」が支給さ

Ⅲ

労災保険法上の「治癒」とは

れる。「業務外」
(
の場合は，健康保険の適用)。また，

労災保険における「治癒 6）」とは，身体の諸器

当該精神疾患の療養のため労働することができず，

官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみ

賃金を受けられない場合には，「休業補償給付」が

をいうものではなく，傷病の症状が安定し，医学

支給される。休業の４日目から休業 1日につき給付

上一般に認められた医療を行ってもその医療効果

基礎日額の 80％が支給される。支給の際､｢休業（補

が期待できなくなった状態 (「症状固定」の状態 )を

償）給付× 60％＋休業特別支給金× 20％｣ が支給

指している。したがって，
「傷病の症状が，投薬・理

される。その際、災害発生（疾病の場合は医師の診

学療法等の治療により一時的な回復がみられるに

断により疾病の発生が確定した日）前３ヶ月間の賃

すぎない場合」など症状が残存している場合であっ

金をその間の日数（暦日数）で除したものが基本と

ても，医療効果が期待できないと判断される場合

なる。したがって「給与＋残業代＝給付基礎日額」

には，労災保険では「治癒」(症状固定 )として，療

を算出し、①休業補償給付× 0.6＋②休業特別支給

養補償給付をしないこととなっている (図 1)。「治

金× 0.2＝給付額が支給される。厚生労働省から

癒」の判断は，主治医の意見を踏まえて労働基準

「労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別

監督署長が行うことになっているが，患者の自覚

最低・最高限度額 」によると、50～ 54 歳の最低限

的症状が消失していない場合には，主治医として

度額＝ 6,802 円、最高限度額＝ 25,219 円が提示

その判断が非常に困難な場合が少なくない。
「治癒」

されている。仮に 20,000円の給付基礎日額が算定

の判断がなされないと，療養 (補償 )給付と休業 (補

されたとすると、① 20000× 0.6＋② 20000× 0.2

償 )給付の両方が継続されるのが現状である。

5）

図1

Ⅳ

労災医療

例は不明・無回答 40を除く全体 (418）の 84.7％

労災医療における長期療養問題
労災認定後の長期療養に関する調査を実施して

(354）が過去に職場復帰していなかった。
３）2016年度労災疾病臨床研究事業 9）：都道府県

きたので、概要を下記に提示する。
１）2014年 1月 :日本産業精神保健学会と日本精

労働局労働基準部労災補償課長宛てに調査を

神神経学会合同調査 ：精神科専門医 537人が

実施 ･･Cochran-Armitageの傾向検定（増えて

有効回答：重度の統合失調症を除いた精神疾患

いく傾向にあるかどうかの検定）を実施したと

は、8割以上の精神科医が 2年以内に病状が安

ころ、年度ごとに治癒していない割合が増え

定し、3年以内に職場復帰可能と回答していた。

ており、単に、年度ごとに増えているだけで

２）2015年度の労災疾病臨床研究事業 ：都道府

はなく、増え方が徐々に大きくなってきてい

7）

8）

県労働局労働基準部労災補償課長宛てに調査

ることを示しているという結果が得られた。

を実施 ･･療養開始から 3年以上経過している事

４）2017年度労災疾病臨床研究事業 10）：都道府県

例は 720例、その中で 5年以上経過している事

労働局労働基準部労災補償課長宛てに調査を

例は 458例、職場復帰を一度もしていない事

実施、労災認定され療養開始から 10年以上の
産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

113

【特集・第1回学術大会】連携学会との共同シンポジウム②【日本産業精神保健学会】労災保険受給者の復職支援と療養の在り方 ～精神障害者を念頭に～

長期療養に至った事例（治ゆに至っていない事

期療養は継続されており、所属する会社に復

例）は 195例であり､ 労災認定時点から調査時

職する意思はなく、かといって転職活動もで

点までに過去に職場復帰をしたことのある事

きない現状が続いていた。休業補償の時効は、

例は、不明・無回答 15例を除いた 179のうち職

請求権が発生した日の翌日から 2年間と定めら

場復帰をしたことがない事例は 85.0％ (152)

れているため、時効にならないように本人を説

にも及んだ。

得、その一方で監督署に連絡をして、指導し
：都道府

ていただくことにした。しかし、監督署から

県労働局労働基準部労災補償課長宛てに調査

の郵便物や電話にはいっさい応ずることがで

を実施 ･･2019年 3月時点で、(1)3年以内に治ゆ

きず、担当者の自宅の訪問に関しても面会を

できた事例 160例と (2)5年以上経過しても治

拒否し、逆に引きこもりを助長するという悪

ゆしない事例 783件、合計 943事例に関して

循環に陥ってしまった。外来には定期的に通

精査した。3年未満治ゆ事例で職場復帰を果た

院していたため、監督署の担当者に来院して

している事例は 73.2％ (41)、5年以上未治ゆ事

いただき、病院内で主治医立ち合いのもとで

例で職場復帰を果たしている事例は 9.5％ (68)

全て本人の意思で休業補償の請求が完了した。

５）2019年度の労災疾病臨床研究事業

11）

にすぎなかった。(P<0.0001) 5年以上未治ゆ
事例 776例の中で、治ゆの見通しが「大いに

２ . 会社員 (企画 )：入社以来、会社の広告､ カタロ

ある」は 2.6％ (20)、
「少しある」は 7.3％ (57)

グの制作を担当し、販売促進の責任者として従

にすぎなかった。また、補償課長調査では、

事していたが、部長とのトラブルは受診する数

職場復帰の対策を進めるための対策として「一

年前からあり、会議でも叱責・責められること

定期間の療養期間の目安を示す」は最も多く、

があり、口論も度々、目撃されていた。ある日、

60.3％ (35)を占め、次に現場の受け入れ・支援

社長が部屋に入ってきたのに気が付かずに冷

体制が 32.8%(19)を占めていた。

蔵庫のドアを開けたところ、社長の身体の一
部に当たり、社長は激怒、「ぶつけたら謝るの

対応に苦慮した労災認定後の長期療養事例

が礼儀だろう、馬鹿野郎」とものすごい形相

１. 会社員(技術者)：開発部にて勤務をしていたが、

で睨みつけ罵倒された上、ドアを殴りつける
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過重労働の結果、うつ病を発症し受診後、休業

ように閉めたため、近くにいた本人の右頭部

中に労災請求し、労災認定となり休業補償給

に当たり転倒してしまった。翌日、整形外科

付、療養給付を受け、治療を継続していたが、

受診し、頸椎捻挫、腰部打撲に関しては災害

認定後 4年経過した時点で通院が中断した。主

性頸椎捻挫・腰痛として労災認定された。本人

治医から連絡を入れて、ようやく来院したが、

には、その事件直後から不眠、不安、抑うつ

その間 1年を経過していため、管轄の労働基準

気分、焦燥感が出現し、3週後に精神科受診し、

監督署では上記の労災補償給付請求行為がな

精神障害として労災請求がなされ、6か月後に

されていなかったため「中断扱い」とされてい

事件に起因した心理的反応後の神経症性障害

た。1年後に来院した時点で妄想 (会社の人に監

として労災認定された。会社は弁護士を立て、

視されている等 )状態へ移行しており、同状態

「会社としては労災は認めない」と通知、6か月

がゆえに本人は事業主証明 (在籍証明 )を請求

後に復職の意思を会社に申し入れたが、一向に

できずに自宅に引きこもった生活を送ってい

会社が受け入れず、1年後に会社規定の休職満

たと述べた。監督署には本人の病状と生活状

了時点で解雇通知がなされた。労働基準法 19

況を説明し、監督署が直接、事業主証明を請

条 1項本文が業務上の傷病により療養している

求するので、本人が他の手続きをすれば、労

者の解雇が制限されているにもかかわらず、休

災補償給付を行うことができることとなった。

業補償給付を受給中に一方的に会社は「会社

その後は、定期的に来院しているものの、長

としては本人の主張は労災と認められないか
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精神疾患の労災認定後の長期療養の現状と2事例報告

ら解雇」と一方的な解雇通知があり、悩んだ末、

について 12）( 労災発 0219 第１号 )に精神障害を発

弁護士に相談した事例である。その後も会社

病したとして労災認定を受けた被災労働者につい

は一環として解雇を主張し、具体的な訴訟行

ては、社会復帰が 難しく長期間にわたる療養を余

為は展開されていない。現時点で 6年以上が経

儀なくされている傾向にあり、今後、厚生労働省

過しているものの、持続的な抑うつ気分は変

において これらの者に対する早期社会復帰に向け

わらず、病状が遷延している状態が継続して

た支援策について検討を開始することを予定して

いる。

いると記載されており、今後、精神障害で労災認
定された長期療養者の職場 (社会 )復帰への具体的

Ⅵ

な施策が検討されることを期待したい。
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連携学会との共同シンポジウム ②
【日本産業精神保健学会】労災保険受給者の復職支援と療養の在り方 ～精神障害者を念頭に～

「労災保険受給者の復職支援と療養の在り方」
について
About "support for reinstatement of workers' accident compensation insurance and the way of
medical treatment"
厚生労働省 労働基準局 補償課 職業病認定対策室長

児屋野 文男

Director, Occupational Disease Certification Countermeasures Office, Compensation Division,
Labor Standards Bureau, Ministry of Health, Labor and Welfare

Fumio Koyano

[要 約]

業務上の強い心理的負荷によって精神障害を発病した場合には、業務上の疾病と
して療養、休業などに必要な労災保険給付がなされる。そして、労災保険の目的の
ひとつには社会復帰が掲げられており、なるべく早い職場復帰が望まれる。長期に
療養をしている者については、主治医の意見を聞きつつ療養とアフターケア制度を
利用するなどにより早期の職場復帰を目指す。
[ キーワード ] 業務上の出来事 , 職場復帰 , 療養 , アフターケア
[Abstract]

If a person develops a mental disorder due to a strong psychological
burden on his / her work, he / she will be provided with the workers' accident
compensation insurance necessary for medical treatment and leave as a workrelated illness. Rehabilitation to society is one of the purposes of workers'
accident compensation insurance, and it is desirable to return to work as soon as
possible. For those who have been receiving medical treatment for a long period
of time, we aim to return to work as soon as possible by using the medical
treatment and aftercare system while listening to the opinions of the attending
physician.
[Keywords] Job-related events, Return to work, Medical treatment, Aftercare

労働者災害補償保険法（労災保険法）1) は、昭和

外にも通勤災害に対しての保険給付が加えられた。

22年に労働基準法と同時に制定され、数次の法改

また、労働者と同様な働き方をしている一人親方

正を経て現在に至っている。労災保険法に基づく

等についても、任意加入ではあるが、保険の対象

労災保険の適用については、事業の開始と同時に

とした。そして、最近においては、複数の事業場

保険関係が成立し適用事業場 とされる。
（ただし、

において就労している者に対する保険給付を創設

個人経営の労働者 5人未満の小規模な農林水産業に

するに至っている。

2)

ついては暫定任意適用事業として加入の申請をし、
厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。）
労災保険法は数次の改正を経て、その対象者や
給付内容が拡充されていった。
給付の充実としては、重度の障害を残す被災労
働者や遺族に対しての年金給付が取り入れられ、
保険給付の対象となる災害としては、業務災害以
116
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最近の労災保険の事業規模を見ると、適用事業
場は約 291万事業（2020年度末）、適用労働者は
約 6,043万人（2019年度末）、新規受給者は約 68
万 7千人（2019年度）、年金受給者は約 20万 7千人
（2019年度末）となっている。
さて、労災保険の目的は労災保険法第 1条に掲げ
られている。

「労災保険受給者の復職支援と療養の在り方」について

第 1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由（中

略）による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対

・ 介護補償給付

1月当たり、常時介護は 171,650
円、随時介護は 85,780円を上限

して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険

※金額は令和 3年 10月 1日現在

給付を行い、あわせて、業務上の事由（中略）によ

そして、社会復帰促進等事業として、特別支給

り負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰

金の支給、各種援護金の支給、義肢等補装具の支

の促進（中略）を図り、もつて労働者の福祉の増進

給やアフターケア 4) などを行っている。

に寄与することを目的とする。

精神障害についても、業務が原因で発病したも

これを受け給付される業務災害に関する労災保
険給付は次のとおり である。

のについては、労災保険給付の対象となる。この
精神障害の労災認定は、厚生労働省労働基準局長

3)

通達「心理的負荷による精神障害の認定基準」（平
・ 療養補償給付

療養費の全額

成 23年 12月 26日付け基発 1226第 1号）に基づい

・ 休業補償給付

休業 4日目から休業 1日につき給

て行われている。
すなわち、①対象となる精神障害を発病してい

付基礎日額の 60％
・ 傷病補償年金

・ 障害補償給付

療養開始後 1年 6ヶ月経過しても

ること、②①の発病前概ね 6ヶ月間に業務による強

治らずその傷病が重い場合に給付

い心理的負荷が認められること、③業務以外の心

基礎日額の 313日分（1級）～ 245

理的負荷や個体側要因により発病したとは認めら

日分（3級）の年金

れないことが労災認定のための要件となっている。

給付基礎日額の 313日分（1級）～
131日分（7級）の年金

・ 遺族補償給付

・ 葬祭料

又は

精神障害の労災補償状況 5) を見ると、労災請求件

給

数、支給決定（労災認定）件数（自殺、自殺未遂を含

付基礎日額の 503日分（8級）～ 56

む）が右肩上がりに増えていることがわかる。2001

日分（14級）の一時金

年度（平成 13年度）に 265件であった労災請求件数

遺族数に応じ給付基礎日額の 153

は 2020年度（令和 2年度）には 2,051件となってい

日分～ 245日分の年金

る。また、支給決定件数は、2001年度（平成13年度）

又は

遺

族補償年金受給資格者がいない場

に 70件であったものが、2020年度（令和 2年度）に

合、その他の遺族に対し給付基礎

は 608件となっている。一般的に請求件数が増加

日額の 1,000日分の一時金

すれば、それに伴って認定件数は増加するもので

315,000円＋給付基礎日額の 30

あるが、請求件数の増加の一因には、精神障害が

日分（最低保障額は給付基礎日額

労災認定されるということが広く認知されてきた

の 60日分）

ことが挙げられるであろう。
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また、ここ数年をみると支給決定件数のうち自
殺、自殺未遂は 70～ 90件程度である。

この独自の診療費として、精神障害においては、
被災労働者の職場復帰の促進を念頭に、「職業復帰

これら労災認定された精神障害については、前

訪問指導料」「精神科職場復帰支援加算」「職場復

述の保険給付がなされることとなる。療養を必要

帰支援・療養指導料」を算定できることとなってい

とする者には、療養補償給付と休業補償給付がな

る。

され、精神障害の病態のひとつである自殺（精神障

職業復帰訪問指導料とは、入院期間が１月を超

害によって、正常な認識や行為選択能力、自殺行

えると見込まれるなどの被災労働者に関して、主

為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害さ

治医等が被災労働者の事業場を訪問し、職場復帰

れた状態で行われたもの）についても、ご遺族に対

に向けた指導等を実施した場合に診療費を算定で

して遺族補償給付など保険給付がなされる。

きるが、精神障害はその算定額が他の傷病に比し

労災保険における療養は、傷病が治ゆするまで

て高く設定されている。

継続することとなるが、この治ゆとは、傷病に対

精神科職場復帰支援加算とは、精神科を受診中

して行われる医学上一般に承認された治療方法を

の被災労働者に対して、医療機関が職場復帰支援

もってしても、その効果が期待し得ない状態で、

のプログラムが含まれる精神科療法を実施した場

かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達

合に、所定額に加算した額を算定できる。

すると認められる最終の状態（症状の固定）に達し
たときをいうものである。

職場復帰支援・療養指導料とは、通院療養を継続
している被災労働者や、被災労働者の所属事業場

精神障害においては、他の傷病と比較して治ゆ

の事業主などに対し、主治医等が職場復帰に向け

の判断が難しい場合が多いが、治ゆするまでは必

た指導等を行った場合に診療費を算定でき、精神

要な療養が継続されることとなる。

障害はその算定額が他の傷病に比して高く設定さ

2018年度（平成 30年度）末に精神障害で 1年以上

れている。

療養を継続している者の数は 1,364人であり、療

これら診療費による被災労働者への支援につい

養の期間別の内訳をみると、1年以上 1年 6か月未満

ては、早期の職場復帰を念頭に設定されたもので

53人、1年 6か月以上 2年未満 74人、2年以上 3年未

ある。精神障害で通院中の被災労働者が職場復帰

満 170人、3年以上 4年未満 172人、4年以上 5年未

するに当たっては、本人、職場、医療機関の三者

満 166人、5年以上 729人となっている（厚生労働省

の取り組みが必要であり、特に、療養期間が長く

労働基準局補償課調べ）。

なった場合については、主治医（医療機関）の指導

前述の労災保険法の目的である被災労働者の社
会復帰の促進を実現するためには、療養の期間が
長くなっている被災労働者が適切な治療を受け、

を踏まえた本人と職場双方の取組が不可欠と考え
ている。
労災診療費において、精神障害の診療費に上乗

早期に労働の現場に戻ってもらうことが必要であ

せや独自算定が可能となっているのは、医療機関

る。

へのインセンティブを付けることにより、被災労

療養中の被災労働者にとって、職業生活への復
帰は重要な意味を持つものである。現職、転職を
問わず、職業生活への復帰が目標となるであろう。

働者の職場復帰に関してより積極的な対応を期待
しているものである。
なお、職場への訪問や指導文書の作成・交付など

なにより被災労働者自身がそう願っているはずで

は、医師に限定せず、医師から指示された看護職

ある。

員や作業療法士などのコメディカル職員が実施す

労災保険の療養は健康保険に準拠していること

ることも可能である。

から、診療報酬点数表にしたがって算定するもの

また、傷病が治ゆした後も社会復帰等促進事業

であるが、労働基準局長の定める範囲で、労災保

の中で実施されるアフターケア 4) において、保健指

険独自の診療費（労災診療費）の算定も可能 6) となっ

導が受けられる。
すなわち、精神障害を発病した者にあっては、

ている。
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症状固定後においてもその後遺症状について増悪

ものは治ゆ＝職場復帰であり、労災保険において

の予防、その他の医学的措置を必要とすることが

は、精神障害に対して職場復帰に有用と考えられ

あることから、後遺症状としての気分の障害、意

る療養費を算定できることとし、併せて、治ゆ後

欲の障害、慢性化した幻覚性の障害又は慢性化し

の保健上の措置としてアフターケア制度を設けて

た妄想性の障害、記憶の障害又は知的能力の障害

いる。

を残す者は、診察、保健指導、保健のための措置（精

そして、これらの利用には医療機関（主治医）の

神療法及びカウンセリング、薬剤の支給）、検査（心

御理解・御協力が最も重要であることは言を俟たな

理、脳波、CT、MRI等）が受けられる。

い。行政機関としては、主治医の御意見を伺いつ

職場における強い心理的負荷によって発病した

つ、これらをツールとして被災労働者に上手く使

と認められる精神障害については、業務上として

用してもらうことで早期の社会復帰（職場復帰）を

労災認定されるものであるが、その療養が目指す

実現させなければならない。
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ドイツにおける精神障害による労災保険受給者への
給付の適正化策について
－ドイツ労災保険組合
（DGUV）
・健康保険組合
（GKV）
から得られた情報－

Measures to Optimize Benefits for Workers' Accident Compensation Insurance Recipients Due to
Mental Illness in Germany

-Information Obtained from The German Workers' Accident Insurance Association (DGUV) and Health Insurance Association (GKV)-

近畿大学法学部教授 , 前厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会公益代表委員 ,
日本産業保健法学会副代表理事
Professor, Faculty of Law, Kindai University
Former Public Interest Representative Member of the Safety and Health Subcommittee of the Labor
Policy Council of the Ministry of Health, Labor and Welfare
Vice Representative Director, The Japan Association of Occupational Health Law

三柴 丈典

Takenori Mishiba, Ph.D.

[要 約]

労災保険の受給期間が長引く精神障害者に対して、ドイツではどのように対応し
ているのか。ドイツの労災保険制度と健康保険制度に関する調査から、以下の事柄
が判明した。
a) 労災保険等の社会保険受給者にも快復（社会参加能力の獲得・回復）のための協力
義務が課され、それを履行しなければ、合理的な理由がない限り、保険給付が
停止され得る。
b) 協力義務には、①正確な事実の申告、②医学／心理学的検査の受検、③受診と
治療、④部分的な労働参加等が含まれる。保険者の判断により、リハビリへの
参加も求められる。
c) 医師による要休業の診断書は、原則として向こう 2週間分しか発行できず、保険
給付もその期間のみ行われる。こうして、こまめに給付の必要性が判断される。
d) 労災保険の休業補償は、78週までしか支給されず、期間中に改善しなければ、改
めて審査を受け、障害補償が適用される。
このようにして、少なくとも、特に労災保険法上の休業補償について、受給期間
の不当な長期化に歯止めがかけられている。しかし、社会保険は被保険者の権利と
いう彼国の法原則に基づき、保険給付の制限には、相応の裏付けが求められる。
[ キーワード ] ドイツの労災保険 , 休業補償 , 障害補償 , 快復へ向けた協力義務 , リハビリ参加
[Abstract]

How does Germany deal with people with mental illness who have been
receiving workers' accident compensation insurance for a long time? A survey of
German workers' accident compensation and health insurance systems revealed
the following:
a) Social insurance recipients such as workers' accident compensation insurance
are also obliged to cooperate for recovery, and if they are not fulfilled,
insurance benefits can be suspended unless there is a reasonable reason.
b) Obligations to cooperate include (1) reporting accurate facts, (2) taking
medical / psychological examinations, (3) consultation and treatment, and (4)
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partial labor participation. Participation in rehabilitation is also required at
the discretion of the insurer.
c) As a general rule, a medical certificate for leave required by a doctor can only
be issued for the next two weeks, and insurance benefits will be provided only
during that period. In this way, the need for benefits is diligently determined.
d) Workers' accident leave compensation is paid only up to 78 weeks, and if it
does not improve during the period, it will be reviewed again and disability
compensation will be applied.
In this way, at least with regard to the compensation for leave of absence,
the unreasonable extension of the receiving period has been stopped. However,
social insurance is based on the legal principle of the insured's right in Germany,
and the limitation of insurance benefits requires adequate proof.
[Keywords] German workers' accident compensation,
compensation for leave of absence, disability compensation,
obligation to cooperate for recovery, participation in rehabilitation

業意欲の抑制などの問題も生じている。ドイツで

1. はじめに
本稿では、日本の制度への示唆を得るため、ド
イツでは、精神障害による労災保険給付の適正化
策をどのように講じているかについて、彼国の同

は、こうした問題への対応をどのように行ってい
るか？」
という趣旨の質問を電子メールで送信した。ま
た、私病にかかる取扱いも確認するため、同じ頃、

制度の運営者から得られた情報を示す。
ただし、前提として、以下のようなドイツ（の制

ドイツの健康保険組合（DKV）の本部にも、健康保
険の受給に関連して、同様の質問を送信した。

度）
の特徴を踏まえる必要がある。
ア 確証度の高い科学研究を重視する。よって、そ
もそも、精神障害による労災補償にもメンタル

以下では、DGUVと DKVの担当者からの返信内
容を示す。

ヘルスへの政策的取り組みにも慎重姿勢を採っ
ている 1）。

2. ドイツ法定労災保険組合（DGUV）から提供され

イ 労使間が（社会）階層的に分断しており、労働者

た情報

は、基本的に自分の身は自分で守る必要を感じ

1）情報提供者

ているため、上司や組織を信頼して、保護を期

Ann-Kathrin Schäfer

待するより、正当な権利であれば積極的に主張

Leiterin des Referats

する傾向がある。

Internationales Sozialrecht und Europarecht

労災補償の運営も、そうした文化を背景に、社

国際社会法・欧州法調査研究部門長

会民主主義的に構成されており、労使の代表が、

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

制度の形成、認定判断等に参画している 。

(DGUV)

2）

報告者は、2020年 5月に、ドイツで労災保険制度

Spitzenverband der gewerblichen Berufsge-

を運営している法定労災保険組合（DGUV）の中央

nossenschaften

本部に対し、

und der Unfallversicherungsträger der öffent-

「日本では、精神障害による労災保険の受給が
長引く傾向にあり、保険財政の負担、受給者の就

lichen Hand
ドイツ法定労災保険組合本部

1）ドイツの職域における精神疾患の予防と補償制度については、三柴丈典『職場のメンタルヘルスと法：比較法的・学際的アプローチ』（法律文化社、
2020年）
（Takenori Mishiba. Workplace Mental Health Law. Routledge,2020の邦語版）3.4を参照されたい。
2）ドイツの労災補償制度の概要については、三柴丈典『労働安全衛生法論序説』（信山社、2000年）
第 2部第 1章、第 2章第 1節第 3款等を参照されたい。
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2）提供された情報

2－ 2）試訳（1）
あなたの質問については、社会法典第 1編（＊報

2－ 1）原文
（1）
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Mishiba,
Ich hoffe, dass Ihnen der Verweis auf die §§
60 ff. SGB I (Erstes Sozialgesetzbuch, Allge-

告者注）第 60条以下が参考になると思います。
社会保険給付の申請者、受給者には協力義務が
あります。

meiner Teil) bzgl. den unten gestellten Fragen

この協力義務は、事実関係の正確な申告と、傷

weiterhilft. In Deutschland gibt es sog. Mitwir-

害の緩和のためのリハビリへの参加に関わります。

kungspflichten für diejenigen, die Sozialleis-

この協力義務は、私生活上の障害が生じたり、

tungen beantragen oder erhalten. Sie bezie-

被保険者の身体の健康が不意に損なわれた場合等

hen sich auf die Ermittlung des Sachverhalts

には履行する必要がなくなります。

und auf die Mitwirkung bei der Rehabilitation

被保険者が協力義務を履行しない場合、給付が

zum Zwecke der Minderung des eingetretenen

全部または部分的に拒否または停止され得ますが、

Schadens. Eine Mitwirkungspflicht entfällt,

履行の期限を設定したうえで、書面で示されねば

wenn der persönliche Bereich des Versicher-

なりません。

ten und seine körperliche Unversehrtheit unzumutbar beeinträchtigt werden. Kommt der

協力義務が履行され、請求の根拠が整えば、拒
否又は停止は、取り消されます。

Versicherte seinen Mitwirkungspflichten nicht
nach, können Leistungen bis zur Nachholung

＊ 社会法典は、ドイツの社会保障等に関する統一的

der Mitwirkung ganz oder teilweise versagt

な法典であり、第 1編に総則が設けられている。

oder entzogen werden, worauf er aber schriftlich - unter Setzung einer Frist zur Nachho-

2－ 3）参考

lung der Mitwirkung - hingewiesen werden

ドイツでは、連邦リハビリ機構（BAR）が、日本

muss. Die Versagung / Entziehung kann rück-

でいうと、国立職業リハビリテーションセンター

gängig gemacht werden, wenn die Mitwirkung

や、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

nachgeholt worden und ein Anspruch begrün-

のように、職業リハビリテーションにかかる施設

det ist.

の運営、ネットワーク形成、研究、情報の収集と
連邦リハビリ機構（BAR）の WEBサイト

伝達等の役割を果たしている。

https://www.bar-frankfurt.de/service/reha-info-und-newsletter/reha-info-2020/reha-info-022020/
rehabilitation-von-menschen-mit-psychischen-erkrankungen.html
（最終閲覧日：2021年 2月 22日）
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ここには、精神疾患による労働不能日数は長期

die Leistung erheblich sind oder über die

化し易いこと（例えば、2018年の精神疾患による 1

im Zusammenhang mit der Leistung Er-

件あたりの労働不能日数は約 26.3日で、他の病気

klärungen abgegeben worden sind, unver-

の 2倍以上であること）、精神疾患の罹患者へのリ

züglich mitzuteilen,

ハビリでは、社会参加を目標として、患者自身、

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Ver-

医師、セラピストなど、様々な関係者が協働する

langen des zuständigen Leistungsträgers

ことが重要であり、それが可能な施設がドイツ国

Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer

内に多数あること等が記されている。

Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu

また、社会法典は、職域において、事業者が、

erstatten hat.

様々な種類の障害者であって、快復可能性のある

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1

者に対して、その障害等に応じた職場復帰のため

und 2 genannten Angaben Vordrucke vor-

の体系的なプログラムを設計し、提供すべきこと

gesehen sind, sollen diese benutzt werden.

を定めており、これを怠ったうえでの解雇は違法
と判断されやすくなる等の法的効果を招く。すな

2－ 5）試訳（2）

わち、社会法典第 9編は、障害による労働不能や失

第 60条

業の防止のため、事業者を名宛人として、疾病に

事実の申告

（1）社会保険給付を申請または受給する者は、

より 1年間に 6週間以上労働不能となった労働者に

1． 給付にとって重要な意味を持つあらゆる事実を

対し、事業所編入マネージメント（Betriebliches

申告せねばならず、管轄保険機関の求めに応じ

Eingliederungsmanagement：段階的な職場復帰、

た第三者による必要な情報提供に同意せねばな

労働能力や健康状態に応じた適職配置などにより、

らない。

疾病の再発再燃防止や雇用維持を図る措置）の実施

2． 給付にとって重要な意味を持つか、給付と関係

を義務づけている。実施に際しては、通例、労使

する宣言の条件に変化が生じた場合、遅滞なく

の代表、直属の上司、産業医や外部の者などの関

申告せねばならない。

係者から成るチームが結成される 。これは、労働

3． 証拠となるものを呈示し、管轄保険機関の求め

者に参加を義務づけるものではないが、社会法典

に応じて書証を提出したり、その提出に同意せ

第 1編の協力義務との関係では、実施を図る事業者

ねばならない。第 1号は、給付の返還義務を負

への協力が求められるように思われる。

う者にも適用される。

3）

（2）第 1項第 1号第 1文、第 2文の申告について書
2－ 4）原文
（2）

式が指定されている場合、これを用いなければ

Die §§ 60 ff. SGB I lauten:

ならない。

§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

2－ 6）原文（3）
§ 61 Persönliches Erscheinen

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,

Leistung erheblich sind, und auf Verlan-

soll auf Verlangen des zuständigen Leis-

gen des zuständigen Leistungsträgers der

tungsträgers zur mündlichen Erörterung des

Erteilung der erforderlichen Auskünfte

Antrags oder zur Vornahme anderer für die

durch Dritte zuzustimmen,

Entscheidung über die Leistung notwendiger

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für

Maßnahmen persönlich erscheinen.

3）三柴前掲書（2020年）73-75頁（H25年度厚生労働科学研究（『諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査研
究』
（研究代表者：三柴丈典））に掲載された水島郁子教授の分担研究報告書を基礎として、報告者が執筆したもの）。
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2－ 7）試訳
（3）

Wer wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit,

第 61条

anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen

出頭

社会保険給付を申請／受給する者は、管轄保険

Arbeitslosigkeit Sozialleistungen beantragt

機関の求めに応じ、直接、口頭での事情聴取その

oder erhält, soll auf Verlangen des zuständi-

他給付に関する決定のために必要な措置の実施の

gen Leistungsträgers an Leistungen zur Teil-

ため出頭しなければならない。

habe am Arbeitsleben teilnehmen, wenn bei
angemessener Berücksichtigung seiner beruf-

2－ 8）原文
（4）

lichen Neigung und seiner Leistungsfähigkeit

§ 62 Untersuchungen

zu erwarten ist, daß sie seine Erwerbs- oder

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,

Vermittlungsfähigkeit auf Dauer fördern oder

soll sich auf Verlangen des zuständigen Leis-

erhalten werden.

tungsträgers ärztlichen und psychologischen
Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leis-

2－ 12）試訳（6）
稼得能力の低下、傷害の影響、失業を理由とし
て社会保険給付を申請／受給する者は、その適性

tung erforderlich sind.

を適切に考慮したうえで、その稼得または意志疎
2－ 9 ）試訳
（4）

通能力の持続的な促進や維持が期待される場合、管

第 62条

轄保険機関の求めに応じ、部分的な労働参加を行

検診

社会保険給付の申請／受給を行う者は、給付決

わねばならない。

定上必要な限り、管轄保険機関の求めに応じ、医
学／心理学的な検査を受検せねばならない。

2－ 13）原文（7）
§ 65 Grenzen der Mitwirkung
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60

2－ 10）原文
（5）

bis 64 bestehen nicht, soweit

§ 63 Heilbehandlung
Wer wegen Krankheit oder Behinderung So-

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemesse-

zialleistungen beantragt oder erhält, soll sich

nen Verhältnis zu der in Anspruch genom-

auf Verlangen des zuständigen Leistungsträ-

menen Sozialleistung oder ihrer Erstattung

gers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn

steht oder

zu erwarten ist, daß sie eine Besserung seines

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem

Gesundheitszustands herbeiführen oder eine

wichtigen Grund nicht zugemutet werden

Verschlechterung verhindern wird.

kann oder
3. der Leistungsträger sich durch einen gerin-

2－ 11）試訳
（5）

geren Aufwand als der Antragsteller oder

第 63条

Leistungsberechtigte die erforderlichen

診察

疾病障害により社会保険給付の申請／受給を行

Kenntnisse selbst beschaffen kann.

う者は、その健康状態の改善又は増悪防止が期待

(2) Behandlungen und Untersuchungen,

できる限り、管轄保険機関の求めに応じ、診察を

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für

受けねばならない。

Leben oder Gesundheit nicht mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,

2－ 12）原文
（6）
§ 64 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

sind oder

ben
124

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

ドイツにおける精神障害による労災保険受給者への給付の適正化策について－ドイツ労災保険組合（DGUV）
・健康保険組合（GKV）から得られた情報－

3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, können
abgelehnt werden.
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehen-

werden.
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige
Leistungsträger ein persönliches Erscheinen oder eine Untersuchung nachträglich
als notwendig anerkennt.

de Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen

2－ 16）試訳（8）

würde, wegen einer Straftat oder einer

第 65条 a

Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden,
können verweigert werden.

費用の補償

（1）第 61条
（事情聴取のための出頭）か第 62条
（給付
決定のための医学的／心理学的検査の受検）
に基
づき、管轄保険機関の求めに応じた者は、請求

2－ 14）試訳（7）

により、適当な金額の必要経費の補償及び損失

第 65条

補償を受けることができる。第 61条に基づく場

協力の限界

（1）第 60条から第 64条に基づく被保険者の協力義
務は、以下の場合には生じない。
1．その履行が申請された社会保険給付との均衡を

合の補償は、過酷だった場合に限られる。
（2）第1項は、管轄保険機関が直接の出頭や、検査
を事後的に不要と判断した場合にも適用される。

欠く場合、
2． 然るべき理由から、その履行を果たすことが当
事者に期待できない場合、
3． 保険者が、申請者や受給権者よりも低コスト
で、自ら必要な知識を取得できる場合。
（2）診療
1．個別事情により、生命・健康の侵害を高確率で
排除できない場合、

2－ 17）原文（9）
§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung
beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht
nach und wird hierdurch die Aufklärung
des Sachverhalts erheblich erschwert,

2．かなりの程度の痛みがある場合、

kann der Leistungsträger ohne weitere

3． 身体の健康への重大な侵害をもたらす場合、

Ermittlungen die Leistung bis zur Nach-

拒否し得る。

holung der Mitwirkung ganz oder teil-

（3）保険給付の申請者、受給権者やその承継人（民

weise versagen oder entziehen, soweit die

事訴訟法第 383条第 1項第 1号～愛 3号）が犯罪

Voraussetzungen der Leistung nicht nach-

や秩序違反で起訴されるリスクに晒す情報の提

gewiesen sind. Dies gilt entsprechend,

供は拒否できる。

wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die

2－ 15）原文（8）

Aufklärung des Sachverhalts erheblich er-

§ 65a Aufwendungsersatz

schwert.

(1) Wer einem Verlangen des zuständigen

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung

Leistungsträgers nach den §§ 61 oder 62

wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeits-

nachkommt, kann auf Antrag Ersatz seiner

unfähigkeit, wegen Gefährdung oder Min-

notwendigen Auslagen und seines Ver-

derung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten

dienstausfalls in angemessenem Umfang

Schädigungsfolgen oder wegen Arbeits-

erhalten. Bei einem Verlangen des zustän-

losigkeit beantragt oder erhält, seinen Mit-

digen Leistungsträgers nach § 61 sollen

wirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65

Aufwendungen nur in Härtefällen ersetzt

nicht nach und ist unter Würdigung aller
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Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzu-

の協力義務が設定された適当な期間内に履行

nehmen, daß deshalb die Fähigkeit zur

されなかった場合に限り、行われ得る。

selbständigen Lebensführung, die Arbeits-,
Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit be-

2－ 19）原文（10）

einträchtigt oder nicht verbessert wird,

§ 67 Nachholung der Mitwirkung

kann der Leistungsträger die Leistung bis

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen

zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder

die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der

teilweise versagen oder entziehen.

Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender
Mitwirkung nur versagt oder entzogen

§ 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich
ganz oder teilweise erbringen.

werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen

Zur Einordnung, was es für Vorschriften sind,

worden ist und seiner Mitwirkungspflicht

möchte ich Ihnen ergänzend diese kurze In-

nicht innerhalb einer ihm gesetzten ange-

formation geben: Das Erste Sozialgesetzbuch

messenen Frist nachgekommen ist.

in Deutschland gilt für die gesamte Sozialversicherung; die Regelungen, die speziell zur

2－ 18）試訳
（9）

Unfallversicherung getroffen werden, sind im

第 66条

Siebten Sozialgesetzbuch enthalten.

協力義務の不履行の効果

（1）社会保険給付を申請または受給する者が、第
60条から第 62条、第 65条に基づく協力義務

Ich hoffe, Ihnen weitergeholfen zu haben, und
verbleibe mit freundlichen Grüßen

を履行せず、それによって事実関係の解明が
著しく障害された場合、給付の前提条件が裏付

2－ 20）試訳（10）

けられない限り、保険者は、それ以上の調査

第 67条

協力義務の履行の回復

を行わずして、改めて協力義務が履行される

事後的に協力義務が履行され、社会保険給付の

ようになるまで、全てまたは一部の給付を拒

前提条件が整った場合、保険者は、第 66条により

否または停止することができる。このことは、

拒否または停止されていた社会保険給付の全部ま

給付の申請者または受給権者が、その他の方

たは一部を、事後的に給付することができる。

法で、事実関係の解明を妨げた場合にも同様
に当てはまる。

なお、以上に一部を掲げたドイツの社会法典第 1

（2）介護の必要、労働能力の喪失、稼得能力の低
下、傷害の影響、失業を理由に社会保険給付
を申請または受給する者が、第 62条から第 65

編は社会保険制度全体に適用されます。
労災保険を対象とした規制は、第 7編に定められ
ています。

条に基づく協力義務を履行せず、事情を総合
的に考慮して、その不履行の故に、自立的な

3. ドイツ健康保険組合（DKV）から提供された情報

生活能力、労働、稼得、意志疎通の能力が侵

1）情報提供者

害され、改善しないと認められる場合、保険

Ramón Lang

者は、当該協力義務が改めて履行されるまで、

Referat Leistungsrecht/Rehabilitation/Selbst-

その全部または一部の支給を拒否または停止

hilfe

することができる。

社会保険給付、リハビリ、自助に関する調査研究

（3）協力義務の不履行による社会保険給付の拒否ま

126

部門

たは停止は、受給権者がそうした結果について

GKV-Spitzenverband

の書面での予告を受けたにもかかわらず、そ

ドイツ健康保険組合連合会・本部
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2）提供された情報

nur für 2 Wochen in Ausnahmefällen für 4

2－ 1）原文
（1）

Wochen in die Zukunft ausgestellt werden.

Sehr geehrter Herr Mishiba,

Dadurch entstehen Abschnitte bei der Attes-

Versicherte haben nach deutschem Recht (§

tierung der Arbeitsunfähigkeit. Die Kranken-

44 SGB V) Anspruch auf Krankengeld, wenn

kassen zahlen daher nicht monatlich oder in

die Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder

einem festen Intervall, sondern immer nur für

sie auf Kosten der Krankenkasse stationär in

den nachgewiesenen Zeitraum. Wird nach

einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Re-

dem Ende einer bisher attestierten Arbeitsun-

habilitationseinrichtung (§ 23 Abs. 4, §§

fähigkeit z.B. erst 5 Tage verspätet die weite-

24, 40 Abs. 2 und § 41) behandelt werden.

re AU festgestellt, dann ruht der Anspruch auf

Hierbei wird das Krankengeld für maximal

Krankengeld für diese Zeit und wird nicht an

78 Wochen innerhalb von 3 Jahren gewährt.

den Versicherten ausgezahlt.

Dies gilt demnach auch für psychische Erkrankungen.

2－ 4）試訳（2）

Besteht demnach nach ärztlichen Attest eine

労働不能を示す医師の証明は、通常は向こう 2週

Arbeitsunfähigkeit - welche jeweils abschnitts-

間、例外的な場合にも 4週間に限り、発行され得ま

weise nachzuweisen ist - dann wird Kranken-

す。こうして、労働不能の証明が分割されること

geld bis zur Ausschöpfung der Maximaldauer

になっています。

von 78 Wochen gewährt.

そこで、健康保険組合は、月ごとなどの一定の

Fragen im Zusammenhang mit Erwerbsmin-

長期間ごとではなく、通常、その証明書に示され

derungsrenten können wir leider nicht beant-

た期間のみ保険給付を行います。証明された労働

worten und bitten Sie dies entsprechend an

不能期間の終了から、例えば 5日遅れて、労働不能

die Deutsche Rentenversicherung Bund zur

の継続が認められた場合、その期間、健康保険手

Beantwortung zu übermitteln.

当の支払いが停止され、被保険者への給付は行わ
れません。

2－ 2）試訳
（1）
ドイツ法（社会法典第 5編第 44条）では、被保険

4. 補 足

者は、疾病により労働不能となった場合、または、

労災保険の被保険者が協力義務を果たすための

病院、介護施設、リハビリ施設に入院することと

リハビリ参加に関するガイドラインについては、

なった場合
（第23条第4項、第24条、第40条第2項、

情報提供者が言及しなかったため、おそらく存在

第 41条）
、疾病手当を受給する権利を得ます。

せず、参加の可否、要否は、保険者である労災保

この際、3年間に 78週（約 1年半）以内で、疾病手
当が支給されます。この制度は、精神疾患にも適
用されます。
ただし、最大 78週にわたる疾病手当の支給には、

険組合の個別的な判断に委ねられているのではな
いかと思われる。
その際、先ずは労災保険給付の申請者が主治医
の診断を示すものの、労働能力の判断が困難なケー

区々の期間ごとの、労働不能に関する医師の証明

スでは、労災保険組合が自ら複数の医師に鑑定を

が求められます。

委嘱しているようだ 4）。

（以下略）

また、健康保険法上の疾病手当の支給期間と同
様に、労災保険の休業補償の支給期間も、78週（約

2－ 3）原文
（2）

1年半）に制限されているが、疾病手当とは異なり、

Arbeitsunfähigkeit darf durch den Arzt immer

3年内との枠はない。すなわち、社会法典の中の労

4）例えば、https://www.erca.go.jp/asbestos//chousa/pdf/h20/180-194.pdf（最終閲覧日：2021年 2月 22日）。
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災保険制度に関する規定集（第 7編）において、休業

う 2週間分しか発行できず、保険給付もその期

補償は、所定賃金の 8割支給されるものの、支給期

間のみ行われる。こうして、マメに給付の必要

間は 78週までに制限されている。別途、災害から

性が判断される。

26週を超えて、稼得能力が 2割以上低下した場合、

エ これらの原則は、労災保険のみならず、全ての

障害年金を得られる旨の定めがあるので、そちら

社会保険給付に適用される。よって、疾病の業

に移行することになる。それでも、所定賃金の 2／

務上外を問わない。
オ 労災保険の休業補償は、78週までしか支給され

3は補償される。
労災保険の被保険者の協力義務は、障害年金を
得ている者にも、適用の可能性はあるだろうが、
制度の性質上、休業補償等に比べると、適用され
にくいのではなかろうか。

ず、期間中に改善しなければ、改めて審査を受
け、障害補償が適用される。
このようにして、少なくとも、全ての社会保険
給付、特に労災保険法上の休業補償について、受
給期間の不当な長期化に歯止めがかけられている。
しかし、社会保険は被保険者の権利という彼国の

5. まとめ
以上に示した情報を整理すれば、以下の通り。
ア 労災保険等の社会保険受給者にも快復（社会参

法原則に基づき、保険給付の制限には、相応の裏
付けが求められる。

加能力の獲得・回復）のための協力義務が課さ
れ、それを履行しなければ、合理的な理由がな

（本稿は、労災疾病臨床研究事業費補助金「仕事

い限り、保険給付が拒否／停止され得る。

を原因とした精神疾患の発症により労災認定を受

イ 協力義務には、①正確な事実の申告、②医学／

けた長期療養者に対する治療と並行して行う効果

心理学的検査の受検、③受診と治療、④部分的

的な社会復帰支援に関する研究（研究代表：桂川修

な労働参加等が含まれる。保険者の判断によ

一）」398-410頁（2021年）に掲載された拙稿を転

り、リハビリへの参加も求められる。

用したものである）

ウ 医師による要休業の診断書は、原則として向こ

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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指定討論
～精神障害による労災保険受給者の復職支援と
療養の在り方～
Designated debates on return to work supports and medical treatments for recipients of
Industrial accident compensation insurance, who are suffering from mental disorder by the work
or commuting related accidents, and lose wages.
山本クリニック／ EAP 産業ストレス研究所
Yamamoto Clinic, EAP Institute of Job Stress Research

山本 和儀

Kazuyoshi Yamamoto, M.D., Ph.D.

[要 約]

精神障害の労災保険制度において、障害認定されることなく療養（補償）給付・休
業（補償）給付を受給し続け、復職できていない長期療養者が増加している問題があ
る。その原因として、障害認定と判定される状態である不全治ゆや不全寛解状態を
「治ゆ（症状固定）」と呼ばせていること、治ゆ認定されないと休業補償給付が続く
こと、休業（補償）給付と障害（補償）給付の格差が大きいことが、主要な 3つの要因
として考えられることを論じた。療養期間に応じた休業（補償）給付の段階的減額や
手厚い障害（補償）給付、障害認定後の療養（補償）給付の継続などを総合的に検討す
ることが必要であると指摘した。
[ キーワード ] 長期療養者 , 不全治ゆ , 療養
（補償）
給付 , 休業
（補償）
給付 , 障害
（補償）
給付
[Abstract]

The increasing number of long-term recipients of medical (compensation)
benefits and temporary leave (compensation) benefits of industrial accident
compensation insurance, who are suffering from mental disorder by the work
or commuting related accidents, and not able to return to work, nor qualified
disabilities is recognized as a problem. Three major issues are discussed as
the causative factors: firstly, naming incomplete cure or incomplete remission
as cured (stabilized symptoms), secondly, temporary leave compensation
benefits are paid until the injury or disease is cured (stabilized symptoms),
lastly, the big disparity between temporary leave(compensation) benefits and
disability (compensation) benefits. The author pointed out that comprehensive
consideration is necessary on the reduction of segment order of temporary
leave compensation benefits according to the recuperating period, generous
disability(compensation) benefits and continuation of medical compensation
benefits after qualification of disabilities.
[Keywords] long-term recuperator, incomplete cure, medical (compensation) benefits,
temporary leave (compensation) benefits,
disability(compensation) benefits
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それぞれ 13倍、43倍に達している中で、労災保険

はじめに
筆者は労災認定の仕組みについて理解した上で、
地方労災医員として永らく沖縄労働局地方労災医

を受給する者に対する適切な療養、職場・社会復帰
等に多くの課題がある。

員協議会精神障害専門部会での労災認定の合議に

すなわち、単に請求件数、認定件数が増えるだ

参加し、意見を述べる機会があり、また、労災保

けでなく、回復しない者や症状の改善が乏しいも

険制度を理解した上で、労災指定医療機関で療養

のの症状固定、あるいは治ゆ固定として障害認定

を担当する精神科臨床医として労災認定された事

される者が少なく、療養（補償）給付を長期間継続

案の診療・復職・社会復帰の支援に当たってきた。

して受給している者が増加しており、労災保険受

また労災疾病臨床研究事業にも一部参画した経験

給者の療養、社会復帰が課題となっているのであ

もある。本論においては、それらの経験等を基に、

る。

児屋野、黒木、三柴からの発表を受けて論点を整
理し、筆者の私見を述べた。

具体的には、以下のような問題点が指摘されて
いる。黒木宣夫２） は日本産業精神保健学会と日本
精神神経学会合同調査において、重度の統合失調

1. 労災保険制度の複雑さ及び用語の煩雑さ
労災保険制度は労働基準法による使用者の災害

症を除いた精神疾患では、2年以内に病状が安定し、
3年以内に職場復帰可能との回答を 8割以上の精神

補償責任の実効性を担保し、災害補償の迅速かつ

科医から得た。しかし、労災保険制度においては、

公正な実施を図るための責任保険として、業務ま

療養・休業補償給付が長期にわたって続いているこ

たは通勤が原因で負傷したり、病気になって療養

と、労災認定から 4年経過して治ゆしている事例は

を必要とする時、療養（補償）給付、休業（補償）給

53.2％､ 治ゆしていない事例のうち､ 治ゆの見通

付、障害（補償）給付（年金あるいは一時金）、遺族

しがある事例は 7.3％にすぎないことを明らかにし

（補償）給付（年金あるいは一時金）、葬祭料、介護

た。また、療養開始から5年以上治ゆできない場合、

（補償）給付等がなされている。また社会復帰促進

治癒の見通しは 10％程度になり、3年までに復職で

事業やアフターケア制度等もある。
しかし、労災保険制度が始まった 1947年以来、

きた場合 73.2％、4年までの 53.2％と比べて、大幅
に低下すると言えるとの指摘している。療養開始

手厚い保険給付を続け、様々な給付が拡大、付加

から 5年以上経過した後の、復職は困難であること

される中で、給付の種類が増え、「療養（補償）給付

から、それまでの期間内に復職を進める努力が必

たる療養給付」等、用語が煩雑で分かりにくく、

要であると考えられる。

給付の内容や請求方法も複雑になっていると考え
られる。

なお、黒木宣夫 3）による 2019年度、各都道府県
労働局の労災補償課長調査では、早期復職事例と
長期療養事例との一番の差異は、本人の復職意欲

2. 労災請求件数と認定者数および長期療養者数の
増加とその背景にある課題の検討

が 67.2％、次に症状の重症度が 31％と回答し、職
場復帰の対策を進めるための対策として「一定期

精神障害の労災請求は 1999年にようやく判断

間の療養期間の目安を示す」が最も多く、60.3％を

指針が示され、2011年 12月には認定基準が公表さ

占め、次に現場の受け入れ・支援体制が 32.8%、リ

れたが、以来、請求件数は漸次増加し毎年、過去

ワークプログラム 15.5％、アフターケア制度の周

最高を更新し、2019年度は 2060 件に達し、2020

知 13.8％と続いていた。

年度は 9件の減少を見たものの 2051件であった。

しかし、労災保険受給者の場合、労災保険請求

実際に労災認定された件数は、2020年度は前年比

の段階で、事業者との見解の相違、対立、訴訟等

99件 増 の 608件 で あ っ た。2020年 度 の 認 定 率 は

により、既に離職している場合も多く、原職への

（31.9％）であり、過年度も大きく異なるものでは

職場復帰が期待できない者が多いと思われる。ま

ないが、労災保険制度が周知されるに従い、1999

た行政機関からから療養者や療養担当者である医

年度から請求件数及び認定件数ともに漸次増加し、

師に対して治ゆ（症状）固定の考え方や目安、アフ
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ターケア制度、障害（補償）年金・一時金給付等につ

療養（補償）給付は継続するのが、療養担当医に受

いて十分に周知されているとは言えないので、さ

入れやすいと考えられる。

らなる周知が必要と考える。

というのは、「治ゆ（症状固定）」と認定がなされ
ないまま療養が継続されている現状の背景にある

１）治ゆ認定と症状固定認定を巡る用語の問題

問題として、「治ゆ（症状固定）」されると、後遺障

労災保険制度における療養は、傷病が治ゆする

害の認定がなされ、療養（補償）給付からアフター

まで継続し、療養（補償）給付及び休業（補償）給付

ケアの対象となるが、以下のような取り扱いであ

がなされるが、労災保険における「治ゆ」の概念が、

るため、療養担当医にとって、躊躇する要因となっ

精神医学上の「治ゆ」の概念と異なるため、療養

ているからである。すなわちアフターケア制度で

を担当している医師の間に見解の相違、混乱が生

は「治ゆ（症状固定）後においても後遺症状が変化

じていると考えられ、用語の整理が必要であると

したり、後遺障害に付随する疾病を発症させる怖

考える。すなわち、労災保険における治ゆとは、

れがあるので予防その他保健上の措置としての診

傷病に対して行われる医学上一般に認められた医

察、保健のための薬剤支給等を実施」され、また

療を行っても、その医療効果が期待し得ない状態

「一旦、症状固定と認められた後に再び発症し、症

をいうものであり、症状が残存して、一時的に回

状の悪化が、当初の業務または通勤と相当因果関

復が見られても、医療効果が期待できない場合は、

係が認められ、明らかに症状が悪化しているもの

「治ゆ」と判断することになっている。しかし、精

の、療養を行えば、その症状が改善できると医学

神医学においては、そのような状態は、治ゆとは

的に認められる場合は、再び療養（補償）等給付を

見なさず、不全治ゆあるいは不全寛解と見なして

受けることができる。」との複雑な取り扱いから、

おり、治ゆと判断することに抵抗感がある。心身

療養担当医が、
「治ゆ（症状固定）」と判断し、療養（補

の症状が全く消失し、発病前の社会的機能まで回

償）給付からアフターケア制度の利用に移行するこ

復した場合に、治ゆと呼んでおり、適応障害など

とを躊躇させていると考えられる。

一部の精神疾患においては、そのような回復が期
待できる。しかし、うつ病・双極性障害などの気分
障害、統合失調症やその他の精神疾患においては、
症状や病相の再燃・再発を繰り返しやすいため、精

３）休業（補償）給付と障害（補償）給付の格差を巡る
問題
最も重要なこととして、以下のような障害認定

神医学上の、治ゆの状態には至らない。従って、

後の障害（補償）給付のあり方が、療養担当医が「治

労災保険にいう、いわゆる「症状固定」認定＝「治

ゆ（症状固定）」と判断して障害認定に移行するこ

ゆ」認定という用語を押し通さず、療養担当医の

とを躊躇させていると考えられる。労災保険制度

用いている用語に歩み寄るのが良いと考える。

においては、傷病が治り、一定の障害が残った時、
障害の程度に応じ、すなわち「障害等等級認定基

２）症状固定認定後の休業（補償）給付の停止と療養
給付の継続
治ゆ (症状固定 )」しないかぎり、障害認定しな

準」に定められた障害の程度に応じて、障害（補
償）給付がなされ、1級から 14級のそれぞれの等級
に従って、1級から 7級までは年金、そして 8級から

いという労災保険制度における基本原則の下、療

14級までは、一時金の給付がなされ、療養（補償）

養・休業（補償）給付が継続する。これを止めて、一

給付、および休業（補償）給付は停止される。その

定期間の治療的努力を続けても、症状や社会機能

際、非器質性精神障害については、第 9級、12級、

の十分な回復がなされず、今後も期待しえなくなっ

14級が認定されることになっており、給付基礎日

た場合、
「治ゆ」ではなく、
「症状固定」とみなして

額のそれぞれ 391日分、156日分、56日分となって

障害認定し、休業（補償）給付を停止することを検

おり、休業（補償）給付との格差が大きいと思われ

討するのが良いと考える。しかし、その場合でも、

る。

症状の再燃・悪化防止のための医学的効果を認め、
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3. 外国における労災保険制度および国内の他の保

またドイツにおいては労災保険の休業補償が 78
週しか支給されず、改善しなければ改めて審査を

険制度との比較から学ぶこと
労災保険制度の運用面の改善では問題の抜本的

受け、障害補償が適用されることは、労災保険制

解決にはならず、三柴丈典 が比較法学の立場から

度以外の社会保険で傷病手当金が 1年 6カ月をもっ

紹介したドイツにおける精神障害による労災保険

て終了することや、初診から概ね 1年 6カ月の期間

受給者への給付の適正化策等、外国の補償・給付制

で症状（障害）固定とみなされ、国民年金や厚生年

度と日本の制度を比較検討することや、国内の他

金制度において障害年金が給付されることに、極

の保険制度と比較検討し、労災保険制度の抜本的

めて近い。今後、労災保険制度において、一定の

解決を目指す段階にきていると考えられる。

期間の目安を示す時、示唆に富んでいると期間と

4）

ドイツの社会制度では、三柴の指摘のように、

考えられるが、我が国の労災保険制度においては

科学的研究の根拠を重視し精神障害による労災補

療養（補償）給付・休業（補償）給付と、障害（補償）給

償やメンタルヘルス対策へ慎重な姿勢を示してお

付の格差が極めて大きく、療養期間に応じた休業

り、被保険者である労働者の権利としての保険給

（補償）給付の段階的減額や手厚い障害（補償）給付、

付の制限には相応の裏付けが求められるので、要

障害認定後の療養（補償）給付の継続などの総合的

休業診断書は 2週間限りでしか発行できず、頻繁に

な検討が必要と考えられる。

保険給付の必要性が吟味され、社会保険受給者の
社会参加の能力の獲得・回復ための協力義務が果た

さいごに

され、保険者の判断により、リハビリへの参加も

この他にも、多くの検討すべき課題があると思

求められるという厳しい対応が求められているた

われるが、私の指定発言で提起された論点を検討

め、我が国に直ちに適用できるものではない。し

することが、これからの労災疾病臨床研究事業に

かし、支払い側がリハビリプログラムの開発を積

おいて焦点を当てるべき研究課題を明らかにし、

極的に支援して提供し、勧奨していくことが、我

政策提言する上で有用であること、そして、我が

が国でも求められていると思う。その際、労災保

国における適切な労災保険制度、補償給付のあり

険制度の社会復帰促進事業の一環として、独立行

方、被災労働者への適切な給付と社会復帰のため

政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営

に役立つことを期待している。

する地域障害者職業センターの活用が期待される。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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司法判断にみる海外勤務者の労災に関する問題
Issues related to worker's injury of overseas workers observed in judicial rulings
ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士
Blakemore & Mitsui Law Firm, Partner

末 啓一郎

Keiichiro Sue

[要 約]

海外勤務における健康リスクと発症との相当因果関係について検討するため、労
災認定に関する行政決定についての司法判断を検討する。具体的には、脳・心臓血
管系の疾病とメンタル疾患及びその他の疾病のそれぞれについて、海外勤務特有の
身体的・精神的ストレスを中心とする健康リスクと発症との相当因果関係の有無が
問題とされた個別事例を検討する。それらを通じ、海外勤務における健康管理の留
意点を探る。最後に労災特別加入制度について、海外出張と海外駐在との行政上の
取扱いの違いについての司法判断を検討する。
[ キーワード ] 海外勤務における健康リスク , 海外業務と発症との相当因果関係 ,
心理的負荷による精神障害の認定基準 ,
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 ,
安全配慮義務 , 労災保険の特別加入制度
[Abstract]

In order to examine the substantial causal relationship between health risks and
the illness in overseas work, I will examine judicial decisions on administrative
decisions regarding the occupational injury. Specifically, I will examine individual
judicial cases regarding cerebro-cardiovascular disease, mental illness, and other
diseases in which the existence of a reasonable causal relationship between the
illness and health risks, mainly physical and mental stress unique to overseas
work, was an issue. Through these cases, I try to find out relevant points to keep
in mind regarding health management in overseas work. Finally, I will examine
judicial decisions on the administrative decision regarding the application of
workers' compensation to overseas business trips and overseas assignments.
[Keywords] Health Risks in Overseas Work, Legally sufficient causal relationship
between overseas work and onset of illness,
Criteria for recognition of mental disorders due to psychological burden,
Criteria for recognition of cerebrovascular disease and ischemic heart
disease due to work that significantly aggravates vascular lesions, etc.
Obligation to health and safety of workers,
Special enrollment system for workers' compensation insurance

1. 総 論
て労災保険給付の対象となるか否かであって、そ

（１）検討対象
海外出張者及び海外勤務者の傷病が労働災害と

こでは海外勤務と発症との間に相当因果関係が認

なるか否かに関する法的な問題には、行政上の側

められるか否かが問題（最判昭 51年 11月 12日・集

面と私法上の側面がある。

民 119号 189頁参照）となる。そして、当該発症に

行政上の側面とは当該傷病が業務上のものとし
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関し、業務遂行性及び業務起因性が認められる場

司法判断にみる海外勤務者の労災に関する問題

合には、相当因果関係が肯定され、行政上の労災

●

脳心臓の血管系の障害

認定がなされる。これに対し、私法上の側面とは、

●

それ以外の疾病

当該傷病が労務に起因するものと考えられる場合

に大別することができる。

に、更に使用者側の安全配慮義務違反があるか否
か、もしくは不法行為を構成するか否かが問題と

（３）行政上の判断基準について

されるものである。そして、安全配慮義務違反ま

メンタル疾患が業務上か否かの判断基準及び脳・

たは不法行為の成否については、海外勤務者の傷

心臓疾患が業務上か否かの判断基準については、

病という結果発生に対して、使用者側の故意・過失

以下のような判断基準が行政上提示されている。

ある行為の有無及びそれらと結果発生との間の相

海外勤務における健康上のリスクについても、そ

当因果関係の有無が問題となる。

の検討の前提としてこれらの基準が適用され、ま

今回は、海外勤務の健康上のリスクに関する司

た裁判上も尊重されている。

法判断を検討することを主眼としているので、海
外勤務と発症との間に相当因果関係があるか否か

（ａ）メンタル疾患が業務上か否かの判断基準

が問題とされる行政上の審査についての司法判断

メンタル疾患が業務上か否かの判断基準につい

を中心に検討するものとし、これに関する使用者

ては、心理的負荷による精神障害の認定基準（基発

の過失等の責任問題についてまで踏み込むことは

1226第１号平成 23年 12月 26日）があり、令和２

しない。

年の認定基準の改正では別表１「業務による心理
的負荷評価表」（基発 0529第１号令和２年５月 29

（２）裁判例に見る健康上のリスクについて

日）の改定がされている。

相当因果関係の立証は、
「自然科学的証明ではな
く、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係

またこの判断基準及び裁判上の判断においては、
「ストレス－脆弱性」理論が採用されており、例え

を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、

ば、八王子労基署長（パシフィックコンサルタンツ）

通常人が疑いを差し挾まない程度に真実性の確信

事件

を持ちうるものであることで足りる」
（最判昭 50年

は、「・・・亡Ａの生来の傾向としての脆弱性を示す

10月 24日民集 29巻９号 1417頁参照）とされてお

ものとは認められない。以上に照らせば、亡Ａに

り、医学的見地からの厳密な証明が必要とされるも

生じた前記の出来事は、通常の勤務に就くことが

のでは無い。しかしながら、海外勤務における健

期待されている平均的な労働者にとっても、社会

康問題として配慮すべき内容を知る上では、過去

通念上、精神疾患を発症・増悪させる程度の危険を

の裁判例において、どのような健康上のリスクが

有するものであり、亡Ａのうつ病の発症・増悪及び

問題とされたのかを検討することは有意義である。

自殺に至る一連の過程は、これらの業務に内在す

海外勤務の健康面への主要なリスクとしては、

東京地裁平成 19年５月 24日判決において

る危険が現実化したものというべきである」とさ

風土病、医療体制・衛生環境の問題なども考えられ

れるなど、当該業務のストレスと当該労働者の脆

るが、裁判例において主として問題とされている

弱性の検討を行い、業務起因性が判断されている。

海外業務の健康面への特徴的なリスクとしては、
●

生活環境（気候・生活習慣・治安等）の違いによる

（ｂ）脳・心臓疾患が業務上か否かの判断基準
脳・心臓疾患が業務上か否かの判断基準について

健康リスクおよび精神的ストレス
●

●

渡航（長時間の移動・時差等）による身体的・精神

は、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳

的ストレス

血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について

異国での孤立感による精神的ストレス
などがある。そして、それらを原因とする発症

例としては、
●

うつ病等のメンタルの問題

（基発 0914第１号令和３年９月 14日）があり、そ
れ以前の基準を見直して、
●

発症前１か月におおむね 100時間または発症前
２か月間ないし６か月間にわたって、１か月あ
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たり 80時間を超える時間外労働が認められる場

との関連性が強いと判断できる場合の具体例の

合に至らなかった場合も、これに近い時間外労

追加

働を行った場合には、
「労働時間以外の負荷要因」

●

●

●

不整脈が一義的な原因となった心不全症状等を

の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が

新たな対象疾病として「重篤な心不全」を追加

強いと評価できることを明確にするとともに、

した。「重篤な心不全」には、不整脈によるもの

休日のない連続勤務・勤務間インターバルが短い

も含むとする。

勤務・その他事業場外における移動を伴う業務

などの基準が提示されている。

短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症

以上を前提に、個別の事案を検討する。

2. 個別事案の紹介 ・ 検討
（１）メンタル疾患の事例

地裁平成８年４月 26日判決がある。この事案は、

（ａ）海外勤務でのストレスが問題とされた例

語学が得意であり海外旅行の経験はあるが、長期
の海外滞在の経験がない大卒１年目の新入社員に

① 強度のストレスがあるとされた事例
海外生活での強いストレスが問題とされた事案

対して、ボンベイの南約 130キロメートルに所在

としては、前掲の八王子労基署長（パシフィックコ

するタールサイトへ通訳として長期の出張を命じ

ンサルタンツ）事件

東京地裁平成 19年５月 24日

た事案である。その新入社員は、日本からの出張

判決がある。この事件は、昭和 45年以降、イラク

者の宿泊場所の手配の問題、それについての交渉

共和国、アラブ首長国連邦、パキスタン・イスラム

のトラブルなどにより、精神的に追い詰められて

共和国、インドネシア共和国、タイ王国、フィリ

様子がおかしくなり、ボンベイのホテルに移動さ

ピン共和国等に派遣され、主として港湾建設の土

せて様子を見ていたところ、そのホテルの部屋か

木技術者として設計、監理業務を中心に業務を遂

ら飛び降り自殺してしまったというものであった。

行していた 56歳の男性が、カリブ海の島国である

この事例について、労基署長は、現地は僻地と

セントヴィンセント及びグレナディーンズ諸島国

までは言い難く、業務の現実的な負荷はそれほど

に出張中、うつ病を発症し、平成 11年 10月１日に

高かったとは言えないので、結果として自殺を決

同地で自殺した事案である。

行するに至ったのは、その性格に起因するもので

労基署は、このような海外勤務経験が豊富なも

あるとして業務起因性を否定した。しかし裁判所

のにとっては、過大な心理的負荷がかかっていた

は、タールサイトは、入社一年未満の新入社員の

とは認められないとしたが、裁判所は、初めての

初めての海外派遣の派遣先として、いささか過酷

カリブ地域の最貧国における勤務であり、また手

なものであったということができるとし、宿舎問

違いもあって在留資格が取得できず、逮捕のリス

題について適切な解決法を見いだすことができず、

クや国外退去のリスクがある中で激務に追われて

そのことが、不安、緊張に満ちた強度の精神的負

いる中で発症したものであり、労働の負荷の強さ

担になっていたとするとともに、精神障害の有力

と相まって、当該発症は業務と相当因果関係があ

な発病原因となるような業務以外の精神的負担が

るものとしている。

存在したとは認められず、かつ、精神障害の既往
症その他当該疾病の有力な発病原因となるような
個体的要因が存在したとも認められないから、本

② 労働者本人の経験・耐性の考慮の必要
このように現地でのストレスを考える上で、労
働者本人の経験・耐性の考慮の必要性を併せて考え

件精神障害の発症については、業務起因性を肯定
することができるとした。

るべきであるとされるが、経験・耐性が乏しかった
ことが考慮された事案として、若干古い事件であ
るが、本人の経験・耐性が乏しかったことが問題と
された、加古川労基署長（神戸製鋼所）事件
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神戸

③ ストレスの強さと脆弱性
このように、司法判断においても、業務上のス
トレスが原因であると言えるかを検討する上で、

司法判断にみる海外勤務者の労災に関する問題

ストレス脆弱性理論を基本としながら、海外勤務

であるとした。

の困難さやその応援の少なさなどが問題となる事
案において、そのストレスの強さと本人の耐性の
双方を考慮し、業務起因性を肯定できるかを慎重
に判断されている。
以上の二つの事案は、主として海外勤務自体の

② 海外生活でのストレスとの関係
上記（ａ）の２つの事案では、海外勤務のストレ
スがメンタル発症の原因とされ、（ａ）①の事案で
は、業務自体の過重性も考慮されている。さらに、

困難さが業務上のリスクとして認識されているも

過重な業務に加えて海外出張命令の負担が問題と

のであるが、以下のように、これに加えて業務自

された、この（ｂ）①のような事案を合わせて考え

体の過重性が問題とされる事案も多い。その場合

れば、メンタル上の問題発生のリスクとして、業

には海外勤務の困難さだけでなく、出張時の移動

務そのものの過重性と海外勤務に関連するストレ

の困難さなどもストレスとなるということに留意

スとを、総合的に勘案する必要があることが理解

するべきである。

できる。

（ｂ）海外勤務によるストレスと業務自体の過重性
① 過重業務に加え、海外出張を命じられた事が発
症原因とされた例

（２）脳・心臓疾患に関する事例
（ａ）多数回の海外出張のストレスが問題とされた
事例

名古屋地裁平成 13年６月 18日判決及び名古屋

海外現地法人の技能認定業務等に従事し、多数

高裁平成 15年７月８日判決は、過重な業務に加

回の海外出張を行っていた 41歳の社員が、出張先

え、海外出張を命じられた心理的負担が契機となっ

である東京都内のホテルにおいて、くも膜下出血

て発症したうつ病が労災と認められた事案である。

を発症し死亡した事例において、労基署長は、直

これは自動車メーカーでシャーシ関係の設計業務

前までに従事した業務は、いずれも日常業務の範

に従事していた 35歳の設計課第一係長が、恒常的

囲内であって、日常業務に比較して過重性は認め

な時間外労働や残業規制による過密労働で相当程

られないものとして、業務起因性を否定し、地方

度の心身的負担を受けていたところ、二つの車種

裁判所でも、多数回の海外出張をしているものの、

において設計の期限が重なった上に職場委員長に

長時間の時間外労働は認められず、その労働の密

選任されるなどの事情もあり、期限遵守について

度も高くはなく、その勤務体系、業務内容、労働

大いなるストレスを感じていたところ、６ヶ月後

環境及び生活環境等にも照らせば、海外出張によ

の南アフリカへの出張を命じられてさらに不安と

る疲労の回復が妨げられ、疲労が蓄積するような

なり、そのような心身的な負荷によりうつ病を発

状態であったとは認められず、被災者の従事して

症したと認められ、それによる自殺が労働災害と

いた長期間の業務が、被災者の基礎的病態を自然

された事案である。この事案で、労基署長は、「業

経過を超えて著しく増悪させ、くも膜下出血を発

務による心理的負荷が客観的に精神障害を発症さ

症させ得るほどの過重な業務であったとは認めら

せるおそれがある程度に強いとは判断できない。

れないとした。（セイコーエプソン事件長野地裁平

また、業務以外の出来事もそれのみで精神障害を

成 19年３月 30日）

直接発症させるほど強度のものとは考えにくい。

しかし、高等裁判所は、海外出張業務は、航空

このような場合、精神医学的経験上、亡Ａの心理

機等による長時間の移動や待ち時間を余儀なくさ

面での脆弱性が本件うつ病エピソードの主な役割

れ、宿泊先のホテル等での生活は、日本食が食べ

を果たしたというべきである。」と判断していたが、

られるといっても、環境、食事、睡眠などの面で

裁判所は、過重な業務に加え、開発プロジェクト

不規則となり、夜間や休日における過ごし方も単

の作業日程調整及び本件出張命令が本件うつ病を

調で、自宅で過ごすのとは質的に違い、精神的、

急激に悪化させ、Ａは、本件うつ病による希死念

肉体的に疲労を蓄積させるものであることは明ら

慮の下に発作的に自殺したものと認めるのが相当

かであるとして、多数回の海外出張及び帰国後ほ
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とんど日を置かず、国内での作業に従事し、その

による高度の肉体的、精神的負担及びこれによる

業務に従事中、解離性動脈瘤の前駆症状の増悪が

疲労に、韓国出張による精神的負担及び脳出血発

あったにもかかわらず、業務を継続せざるを得な

症の日の寒冷ストレスがさらに加わり、これらが

い状況にあったものであり、それらのことが上記

高血圧症の基礎疾患を有する本人にとって脳出血

基礎的疾患を有する被災者に過重な精神的、身体

を発症させる危険性のある過重負荷となり、この

的な負荷を与え、上記基礎的疾患をその自然の経

過重負荷が高血圧症を自然経過を超えて増悪させ、

過を超えて増悪させ、その結果、解離性脳動脈瘤

基礎疾患である脳血管病変を著しく増悪させて脳

の破裂によるくも膜下出血が発症するに至ったと

出血を発症させたものと認めるのが相当であると

みるのが相当であるとして、業務起因性を肯定し

された事例（名古屋地裁平成６年８月26日判決及び

た。
（セイコーエプソン事件東京高裁平成 20年５月

名古屋高裁平成８年 11月 26日判決）がある。
このように、海外現地の気候についてもストレ

22日）
このように、身体に対するストレスについては、

ス要因として考慮がされるべきものとされる。

海外勤務そのものではなく、出張等における移動・
滞在のストレスも考慮されなければならない。こ
のことは、影響の仕方などにおいて違いはあると
しても、メンタル疾患についても考慮すべき事項

（３）海外勤務のストレス／健康リスクを具体的に
検討
以上、労働基準監督署や下級審との間で判断の
違いがあるにせよ、最終的に労災が認められた事

であると考えられる。

例を見てきたが、労災が否定された事例及び限界
（ｂ）業務の過重性に加え出張・移動がストレス要因

事例について若干紹介・検討をしておきたい。

とされた事例
これについては、昭和 40年に入社し、昭和 49年

（ａ）ストレス要因が認められなかった例

から米国に出向して約 14年間米国で勤務し、平成

言うまでもないことであるが、海外勤務・海外出

元年に日本に出張帰国した際に極度の睡眠不足と

張中の発症であっても、上述したようなストレス

時差ぼけの上に日本国内においても業務関係者と

が認められない場合については、業務起因性は否

の面談や会食などが深夜まで繰り返され、さらに

定される。

米国の部門の成績が上がらなければ、当該部門が

これに関しては、上海でコンテナの検査・検収の

閉鎖される恐れもあるという状況の中で、出張中

為に、59歳男性が現地出張中に脳梗塞を発症した

にくも膜下出血で死亡した 48歳男性について、労

事案について、検収作業の時間、騒音、気温、有

災であるとされた事例（東京地裁平成 13年５月 30

機溶剤の使用の程度、業務の困難性などを考慮し、

日判決）
がある。

大きなストレスを認める事情がないものとして、

この事案からも、海外・国内での業務の過重性に

業務起因性が否定された例（東京地裁平成20年１月

加え、出張・移動のストレスなどを総合的に勘案し

29日判決）があり、また、同じく中国出張を繰り返

て、業務の起因性を考えねばならないことが理解

していた 46歳中国人男性が上海での出張中に原発

できる。

性肝癌を発症して死亡した事案についても、中国
人でもあり中国に出張すること自体が大きなスト

（ｃ）海外現地の気候がストレス要因とされた例
また海外での厳しい気候などによるストレスも

レスとなるとは考え難いとして業務起因性が否定
されている（東京地裁平成 24年 12月 20日判決）。

考慮されるべきであり、古い事案ではあるが、63歳

後者の事例については、精神的ストレスが原因

の取締役開発部長が、２月に韓国に出張を命じら

となりやすいメンタル疾患や脳・心臓疾患ではな

れたが、現地ではそれまで最高気温が 10度近かっ

かったことも、業務起因性を否定する上で大きく

た３日間の気候と異なり、急に冷え込んで気温が

作用したものと考えられるが、前者の事例のよう

氷点下となったとされ、韓国出張直前までの業務

に、精神的ストレスが原因となりやすい脳・心臓疾
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患の場合であっても、ストレス要因そのものが見

張に同行したものであること、それまでに年に 15

られない場合については、海外勤務・海外出張中の

回程度の出張はあったが、いずれも出張先は一箇

発症であっても、業務起因性が否定される。

所であり、このように長期間アジア各地を訪れる
出張の経験は無かったことなどを踏まえて「本件
各出張は、客観的にみて、特に過重な業務であっ

（ｂ）ストレスの有無の判断が難しい例
限界事例として、外資系貿易会社に勤務し、年

たということができるところ、本件疾病について、

に 15回程度アジア方面に出張していた 37歳の従

他に確たる発症因子があったことはうかがわれな

業員が、本社取締役に随伴して韓国ソウル、台湾、

い。そうすると、本件疾病は、上告人の有してい

シンガポール、マレーシア、タイ、香港と業務上

た基礎疾患等が本件各出張という特に過重な業務

の出張を継続する間に、香港に向かう機内で十二

の遂行によりその自然の経過を超えて急激に悪化

指腸潰瘍が悪化し、香港で入院した事案がある。

したことによって発症したものとみるのが相当で

これについて地方裁判所（神戸地裁平成11年７月

あり、上告人の業務の遂行と本件疾病の発症との

29日判決）及び高等裁判所（大阪高裁平成 12年７月

間に相当因果関係の存在を肯定することができ

31日判決）は業務上のものであるとは認められない

る。」と判断されている。

としたが、最高裁判所は、業務上のものであると

この事案は、メンタル上のストレスが原因とな

判断して高裁判断を取り消している。（神戸東労働

りやすいメンタル疾患や脳・心臓疾患に関するもの

基準監督署長（ゴールドリングジャパン）事件

ではなかったが、ストレスの影響が考えられる消

最

高裁判所平成 16年９月７日判決）

化器系疾患の事例であり、ストレスの度合いと相

この事案については、海外出張前の 11月 20日

まって限界事例といえる事案である。このような

から 24日まで、大阪・東京・三重県と国内出張を継

場合についても、ストレスの程度によっては労災

続した上で、11月 25日は休日ではあったが、海外

となり得ることに十分な注意が必要である。

出張の準備をして、その翌日から上記の長期の出

3. 特別加入制度の運用の問題
（１）問題の所在

（２）限界的事例

以上海外駐在・出張などの海外勤務について、駐

この限界事例として、平成元年に入社し、会社

在であるか出張であるかを区別せず、その労災問

の海運部横浜営業所に配属されて営業を担当して

題を見てきたが、行政手続き上は、海外出張であ

いた社員が、平成 14年に海運部東京営業所国際輸

るのか海外駐在勤務であるのかによって、わが国

送課主任に異動となり、その後、香港駐在事務所

の労災保険法の適用があるかが問題となる。これ

に勤務し、平成 18年５月には会社が上海代表処を

は、わが国で勤務している者については、海外出

立ち上げたことに伴い、その首席代表に就任する

張中の業務に起因するものであっても労災保険の

とともに、その年から家族も上海に転居し、さら

適用対象となるが、海外駐在勤務者については、

に平成 21年には中国子会社が設立され、その総経

域外での労務提供である以上、そもそもわが国の

理も兼任していたという事例がある。この労働者

国内法である労働基準法や労災保険法が適用され

は、総経理就任の７ヶ月後に急性心筋梗塞を発症

ないことから生じる問題である。ただし、海外勤

し 45歳で他界した。そして、この社員について会

務者については、特加入手続きを行って、保険料

社は香港勤務中の平成 14年 10月 11日から平成 15

を支払い、わが国の労災保険の対象者とすること

年 12月２日までの間は香港駐在勤務として労災の

ができるものとされている。しかしながら海外出

特別加入をしていたが、その後については出張扱

張者であるのか海外駐在勤務者であるのかが微妙

いとして、特別加入をしていなかった。

な事例があるため、慎重な検討を要する。
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（３）行政及び司法の判断（適用否定）

裁は、「上記のような労務管理等が採られたことは

この事例について基準監督署は、労災保険の適

会社内部における処理の問題にすぎないといわざ

用を否定し、東京地裁も、
「特別加入手続きを経ず

るを得ないのであって，上海代表処ないし中国子

に保険関係の成立が認められる海外出張者と海外

会社の事業に従事することを否定する事情とはな

派遣とのいずれに当たるかは、期間の長短や海外

らない」としていた。

での就労に当たって事業主との間で勤務関係がど
のように処理されたかによるのではなく、当該労

（４）司法の判断（適用肯定）

働者の従事する労働の内容やこれについての指揮

これに対して東京高裁は、上記のような事情を

命令関係等当該労働者の国外での勤務実態を踏ま

踏まえ、本件は「単に労働の提供の場が海外にあ

え、いかなる労働関係にあるかによって総合的に

るにすぎず，国内の事業場に所属し，当該事業場

判断すべきである」としたうえで、「当該社員は、

の使用者の指揮命令に従い勤務する労働者である

当該子会社の唯一の日本人正社員として、中国内

海外出張者に当たるというべきであり，海外の事

顧客への訪問、見積もり、業者との打ち合わせ、

業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従っ

港での立会作業、納入先での打ち合わせ及び立会

て勤務する海外派遣者ではないというべきである」

い、訴外会社担当者との打ち合わせ等物流業務一

とし、海外派遣者を対象とする特別加入手続がさ

般ならびに社内会議、社員教育に従事して組織図

れていないことを理由に，労災保険法上の保険給

上も現地社員を統括する立場にあり、総経理とし

付の対象から除外することは相当ではないとして、

て実質的責任者の地位にあったのであるから、独

地裁の判断を覆している。
（東京高裁平成 28年４月

立した海外の事業所である現地子会社に属し、そ

27日判決）

の業務に従事していたことは明らかである」とし
て、わが国労災保険の適用は無いものとした（東京
地裁平成 27年８月 28日判決）。

（５）考 察
確かに、海外駐在と出張との違いは、国内使用

なお、この事案では当該従業員は開運部東京営

者の指揮命令が及ぶか否かであり、上記のような

業所国際輸送課勤務の取り扱いとされ、出勤簿は

総合的な判断にならざるを得ないものである。し

国内に提出されており、出張者として取り扱われ、

かし、行政手続きにおいては、結果の安定性を増

労災保険も支払われていた。また、その社員の給

すような工夫が必要ではないかと考えられる。

与は上海で支払われていたものの、その原資は日

ただ現状においては、使用者において、特別加

本から送金されていた。さらに、当該中国子会社

入制度の利用に関し、本件のような限界事例を参

は 100％の完全子会社であり、上海における受注

考にしながら、不利益な結果となることがないよ

の権限はこの総経理にはなく、重要事項の決定は

うな注意が必要である。

日本国内において決定されていた。しかし東京地
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海外派遣者と労災保険の特別加入制度

Special insurance system for overseas dispatchers and industrial accident compensation insurance
中山労務安全衛生管理事務所 所長

中山 篤

Nakayama Labor Safety & Health Management Office, President

Atsushi Nakayama

[要 約]

労災保険では，補償の対象は国内にある事業場に属する労働者が対象である。国
内にある事業場に属さない、海外派遣者は特別加入をしなければ労災保険による補
償が行われない。一方、国内事業場に属する海外出張者は特別加入しなくても補償
される。海外派遣者か海外出張者かが争われた例と行政の対応について紹介する。
[ キーワード ] 労災保険 , 特別加入 , 海外派遣 , 海外出張
[Abstract]

Industrial accident compensation insurance covers workers who belong to
business establishments in Japan. Overseas dispatchers who do not belong
to domestic business establishments will not be covered by the industrial
accident compensation insurance unless they have a special insurance. On
the other hand, overseas business travelers who belong to domestic business
establishments are compensated without special insurance. I will introduce
examples of disputes between overseas dispatchers and overseas business
travelers and the government's response.
[Keywords] Workers’injury compensation, special participation, overseas transfer, overseas trip

1. 海外派遣者の労災保険特別加入
労災保険とは、
「業務上の事由」による「労働者」

原則対象外となる。しかし労働者以外でも、業務
の実情や災害の発生状況などの就業の実態から、

の「負傷・疾病・障害または死亡（業務災害）」又は

また海外には補償制度の確立していない等の国が

「通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡（通

あることから、労災保険に特に労働者に準じて保

勤災害）
」に対して労働者やその遺族のために、
「必

護することが適当と認められる者を対象に「特別

要な保険給付を行う」制度（労働者災害補償保険法

加入制度」が設けられた (労災保険法第 33条 )。こ

(以下「労災保険法」という。（第
)
1条）である。
「業務災害」とは、
「業務上の負傷、疾病、障害、

図1

または死亡」
（労災保険法第 7条）をいう。業務上と
は業務が原因となった災害ということであり、業
務と傷病等との間に一定の因果関係があることが
必要とされている。「通勤災害」とは、
「労働者の通
勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいう」（労災
保険法第 7条）
。
労災保険法は、「労働者」が対象であるので「労
働者」ではない事業主等は適用されず補償されな
い。また、法律の一般原則として属地主義がとら
れているため、その対象は「国内にある事業場」
に就労する労働者である。よって、
「国内にある事
業場」に就労していない「海外派遣者」については、
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れにより、中小事業主や一人親方その他の自営業

認められるものを除き、一般には業務災害と認

者、一定の農作業に従事する者や家内労働者 (内職

めらない。

労働者 )などの「特定作業従事者」
、そして、海外

ということに留意する必要がある。

に派遣されている「海外派遣者」についても労災
保険に加入することができることとなった。(図 1)
なお、通常の労災保険は原則強制加入であるが、

2. 海外派遣と海外出張の別
「海外派遣」と似たようなものに国内事業場から

特別加入は任意加入であるので制度の適用を受け

の「海外出張」があるが、「海外出張」は単に労働

るためには、別途ひとりひとり特別加入の手続き

の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場

を事前に取っておく必要がある。

の使用者の指揮に従って勤務する労働者である。

海外派遣特別加入の対象範囲は①労働者として

したがって、労災保険上では「国内出張」と同じ

海外派遣される場合②中小規模事業の代表者など

扱いとなる。すなわち、国内の出張先が海外になっ

として海外派遣される場合などがある。すなわち、

ただけであり、海外派遣者の「特別加入」のよう

労働者として派遣される場合ばかりでなく、中小

な特別な手続きを要せず所属する国内の事業場の

事業の代表として派遣されるような場合でも加入

労災保険により給付が受けられる。ただし、海外

できる。

には療養費 (治療費 )を直接支払う必要のない「労

補償の範囲は、海外派遣労働者については国内

災指定病院」制度のようなものはないので、とり

の労働者の場合と同様、業務または通勤による災

あえず療養費を立替え、後日労災請求することに

害の場合に労災保険から給付が行われる。中小事

より清算することになる。

業の代表者などとして海外派遣される場合につい

「海外出張者として保護を与えられるのか、海外

ては①就業中の災害で一定のもの②複数業務要因

派遣者として特別加入しなければ保護が与えられ

災害 (副業・兼業で働いているような場合の災害 )③

ないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるに

通勤災害、について労災保険から給付が行われる。

すぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用
者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に

なお、
① 海外赴任途上の災害などについても一定の要件
を満たせば労災補償の対象となる。
② 派遣先事業場からの出張は国内出張の場合と同
様に考えて判断される。
③ 他人の暴行による災害または伝染病や風土病に
よる災害については、業務内容と関連があると

所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務
することになるのかという点からその勤務の実態
を総合的に勘案して判定されるべきものである。」
（昭 52年３月 30日付け基発第 192号通達）とされて
おり、具体的に例示すれば以下のような場合が考
えられる (図 2)。

図2

3.「海外派遣」と「海外出張」が争われた例
(中央労基署事件、東京高判平 28.4.27)
実態で判断するとはいえ何年にもわたる長期の
駐在については、出張としては認めがたいという
ケースが一般的には多いと思われる。しかし、長
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期駐在者について「海外派遣」か「海外出張」か
が裁判で争われ、海外出張とされた判決が平成 28
年 4月 27日東京高等裁判所から出されているので
紹介する。
平成 18年に国内にある運送会社 (以下「会社」

海外派遣者と労災保険の特別加入制度

とする )から上海に赴任し、同 21年に急性心筋梗

海外派遣者ではないというべきである。したがっ

塞で死亡した件について特別加入をしていなかっ

て、海外派遣者を対象とする特別加入手続がされ

た労働者 (以下「未加入労働者」とする。)の労災請

ていないことを理由に、
「未加入労働者を労災保険

求を「海外派遣者」であるとして中央労働基準監

法上の保険給付の対象から除外することは相当で

督署長は平成 24年 10月 18日不支給の決定を行っ

はない。」とした。

た。その決定を不服としたて遺族が訴えた「遺族
補償給付不支給決定取消請求事件」について東京
高裁は以下のように判断した。

4. 高裁判決を受けた行政の対応
本高裁判決は、3年もの長期駐在を海外出張と認

「労災保険法の施行地内（国内）で行われる事業に

めたということで大きな話題となったが、海外派

使用される海外出張者か、それとも、同法施行地

遣者か海外出張者かは「労働者の従事する労働の

外（海外）で行われる事業に使用される海外派遣者

内容やこれについての指揮命令関係等の当該労働

であって、国内事業場の労働者とみなされるため

者の国外での勤務実態を踏まえ、どのような労働

には同法 36条に基づく特別加入手続が必要である

関係にあるかによって、総合的に判断されるべき

者かについては、単に労働の提供の場が海外にあ

ものである。」とし，今回の労働者は「単に労働の

るだけで、国内の事業場に所属して当該事業場の

提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に

使用者の指揮に従って勤務しているのか、それと

所属し、当該事業場の使用者の指揮命令に従い勤

も、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者

務する労働者」として海外出張者であるとしたも

の指揮に従って勤務しているのかという観点から、

のである。この考えは基本的には従来の行政の考

当該労働者の従事する労働の内容やこれについて

え方と大きく外れるものではない。

の指揮命令関係等の当該労働者の国外での勤務実

本 判 決 を 受 け、 翌 年 の「 労 災 業 務 の 運 営 に 当

態を踏まえ、どのような労働関係にあるかによっ

たって留意すべき事項」(平成 29年 2月 17日労災

て、総合的に判断されるべきものである。
」とし、

発 0217第 1号通達 )において特別加入していない

労働者について①駐在期間中「会社における所属

者の請求事案については、海外派遣、海外出張の

及び地位に変更はなかった」こと、②「契約内容

いずれかに該当するかについて改めて、「指揮命令

や見積内容を決定する権限も与えられておらず決

関係等の勤務実態を踏まえて総合的に判断するこ

定権は会社の担当者にあった」こと、③「出勤簿

と。」と指示された。また、厚生労働省 HP「労災保

を会社に提出し提出するなど、会社の労務管理に

険に関する Q＆ A」1）においても、海外派遣、海外

服していたこと」、④「海外出先の代表に就任する

出張いずれに当たるかについて「海外出張に当た

にあたり文書による辞令や諸手当の説明等行って

るか海外派遣に当たるのかは海外における勤務期

おらず、長期的な出張として内部処理していた」

間の長短によって判断されるのではなく、その労

こと、⑤「上海駐在時を通じて人件費が会社から

働者の海外における労働関係によって判断されま

支払われていた」こと、⑥「赴任先は独立した法

す。したがって、その労働者の海外における労働

人格を持たない駐在員事務所に過ぎない」こと、

関係によって判断され、海外での勤務が長期でも、

⑦「会社は労働者を海外出張者として労災保険料

国内の事業場の指揮命令に従って業務に従事して

を納付して」いたことから、未加入労働者につい

いる場合には海外出張となり、海外の事業場に所

ては「単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、

属して、その事業場の指揮命令に従って業務を行

国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指

う場合などは、海外派遣となる。」とされている。

揮命令に従い勤務する労働者である海外出張者に

以上のことから、行政の対応は高裁判決に一定

当たるというべき」であり、海外の事業場に所属

配慮しつつ、基本的には従来の考え方から大きく

して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する

変わっていないものと考えられる。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
1）
「労災保険に関する Q＆ A」 8－ 3

海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154493.html （2021年 12月 20日アクセス）
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[要 約]

日本産業保健法学会では、第 1回学術総会開催にあたり、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大が企業関係者に及ぼす影響が大きいことから、新型コロナウイルス
感染症の労務問題と法について、企業の従業員等が新型コロナウイルス感染症に関
して発生する各種問題のうち、休職期間の延長要求・出社拒否、PCR検査の義務付
け、コロナと損害賠償・懲戒処分・人事考課、休業と賃金・休業手当（直接雇用及び派
遣社員）
、在宅勤務と安全配慮義務について、シンポジウム形式で専門家による講
演、講演後の総合討論を行った。総合討論においては、ワクチン接種義務付けの可
否、企業による PCR検査も含む安全配慮義務の内容、休業手当、企業による新型
コロナウイルス感染症対応の意思決定手続、在宅勤務と安全配慮義務について議論
がなされた。
[ キーワード ] ワクチン接種義務 , 休業手当 , 不可抗力 , 在宅勤務 , 安全配慮義務
[Abstract]

In its first general academic conference, the Japan Association of Occupational
Health Law held symposia led by experts, followed by general discussions
concerning the following issues affecting corporate employees and other related
parties in connection with the COVID-19 pandemic: requests for extended
leave and refusal to come to work; mandatory PCR testing; COVID-19 and
compensation for damages, disciplinary action, and human-resource evaluations;
leave, wages, and leave allowance (for direct employees and employees
dispatched by placement agencies); and the relationship between working from
home and employers’obligations to consider safety. These were based on labormanagement issues and laws related to COVID-19, in light of the considerable
impact that the spread of the pandemic has had on corporate employers and
workers. The general discussions featured debate on subjects such as the pros
and cons of vaccine mandates; details of employers’obligations to consider
safety, including PCR testing; leave allowance; corporate decision-making
procedures in responding to COVID-19; and the relationship between working
from home and employers' obligation to consider safety.
[Keywords] Vaccination obligation, leave allowance, force majeure,
caring safety obligation
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Ⅰ

新型コロナウイルス感染症の労務問題と法

（1）シンポジウムを開催するに当たって

要請に応えるための必要に応じた事業の縮小、従

2019年 12月、中国の武漢に端を発した新型コロ

業員自体を感染から守るための就業管理、感染者

ナウイルス感染症は、その後急速な感染拡大をみ

が発生した場合の対応等を実践しなくてはならな

ることになった。本邦では、当初感染による致命

い。その際、専門家を有しない産業現場では、休

率、重症化率が高いとされたため、感染自体を予

職期間をどのようにするか、出社を拒否する社員

防するため、飛沫感染を主とする対応としての呼

への対応をどうするか、感染の有無を確認する

吸保護マスクの装着に加え、人の密閉、密集、密

PCR検査を義務付けられるか、新型コロナウイル

接、いわゆる 3密が励行された。その後治療方法の

ス感染症の罹患やそれに伴って生じた感染者、企

向上等もあり、重症化に対する対策も医療現場で

業が被った損害に対する賠償や懲戒処分、人事考

一定程度確立し、致命率も低下してきたが、医療

課の適否、従業員の休業や、それに伴う賃金・休業

現場の崩壊や感染者の拡大等も引き起こすことも

手当（直接雇用及び派遣社員）をどうするか、在宅

あり感染拡大を防ぐことが推奨され、他者との食

勤務と安全配慮義務といった様々な課題に対応に

事や外出に制限が求められ、それに伴い、日常生

ついて、適切な対応であるか、また法的に適当な

活において、他者と触れ合うことにより実施して

対応であるかについて、企業内で十分な対応がで

きた就業、就学といった活動が制限されることと

きているとは言えない。

なった。これらの活動を対面からリモートに移行

日本産業保健法学会では、第 1回学術総会開催

することで、生産活動や教育活動は制限され、出

にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

勤や登校自体が減少することとなった。一方、新

が企業関係者に及ぼす影響が大きいことから、新

型コロナウイルスの拡大と共に、感染者の検知の

型コロナウイルス感染症の労務問題と法について、

ための PCR検査において偽陰性、偽陽性であるな

企業の従業員等が新型コロナウイルス感染症に関

どの質的な課題があること、また PCR検査可能数

して発生する各種問題のうち、休職期間の延長要

が不足しているために受検が感染可能性の極めて

求・出社拒否、PCR検査の義務付け、コロナと損害

高い人に限られること、そして何より感染してか

賠償・懲戒処分・人事考課、休業と賃金・休業手当（直

ら症状が出るまで一定の期間を有するために意図

接雇用及び派遣社員）、在宅勤務と安全配慮義務に

せず濃厚接触者がでること等から、感染に対する

ついて、シンポジウム形式で専門家による講演、

不安が大きくなり、就業、教育の場における従業

講演後の総合討論を行い、企業のニーズに応える

員、生徒への対応に難渋することとなった。

こととした。

特に就業の場においては、社会的な感染拡大の
Ⅱ

シンポジウムでなされた議論
本シンポジウムでは、川村孝先生、岩出誠先生、

井上洋一先生、吉田肇先生、淀川亮先生の講演の

後、それぞれの先生方に質問をする形式で議論を
展開したので紹介する。

1. 新型コロナ対応の基礎知識 ：「病気の本質」と「施策の意義」

146

向井蘭）諸外国では医療機関従事者にワクチン

川村孝）現在の日本でも医療従事者に対しては

接種の義務付けを行い、従わない場合は解雇も

事実上ワクチン接種しなければならないような

辞さない事例がある。現在、日本は予防接種法

状況であるが、診療行為を行う医療者ではやむ

に基づき任意接種の立場を採っているが、立法

を得ないのではないか。医療従事者がワクチン

などにより例外的に強制接種することは可能

接種を拒否することになれば、患者に接触する

か。

業務から外すことにならざるを得ない。
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立法で強制となると科学的なエビデンスが重

その意義はどの程度か。

要となる。接種を強制するだけの科学的な必要

川村孝）PCRに比して劣るが、症状発症前後で

性があるか議論するべきだが、測りにくい国民

は PCRに近い精度、簡便に結果が得られるなど

の安心感といった、心理的な側面からの検討も

の利点もあり、測定側が検査の限界を知って使

必要でないか。

用するのであれば、事業者の安全配慮を果たす

野見山哲生）抗原検査を施行する企業があるが、

観点からも測定の意義はあるのではないか。

川村孝医師は、日本が新型コロナウイルス感染

は至っていないと述べた。

症に対してもワクチンの接種を法的に義務づけな

また、川村孝医師は、抗原検査は症状発症前後

いことについて、①医療業界では事実上ワクチン

では PCR検査に近い精度が得られること、簡便に

は接種せざるを得ない状況にあること②接種を強

結果が得られることから、事業者の安全配慮を果

制するだけの科学的な必要性があるか議論がなさ

たす観点から利用する意義があると述べた。

れていないことから、立法で強制接種する段階に
2. コロナ禍での労働法の諸課題
向井蘭）ワクチン接種を拒否する方に対し、そ

である安全配慮は、PCR検査以外の要素も勘案

れを理由に接客が不要な部署等への人事異動は

すべきである。

可能か。

野見山哲生）宴会禁止など企業によっては打ち

岩出誠）
可能と考えられる。PCR等の検査証明が

出しているが、どこまで企業は対策を打ち出す

無い場合、ワクチン接種の有無が企業内での感

べきか。

染拡大を防ぐため、部署の異動はやむを得ない

岩出誠）感染状況に依る。緊急事態宣言が出さ

と考えられる。

れ、その地域で感染が蔓延しているなどの事情

野見山哲生）PCR検査を実施し陰性の場合でも

があれば、企業も社会的信用一定人数以上の宴

偽陰性で、後日発症し、職場内での感染拡大の

会禁止の措置（命令レベル）を取ることに合理性

可能性はある。その場合、会社の責任はどうな

はある。

るか。

野見山哲生）ワクチン接種に際し、労働災害上

岩出誠）PCR検査で偽陰性があることは知られ

積み保険について解説を。

ている。更に、感染拡大防止対策は、3密回避、

岩出誠）ワクチンによる副作用について、予防

マスク装着等があり、PCR検査だけで安全配慮

接種法の賠償で十分でない場合も含め、労災上

義務を履行したことにはならない。会社の責任

積み保険で対応可能である。

岩出誠弁護士は、ワクチン接種をしない従業員

は無く、いわゆる 3密回避、マスク装着などの措置

について、PCR等の検査証明がない場合、一定の必

も講ずる必要があり、緊急事態宣言が出され感染

要性があれば部署異動はやむを得ないと述べた。

が蔓延している場合は、最低人数以上の宴会禁止

また、岩出誠弁護士は、企業は PCR検査のみで

の命令措置を取ることも合理性があると述べた。

3. ウィズコロナ時代のリーガルマインド～休職期間の延長要求・出社拒否を題材に～
向井蘭）感染リスクを理由に休職期間の延長を

井上洋一）新型コロナウイルス感染症に関わる

求めてきた場合に企業は応じなければならない

課題について、感染リスクが使用者（Employ-

のか。企業はどこまでの手続きを経て決定すれ

er）、従業員（Employee）、外部環境（Environ-

ばよいか。

ment）の観点から、リスクを点数化し判断して
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も良いのではないか。例えば、感染可能性が高

このようなルールを作っていく、ということか。

くない業務であればリスク点 1、外部環境で変

井上洋一）一般的な常識を入れたり、社内のコ

異株が出ているように感染リスクが高い場合は

ンセンサスを取り入れることも重要であるが、

リスク点 3、基礎疾患があり高齢である場合は

専門家の意見を取り入れて合理性を担保する必

リスク点 3などのように点数化をして意思決定

要がある。中小企業であっても、専門家を活用

しても良い。チェックリストのようにプロセス

することは可能で、都道府県にある産業保健総

を明確化して判断する必要がある。

合支援センターの枠組みを使う、社会保険労務

野見山哲生）新型コロナウイルス感染症に関す

士の協力を得るなどすることは可能である。社

る労務問題に関し、合理的なルールを作成すべ

会保険労務士に、産業保健スタッフや弁護士な

きであるが、産業保健スタッフ、弁護士と共に

どと連携してもらうことが可能である。

井上洋一弁護士は、新型コロナウイルス感染症

ment）の観点から、意思決定についてプロセスを

に関わる課題について、感染リスクが使用者（Em-

可能な限り客観化明確化し、かつ専門家の意見を

ployer）
、従業員
（Employee）、外部環境（Environ-

取り入れて行うことが望ましいと述べた。

4. 新型コロナウイルス感染症と休業手当
向井蘭）シフト制のパートタイマーの休業問題

に休業手当不要というのは酷ではないか。

がある。飲食業で勤務していた多くのパートタ

吉田肇）不可抗力の場合は休業手当の支払義務

イマーは店が休みになったり、シフトが無くな

はない。しかし、労使で合意するのであれば、休

ることで賃金が減った。シフト制のパートタイ

業手当を支払うのは望ましい。また、傷病手当

マーの休業問題をどのように考えるべきか。

金により一定の補償を受けることが可能である。

吉田肇）シフトを決めていない場合に労働義務

野見山哲生）ワクチンを接種していないので、

を認定できるか、所定労働日数を認定できても

顧客対応が必要な仕事をさせられないという話

使用者の責めに帰すべき事由があるかどうか、

になった場合、休業手当は必要となるか。

この 2つが問題になる。

吉田肇）業種にもよるがお客様への感染のリス

最近の裁判例でも、当事者の合理的な意思解

クがあるのであれば休業もやむを得ず、休業手

釈などで所定労働日数を認定しているものとさ

当が必要となる場合も出てくるだろう

れ、使用者の責めに帰すべき事由があると判断

野見山哲生）ワクチン接種の有無による顧客対

しているものがある。

応の差が生じることについて、就業規則の改訂

実際にシフトが無くとも、直近 3ヶ月の平均

という手法があるとのことだが、ワクチンパス

勤務日数から計算して休業手当を支払うことの

ポートの例のように行政施策、法整備として対

ように、就労実態を参考にすることもあり得る

応できないか。

だろう。

吉田肇）感染状況により異なるが、ワクチンパ

野見山哲生）賃金の支払は民法、休業手当は労

スポートによる接種率向上、経済活動へのプラ

働基準法の問題であるが、不可抗力の場合、休

スの影響を講じることも方法としてはあり得

業手当が不要になると理解している。どこから

る。法整備について情報は無い。

か感染したか分からず長期間入院した場合など
吉田肇弁護士は、シフト制のパートタイマーの

あり得ると述べた。

休業手当について、実際にシフトが無くとも、直

また、吉田肇弁護士は、不可抗力の場合であっ

近 3ヶ月の平均勤務日数から計算して休業手当を支

ても、労使で合意ができるのであれば休業手当を

払うことのように、就労実態を参考にすることも

支払うことが望ましい、ワクチンパスポートの活
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用も考えられると述べた。
5. 在宅勤務と安全配慮義務
向井蘭）在宅勤務について労働時間管理は自己

向井蘭）なかなか顔色や話し方を見るだけでは

申告にならざるを得ない場合が多い。打刻と実

分からない。PCのログをチェックできる制度な

態に乖離があり結果として健康被害が出た場

どを導入しないといけないのか。

合、安全配慮義務違反として会社の責任は問わ

淀川亮）安全衛生法上の労働時間状況把握義務

れることになるか。

がある。

淀川亮）問われる可能性は高い。在宅勤務の労

野見山哲生）企業側は起きた結果について結果

働時間についての自己申告内容は鵜呑みにしな

的に責任を問われることになるのだろうか。

いことが重要である。業務量や周りの労働者の

淀川亮）まずは、安全衛生法上の義務を尽くす

労働時間との比較が必要となる。

必要がある。それが全く出来ていないにもかか

産業医の面接指導とは別に、企業別に独自の
一定時間を超えた場合の面談義務を設けること

わらず、免責されることはないだろう。専門的
な意見も取り入れることが重要になる。

も必要なのではないか。
淀川亮弁護士は、在宅勤務と安全配慮義務につ

てであれば従業員の自己申告のみならず、実態に

いて、在宅勤務であっても最低限労働安全衛生法

照らして適切な措置を講じる必要があると述べた。

の義務を履行することは必要で、労働時間につい
Ⅲ

シンポジウムを終えるにあたり～未知の問題にどのように対応すればよいか～

シンポジウムにおいて、シンポジニストにより、
様々な各種問題について議論がなされた。
その中で
（1）専門家の意見等を取り入れて多面的な観点か
ら検討することの重要性
（2）手続き的な担保を取ることの重要性

が確認された。
未知のウイルス感染症に対する対応方法につい
て、正解などは無く、より合理的な選択肢を採る
ことができるように①産業医、保健師などの産業
保健の専門家の活用②意思決定において労使協議
や専門家の関与がなされることが重要である。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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新型コロナ対応の基礎知識：
「病気の本質」と「施策の意義」
Basic knowledge about COVID-19: essentials of the disease and relevance of social measures
京都大学名誉教授

川村 孝

Professor emeritus, Kyoto University

Takashi Kawamura

[要 約]

新型コロナウイルス感染症は、ウイルス変異により強感染化と弱毒化が進行して
いる。PCR検査は、感度は高くないため非感染の証明はできず、活性の有無にかか
わらず検出されるため感染性も表さない。ワクチンの有効期間は長くなく、変異に
十分対応していない。飛沫感染が主体であり、人が触れたものには触れないことが
重要。4回発令された緊急事態宣言は無効であった。医療の強化は喫緊の課題であ
り、本演題で具体策を提示する。
[ キーワード ] 感染力 , 毒性 , 接触感染 , 緊急事態宣言 , 医療システム
[Abstract]

In the COVID-19 pandemic, increasing in infectivity and attenuation in
toxicity is now progressing by viral mutations. The PCR test can not prove
"no-infection" because of its insufficient sensitivity, and its positive results do
not mean infectivity because of its reactions irrespective of viral activity. The
efficacy of COVID-19 vaccines does neither last long nor fully cover the mutated
viruses. Since contact infection with virus-containing droplets is the main route
of contagion, then "no-touch" is the most important policy. The four declarations
of emergency state were ineffective. Enforcement of medical system is the urgent
matter and some concrete plans would be proposed in this presentation.
[Keywords] infectivity, toxicity, contact infection, declaration of emergency,
medical system

2. 流行の特性

1. 緒 言
新型コロナウイルス感染症の労務問題を検討す

1）流行の経過

るためには、その前提となる「病気の本質」なら

本シンポジウム収録の時点（2021年 9月 20日）ま

びに「施策の意義」について承知しておく必要が

でに5つの流行の波（第1波～第5波）があった（図1）

ある。本総説では、それらについて厚生労働省が

1）

調査・公表する感染者に関するデータなどインター

な流行が生じることが多い 2）3）。

。抗原の構造が異なる変異株の登場によって新た

ネット上で入手できる資料を用い、微生物学およ

2020年 1月に中国・武漢で流行した株が本邦に持

び疫学（疾病流行に関する学問）の知見・手法を用い

ち込まれて流行し始めたが、欧州変異株が入って

て整理した。なお、本論文は日本産業保健法学会

きて武漢株を駆逐したため、武漢株は流行と言え

第一回大会の緊急企画シンポジウムでの発表と同

るほどの拡がりを見せないまま消退した。したがっ

一内容であるが、記述と図表の一部に最新データ

て、流行第 1波を形成したのは欧州株であった。

を加えている。

欧州株が一巡して落ち着いた後に欧州株の変異
株が登場した。この変異株は流行（第 2波）の途中で
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図1

新型コロナウイルス感染症の感染者数の推移およびウイルス株の種類

いったん減衰し、晩秋に改めて流行（第 3波）した。

3）流行の規模

流行を構成したウイルス型に変わりはない（構成比

本邦では、2020年初頭から 2021年 8月末までの

は多少変動した）ため、高温多湿に弱いコロナウイ

期間に人口の 1.18％が感染するにとどまり、台湾

ルスが梅雨明けによる猛暑によってその増殖活性

（0.07％）、韓国（0.49％）、シンガポール（1.21％）

が削がれたと推測される（2021年の梅雨明けでも

と並んで流行規模が欧米諸国（米国 11.9％、英国

僅かな減衰［矢印］が認められる）。したがって第

10.2％、フランス 9.9％、ブラジル 9.9％）4）に比べ

2波と第 3波を併せて一つの流行（第 2流行）と考え

て一桁小さい。NK細胞などの非特異的免疫に東ア

るべきである。

ジア人に特有の遺伝的な素因が影響しているもの

第 3波の収束後に登場したのがいわゆるアルファ

と推察される。

株（英国型）である。そしてアルファ株による第 4波
のあとにデルタ株（インド型）が流行し、それまで
の波に比べて多くの人を巻き込む第 5波となった
が、10月末までにほぼ収束している。

4）感染の経路
感染者が咳や大声を発することでウイルスを含
む飛沫が放出され、その飛沫がそのまま机上に落
下したり飛沫を受け止めた手で共用物に触れたり

2）感染者と発症者
厚生労働省から日々公表されている「感染者数」
は、症候を呈した「発症者」と濃厚接触などのた
め無症候ながら後述するウイルス検査を受けてそ
の結果が陽性であった者を含んでいる。

して拡散し、それに他者の手が触れ、その手を顔
に持ってくることによって感染する様式（飛沫によ
る接触感染）が主経路である。
同時にエアロゾル（微小飛沫）による空気感染も
あり得る。しかし、エアロゾルは径が小さい（径が

感染してから数日（平均 4～ 5日）の潜伏期の後に

10分の 1になると体積は 1000分の 1になる）ため

発症し、医療機関を受診してウイルス検査を行い、

にウイルスの含有量が少なく、エントロピー（無秩

検査結果が出て医療機関や行政機関に報告される

序化）増大の法則に従って速やかに空気中で拡散・

まで 10～ 14日を要するため、実際の感染日と公表

希釈される。また実際に、ダイヤモンド・プリンセ

日にはかなりのズレがあることを承知しておく必

ス号の調査（表 1）5）などで飛沫が落下する床や手が

要がある。

触れる機器類からはウイルスが高頻度に検出され
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るのに空気中からはウイルスが全く検出されてい

表 1 ダイアモンド･プリンセス号におけるウイルスの検出場所 5)

ないことから、空気感染は従たる感染経路と考え
られる。
5）
社会的影響
新型コロナウイルス感染症の直近 1シーズン（昨
年 9月から本年 8月まで）の感染者数は約 140万人
で、国民の 1.1％に相当する。一方、季
節性のインフルエンザは、1年でおよそ
1000万人（700万人～ 1400万人）が発

図2

感染力・防御力と流行規模

図3

埼玉県における致死率の推移

症し 6）、これは国民の 8％に相当する。
致死率（感染者・発症者のうち死に
至った者の割合）は、一般国民にワクチ
ン接種が普及する前の 2021年 6月まで
の通算で 0.6％と、インフルエンザの
0.1％より高い（インフルエンザは若年
者に多いので、年令を考慮に入れた年
令調整致死率では 3～ 5倍 7-8）)。本邦で
は両疾患とも 1年に約 1万人が命を失う
疾患となる。
3. 変異
1）変異による強感染化
デルタ株はそれまでのタイプに比べ
て感染力が強い。感染力を定量化する
ことは容易ではないが、仮に防御力が
2倍の人まで感染すると仮定すると、防
御力の分布（一般に中位者が最頻）のた
めに数倍の人が感染することになる（図
2）
。
もし感染力が先行株と同等であるな
ら、感染余地のある人はすでに先行流
行で感染済みであってしばらくは免疫
が残っているため、新たな流行は起き
ない。短いスパンで相次いで流行が起
きるということは、必ず感染力が強く
なっているということである。
で断定はできないが、それらでは説明できない長

2）進行する弱毒化
新型コロナウイルス感染症が出現してから、流

期継続的な低下トレンドが見られるので、おそら

行の波ごとに致死率は低下してきている（図 3） 。

くウイルスは変異のたびに弱毒化してきていると

治療法の改善やワクチンの普及も影響しているの

推察される。

9）
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4. 検査・ワクチンの問題点

わらず発症しないので、ワクチンの恩恵にはあず

1）PCR検査の問題点

からない。ただし、接種したことで発症が防げる

俗に言う「PCR検査」とは、PCR（polymerase

という安心感を享受することはできる。一方の心

chain reaction）という方法でウイルスの遺伝子を

筋炎や神経障害などの副反応は接種者の大半がリ

増幅してウイルスを分析する方法で、現在はゴール

スクを負うので、頻度は稀であっても人口レベル

ド ･スタンダードの検査となっている。しかし、ウ

では無視できない大きさとなる。

イルス量が少ないと検出感度以下となって検出でき
ないので、感度は 70％程度と言われている。した

5. 社会施策の意義

がって PCR検査の結果が陰性でも感染していない

1）緊急事態宣言の有効性

とは言えないことに留意すべきである。反対に、発

2012年に制定された「新型インフルエンザ等対

症後 1週間程度でウイルスの感染性は喪失するが、

策特別措置法」に基づき、今まで 4回の「緊急事

PCR検査はウイルスの残骸を拾って陽性に出る。

態宣言」が発令された（図 4）。それにより、外出の

このため、この検査は感染性の判定には使えない。

自粛、イベント開催の制限、飲食店等の営業制限、
在宅勤務や在宅学習の励行などが要請された。
1～ 3回目の宣言は、すでに新規感染者数が減少

2）ワクチンの留意点
ワクチンは微生物のレベルで作用し、有効性が

している中で発令され、東京でも大阪でも発令前

高いので、予防あるいは流行の抑制に最も有力な

後で新規感染者数の減少速度に特段の変化は見ら

手段と考えられている。

れなかった。4回目の宣言は新規感染者数が増加す

ただし、ワクチンの利用によってウイルスの変
異が促されて耐性ウイルスができ、ワクチンを接

る中で発令され、やはり新規感染者数の増加速度
に変化は認められなかった。

種しても効かない現象（primary vaccine failure）
が生ずるので、
（インフルエンザと同じく）このさき
ワクチンとウイルスのいたちごっことなる。
現在の mRNAワクチンの抗体産生能は著しく

2）インフルエンザの流行パターンと影響因子
季節性のインフルエンザは毎年流行する。2009
年の新型インフルエンザ（H1N12009pdm）の流行

高いが、接種後毎月 30
～ 40 ％ 程 度 の 割 合 で

図4

東京都と大阪府における緊急事態宣言と新規感染者数
（推定感染日ベース）

減 少 し て 半 年 で 10分
の 1程 度 に な り、 発 症
予防効果も減じていく
（secondary vaccine
failure）
。そのため、有
効な期間は半年前後と
見込まれている。
ワクチン接種の恩恵
を受けるのは「接種しな
ければ発症した人」で
あ る。 本 邦 で は、 そ の
人数はワクチンが有効
な半年間で人口の 1％余
にとどまる。すなわち、
人口の 98％以上はワク
チン接種の有無にかか
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以降も、毎年冬期に流行してきた。全

図5

季節性インフルエンザの流行パターン

図6

社会施策による流行パターンの変化
（米国 CDC)

国約 5000の医療機関でインフルエンザ
の発症モニタリングが行われ、週単位
の発症者数が公表されている。
週ごとの発症者数のグラフをよく見
ると、2つのパターンがあることに気付
く。一つは週間発症者数のピークが明
瞭で流行曲線が三角形となり流行期間
が短いパターン（マッターホルン型）、
もう一つは週間発症者数のピーク部が
平坦な台形となり流行期間がやや長い
パターン（キリマンジャロ型）である（図
5）
。
新型インフルエンザの登場以降、キ
リマンジャロ型になったシーズンは3回
ある。新型インフルエンザが登場した
2009年、国内で風疹が流行した 2013
年、韓国で中東呼吸器症候群（MERS）
が流行した 2015年で、いずれも国民の
間に強い警戒心が惹起されたシーズン
であった。これは今まで世界保健機関
（WHO）や米国疾病予防制御センター
（CDC）が唱えてきた社会施策による流
行パターンの変化（図 6）の具象である。
6. 治療と予防の社会施策
1）医療の補強策
緊急事態宣言は「医療需要が増えて
対応不能に陥ることを防ぐ」ことを名
目にしており、医療の補強は喫緊の課題である。
その第一は臨床業務に就いていない医療職の徴

保育器を大きくしたもので、医療職の感染リスク
を減らす。

用である。研究や産業保健に従事していたり大学
院生として学んでいたりして医療の免許を持ちな
がら医療に従事していない医療職を招集する。期

2）流行時の大規模行事の開催方法
現在までの流行株に対してワクチンはかなりの

間や曜日を限定するなどして本業との両立を図る。

確率で免疫を誘導するので、ワクチン接種済みの

医師法には応招義務、感染症法に協力義務、災害

証明はイベント会場への入場の大きな条件になる。

救助法に従事義務が記載されている。医師免許や

しかし、接種後半年以降の免疫は保証されず、ま

看護師免許は飾りではない。

た変異によっては免疫が十分につかないこともあ

第二はコンテナを用いた病室の整備である。隔
離や移動、増設、保管が容易で、近隣の風評被害
第三は非接触の対面式診療装置の開発である。
産業保健法学会誌
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日を要し、費用も高く、わかるのは検体採取した
時点の状況であってイベント開催時ではないので、
実際にはあまり役に立たない。
抗原検査がもう一つの条件になる。PCR検査以
上にウイルス量に依存するので発症前の感度は十

7. まとめ
ウイルスの変異により、強感染化と弱毒化が進
行している。
PCR検査の感度は必ずしも高くなく、感染性も
反映しない。また、陰性の証明はできない。

分に高くない。しかし、感染の有無ではなく他者

予防はワクチン接種と衛生行動であるが、ワク

に感染させる可能性（多量のウイルスの存在）を評

チンの有効期間は長くなく、また変異に対応して

価するのであれば抗原検査も十分有用である。検

いかなくてはならない。1～ 2回のワクチン接種で

体採取後 10～ 15分で結果が出るのでイベント会場

集団免疫を獲得することは不可能である。

で実施でき、PCR検査より安価であるのも強みであ
る。
ワクチン接種か当日の抗原検査で他者への感染
リスクはかなり下げられるが、それでもピット
フォールがあるので、飲食や歌唱、スポーツ時以

衛生行動では、飛沫感染が主体であることから、
人が触れたものには触れない、やむを得ず触れた
ときは洗浄するが、洗浄が不可能なときはアルコー
ル剤などによる消毒を行う。
緊急事態宣言などの社会施策は有効性に乏しく、

外はマスク着用とし、互いに安心感を持つことが

微生物レベルの対策と各自の衛生行動が中心とな

心理面も考慮した対策となる。

る。
医療の強化は社会施策として最も重要である。
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新型コロナウイルス感染症の労務問題と法

ウィズコロナ時代のリーガルマインド
～休職期間の延長要求・出社拒否を題材に～
Legal Mind in the Age of Corona: On the Subject of Request for Extension of Leave Period
and Refusal to Come to Work
愛三西尾法律事務所 代表 , 弁護士・中小企業診断士・産業保健法務主任者

井上 洋一

Aisan Nishio Law Firm, Representative, attorney, SME consultants, occupational health law manager

Yoichi Inoue

[要 約]

新型コロナウイルス感染症の労務問題のような、未知のリスクに基づく問題やエ
ビデンスが明確でない課題に対しては、合理的なコンセンサスに基づく対応が必要
となる。産業保健分野の法的責任は、従業員・使用者・外部環境の総合考慮により判
断される。そのため、この 3事情にフォーカスしてリスク分析や責任分析のルール
をつくることが重要である。コンセンサスの合理性を担保するためには、専門家・
多職種の適切な連携が求められる。
[ キーワード ] 産業保健 , リーガルマインド , コロナ , 休職 , 労働判例
[Abstract]

For problems based on unknown risks or issues for which the evidence
is not clear, such as labor issues related to new coronavirus infections, a
rational consensus-based response is necessary. Legal responsibility in the
field of occupational health is determined by comprehensive consideration of
employees, employers, and environment.Therefore, it is important to create rules
for risk analysis and responsibility analysis focusing on these three factors. In
order to ensure the rationality of the consensus, appropriate cooperation among
experts and multiple professions is required.
[Keywords] Occupational health, legal mind, COVID-19, absence from work,
labor case law

え方の筋道やヒントは与えてくれる。ここでのキー

はじめに
新型コロナウイルス感染症の労務問題のような、

ワードは、手続的理性である。

未知のリスクに基づく問題やエビデンスが明確で

手続的理性とは、実現不可能なゼロリスクを目

ない課題に対しては、誰しも何が正解か分からず

的とするのではなく、合理的な手続を経て規程や

困惑する。このため、エビデンスが十分でないか

ルールの整備を図り、その合理的なルールを公正

らと対策を放置したり、一方で、ゼロリスクを目

に運用して記録化することを基本とする、コンセ

的として過剰なリスクヘッジをして現場が硬直化

ンサスとプロセスを重視したリーガルマインドで

したりする状況を目にする。そこで、産業保健の

ある 1）。

現場の方々は、法に正解を聞きたいのだと思う。

手続的理性の視点からコロナ労務問題を考える

この点、残念ながら、法は唯一の正解を教えて

と、どのようなリスク分析や責任の判断の方法が

くれる学問ではない。しかし、法は、未知のリス

可能であるか、「休職期間の延長」と「出社拒否へ

クやエビデンスが十分でない問題に対しても、考

の不利益措置」の各設例をもとに、産業保健の現

1）産業保健法学における手続的理性（合理的な手続を設定し、公正に運用することを通じて、理性と良識を示すこと）の重要性については、三柴丈典．
休職・復職判定における課題について．産業保健 21
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2011；17：4-6．が提唱した。

ウィズコロナ時代のリーガルマインド～休職期間の延長要求・出社拒否を題材に～

場課題の解決に通底するリーガルマインドについ

ら、無用に長くしないこと、従業員の要望も踏ま

て考える。

えつつ、使用者側のイニシアチブで行うことに留
意すべきだろう。

1. 設例 1「休職期間の延長」について

新型コロナの感染リスクについても、そのリス

設例 1は、私傷病による休職中の従業員が、新型

クが大きい場合には、やむを得ない事情に該当す

コロナへの感染リスクを理由に休職期間満了後の

ると考えられる。感染リスクが大きく、復職審査

休職期間の延長を求めて来た場合には、応じなけ

を行えない場合や、復職後の就業が困難な場合な

ればならないか、という問題である。

どである。

休職期間の延長とは、使用者が許容した休職期

以上が法の考え方であるが、信義則とか、やむ

間が満了する時に休職事由が消滅しているとはい

を得ない事情といわれて、どのように考えを進め

えない場合であっても、退職ないし解雇とはせ

ていったらよいのであろうか。ここでは、感染リ

ず、休職の継続を認めることである。休職の延長

スクの分析・評価がカギとなると思われる。法の考

は、従業員の同意があるときはもちろん、就業規

え方を踏まえた上で、感染リスクの分析・評価のた

則に根拠がなくても、使用者の裁量によって行う

めの合理的なルールを策定し、公正に運用する必

ことができる (西濃シェンカー事件、東京地判平

要がある。

22･3･18労判 1011号 73頁 )。
では、従業員から休職期間の延長を求められた

その手法については後述するとして、先に、設
例 2｢出社拒否への不利益措置｣ をみる。

場合に、使用者には、延長に応じる義務が発生す
ることがあるだろうか。この点、就業規則に休職
の延長の要件が明確に定められている場合は、そ
れに従うことになる。
一方、就業規則に明確な定めがない場合であっ
ても、使用者が定める休職・復職制度の解釈として、
または信義則（民法第 1条第 2項）上、使用者側に延

2. 設例 2「出社拒否への不利益措置」について
設例 2は、健常な従業員が、新型コロナへの感染
リスクを理由に出社を拒否する場合、賃金減額等
の不利益措置を講じてよいか、という問題である。
この点、労働契約上、従業員は、使用者の指示
に従った労働をする義務を負う。

長に応じる義務が発生することはあり得る。たと

そして、出社拒否とは、無断欠勤と同義と解さ

えば、使用者の責めに帰すべき理由による場合は

れる。判例上も、無断欠勤とは、届出はあるもの

勿論、やむを得ない事情によって、復職の可否に

の正当な理由があるとは認められず、使用者が承

関し十分な判断が得られなかった場合や、産業医

認しない欠勤も含む旨を述べたものがある (炭研精

面接など復職に向けての手続が中断せざるを得な

工事件 ･最判平 3･9･19労判 615号 16頁 )。無断欠

かった場合である。また、休職期間満了時に休職

勤に対しては、使用者の責めに帰すべき事由によ

事由が消滅していないが、わずかな期間を待つな

らず労務が提供されない場合として、従業員には

らば、休職事由が消滅する可能性がある場合であ

賃金は支払われないのが原則である (ノーワーク・

る。企業に設けられている病気休職制度の多くは、

ノーペイの原則 )。

病気で働けない従業員に対して解雇を猶予するも
のであって、その事由が解消したことの証明責任
は従業員が負うと解されており、現にそのことを

では、これを超えて、無断欠勤に対して、減給
等の懲戒処分が許容されるであろうか。
通常の就業規則には、懲戒処分事由として ｢無

就業規則に明記しているところもある。であれば、

断欠勤が一定期間に及んだ場合｣ が定められてい

従業員自身は就労可能なのに、別の要因で働けな

るので、無断欠勤に正当な理由がなく企業秩序違

いような場合、休職期間を延長するなど、その者

反レベルに至った場合は、懲戒処分ができる。た

の不利にならない対応をすることが、制度趣旨に

だし、この場合もいきなり賃金減額等の重い懲戒

適う。少なくとも、労使間の衡平に適うといえる。

処分をするのは相当でなく、注意指導、警告、そ

ただし、延長はあくまで例外的な措置であるか

してけん責等の軽めの懲戒処分をするなどして、
産業保健法学会誌
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なる。裁判官は、判決を導く際に、脈絡を重視し

改善の機会を与えるべきである。
他方、無断欠勤に正当な理由があれば、懲戒処

諸般の事情を総合考慮するが、その着眼点は、「従

分等の不利益措置を講じることは許されない。た

業員 (Employee)」、
「使用者 (Employer)」、
「外部環

とえば、私傷病としてのメンタルヘルス不調の疑

境 (Environment)」、の 3項目に集約される。その

いがある従業員の欠勤に対しては、直ちに懲戒処

ため、この 3つの事情にフォーカスして裁判例を整

分をするのは不適切であり、まずは病状把握が求

理し、紛争解決の鍵や予防の方向性に関する知見

められる (日本ヒューレット ･パッカード事件 ･最

を得ることが有効である。
関連裁判例として、コロナ禍での懲戒処分が無

判平 24･4･27労判 1055号 5頁 )。
また、そもそも、従業員の生命や身体に予測困

効とされた事例である、医療法人 W会事件を見て

難な危険をもたらす命令は無効であり、従業員を

いく。本件は、令和 2年 4月の新型コロナ感染拡大

拘束しないので (千代田丸事件・最判昭 43･12･24民

の状況下で起きたものであり、医療法人 W会と雇

集 22巻 13号 3050頁 )、勤務することで予測困難

用契約を締結した医師が、W会から勤務初日にされ

な危険が発生するような場合は、業務命令として

た懲戒解雇を無効と主張して、雇用契約上の地位

出勤を命じることはできない。

の確認と賃金の支払等を求めた事案である。

この点、新型コロナの感染リスクについても、

W会が医師に交付した解雇理由書によると、勤

そのリスクが大きく、従業員の欠勤に正当な理由

務開始当日に、白衣に、硬質の素材でできた防塵

があると考えられる場合には、出社拒否に対して

マスク、青色のゴム手袋を着用した姿であったこ

不利益措置を講じることはできないといえる。

とが、着用していたマスクや手袋等が患者及び近

今度は、
「正当な理由」という法的概念が出てき

親者の不安をいたずらに惹起し、礼儀を軽んじて、

たが、現場では、この「正当な理由」の有無を判

職場の秩序を乱し、クリニックに甚大な損害を及

断するために、どのように考えを進めていったら

ぼしたことが解雇の理由とされていた。しかし、

良いのであろうか。やはり、ルールの策定と運用

裁判所はこの懲戒処分を権利の濫用として無効と

が重要となる。

断じた。
図 1は、裁判所が懲戒処分を無効としたポイント

3. 医療法人 W会事件（さいたま地裁令和 3年 1月

を、上述の 3項目の頭文字を取って「3E図」とし

28日判決 ･労働判例ジャーナル 109号 2頁）

て整理したものである（○は使用者にとって有利な

法的概念を検討するための合理的なルールの策

事情、×は不利な事情である。）。

定と運用に関しては、労働事件の裁判例が参考に
図1

医療法人 W 会事件の3E 分析

コロナ禍での懲戒処分が無効とされたポイント（3E 図）
①「従業員 (Employee)」側の事情

②「外部環境 (Environment)」側
の事情

③「使用者 (Employer)」側の事情

○「医師の着用していたマスクを奇異に感じる者がいるかもしれない」
×「医師は白衣を着用」

×「マスクの点を除いて特段奇異な服装をしていたとはいえない」
×「未知のウイルス感染が拡大傾向」
×「マスクが入手困難な状況」

×「W 会において代替のマスクを提供する等の対応をしなかったこと」
（安全配慮義務の履行なし）

すなわち、裁判所は、従業員側の事情として、
「医

スクの点を除いて特段奇異な服装をしていたとは

師の着用していたマスクを奇異に感じる者がいる

いえない」とし、外部環境側として、「未知のウイ

かもしれないが、医師は白衣を着用しており、マ

ルス感染が拡大傾向にあり、マスクが入手困難な
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状況であったこと」を挙げ、使用者側の事情につ

パーソン」、使用者側として「組織構造・風土、就

いては、
「W会において代替のマスクを提供する等

業規則・規程、安全衛生管理体制、職場適応への支

の対応をしなかったこと」から，医師の行為が懲

援」、外部環境側として「法令・通達・指針、施策の

戒事由に当たらないとした。たとえ奇異な風体だっ

変更・政治情勢、経済情勢・景気変化、社会・文化的

たとしても、勤務初日に最も重い処分である懲戒

状況」等の事情が挙げられる。

解雇をした W会の対応は、懲戒理由として合理性

これら以外にもさまざまな要素が含まれるが、
とくに、コロナ労務問題の場合に重視される事情

を欠くものであるという判断である。
W会としては医師の奇異な風体だけに目を奪わ

として、従業員側としては、「基礎疾患、年齢、妊

れ、使用者である自分自身や外部環境のチェック

娠等の健康情報やライフスタイル」等が挙げられ

をせずに、拙速に懲戒処分を行ってしまったとい

るだろう。外部環境としては、「緊急事態宣言の有

える。労務管理上、3Eの視点から多角的に評価検討

無や市中感染状況、変異株の登場、コロナに関す

することの大切さを改めて知ることができる事例

るエビデンスや社会的コンセンサス」等が、使用

である。

者側の事情としては、
「感染の可能性が高い業務か、

労働事件の使用者側の負け裁判には共通項があ
るが、それは、使用者側に強みがないことである。

感染予防対策の有無」等が大きな項目となると思
われる。

W会事件でも、「代替のマスクを提供する等の対応

現場で問題となるケースでも、従業員側の事情

をしなかったこと」と指摘されているとおり、安

のみに目を奪われやすいが、使用者側や外部環境

全配慮義務の履行すらしておらず、強みがなかっ

側の事情についても関係者間で正確に共有して、

た。法的紛争やトラブル対応では、相手の弱みだ

合理的なルールを作ることが求められる。

けに目を奪われてしまい、近視眼的な行動に陥り
やすいが、W会側の拙速な解雇処分も、同じ轍を踏

5. コンセンサスをつくってプロセスを踏む
一つのアイデアとして、フレームワークを用い

んだものといえるであろう。
W会としては全体を俯瞰して、代替のマスクを

た 3E分析を紹介したが、重要なことは、コンセン

準備したり、医師の説得を行ったりする等のプロ

サスをつくってプロセスを踏むことである。設例 1

セスを果たすべきであった。合理的な手続きを果

の信義則、やむを得ない事情、設例 2の正当な理由

たすことこそが安全配慮義務の履行
であり、事後紛争の解決において有

図2

3E分析のイメージ図

利となるばかりでなく、そもそもの
紛争発生の予防にも資するものとい
える。
4. フレームワーク（3E分析）の活用
3E分析は、裁判例の整理法として
筆者が提案したフレームワークであ
るが、3つの異なる視点から事実関係
を漏れなく洗い出すものである。そ
のため、関係者や多職種が認識を共
通化したり、リスク分析をしたりす
るためにも活用できる。
図 2のとおり、3項目には、従業員
側として「疾病性・事例性、年齢・
キャリア・性格・評価、家族構成・キー
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といった法的概念を判断するうえでも、関係者で

から休職期間を延長しないという方針を導ける。

合意したルールに基づいて、感染リスクが大きい

使用者が恣意的に休職期間の延長の可否を判断

か小さいか分析し、そのうえで、大きい場合だれ

した場合、従業員とトラブルになったときに信義

の責任といえるかを判断することで方向性を導け

則違反を問われ、法的責任を免れないが、このよ

る。その際、ルールの合理性を担保するため、専

うな合理的なプロセスを尽くして、やむを得ない

門家の関与のもとに、リスク分析と判断のルール

事情の有無を判断すれば、関係当時者も混乱せず、

作りをしていくことが重要である。

法的責任を問われる可能性も低いものとなる。

コロナ労務問題では、科学者や医師、法律家、

同じように、設例 2の出社拒否の正当な理由の有

政治家等々が各々の立場で様々なことをいうので

無でいえば、3項目を検討し、緊急事態宣言が発令

混乱するが、彼／彼女らが論じていることは、ど

されている場合や、職場の感染予防措置が不十分

のファクターの問題なのか、たとえば、3Eを使って

なため、感染リスクが大きいと考えられる場合は、

事実関係を整理して俯瞰し、メタレベルの視点を

欠勤に正当な理由があるということができ、懲戒

もって、総合的なリスク分析と評価、法的概念の

処分等の不利益措置は許されないであろう。

判断をすることが求められる。
では、設例 1の場合、会社は、どのような手続き
を経て延長の可否や延長期間を決めればよいか。

他方で、従業員は健常という事情があるので、
市中感染が減少傾向で使用者も適切な感染予防措
置を行っているなど、感染リスクが総合的に小さ

簡略化していうと、リスクを点数化することも

い場合には、無断欠勤の正当な理由はないと判断

一案である。たとえば、使用者側が感染症対策を

できる。ただし、従業員自身は健常でも、たとえ

していて、とくに感染可能性の高い業務でもない

ば、家族構成によっては、基礎疾患を抱えた家族

場合はリスク点を 1とする。そして、外部環境側と

や高齢の親と同居している等もあり、従業員側の

して、緊急事態宣言中で感染も拡大傾向、変異株

事情もきめ細やかに聴き取る必要があるだろう。

も出てきているからリスク点を 3とし、従業員も基

いずれにせよ、健全な常識やバランス感覚が大

礎疾患があって高齢だからリスク点 3とする。この

事で、最初から結論ありきでリスク点を決めつけ

場合、現時点では合計 7点でリスク大だから、休職

るのではなく、3事情から丁寧に拾い上げて、事実

期間を 1ヶ月程延長するというルールをつくること

関係を整理することが重要なのではないだろうか。
このように整理検討することで、図 3のような、

もできる。
一方で、感染状況が収束傾向で、外部環境側の
リスク点が 1となれば、たとえ従業員側でリスク点
が 3でも、今回は合計 5点でリスク大とはいえない
図3
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出社拒否の正当な理由の有無を判断するためのフ
ローチャートを組むこともできるだろう。

ウィズコロナ時代のリーガルマインド～休職期間の延長要求・出社拒否を題材に～

リスクへの対応策としては、専門家が関与して合

おわりに
図 4のとおり、新型コロナのエビデンスがはっき

理的なルールを策定し公正に運用をすること、関

りしないからといって対応を怠っていると、安全

係者によるコンセンサス ･ベースの対応を尽くすこ

配慮の手続を果たしていないとして、容易に使用

とが極めて有効である。

者の責任が認められてしまう。そのため、未知の
図4

未知の人事労務問題の考え方

なぜなら、使用者に課される安全配慮義務自体

すます求められる。

が手続的義務だからであり、手続的理性を果たす

未知の人事労務問題に関しては、ますますコン

ことが、安全配慮義務の履行に貢献することにな

センサス ･ベースの対応が重要となるが、一方で、

るからである。そのため、合理的な手続を尽くし

コンセンサスには負の側面もある。「三人寄れば文

ていれば、結果が不良でも法的責任は免れる 。多

殊の知恵」といわれるが、現実の社会では正反対

くの労働事件の裁判例でも、使用者側が合理的な

の現象が起きる。すなわち、合理性を担保する仕

手続を履行したか否かが、その責任の判断に際し

組みがない場合には、コンセンサスは容易に集団

て重視されているため、この視点が事後解決のた

浅慮に陥り、非合理だったり極端だったりする結

めの指針となる。また、プロセスを誠実に尽くす

論に至る。産業保健の現場でコンセンサス ･ベース

ことは、関係当事者の納得感の醸成にも繋がるこ

の対応をする際に、合理性を担保する仕組みがま

とから、紛争の未然防止にも貢献することが期待

さに専門家の関与であるが、たとえば小規模事業

できる。

場の場合、産業保健スタッフ等の専門家がいない

2）

新型コロナに留まらず、現場では未知のリスク
や複合的な要因に伴う多様な問題が発生するが、
そのような問題には一律の正解はない。そして、

ことがほとんどであり、どのように合理性を担保
するかは大きな課題となる。
産業保健の世界でも、可能な限りエビデンスに

本稿で述べたとおり、法的概念は、様々な要素の

基づくことは当然ながら、エビデンスで全てが自

総合考慮であり、法律家・弁護士だけでなく、産業

動的に決まるわけではない。決断しなくてはいけ

医・産業保健スタッフ、心理職、社労士、人事労務

ない空白を、合理的なコンセンサスで補充する作

等、多職種が適切に連携しなくては、有効な対応

業が必須であり、エビデンスとコンセンサスの架

ができない。ウィズコロナにおける産業保健では、

橋こそが、これからの産業保健の大きなテーマと

専門家・多職種の連携による手続的理性の実践がま

いえるだろう。

2）安全配慮義務が手続的義務であることについて、三柴丈典．安全配慮義務．産業ストレス研究 2012；19：185-187．
著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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新型コロナ対応による休業と賃金、
休業手当支払い義務及び職域における
ワクチン・検査パッケージについて
Absence from work, and obligation to pay wages and leave allowance and vaccination & testing
package in the job area

弁護士法人天満法律事務所 所長・弁護士 , 元京都大学法科大学院客員教授

吉田 肇

Tenma Law Firm, President, attorney, former guest professor of University of Kyoto Law School

Hajime Yoshida

[要 約]

新型コロナ対応で従業員を休業させた場合には、休業させた理由により、使用者
が正当な理由なく労務の受領を拒否した場合には賃金全額（民法 536条 2項）を、使
用者の経営、管理上の障害による休業の場合には休業手当（労基法 26条）を支払う
義務がある。感染拡大を防止する必要性の高い業務について、ワクチン未接種者に
対し就労の条件としてコロナ検査による陰性証明を求める就業規則は、労働者の不
利益に十分配慮すること等により、合理性が認められる。
[ キーワード ] 賃金 , 休業手当 , ワクチン未接種 , コロナ検査 , ワクチン・検査パッケージ
[Abstract]

When placing an employee on leave in response to COVID-19, depending on
the reason for leave the employer may be obligated to pay the entire amount
of wages if it has refused to receive labor services without good reason (Article
536, Paragraph 2 of the Civil Code), or to pay leave allowance if the leave
was due to a fault in the employer's management or administration (Article 26
of the Labor Standards Act). Employment regulations requiring unvaccinated
employees to submit proof of a negative test for COVID-19 as a condition of
working in operations for which there is a high need to prevent the spread of
the virus are considered reasonable in light of considerations such as adequate
consideration for disadvantages to workers.
[Keywords] Wage, leave allowance, unvaccinated, COVID-19 testing,
vaccine & testing package

第１

新型コロナ対応による休業と賃金、休業手当
件を整理し、いくつかの具体的な事例について検

1. 検討の対象
新型コロナウィルスの感染が拡大するにつれて、

討する。

感染した従業員や家族が感染して濃厚接触者と
なった従業員の休業が増え、その賃金の支払いが
問題となった。その他にも、新型コロナの影響で

2. 労働者を休業させた場合の賃金及び休業手当支
払い義務の要件及び両者の関係

様々な場面で従業員を休業させざるを得ない事態

まず、新型コロナ対応で労働者を休業させる場

が発生し、その場合の賃金、休業手当の支払い義

合の賃金又は休業手当の支払義務の関係を一覧表

務の有無が問題となった。

にすると以下のようになる 1）。

以下は、賃金と休業手当の支払い義務の発生要
1）ノース・ウエスト航空事件・最判昭和 62年 7月 17日、厚労省労働基準局編「平成 22年版労働基準法・上」367頁以下、菅野和夫「労働法 12版」
456頁、
荒木尚志「労働法第 4班」137頁等
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適用法条

民法536条2項

（賃金支払い義務）

労基法26条

（休業手当支払い義務）
民法536条2項、労基法26
いずれも不適用

休業の理由
賃金支払い義務又は休業手当支払い義務
（従業員の判断で休暇取得、欠勤する場合は除く）
債権者（使用者）の責めに帰すべき事由に

よって労務提供することができなくなっ
たとき2）。

労働契約で定められた賃金の支払いを拒

むことができない。
（休業手当より少ない
金額を支払った場合は差額につき付加金

（労基法114条））

使用者の責めに帰すべき事由による休業
の場合 3）。
（民法536条2項の帰責事由が

ない場合も含む）

平均賃金の60% 以上の休業手当の支払い
義務（強行法規、罰則）

使用者に民法536条2項、労基法26条い

ずれの帰責事由もない場合。
（不可抗力4） 賃金、休業手当の支払い義務はない
及び労働者側に起因する事由による休業）

上記一般論を踏まえ、具体的事例ごとに、検討

使用者が濃厚接触者（「当該感染症にかかってい
ると疑うに足りる正当な理由のある者」感染症法

する。

44条の３）とされた従業員を就労させないことは、
3. ケース検討
（1）具体例 1 ： 従業員の体調、健康上の理由で休
業させる場合
ⅰ： 従業員本人が、新型コロナに感染し、休業す

上記要請に応じ、また従業員の安全配慮義務の観
点からも正当な理由があり、賃金全額の支払い義
務はないと考えられる（労使の合意で全額を支払う
ことができればそれが望ましい）。
しかし、濃厚接触者に対しては、強制力のある

る場合
都道府県知事が行う就業制限（罰則を伴う強制力

就業制限はなく、外出自粛要請（協力要請）ができ

あり）により労働者が休業する場合は、一般的には

るのみで、それに応じるのは努力義務（同条）とさ

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当

れていることから、不可抗力の要件である防止不

しないと考えられるので、休業手当を支払う必要

可能性が認められなければ、使用者の経営、管理

はない

上の判断による休業となり休業手当支払い義務は

（厚労省「新型コロナウイルスに関する

5）6）

Q&A（企業の方向け）」令和 3年 11月 22日時点版。

あると考えられる。但し、異論はあり得よう。

以下「厚労省 Q&A」）。
ⅲ： 従業員本人が、新型コロナに感染したとの検
ⅱ： 従業員本人が濃厚接触者になり休業する場合
厚労省 Q＆ Aは、感染症法に基づき、濃厚接触
者と判断された場合は、保健所の指示に従って、

査結果はないものの、発熱等の風邪症状を呈
した場合
厚労省は、発熱などの風邪の症状があるときは、

感染した方と接触した後 14日間は、健康状態に注

会社を休むよう協力を要請している（厚労省Q＆A）

意を払い（健康観察）、不要不急の外出は控えるよ

が、法的強制力（義務）はない。

う求めている 。
7）

しかし、労務管理上は、本人及び他の従業員に

2）故意、過失または信義則上これと同視すべき事由（取引における過失責任主義）（使用者による正当な理由のない労務の受領拒否はこれに該当）
。
3）民法 536条 2項の帰責事由よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む。
4）不可抗力＝その原因が事業の外部より発生したこと（外部起因性）及び事業主が通常の経営者として最大の注意（最善の努力。例：在宅勤務、就労可能
な他の業務の検討等）を尽くしても就業が不可能な事態を避けることのできないこと（防止不可能性）。
5）就労できなくなった日を起算日に３日を経過した日から、傷病手当（標準報酬日額の３分の２）の支給対象となる。但し、感染が業務に起因するもの
であれば、労災、労災民事損害賠償が問題となる。
6）感染症法施行規則11条2項3号によると、就業が制限される業務は、飲食物の製造、販売等、飲食物に直接接触する業務及び接客業等の多数の者に接触
する業務とされているので、それ以外の業務に従事させることは制限されないように読めるが、安全配慮義務の観点からは好ましいとはいいがたい。
7）原稿脱稿後、基準が緩和され 、2022年３月 10日現在、待機期間を 7日間（エッセンシャルワーカー（医療従事者、警察、消防、公共交通、介護、保育等）
については自治体の判断で 6日目に PCR検査あるいは抗原定量検査陰性であれば解除、抗原定性検査であれば 6日目、7日目に陰性であれば解除する）
としている。
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対する安全配慮義務の観点等から、本人を休ませ

従業員本人は、濃厚接触者ではなく、風邪症状
もなければ、労務の受領を拒否する正当な理由は

ることが望ましい。
その場合、本人から休業（病気休暇、欠勤等）、
あるいは年休を取得するとの申出があれば、その

ない（厚労省の要請等もない）と思われるため、賃
金全額の支払い義務があると考えられる。

ように処理をすることとなる。
本人が出勤を希望する場合に、企業が労務の受
領を拒否することは、上記厚労省の要請や安全配
慮義務の観点から正当な理由があると考えられ、賃

（3）具体例 3 ： 取引先等の事情で休業させる場合
ⅰ： 派遣従業員を派遣先の新型コロナ対応で休業
させる場合。

金全額の支払い義務はないと考えられるが、労使

例えば、派遣従業員が、私的な用事で緊急事態

の合意で全額を支払うことができれば、望ましい。

宣言の発出中の都道府県に移動したいと申し出た

但し、企業が経営、労務管理上の判断で風邪症

ところ、派遣先が派遣元の自主的な判断で休業さ

状のある従業員を一律に休業させる場合は、少な

せてほしいと強く要請し、やむを得ず当該派遣従

くとも休業手当を支払う義務はある。（厚労省 Q＆

業員を休業させる場合。

A参照）

他の派遣就業先を確保することができず、派遣

また、実務上は、PCR検査等による陰性証明書が

先の強い要請でやむを得ず休業させる場合は、就

取得できた段階で、本人の希望と体調を確認した

業させないことに正当な理由があり、賃金全額の

うえで就労させることも考えられよう。

支払い義務はないと考えられる。

ⅳ：新型コロナ発症後 10日を経過したが、陰性の
検査結果を持参しない限り出勤を許可しない場合

しかし、（労働者に就労させない法律上の根拠や
行政の要請もないにもかかわらず）取引先の要請に

就業制限期間（原則、発症後 10日間） 経過後は、

応じるという使用者側の経営上の判断で派遣労働

原則として労務受領を拒否する正当な理由はなく、

者を休業させる場合にはなるので、原則として休

賃金全額の支払い義務が発生すると考えられる。

業手当を支払う必要があると考えられる（個別事情

8）

で外部起因性、防止不可能性が認められる場合は
（2）具体例 2 ： 家族が感染、濃厚接触者になった

別）。なお、他府県への移動がロックダウンのよう
に法的に禁止されるときや、移動自体が会社に対

場合
ⅰ： 家族が感染したことから休業させる場合
従業員は、濃厚接触者となる可能性がある。濃

する誠実義務違反に該当するような特段の事情が
あれば別段、そうでない場合は、私生活上の行動
を理由に労働者の側の責めに帰すべき事由ありと

厚接触者とされた場合は、⑴ⅱ参照。
但し、濃厚接触者と認定されるまでに時間を要

はいいにくいと考えられる。

する場合があり、従業員からの休暇取得等がない
場合に使用者の経営、管理上の判断で休業させる

ⅱ： 海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を
受け事業を休止したことに伴う事業の休止で

場合は、休業手当を支払う義務がある。
濃厚接触者に該当する可能性があるので、労務

ある場合

の受領拒否には正当な理由があり、賃金全額の支

厚労省 Q＆ Aは上記事例の休業手当の支払いに

払い義務はないと考えられるが、労使の合意によ

ついて「当該取引先への依存の程度、他の代替手

り賃金全額の支払いができれば望ましい 。

段の可能性、事業休止からの期間、使用者として

9）

の休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案
ⅱ： 家族が濃厚接触者になったことから休業させ

し、判断する必要があると考えられる」としてい
るが、これらの事情を勘案して、外部起因性と防

る場合
8）厚労省：令和 3年 2月 10日健感発 0210第 3号参照。

9）休業手当を支払う期間は、最終曝露日から 14日が経過するまで（濃厚接触者の取扱参照）。それ以後は、原則として就業させることになる（就業を拒
否すれば、賃金全額の支払い）と考えられる。（なお、原稿脱稿後、自宅待機期間の基準が 7日緩和された。）
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止不可能性が認められる場合には、不可抗力によ

ⅰ： シフトによって所定労働日、所定労働時間が

。な

決まるシフト制勤務において、コロナの影響

お、雇用調整助成金の要件を満たす場合は、その

で営業日、営業時間を減らすことに伴いシフ

申請を検討されたい。

トを減らした場合に賃金、休業手当の支払い

り休業手当支払い義務もないと考えられる

10）

義務はあるか。
（4）具体例 4 ： 新型インフルエンザ等対策特別措

適法にシフトによって所定労働日が決められた

置法に基づき、協力要請などを受けて営業を

のちに、コロナ対応で使用者が休業を命じた場合

自粛し、労働者を休業させる場合

は、休業をさせる理由に応じて、具体例１乃至 4に

ⅰ： 特別措置法に基づく休業の協力要請があった
ことを受けて従業員を休業させる場合
厚労省 Q＆ Aによると、特別措置法に基づく協

よる。
しかし、シフトがまだ決まっておらず、所定労
働日、所定労働時間の合意が存在しない場合は、

力依頼や要請を受けて営業を自粛し、労働者を休

労務提供義務が発生しておらず、労務提供債務の

業させた場合であっても、一律に労基法に基づく

履行が債権者の責めに帰すべき事由により履行不

休業手当の支払い義務がなくなるものではないと

能になった（民法 536条 2項）ということもできない

して、労使の話し合いにより手当の水準や休業日、

はずである。この場合は、休業とはいえないので、

休業時間の設定を決めるよう求めている。その上

休業手当の要件も満たさないであろう。

で、不可抗力による休業になるか否かは、
「外部起

但し、採用の経緯や勤務実態によっては、当事

因性」
「防止不可能性」の要素を考慮して判断され

者の合理的意思解釈あるいは黙示の合意により一

るとしている（例えば、要請の対象外の他の店舗で

定の所定労働日数、労働時間の合意が成立してい

勤務させることや在宅勤務が可能な場合は不可抗

たと認められる場合があり得る 11）。その場合は、

力には当たらない）。

認められた勤務日数、時間に対応する賃金又は休

一般論は、その通りであるが、特別措置法の改

業手当を支給する必要があろう 12）。

正により協力要請に応じないときは、都道府県知
事は、命令を出し、公表するとともに過料の罰則
があるため、法的強制力も強く、事情によっては
不可抗力とされる場合もあると考えられる。
その場合は、雇用調整助成金の申請（休業手当の
要否にかかわらず対象となる）を検討されたい。

4. コロナ対応による休業以外
（1）従業員が、単に感染をおそれて出勤をせず、
欠勤を続ける場合
従業員が、正当な理由なく出勤をしない場合は、
原則として賃金は発生せず（ノーワーク・ノーペイ
原則）、適法な出勤命令を拒否することは業務命令

（5）具体例 5：シフト制勤務におけるシフト減と賃
金請求権

違反となる。
但し、例えば、感染すると重症化するリスクの

10）土田道夫教授は、法曹時報 73巻 5号 13頁において、特別措置法に基づく協力要請等とは無関係に、売上減少や営業時間の短縮に伴って休業する場
合は、労基法に基づく休業手当を支払う義務を負うのみならず、民法 536条 2項に基づき賃金全額の支払い義務を負うとされる。しかし、経済情勢
により経営上の困難に陥った場合において、一律に使用者に民法上の帰責事由（故意・過失またはこれと同視すべき事由）があるとするのは疑問があ
る。上記⑶ⅱの事例と同様に、休業手当の支払義務の問題とし、更に不可抗力の有無を検討するべきと考える。
11）勤務実態を踏まえた当事者の合理的意思解釈により週 4日の所定労働日の合意があったことを認定した上で、特段の事情もなくシフトに入れなかっ
たのは使用者の責めに帰すべき事由による労務提供不能に当たるとして 536条 2項に基づき賃金の支払いを認めたホームケア事件・横浜地裁令和 2
年 3月 26日判決、週所定労働日数を 4日とする黙示の合意を認定した上で、シフト削減は使用者が労務提供の受領を正当な理由なく拒否したもの
として 536条 2項に基づき賃金の支払義務を認めた萬作事件・東京地裁平成 29年 6月 9日判決等参照。なお、シルバーハート事件・東京地裁令和 2年
11月 25日判決は、毎月のシフトによって勤務日、勤務時間が決定されていたことからすれば、適法にシフトによって決められた勤務時間以外につ
いて民法 536条 2項により賃金を請求することはできないとしつつ、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用
に当たり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について、民法 536条 2項に基づき賃金請求できるとしたが、結論は妥当としても、所定労
働日数、労働時間が認められなければ、労務提供債務の履行不能とは評価できないので理論的には疑問である。
12）賃金、休業手当のいずれの支払い義務が発生するかは第 1の 2.参照。なお、シフト勤務の場合でも、一定の要件のもとで雇用調整助成金や休業支援
金の支給対象となる。
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高い基礎疾患を持つ労働者が、感染力、病原性の
高いウイルスがまん延している状況下において、

の上決定する必要がある。）
上記の場合において、使用者の出勤命令に従わ

感染防止策が不十分で、感染リスクの高い状況の

ず、在宅で業務を行ったとしても、それは債務の

まま改善されていない職場に出勤するような場合

本旨に従った履行ということはできず、使用者は、

には、その基礎疾患の程度、症状によっては、生

その受領を拒否することができ、賃金債権は発生

命、身体に対する危険が具体的に存在するものと

しないと解される。

して出勤して就労する義務はない（就労を拒否でき
る）
と解する余地もあろう。

ⅱ： 出勤拒否に一定の正当な理由がある場合

使用者が、このような具体的な危険を予見でき

例えば、従業員にワクチン接種を受けることが

たにもかかわらず、可能な感染防止策を講じない

できない疾病等があり、また感染をすれば重症化

ことは安全配慮義務違反にあたり、労働者が感染

することによる生命・身体に対する危険が具体的に

をした場合は、因果関係が認められる損害につい

認められる場合（厚労省「新型コロナウィルスワク

て損害賠償責任を負うこととなろう。

チン接種 Q＆ A」参照）において、従業員が在宅勤

また、使用者の出勤を命じる行為は業務命令権

務を求めたときは、使用者はどう対応すべきか。

の濫用に当たり無効とされる可能性があるととも

このような場合は、在宅勤務の可能性や担当業

に、債権者の責めに帰すべき事由による労務提供

務の変更などの余地があるか従業員の健康状態、

債務の履行不能にあたり賃金支払い債務の履行を

状況を聞きながら、合理的な配慮（障害者雇用促進

拒絶できないと解する余地もある（民法 536条 2

法 2条の障害者に該当する場合は、同法 36条の 3

項）
。

の「合理的配慮」）を検討する必要があろう。
また、障害者雇用促進法２条の障害者には当た

（2）従業員が在宅勤務を要求し、出勤を拒否した

らない場合であっても、使用者の安全配慮義務（健
康配慮義務）の履行の観点から、配置の現実的可能

場合
ⅰ： 使用者が在宅勤務を導入する場合には、経営

性のある他の業務として在宅勤務等を検討するこ

上、労務管理上の必要性、合理性から、多くの場

とが求められる余地はあり、検討を尽くしても在

合在宅勤務規程、就業規則等により、在宅勤務を

宅勤務その他配置の現実に可能な他の業務がない

命じる対象者の要件が規定され、在宅勤務をする

場合は、在宅での就労は債務の本旨に従った労務

際は使用者の許可が必要とされている。

提供とはならず、使用者はその受領を拒否できる

このような場合は、労働契約上は、在宅勤務対

ので、賃金は発生しない（片山組事件・最高裁判決

象者の要件に該当し、使用者が許可をしない限り、

平成 10年 4月 9日判決参照）。この場合は、休業手

従業員に在宅勤務を請求する権利は認められず、

当についても、使用者の帰責事由があるとはいえ

使用者には在宅勤務をさせる義務はない。（なお、

ず、支払い義務はないと考えられる。

緊急事態宣言が発出され、感染拡大防止のために

なお、職場が基本的な感染予防対策を講じてい

リモートワークが推奨されている場合は、可能な

ないような場合は、上記 4．⑴と同様に、使用者は、

範囲で在宅勤務を導入することが望ましいといえ

安全配慮義務違反の責任を負うとともに、債権者

ようが、この場合でも、当然に使用者に在宅勤務

（使用者）の責めに帰すべき事由による労務提供不

をさせることが義務付けられ訳ではなく、対象者

能により、賃金支払い義務を免れないとされる可

の要件をどの範囲まで拡大できるか使用者が検討

能性がある。

第２

コロナ検査の義務付け及び職域におけるワクチン・検査パッケージ

1. 職域におけるワクチン接種の勧奨と義務付けに

者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的

ついて
現在、政府は、新型コロナウィルス感染症の感
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伴う検査や検査機関の提携医療機関等の医師によ

る。
一方、新型コロナワクチン接種について定める

り感染が診断された場合は、医師が感染症法に基

改正予防接種法によると、市町村長は予防接種の

づき保健所に届出を行い、その結果、入院、就業

対象者に対し、接種勧奨をするものとされている

の制限も受けるので（感染症法 18条乃至 20条）、従

ものの（同法８条１項）
、対象者は原則として接種

業員に一定の不利益を課す可能性がある点が問題

を受ける努力義務があるにとどまる（同法9条1項）。

となるが、就業規則の不利益変更の効力に関する

そして、令和 2年 12月の予防接種法改正に際し、

労働契約法 10条にしたがい検討すれば、多数の顧

衆参両院で付帯決議がされているが、政府の基本

客と接触する飲食業、小売、接客業や多数の労働

的対処方針は、その決議を踏まえ、
「国民に対し

者が同じ職場で働く工場等は、感染拡大を防ぐ業

て、
・・・的確で丁寧なコミュニケーション等を進め、

務上の必要性は高いということができ（①変更の必

幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が

要性），入院、就業制限に至る可能性については、

自らの意思で接種の判断を行うことができるよう

周囲の従業員への感染拡大を防ぐ必要性及び従業

取り組むこと」とされ、厚労省の見解も、この付

員本人にとっても早期に感染を発見して治療につ

帯決議の内容をほぼ忠実に反映した形で、「接種は

なげる利益があることを踏まえれば、感染拡大を

強制ではなく，あくまでご本人の意思に基づき接

防ぐ必要性を上回る重大な不利益とはいいがたく、

種を受けていただくものです。接種を望まない方

またワクチン接種と異なり、医学的侵襲行為を伴

に接種を強制することはありません。」「職場や周

うものではないので、その点でも不利益の程度は

りの方などに接種を強制したり、接種を受けてい

大きくないといえる 14）
（②従業員の不利益の程度）。

ない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆

また、検査の内容も、上記のように感染拡大を予

さまにお願いしています。仮にお勤めの会社等で

防する目的で医学的侵襲を伴わない方法で行うも

接種を求められても、ご本人が望まない場合には、

のであり、ワクチン接種の事実上の強制にもなら

接種しないことを選択することができます」とし

ないので、相当な内容ということができる（③変更

ている
（厚労省「新型コロナワクチン Q＆ A」）。

内容の相当性）。社会的に新型コロナウィルスの感

このように、政府、厚労省は、感染予防の重要

染拡大を防止する必要性があれば（⑤変更の社会的

性とワクチンの効果は踏まえつつ、同時に上記予

相当性）、労働組合や労働者に対する丁寧な説明と

防接種法の規定、国会の付帯決議等を踏まえ、職

協議を経て（④組合等との交渉の状況）行った就業

域においても、ワクチン接種を義務とするのでは

規則変更の効力は認められると考える。

なく、勧奨する方針をとっていることから、職域

就業規則に規定がない場合であっても、上記の

において就業規則等でワクチン接種を義務付ける

ような検査により感染拡大を防止する必要性の高

ことは、合理性を認めがたいと考えられる（労契法

い業務、職場であれば，労働者に対する丁寧な説

10条）
。

明と協議を尽くした上で業務命令を発することは、

では、職域でワクチン接種の勧奨以外に感染拡

業務命令権の濫用には当たらないと考える。

大を防止する方法は考えられるか。
（2）上記の業務命令にも従わない従業員に対して
2. 就業規則により、ワクチン未接種の従業員につ

懲戒処分をすることは、懲戒に関する規定が就業

いては、就労に際し PCR検査等のコロナ検査

規則に存在し、懲戒権の行使が権利濫用に当たら

13）

を義務付けること、検査の指示に従わない従業

ないための要件（相当性の原則、平等取扱いの原則、

員に対しては懲戒処分を行うことは可能か。

適正手続）を満たす限り、客観的に合理的な理由が

（1）一般の法定外健診とは異なり、コロナ検査の

あり、社会通念上も相当なものとして有効と解さ

場合は、自費検査の場合でも、医師による診断を

れる（労契法 15条）。

13）コロナ検査としては、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査がある（厚労省「新型コロナウィルス感染症に関する検査について」参照。）
14）業務遂行に際して検査を義務付ける以上は、原則として検査費用は使用者が負担すべきと考えられる。
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3. 就業規則でワクチン未接種者に対し、検査によ

はその適用を排除しておくことも考えられる）
。
感染の拡大を防止する必要性が高い業務に限り、

る陰性の証明がない場合には就労させないこと
は可能か
（ワクチン・検査パッケージ）
感染拡大防止策を講じる必要性が高い業務に従
事する従業員で配転も困難な場合について、検査に
よる陰性の証明

15）

従業員の経済的不利益にも配慮した内容であれば、
丁寧な説明と協議を尽くして就業規則を変更する
ことは合理的といってよいと考える。

をしない場合には就労させない
以上のワクチン・検査パッケージも、実施に際

ことを就業規則で定めるのは、従業員の不利益が

4.

大きくなるため、就業規則の変更の合理性が認め

しては、検査の費用負担や頻度、休業手当の負担

られるためには、就労を拒否してでも感染拡大防

等、検討すべき課題がある。また、感染拡大の防止、

止策を徹底する必要性が高い業務であること（①の

発症、重症化防止を図る上では最も重要なワクチ

点）
、少なくとも休業手当（労働基準法 26条）を支給

ン接種率をどの程度高めることができるか、その

することにより従業員の不利益を緩和すること（②

制度設計によって異なった結論となり得る。

の点）が必要となろう。賃金全額の支払いについて

ワクチン接種率を高めることを考えれば、一定

は、①の感染拡大防止の必要性が高い業務であれ

の業務については、ワクチン接種をしていること

ば、検査を拒む従業員の労務提供の受領拒否には

を就労の条件とするワクチン接種証明書の制度が

正当な理由があり、債権者の責めに帰すべき事由

最も徹底しているが、そのためには、現在の予防

はないので支払いを拒むことができると解される

接種法の改正ないし国会の両院決議とそれを受け

（民法 536条 1項）
（なお、民法 536条 2項は任意規

た政府の基本的対処方針の変更が必要になると思

定であることから、あらかじめこのような場合に

われる。

15）この場合、就労させる条件としてワクチン接種あるいは検査による陰性証明のいずれか従業員に選択させるということであれば、必ずしも使用者
が検査費用を全額負担する義務はないという考え方もあり得るが、従業員に（一部あるいは全部）費用負担をさせれば、その不利益の程度（検査の回
数、費用額）によっては、就業規則の合理性に影響を与える可能性や事実上のワクチン接種の強制になることも想定され得るので、慎重に検討する
必要がある。
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コロナ禍での労働法の諸課題
～ PCR 検査等の義務付け、コロナと損害賠償・懲戒処分・
人事考課・ワクチン接種等を中心にして～
Labor Law Issues in Corona COVID-19 calamity -with a focus on Mandatory PCR tests, etc., focusing
on corona and damage compensation, disciplinary action, personnel evaluation, vaccination, etc.弁護士・明治学院大学客員教授

岩出 誠

Attorney, Meiji Gakuin University Guest Professor

Makoto Iwade

[要 約]

本稿は、オミクロン株の猛威で、予想以上の規模で来襲した新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）第 6波や、今後も次々と襲来するであろう変異株や新たな
感染症に備えて、コロナ第 1波～第 5波までに得た貴重な教訓を活かすべく、コロ
ナ禍が引き起こし、顕在化させた様々な労働法上の課題のうち、PCR検査、損害賠
償、懲戒処分、人事考課、ワクチン接種等を中心にして、できる限り裁判例等に即
し、最近公表され始めたコロナ関連の最新裁判例をも紹介しつつ、検討するもので
ある。
[ キーワード ] PCR 検査 , ワクチン接種 , 感染リスク行動 , 損害賠償 , 懲戒処分 , マスク着用義務
[Abstract]

This paper was obtained from the 1st to 5th waves of (COVID-19, hereinafter
referred to as corona)in preparation for the 6th wave of corona

and new

coronavirus variant infection, which is expected to return, and the variant that
invade one after another. In order to make use of valuable lessons, among the
various labor law issues that the corona sickness caused and became apparent,
the judicial precedents with a focus on PCR inspection, damage compensation,
disciplinary action, personnel evaluation, vaccination, etc. as much as possible.
In line with these issues, we will also introduce the latest corona-related judicial
precedents that have recently begun to be published.
[Keywords] PCR testing, vaccination, Infection risk behavior, damage,
disciplinary action, mask wearing obligation

できる限り裁判例等に即し、最近公表され始めた

はじめに
本 稿 は、 オ ミ ク ロ ン 株 の 猛 威 で、 正 に 予 想 以
上の規模で来襲した新型コロナウイルス感染症

コロナ関連の最新裁判例をも紹介しつつ、検討し
ようとするものである。

（COVID-19。以下、コロナという）第 6波や、次々

なお、本稿で引用される厚労省 HP掲載の「新型

と襲来する変異株や新たな感染症に備えて 、コ

コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」
（以

ロナ第 1波～第 5波までに得た貴重な教訓を活かす

下「労務 Q＆ A」という）、
「新型コロナウイルスに

べく、コロナ禍が引き起こし、顕在化させた様々

関する Q&A（労働者の方向け）（以下「労働者 Q＆

な労働法上の課題のうち、PCR検査、損害賠償、懲

A」という）」等は日々更新されているが、ここでは、

戒処分、人事考課、ワクチン接種等を中心にして、

令和 4年 3月 31日現在の情報として参照した。

1）

1）既に、令和 3年 11月 26日 WHO＝世界保健機関は南アフリカで確認された新たな変異ウイルスについて「懸念される変異株」に指定したと発表し、
「オミクロン株」と呼称された（2021.11.27付 NHKの NEWSWEB）が、これにより世界同時株価急落を招き（2021.11.28付日経朝刊）、我が国でも、
1日の感染確認者数が 10万人を超え、令和４年２月７日現在、35都道府県がまん延防⽌等重点措 置の適用を受ける事態に陥った。
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新型コロナウイルス感染症の労務問題と法

マスク着用の義務付け

1. マスク着用命令の適法性

存在が指摘されている。そうすると、医学的なマ

コロナ感染の危険がある場合、とりわけ、緊急

スク等の着用が困難な状態にある事情の正当事由

事態宣言等や自治体からの感染予防対策が呼びか

の証明がある場合にはマスク直用の義務付けが困

けられている状況においては、企業には、企業の

難にはなるであろう。この場合、在宅勤務態勢が

円滑な運営・業務遂行上、必要かつ合理的な範囲内

取れる企業においてはそれを選択すべきある。こ

であり、それに沿うドレスコード等の周知された

れができない場合、合理的業務上の必要性ある休

就業規則があれば、労働契約法第 7条により、仮に、

業と休業手当の問題として処理すべきと解される。

かかる規定がなくても、企業が業種ごとに策定さ
れる感染拡大予防ガイドライン等に沿う措置とし

3. マスク着用をめぐる裁判例

て、従業員に対して、マスク、それも感染防止効

マスク着用をめぐる裁判例としては、コロナ禍

果の高い不織布マスクの着用を命じることが可能

前の東急バス（チェックオフ停止等）事件・東京地判

と解される。

平 18・6・14労判 923号 68頁は、従業員の乗務中の

合理性の裏付けは、厚労省「職場における新型

マスク着用を原則として禁止し、例外的に診断書

コロナウイルス感染症の拡大を防止するための

等を提出させて着用を許可するという取扱いにつ

チェックリスト」の中での「感染防止のための３

き、バス運転士が接客も行うことから乗客に不快

つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、

感を与えない配慮をしたためと認められ、一応の

③手洗い」としての位置づけや、同「新型コロナ

合理性が認められると判示した。しかし、コロナ

ウイルスに関する Q&A（一般の方向け）
」令和 4年

禍前から、PM2.5の大気汚染やインフルエンザ感染

３月 25日版 4の「問１

防止等を考慮すれば疑問があったが、マスク着否

マスクはどのような効果

があるのでしょうか。
」での回答「マスクは、相手
のウイルス吸入量を減少させる効果より、自分か

に関する企業の命令権を認めた例ではある。
コロナ禍の裁判例たる医療法人社団和栄会・秀栄

らのウイルス拡散を防ぐ効果がより高くなります。

会事件・さいたま地判令 3・1・28労経速 2448号 13

仮に 50センチの近距離に近づかざるを得なかった

頁では、医師の硬質素材の防塵マスクなどを着用

場合でも、相手だけがマスクを着用（布マスクで

しての就労が、懲戒解雇事由に当たらず、懲戒解

17％減、不織布マスクで 47％減）するより、自分

雇が無効とされた。防塵マスク等を着用して病院

だけがマスクを着用（布マスク又は不織布マスクで

内であいさつ回りなどをしたことが、病院の懲戒

7割以上減）する方が、より効果が高く、自分と相

解雇事由に該当するとされたが、裁判所は、
「原告

手の双方がマスクを着用することで、ウイルスの

の着用していたマスクは医療現場向けでない大仰

吸い込みを 7割以上（双方が布マスクで 7割減、不

な形状もので，奇異に感じる者がいるかもしれな

織布マスクで 75％減）抑える研究結果があります。」

いが，被告和栄会において職員の服装に関する特

等の指摘である。

段の規則はないこと，原告は白衣を着用しており，
マスクの点を除いて特段奇異な服装をしていたと

2. マスク着用困難者への配慮の必要

はいえないことに加え，当時，未知のウイルス感

ただし、発達障害のある人については、触覚・嗅

染が拡大傾向にあり，マスクが入手困難な状況で

覚等の感覚過敏といった障害特性により、マスク

あったことは公知といえること，被告和栄会にお

等の着用が困難な状態にある場合（厚労省 HP掲載

いて代替のマスクを提供する等の対応をしなかっ

の「マスク等の着用が困難な状態にある発達障害

たこと等を併せ考えれば，本件装備が…『破廉恥

のある方等への理解について」
）
や、感覚過敏、脳の

行為』に当たるということはできない。」として、

障害、皮膚の病気、呼吸器の病気など、様々な原

懲戒事由該当性を否定した。ただし、現下の通常

因で、マスクを着けると肌に痛みを感じたり、気

の不織布マスクの入手可能な状態下では判断が変

分が悪くなったり、体に異変が生じてしまう人の

わった可能性がある。
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第2

PCR検査の義務付け
規定がある場合につき、同規定の合理性による拘

1. PCR検査の義務付けの適法性
海外出張の入国審査のため、PCR検査済証や継続

束力を認め、企業指定医師による法定外の精密検

的な検査証の提出が求められる場合などで、企業

診の受診命令の有効性を認め、これを拒否した労

が従業員に対して、PCR検査を義務付けられるか検

働者の戒告処分を有効としている。更に、裁判例

討する。結論は、PCR検査を行う業務上の必要性の

は、就業規則に受診義務規定がない場合にも、一

内容・程度、検査方法の合理性、検査費用の企業負

定の場合、受診義務を認めている 4）。

担、就業規則その他の明示の根拠又は真摯な同意

以上の判例・裁判例を踏まえると、PCR検査を行

に基づき、全員若しくは検査の必要性に応じて被

う業務上の必要性が高く、一定以上の検査能力が

検査者選定の合理的な基準に従って行うこと等の

ある医療機関におけるなどの検査方法の相当性・妥

要件が整っていれば義務付けは可能と解される。

当性があり 5）、検査費用を企業が負担し、検査結果

それは以下の理由による。先ず、コロナの PCR

が陽性や偽陽性となった場合の入院等による隔離

検査は、陽性となった場合、感染症法第 20条に基

への賃金等の補償措置・不利益取扱い禁止措置が取

づく入院やホテル等の療養施設にて隔離される不

られ、就業規則その他の明示の根拠に基づき、全

利益、行動の自由を奪われるという従業員の人権

員若しくは検査の必要性に応じて合理的な基準に

への制限がある。ただし、その不利益の程度を見

従って、不当な動機・目的なく、制度として画一的

てみると、従来型、デルタ型やオミクロン株にお

に実施される検査であれば義務付けは可能と解さ

いても、無症状者であれば、検査のための検体を

れる。

とった日から 10日間を経過すれば、PCR等検査を
経ずに退院が可能で、退院後の４週間は、毎日、

2. 厚労省見解への疑問

体温測定を行うなどの自己健康管理といった対応

労務 Q&A「10 その他」問 7「労働者を就業させ

が求められる程度である。また、有症状者の場合

る上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染

であれば適切な治療を受けられることによりむし

しているかどうか確認することはできますか。
」で

ろ健康回復という利益を得ることになる。他方、

は、回答として、
「現在、PCR検査は、医師が診療の

企業にとっては、コロナの感染者を隔離すること

ために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の

により他の従業員やその家族、取引先等のステー

観点から自治体が必要と判断した場合に実施して

クホールダーへの感染拡大を防止し、企業の円滑

います。そのため、医師や自治体に PCR検査が必

な経営に資することは明らかである。

要と判断されていない労働者について、事業者等

コロナの PCR検査は、労働安全衛生法の定期健

からの依頼により、各種証明がされることはあり

診とは異なる法定外健診の一種である。法定外健

ません。
」などと指摘している。しかし、これは保

診の従業員への義務付けに関して 、判例

は、健

健所の業務の逼迫等を考慮した指摘であり、上記

康管理規程等により就業規則上受診義務に関する

PCR検査の適法性を否定する論拠とはなり得ない。

2）

第3

3）

コロナと損害賠償

1. コロナ感染やそのリスクある行動等への法的責任
コロナの感染拡大を防止する最大の方法は、で

の図解の『感染リスクが高まる「５つの場面」』の
提言が示され、各企業においても、特に、
【場面１】

きる限り人的接触機会、感染リスクを減らすこと

飲酒を伴う懇親会等【場面２】大人数や長時間にお
,

である。リスク軽減につき、令和 2年 10月 23日、

よぶ飲食、接待を伴う飲食などについては、禁止

新型コロナウイルス感染症対策分科会より、下記

や自粛要請を発している場合が増えている。

2）詳細は、岩出誠「労働法実務大系」第 2班〔民事法研究会、2019〕451頁～ 452頁参照
3）帯広電報電話局事件・最一小判昭 61・3・13労判 470号 6頁
4）京セラ事件・東京高判昭 61・11・13労判 804号 15頁、空港グランド・サービス・日航事件・東京地判平 3・3・22労判 586号 19頁
5）東京海上火災保険事件・東京地判平 7・11・30労判 687号 27頁
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新型コロナウイルス感染症対策分科会 HPより

他方で、
「新型コロナウイルス感染症の労災補償

してみる。

における取扱いについて」令 2・4・28基補発 0428
第１、最終改正令 3・6・24基発 0264第 1（以下、
「コ
ロナ労災通達」という）において、認定除外事由と

3. 損害賠償
（1）企業の損害

しての「業務外で感染したことが明らかである場

従業員の感染確認による企業の損害としては、

合」としては、クラスターが多数発生している「繁

保健所による消毒終了までの企業施設の利用禁止、

華街の接待を伴う飲食店等、ライブハウス、バー、

濃厚接触者の PCR検査終了や経過観察のために 2

スポーツジムや運動教室等」の利用や、クラスター

週間（令和 4年 2月以降は 7日間）の自主隔離等に伴

が発生した小劇場利用による感染等も想定される。

う休業による損害だけでなく、いわゆる風評リス
クによる信用喪失による顧客や採用面での応募者

2. 厚労省の原則的見解―感染者への不当な差別の

の減少等多大な損害が発生し得る。

禁止
労務 Q&A
「10 その他」の「問１ 職場において、
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等

（2）故意または過失
（ア）故意ある場合

が起きた場合には、どのように対応したらよいで

かかる損害発生につき、感染した従業員に、感

しょうか。また、そのような事態を未然に防ぐた

染自体や感染後の行為に故意がある場合は不法行

めに、どのようなことをすべきでしょうか。
」では、

為責任を免れないであろう。例えば、感染確認し

「新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等

ていたか否かは不明な人物が、ドラッグストアを

は、あってはならないものです。
」と指摘している。

訪れ、男性店員らに「俺コロナだけど、お前ら全

この原則は当然であるが、前述の『感染リスク

員うつったからな」などと話し、店員らに店内の

が高まる「５つの場面」』からの回避要請や指示が

一部を消毒させるなどして業務を妨害したとして

出ている場合や、コロナ労災通達における認定除

威力業務妨害罪で逮捕されている 6）。これは刑事事

外事由があった場合にはどうなるかを、以下検討

件の例であるが、民事事件としては、営業妨害へ

6）令和 2・4・8朝日デジタル記事等
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の損害賠償は勿論、感染した行為者に対する民法

企業から、前述の『感染リスクが高まる「５つの

709条による不法行為責任が発生することは明らか

場面」』からの回避要請や指示が出ている場合や、

である。

コロナ労災通達における認定除外事由があった場
合において感染が確認された場合には、政府や企

(イ ) 過失による場合
感染自体につき、感染経路が判明していない場
合には、仮に、企業から前述の『感染リスクが高

業からの啓発活動・要請の程度や業務命令であった
か否かも関係するが、過失責任を問われる可能性
はあり得る。

まる「５つの場面」
』からの回避要請や指示が出て
いる場合（業務で飲み会をする場合に届出制をとっ

（3）過失相殺

ている場合を含む。以下、同様）や、コロナ労災通

上記の故意行為には原則過失相殺を認めること

達における認定除外事由があった場合であったと

はできない。しかし、過失責任が問われる場合に

しても、後述の懲戒や人事考課上の問題は別とし

は、企業側での、感染予防対策、予防啓発活動等

て、第 5波や第 6波のような市中感染の蔓延状態

の内容・程度、
『感染リスクが高まる「５つの場面」』

では、マスクを一切着用していなかったなどの明

からの回避要請や指示の程度・内容等が問われる。

白な不安全活動が認められない場合には、相当因

例えば、管理職が宴会などを提案し、実行しての

果関係が認められず、過失責任を問うことは困難

感染などの場合には、逆に企業の安全配慮義務違

であろう。他方、感染経路が判明していて、かつ、

反が問われることもあり得る。

第4

コロナと懲戒処分

1. 企業内での感染後の故意行為等

行為に関連して発生している。そこで、判例にお

前述第 3の企業内での感染確認後の故意行為等に

ける、私生活上の行為に対する使用者による規制

ついては、就業規則を精査のうえ、企業内の刑事

の一般基準を確認しておくと、従業員の職場外の

罰規定に当たる行為や、事業の円滑な運営を妨げ

職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩序

る行為、従業員、企業に危険と損害を与える行為、

に直接関連するものおよび企業の社会的評価を毀

あるいは「その他これらに準ずる行為に該当する

損するおそれのあるものは企業秩序による規制の

場合」等の包括規定の適用により、悪質な行為と

対象となり 7）、「会社の体面を著しく汚したという

して、弁明の機会を付与の上で、最悪、懲戒解雇

ためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取

もあり得る。

引上の不利益の発生を必要とするものではないが、

例えば管理職が主催した宴会等での感染のよう

当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・

な場合は、労災や安全配慮義務違反の問題として企

態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針

業の責任が問われ得るが、これを主催した管理職

及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の

による、企業の要請や指示違反、事業の円滑な運

事情から総合的に判断して、右行為により会社の

営を妨げる行為、従業員、企業に危険と損害を与

社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客

える行為として、弁明の機会を付与の上で、最悪、

観的に評価される場合でなければならない」8）とさ

降格もあり得る。その上司の監督責任による軽度

れている。

の処分や厳重注意なども検討されることになる。
（2）要請や命令違反への懲戒処分
2. 私生活上の行為としての感染の場合
（1）一般的基準
しかし、多くの感染は、企業の外で私生活上の

前述第 3の損害賠償で論じた過失による場合とは
異なり、感染自体につき、感染経路が判明してい
る場合は勿論、仮にそれが判明していない場合で

7）国鉄中国支社事件・最一小判昭 49・2・28民集 28巻１号 66頁
8）日本鋼管事件・最二小判昭 49・3・15民集 28巻２号 265頁
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も、当該企業が関係する感染状況や国からの緊急

高い 9）。

事態宣言等、自治体からの自粛要請等の発出状況

したがって、「５つの場面」からの回避要請や業

をも見据え、企業から前述の『感染リスクが高ま

務命令は、当該企業が関係する感染状況や国から

る「５つの場面」』からの回避要請や業務命令が出

の緊急事態宣言等、自治体からの自粛要請等の発

ている場合や、コロナ労災通達における認定除外

出状況をも見据えたうえでの判断になるが、従業

事由該当性があった場合には、要請レベルでは業

員に対する職場の感染リスク軽減措置としても、

務命令とは言えないであろうが、感染者の出たこ

企業の社会的評価を維持する観点からも業務上の

とが、クラスター発生などで企業名まで報道され

必要性と合理性を有し、私的生活への制限の程度

たような場合を典型として、企業秩序に直接関連

も低く、相当性を有する有効なものと解される。

するものおよび企業の社会的評価を毀損するおそ

すると、「５つの場面」からの回避要請への違反

れのある行為として、懲戒問題の対象となり得る。

レベルであれば厳重注意、同回避業務命令への違

そもそも私的時間中の飲食等に従業員の私的行

反であれば懲戒処分が、前掲日本鋼管事件・最二小

動を制限できるかとの議論があり得る。しかし、

判昭 49・3・15の判断枠組にしたがって判断される

前述の最高裁判例法理によれば、従業員の職場外

ことになる。

の職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩

この際に、感染者が出たか否かと感染範囲の多

序に直接関連するものおよび企業の社会的評価を

寡は実害（本人の休業のみなならず周囲の濃厚接触

毀損するおそれのあるものは企業秩序による規制

者の 7日以上の自主隔離等）の影響程度から譴責・

の対象となり得る。

減給以上の処分の加重要素となるであろう。他方、

そして、
「５つの場面」からの回避要請に反する
行為は、感染を惹起したか否かにかかわらず、マ

感染者が出なかった場合には、厳重注意や譴責、
戒告レベルにとどまるであろう。

スコミ等から社会的非難を受ける蓋然性が極めて
第5

コロナと人事考課

1. 従前の裁判例における人事考課に関する裁量性
の承認

べき事項を殊更に無視し、それほど重要でもない
事項を強調するとか等により、評価が合理性を欠

現在に至るまで、多くの裁判例においては、原

き、社会通念上著しく妥当を欠くと認められない

則として、使用者の人事評価・考課（以下、「人事考

限り、これを違法とすることはできない」との裁

課等」ともいう）における査定権者・査定項目の決

判例に重きを置けば、感染者に対する人事考課上

定、査定の幅・基準とその運用等における企業の裁

のマイナス査定自体は可能である。そして、その

量権を大幅に認め、例外的に、労基法３条の均等

場合の考課基準の中に、前述の感染者に対する損

待遇、同法４条の男女同一賃金、均等法６条の昇

害賠償や懲戒処分での考慮要素を踏まえて、当該

進等についての男女差別的取扱い禁止、労組法７

労働者への帰責性が高いほど低い評価がなされ、

条の不当労働行為等による規制と著しい裁量権の

帰責性が問えない場合は、感染の原因に、自己健

濫用の場合のみ規制を加えている

康管理義務違反的要素も認められない場合には、

。

10）

低い評価をなすことは、前述Ⅰの厚労省の感染者
2. 感染者に対する人事考課上のマイナス査定
そこで、前述の「人事考課をするに当たり、評
価の前提となった事実について誤認があるとか、

差別禁止の要請に照らしても、人事考課権の濫用
として損害賠償や、考課に基づく降格・降級が無効
とされることもあり得る。

動機において不当なものがあったとか、重要視す
9）		 第 5波の最中に五輪担当記者の打ち上げ会で傷害事故を発生させて懲戒処分されたテレビ朝日記者の件＜令和 3・9・7朝日新聞記事＞等
10）ダイエー事件・横浜地判平 2・5・29労判 579号 35頁／光洋精工事件・大阪高判平 9・11・25労判 729号 39頁〉／国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センターほか事件・東京地判平 28・2・22労判 1141号 5頁等
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第6

新型コロナワクチン接種における企業対応

予防接種法上、原則として、ワクチン「接種は

勧奨自体は適法なものであろう。

最終的には個人の判断で接種されるものであるこ
と」に関係し、職場の様々な場面におけるワクチ

（2）接種勧奨自体の限界

ン接種への企業対応について、以下、閣議決定・国

しかし、実施要領第 2の 1の（4）でも、「予防接種

会での議論や従前の判例・法令を踏まえつつ、留意

不適当者及び予防接種要注意者」とされる者につ

すべき点を検討してみる。

いて接種勧奨を行ったり（但し不適当者か要注意者
への該当性を訪ねるレベルには違法性はないであ

1. ワクチン接種の勧奨について
（1）接種勧奨自体の適法性

ろう）、それ以外の者についても、明確にこれを拒
否しているにも関らず、執拗に接種勧奨を行うこ

前述のワクチン接種計画の進展の中で、感染防

とは、退職勧奨の際の限界事例と同様に違法性を

止策の大きな柱としてのワクチン接種を企業が、

帯びるであろう 12）。同時に、これらの行為は、パ

従業員に対して勧奨することに関して、特措法や

ワハラ指針（「事業主が職場における優越的な関係

予防接種法には何らの規制もない。接種勧奨につ

を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管

いての定めは、市町村長が対象者に対して接種勧

理上講ずべき措置等についての指針）令 2・1・15厚

奨をすることのみである（同法 8条）。しかし、一般

労告 5）の中の「過大な要求」や「個への侵害」類

国民には、原則として接種を受ける努力義務の規

型に該当するとして、行政指導や不法行為に因り

定が適用されている（同法 9条）。そこで、政府は、

損害賠償義務の対象となり得る（岩出・前掲大系

勧奨を禁じる法令はないとしつつ、ワクチンは国

378頁～ 382頁参照）。但し、退職勧奨においても、

民が自らの判断で受けるべきとの見解を示してい

その勧奨の必要性と勧奨の相当性との関係で違法

る（内閣衆質 204第 35号令和３年２月 19日（以下、

性の存否が判断されているように 13）、従業員等が、

「ワクチン接種政府見解」という）。ワクチン接種が、

ワクチン接種の効用・必要性につき十分な理解を

感染防止策の大きな柱として位置づけられ、政府

持っていない場合は、その理解を求めるべく、勧

も、市町村長が対象者に対して接種勧奨をするこ

奨拒否後も複数回に亘って勧奨を行っても違法性

とを定めている中で、企業が、特別な社会的接触

は認められないであろう。

関係を持つ、従業員や、内定社員、受け入れ派遣
社員、フリーランス、出入りの取引先など全ての
ステークホールダーのために、安全配慮義務の観
点から

、最新の適切な医療情報（例えば、厚労省

11）

2. ワクチン接種の勧奨に応じないことを理由とす
る従業員への不利益な取扱い
（1）原則的不利益取扱いの不適切性

HP掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る 予防

ワクチン接種の勧奨に応じないことを理由とす

接種の実施に関する手引き（２．１版）」＜以下、
「手

る解雇、減給、配置転換、異動、業務の制限（接客

引き」という＞及びこれに添付される「新型コロ

を伴う業務や出張などへの影響）については、政府

ナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」

は、「接種することを求め、応じない事を理由に取

＜以下、
「実施要領」という＞や「新型コロナワク

引を中止することもしくは契約しないこと」、
「取引

チンの有効性・安全性について」等の公的資料）に

先に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の

基づき、接種勧奨すること自体は、むしろ、推奨

提示を求めること」そのものを禁じる法令はない

されこそすれ、これをもって違法とされるおそれ

が、政府としては、予防接種を受けていないこと

はないであろう。この場合、市町村長から接種勧

を理由として不利益な取扱いが行われることは適

奨対象から除外されている妊娠中の者についても

切ではないと考えている（ワクチン接種政府見解）、

11）自衛隊車両整備工場事件・最三小判昭 50・2・25民集 29巻２号 143頁
12）下関商業高校事件・最一小判昭 55・7・10労判 345号 20頁等
13）日本アイ・ビー・エム事件・東京高判平 24・10・31労経速 2172号３頁
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との見解を示している。法的にも、ワクチン接種

たっては、その目的、業務上の必要性、労働者へ

拒否理由の解雇等については、前述の予防接種法

の不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止

上のワクチン接種に関する法規制内容やワクチン

対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行う

接種自体による副反応等の可能性を含んだ健康・生

とともに、配置転換について労働者の理解を深め

命への侵襲の程度等を踏まえると、労働契約法第

ることに努めてください」などと一般論を述べる

15条の懲戒権濫用法理や同第 16条の解雇権濫用

に留めており、前述の結論を否定していない。

法理としての、客観的合理的な理由への該当性や、
処分としての社会的相当性を欠くとの判断が出る
可能性が高いであろう。

（イ）国内で取引先から企業施設への入構条件とし
てのワクチン接種完了
営業関係に限らず、派遣労働者、シテステム

（2）異動、業務の制限（接客を伴う業務や出張など

会社の開発やメンテ関係要員につき、取引先から
企業施設への入構条件としてのワクチン接種完了

への影響）
(ア）ワクチン接種証明が必要な海外出張と接種未

を求められる事態が既に始まっている。ワクチン
接種政府見解に反するかかる要求自体の適法性や

完了者への異動
人々の行動の規制緩和と経済活動の正常化を

独禁法上の優越的地位の濫用等への該当性を問う

狙って、新型コロナウイルスのワクチンを接種し

余地は十分にある。しかし、現実の日常的企業活

たことを証明する「ワクチン証明」あるいは「ワ

動の中で、全てを法廷闘争で解決することなどは

クチンパスポート」導入の検討が、各国で進めら

現実性がない。そこで、前述（ア）の通り、ワクチ

れている。

ン接種未完了者への国内でのビジネスがアサイン

そこで、前述の PCR検査が有効に義務付けられ
た場面でのワクチンパスポート取得のためのワク

されず接客なき業務への配転等の異動が必要とな
るが、これが配転命令権濫用とは言い難い。

チン接種の義務付けが求められる場面が既に現れ
ている。海外渡航を必要とする企業において、米

3. 採用、面接の際の留意点

国のようにワクチン接種完了を入国条件とされた

ワクチン接種政府見解に立てば、ワクチン接種

場合は勿論、ワクチン接種完了者への隔離期間の

の有無は要配慮情報そのものではないがプライバ

撤廃が進む中で、ワクチン接種未完了者への海外

シーの対象になり得るところ、採用面接に当たり、

渡航ビジネスがアサインされず、海外渡航なき業

接種の有無についての質問をすることや、採用条

務への配転等の異動が必要となる事態が始まって

件として、接種を条件とすることは不適切である

いる。かかる異動命令の有効性は、
「業務上の必要

とされることになり得る。しかし、「職業紹介事業

性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者

合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目

供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求

的をもってなされたものであるとき若しくは労働

職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責

者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利

務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処

益を負わせるものであるとき」 か否か等で判断さ

するための指針」平成 11年労告 141号、最終改正

れる。

令和 3年厚労告 61号によれば、本人同意の任意性

14）

この点、厚労省も、労務 Q＆ A10

その他の「問

等の要件が確保されれば、合理性の要件につき、

新型コロナウイルスワクチンを接種していな

企業の全てのステークホールダーへの安全配慮義

い労働者を、人と接することのない業務に配置転

務の履行という高度の合理性があるところからす

換することはできますか。」では、
「新型コロナウイ

れば、接種への質問自体は許され、当該企業が、

ルスの感染防止のために配置転換を実施するにあ

前述のワクチンパスポートを必要とする企業にお

12

14）東亜ペイント事件・最二小判昭 61・7・14労判 477号６頁
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コロナ禍での労働法の諸課題 ～ PCR 検査等の義務付け、コロナと損害賠償・懲戒処分・人事考課・ワクチン接種等を中心にして～

いて、当該業務にかかる人材の確保のための採用

場や飲食店などへの入店時の接種証明の提示につ

活動であれば、その採否の決定につき、接種の有

いては、ワクチン接種政府見解によれば、現在の

無が影響しても、これをもって違法とは言えない

法制の下では、これを義務付けることは適切でな

ものと解される。

いとしている。しかし、前述の PCR検査が有効に

この点、厚労省も、労務 Q＆ A10 その他の「問

義務付けられた場面でのワクチンパスポート取得

採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を

のためのワクチン接種の義務付けが求められる場

条件とすることはできますか。
」で、
「新型コロナウ

面が今後益々増え、既に、政府自身が、ワクチン・

イルスワクチンの接種を受けていること」を採用条

検査パッケージの利用を令和 3年 11月 19 日 新型

件とすることそのものを禁じる法令はありません

コロナウイルス感染症対策本部「ワクチン・検査

が、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件

パッケージ制度要綱」」で公表している。したがっ

とすることについては、その理由が合理的である

て、現行の法制の下でも、前述の海外渡航の場面

かどうかについて、求人者において十分に判断す

では、従業員への接種証明の提示を求めることは

るとともに、その理由を応募者にあらかじめ示し

あり得る。その際、接種自体を強制できないため、

て募集を行うことが望ましいと考えます。
」と指摘

当該従業員が海外渡航等を伴う業務に就けず、結

するにとどめており、上記見解を否定していない。

果的に就労できる場面が減ることにより、業績を

13

上げられず、人事考課上の不利益を得ることをもっ
4. 接種証明の提示について

て違法とは言えないと解される。

従業員への接種証明の提示の是非、施設への入
結びに代えて
以上の通り、爆発的なコロナ第 6波の襲来を受

をも紹介してきた。しかし、未だコロナ禍での裁

けつつ、コロナ第 1波～第 5波までに得た貴重な教

判例の蓄積はわずかであり、新たな問題に対応す

訓を活かすべく、様々な企業等から相談を受けて

るためには、改めて、労働法の基本的理解に基づ

きた、コロナ禍が引き起こし、顕在化させた様々

き、類似判例・裁判例からの類推をして行動し指針

な相談事例等に即して、その対応と紛争予防に向

を探索して行くことが人事労務に関わる者の責務

けた各施策について、できる限り判例・裁判例に即

と考える。

し、最近公表され始めたコロナ関連の最新裁判例
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在宅勤務と安全配慮義務
Telecommuting and obligation to care for safety
弁護士法人英知法律事務所 , 近畿大学非常勤講師

淀川 亮

Cyber Law Japan Eichi Offices, Kindai University Adjunct Professor

Ryo Yodogawa

[要 約]

使用者には、在宅勤務をする従業員の健康の保持のため、労働安全衛生法令によ
り求められる措置を講じると共に、在宅勤務をする従業員の健康状態を把握し、そ
の内容・程度等に応じて、作業の転換や内容の軽減措置等を講じることが、健康・安
全配慮義務の履行として求められる。その際、国や学会等が公表している指針やガ
イドラインについては、産業医等の適切な専門家の関与の下、遵守または参考にす
べきであろう。使用者が、民事上の安全配慮義務を尽くさなかったために、在宅勤
務をする従業員がうつ病になったり、エコノミークラス症候群になったりする等の
健康被害を受けるようなことになれば、損害賠償等の責任を負うことになる。
[ キーワード ] 在宅勤務 , 安全配慮義務 , メンタルヘルス , 安全衛生委員会 , 産業医
[Abstract]

To maintain the health of employees working from home, employers need
to fulfill their duties to consider the health and safety of their workers, by
implementing the measures required under occupational health and safety laws
and regulations. They also need to ascertain the health status of employees
working from home and take steps such as reassignment to other duties and
lessening their workloads as necessary in light of considerations such as the
details and degrees identified. In doing so, they probably should conform or
refer to policies and guidelines published by the national government, medical
societies, and other authorities, with the participation of appropriate experts
such as occupational physicians. An employer that fails to fulfill its duty to
consider safety under civil law could face liability issues such as compensation
for damages in the event that an employee working from home contracts a
condition such as clinical depression or economy-class syndrome.
[Keywords] Teleworking, obligation to care for safety, mental health,
Health and Safety Committee, industrial physician

Ⅰ

はじめに

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い企業で
は全面的な在宅勤務が実施されている。

し自らの健康状態を従業員に把握させ適切な健康
管理を促す、長時間労働抑制の観点から就業時間

在宅勤務をする従業員に何が起こっているのか

外の電話やメールを控える、上司と部下が１対１

については未知の部分が多く、どのような形で安

のミーティングを実施する、オンライン飲み会の

全配慮義務を尽くしてくべきかについては企業を

補助制度を導入する等 1)、その対策は様々である。

悩ませている。

本稿では、企業において、在宅勤務をする従業

このような問題に対して、企業では、様々な対
策がとられている。スマートフォンアプリを活用
178
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員の健康の保持のためにどのような措置が法的に
求められるのかについて検討をする。

在宅勤務と安全配慮義務

Ⅱ

安全配慮義務
能性のある業務災害を防止する措置が講じられて

1. 安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、裁判所が民法の第１条と第
415条に基づいて形成した解釈論上の理論である

いなければ、企業は、安全配慮義務違反に基づく
民事上の損害賠償責任を負う場合がある。

が、2007（平成 19）年に公布された労働契約法の第
5条で明文化された。とはいえ、同条は、裁判所が

3. 安全配慮義務の実際

示してきた安全配慮義務の内容のすべてを補捉し

安全配慮義務とは、使用者が従業員に負う雇用

ていない。これまでの裁判例の最大公約数をとれ

契約上の義務であり、災害発生を未然に防止する

ば、安全配慮義務とは、①「対象者の安全・衛生」

ため物的・人的管理を尽くす義務であり、「結果責

への②「実質的な影響可能性（とくに支配・管理可

任」を問うものではない。それゆえ、労働災害が

能性）を持つ者」が、災害疾病についての③「予見

発生した場合であっても、社会通念上相当とされ

可能性」に基づく④「結果回避可能性」の存在を

る防止手段を尽くしていれば安全配慮義務違反に

前提に⑤「当該結果回避のための手続ないし最善

基づく損害賠償責任は免れ得るということになる。

の注意を尽くす」義務と整理できる 。

ただし、裁判所による予見可能性又は危険回避に

2)

関する判断は、一般的に使用者側に厳しいものと
2. 最低限度の義務である労働安全衛生法の遵守

なっている 3)。それは、労働契約においては、使用

使用者においては、在宅勤務をする従業員の健

者は従業員に対して指揮命令権を有しており、使

康の保持のため、労働安全衛生法令が定める措置

用者の支配・管理が及ぶ状況下で就業をさせる以

を講じることが求められている。労働安全衛生法

上、従業員の健康状態や就業の方法・環境を把握し、

では、在宅勤務をする従業員も含め、常時使用す

就業によって健康・安全をおびやかされないよう

る従業員に対し、雇入時の安全衛生教育の実施や

に、健康・安全リスクの調査と管理のための手続を

雇入時及び定期の健康診断やその結果に基づく事

尽くすことができると共に、それをする必要があ

後措置、長時間労働者に対する面接指導、ストレ

ると解されているからであるといえよう。

スチェック
（常時50人以上の労働者を使用する事業
場に義務づけ）及び従業員の申出に応じた面接指導
（ただし、努力義務）等が義務付けられている。
使用者においては、これらの措置を実効的なも

4. 安全配慮義務の内容・限界
安全配慮義務の内容や限界は、必ずしも自明で
はない。そのため、安全配慮義務に関する裁判所

のにするために、産業医（常時 50人以上の労働者

の判断においては、その事案の性格に照らして、

を使用する事業場に義務付け）を選任する必要があ

予見可能なリスクが窺われる場合には、労働安全

り、たとえ産業医を選任する義務がない事業場で

衛生法等の法令はもちろん、行政が示している指

あっても、産業保健総合支援センターやその地域

針や解釈例規、手引きやガイドラインを始め、行

窓口（地域産業保健センター）等を活用し、医師や

政による委託研究の報告書、業界認識を裏付ける

保健師による保健指導を実施することが努力義務

学会の指針、報告書等のさまざまな文書が解釈の

とされている。

基準として参照されることがある 4)。

これら労働安全衛生法令が定める措置について

したがって、企業においては、未知の問題にお

は最低限度の義務に過ぎず、既述の安全配慮義務

ける安全配慮義務を検討するに際しては、上記の

の定義から分かるとおり、労働安全衛生法令を遵

ような国や学会等が発出している指針やガイドラ

守すれば安全配慮義務を尽くしたという関係には

イン等を専門家関与のもとで遵守又は参考にする

立たない。後述するが、予見可能性と結果回避可

ことが重要になってくる。
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裁判所の判断の紹介 5)

既述のとおり、裁判所による予見可能性又は危

種懇親会の開催、長時間労働面接指導の徹底、メ

険回避に関する判断は、一般的に使用者側に厳し

ンタルヘルス専門部会の設置と適宜検討等）を挙

いものとなっている。また、以下のとおり、従業

げ、それらが行われていれば、被災を「防止し得

員のメンタルヘルスについて、使用者に高水準の

る蓋然性があった」としている。

配慮を求める傾向にある。

東芝（うつ病・解雇）事件最 2小判平成 26年 3月 24

なお、以下の事案は、概ね直前の業務上の過重

日裁判所時報 1600号 77頁では、過重な労働によ

負荷やその人物の日常生活からの逸脱等の不調を

る体調の悪化が看取される場合、従業員本人から

窺わせる事情があることに留意する必要がある。

メンタルヘルス不調の「情報については積極的な

建設技術研究所事件大阪地判平成 24年 2月 15日
労働判例 1048号 105頁では、たとえ不調に陥った

申告が期待しがたいことを前提とした上で」、適宜、
業務調整を行う必要があると述べている。

従業員が就労継続を希望していたとしても、周囲

従業員のメンタルヘルスに対する裁判所の判断

への「気兼ね」が明らかな場合は、心身の状況を

の一部を紹介したが、従業員のメンタルヘルス対

確認した上で休職させるべきであったとしている。

策について、裁判所も使用者に対して、比較的、

公立八鹿病院組合事件広島松江支判平成 27年 3

高水準な配慮を求めているところである。

月 18日労働判例 1118号 25頁では、勤務医が長時

したがって、企業においては、在宅労働者の健

間労働者やパワー・ハラスメントによりうつ病を発

康状態を把握し、不調を窺わせる事情があれば、

症して自殺した事案につき、その防止のために被

作業の転換や、内容の軽減措置等を講じることが

告病院が講じるべき方策の一環として、自殺の後

求められる。

に開かれた安全衛生委員会で提案された諸措置（各
Ⅳ

在宅勤務と安全配慮義務
身の変調に気づきにくいという状況となる場合が

1. はじめに
在宅勤務をする従業員においては、個人の性格

多く、事業者は、「テレワークを行う労働者の安全

や家庭状況により程度の差はあるものの、職場や

衛生を確保するためのチェックリスト（事業者用）」

同僚から離れることによる「孤独感」や「仕事の

を活用する等により、健康相談体制の整備や、コ

やりにくさ」を感じることも否めない。また、上

ミュニケーションの活性化のための措置を実施す

司が業務の遂行状況を直接確認して優先順位づけ

ることが望ましい、とされている。また、自宅等

や仕事のやり方の指導をすることが難しくなるた

については、事務所衛生基準規則等は一般に適用

め、従業員によってはオフィスにいるときよりも

されないが、安全衛生に配慮したテレワークが実

長時間労働になってしまう傾向があることや、子

施されるよう、「自宅等においてテレワークを行う

どもの学校が休校等になっているため、子どもを

際の作業環境を確認するためのチェックリスト（労

もつ従業員は、通常の所定勤務時間の勤務に強い

働者用）」を活用すること等により、作業環境に関

ストレスを感じている可能性があることも留意す

する状況の報告を求めるとともに、必要な場合に

べきである。

は、労使が協力して改善を図る又はサテライトオ
フィス等の活用を検討することが重要である 7)、と

2. 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施
の推進のためのガイドライン」について

されている。
在宅勤務をする従業員の健康状態については実

厚生労働省は、2021年 3月、
「テレワークの適切な

際に会って確認することが望ましいが、これが困

導入及び実施の推進のためのガイドライン」 を改

難な場合は、Web会議システムや電話等によって

定した。テレワークでは、従業員が上司等とコミュ

表情や声音が分かるコミュニケーションの機会を

ニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心

持ったり、上記のような信頼性のある自己記入式

6)
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のチェックリストを活用したりすることによって、

めの新型コロナウイルス感染症対策ガイド（第５

在宅勤務をする従業員の健康状態の把握に努める

版）（修正済）」を作成した。
同ガイドでは、在宅勤務が長期化することによ

べきであろう。

り、帰属感や安心感を保つことが難しいと感じる
3. 一般社団法人日本渡航医学会及び公益社団法人

従業員が少なくないと述べられており、在宅勤務

日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウ

を適切に行うためにはハード面及びソフト面の対

イルス感染症ガイド」について

策が求められると述べている。その上で、以下の

一般社団法人日本渡航医学会及び公益社団法人
日本産業衛生学会は、2021年 5月 12日、
「職域のた

ような在宅勤務における課題（メリットとデメリッ
ト）の例を示している 8)。

〔 在宅勤務における課題 〕
従業員

事業者

メリット
デメリット

・ ワークライフバランスが向上する
・ 通勤がなく時間的・身体的負荷が軽減される
・ 業務に集中できる環境の確保がしやすい（個人が
使い慣れている機器や備品）
・ 育児や介護との両立が可能となる

・ 従業員の感染リスクを低減できる
・ 労働生産性の向上が期待できる
・ オフィス関連コストが削減できる
・ 人間関係のトラブルが低下する

・ 仕事とプライベートの区別が難しい
・ 帰属意識の低下を招くことがある
・ モチベーションの維持が難しい
・ 運動不足になりやすい
・ 上司とのコミュニケーションがとりにくい
・ 疎外感・適応への困難・昼夜逆転等のメンタルヘル
ス不全を誘発することがある
・ 業務に集中できる環境を確保しにくい（椅子・机・
静寂等が不十分）

・ 労務管理が難しい
・ 双方向の意思疎通が低下しやすい
・ 情報漏洩リスクが増える可能性がある
・ 教育育成・業務評価等が難しい
・ 労働生産性が低下することがある

その上で、次の様な対策例を参考にして、より
良い在宅環境のための整備や工夫を行うことが重
要とされている。

③ 在宅勤務の限界を認める
・ 在宅勤務のデメリットではなく、メリットを周囲
の者と共有できるようにする。
・ オフィス勤務時と全く同じレベルのアウトプッ

① 業務とプライベートの切り分け
・ 業務の開始と終わりを自分に言い聞かせるため
に、勤務開始時と終了時に上司に連絡させる。

トを求めない。
・ 在宅勤務で効果を上げるための方法をチーム間で
常に考え実行させる。

・ 昼休みは、軽い散歩等外出の機会に充てさせる。
・ オフィス勤務時と同様に毎朝の身支度や身繕い
はきちんと行わせる。

4. 小 括
在宅勤務をする従業員に対してどのような形で
安全配慮義務を尽くすべきかを考えるにあたり、

② コミュニケーション方法の検討

参考となる指針、ガイドラインの一部を紹介した。

・ 電話会議や Web会議ツールを利用し、声や画面

事業者だけでなく、専門家関与のもと、このよう

を介したコミュニケーションをとらせる。
・ メールではなく、あえて電話等でのコミュニケー
ションを取らせる。

な指針やガイドライン等を参考に、在宅勤務をす
る従業員に対する安全配慮義務を尽くすことが重
要である。

・ １日１回は時間を決めて声や画像を通じた打ち合
わせを行う。
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Ⅴ

新型コロナウイルス感染症の労務問題と法

おわりに

民事上の安全配慮義務は手段債務であり、大切
なのは、
「手続を尽くすこと」である。
そのため、使用者側においては、安全衛生委員

経て、手続や体制の整備を図ることが重要である。
そして、実施した措置については記録をとり、そ
の良識が顕在化するよう努めることが求められる。

会や産業医等を活用する等の合理的なプロセスを
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事

例

A（男性）が子供の頃、父親は建築設計士、母親は
専業主婦をしていた。父親は権威的で、家庭内で
父親絶対の秩序を作り、家庭内暴力（DV）をする一

たため、うつ病に罹患させてしまった。その社員
は、退職を希望したが、上司の説得で翻意した。
総務部長が Aを個室に呼び出して注意したとこ

方、Aを褒めることは殆どなかった。また、
「世の中、

ろ、Aは自分の行為の正当性を主張し続けた。その

勝てば官軍」
、と教え続けた。母親は、父親に怯え

ため、日を改めて、個室で 1時間ほど厳しく注意

ていて、父親の暴力から子供を守ることができず、

したところ、このやりとりを、同部長の同意を得

離婚を切り出すこともできずにいた。Aが 12歳の

ずに録音する一方、涙を流し、押し黙った。以後、

とき、自宅で母親の浮気現場に遭遇した。

同部長には口をきかなくなり、指示を受けても、

Aは、高校、大学時代の友人は少なく、親しく
なった相手に対しても、自己の承認を強く求め、

無味乾燥で機械的な対応に終始するようになった。
その後、Aは、企業が契約している EAPの公認心

受け入れられないと、相手に対して思いやりのな

理師にそれまでのいきさつを話して今後の対応に

い攻撃的な態度をとるなどすることから、特定の

ついて相談した。同心理師は、相談時に聞いた本

友人と長く付き合うことはなかった。

人の生い立ちと、本人が過剰にコンプライアンス

Aが 20歳の頃、友人への貸金の返還を求める本

にこだわる点、他者批判ばかりする点が気になり、

人訴訟を経験したことをきっかけに法律に関心を

本人に対して、パーソナリティー障害の疑いがあ

持ち、ほぼ独学で猛勉強して、予備試験ルートで

るので、精神科医を受診するよう伝達した。する

司法試験に合格し、法曹資格を取得して、10年間

と、Aは、
「医師法と公認心理師法違反だ」と反発し、

ほど法律事務所に勤務した。法律事務所では、各

怒った。そこで、同心理師は、契約先である Aの

弁護士が担当する事件処理は、基本的に担当弁護

就業先に、詳しい中身は言わず、Aからの相談が

士の裁量にゆだねられており、業務遂行上の独立

あったことを伝達したところ、総務部長は、Aを呼

性は高かったが、特に周囲から高く評価されるこ

び出し、事情聴取した。本人は、総務部長と EAP

ともなく、親しい友人もいなかった。Ａは、私人

の公認心理師がコンプライアンス違反を犯したと

間の紛争を扱う一般民事事件に対する興味を次第

して、同社のコンプライアンス委員会に申立を行っ

に失っていたが、企業内弁護士として活躍する弁

たが、同委員会は違反とは認定しなかった。

護士の特集記事を見て企業内弁護士に興味を持ち、

その後、総務部内で Aに話しかける者は殆どい

大手金融機関の企業内弁護士に応募し、採用され

なくなり、飲み会や会社行事からも排除されるよ

た。

うになった。Aは、不眠等の不調が出てきたため、

入職後は、総務部のコンプライアンス部門に配

その後主治医となる精神科医の C医師に受診した

属され、社内のコンプライアンスの徹底を図った。

ところ、適応障害の診断が下された。Ａは、就業

しかし、配属後ほどなく、部下を含め、社員の些

先に診断書を提出し、最初の 20日間は有給休暇を

細なコンプライアンス違反も許さず、新入社員の

取得した後、3ヶ月間病気欠勤し、入社後 10カ月を

軽微なコンプライアンス違反をしつこく責め立て

経過したときに会社から就業規則に基づき６ヶ月
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の病気休職を命じられて、療養を継続した。Aは、
毎月主治医 Cを受診し、治療を受けていたが、病
気休職となった５カ月後、Ａは、主治医 Cから「症
状が軽快したため、就業可能。ただし、職場での
人間関係面での配慮を要する」との診断書を得て、
就業先に提出し、復職を申請した。診断書には、
「な
お、就労をする上で問題になりうる病的な精神疾

（就業規則）
第９条（休職）
会社は、従業員が次の各号の１に該当する場合
は、休職を命じる。
（1）業務外の傷病により、欠勤が連続して３か月
(暦日 )に達したとき。
‥‥‥‥‥

患や人格的な偏りは認められない。」と記載されて
いた。
会社は、復職の判断に先立ち、Ａに産業医の面
談を指示した。産業医は、総務部長及び公認心理
師から事情を聴いた上で、Ａとの面談を２回、合
計３時間余り実施した。産業医が主治医 Cから得
た診療情報提供書によると、当時は、適応障害の
投薬治療は終了しており、就労の意欲や生活のリ

第 10条（休職期間）
休職期間は次のとおりとする。
‥‥‥‥‥
（2）勤続１年未満の者

６ヶ月

‥‥‥‥‥
２ 会社が必要と認めたときは、前項の期間を延長
することがある。

ズムの回復、通勤も通常通りに可能であることは
うかがわれたが、職場の人間関係については、２

第 11条（復職）

回の面談において、自分の側に非はないとの主張

休職期間満了までに休職事由が消滅した場合に

に固執し、総務部長と公認心理師を強く非難する

は、従業員は速やかにその旨を会社に通知し、復

態度に終始したため、パーソナリティ障害あるい

職願を提出しなければならない。休職の事由が第

はその他の精神的な障害の疑いがあると判断し、

９条１号の場合は、医師の診断書を復職願に添付

社会適応訓練を受けて相応の変化が見られない限

しなければならない。この場合、会社が必要と認

り、このまま戻しても周囲の従業員や上司と衝突

めたときは、産業医その他会社の指定する医師に

し、業務の円滑な遂行は困難である可能性が高く、

よる診断を命じることがある。

適応障害の再発再燃可能性も高いとして、復職不
可と判定した。会社も、これを受けて Aの復職申
請を拒否した。
その後、会社は、Aに対して、リワークに通所し

‥‥‥‥‥
２ 会社は、復職に先立ち、復職の可否を判断する
ために、休職期間満了前又は休職期間を延長し
て、試し勤務を命じることがある。

て社会適応訓練を受け、試し勤務を経れば、改め

３ 会社は、復職させる場合は、原則として原職に

て復職判定する旨を通知したが、本人が、自分に

復帰させる。但し、必要に応じて原職とは異な

は社会適応訓練は必要ないとして、リワークへの

る職務に配置することがある。また、賃金その

通所を拒否し、改めて復職を申請したことから、

他の労働条件を変更することがある。

会社は復職を拒否して休職期間満了をもって就業
規則に基づき自然退職とする措置をとった。

第 12条（退職）
休職を命じられた者が休職期間満了時に復職で
きない場合は、休職期間満了の日をもって退職と
する。
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Hajime Yoshida

[要 約]

職場に適応できず病気休職した企業内弁護士の復職に際し、主治医と産業医の意
見が対立した事例を素材に模擬裁判の形でディベートを行ったが、模擬裁判をとお
して、休職事由である精神疾患の回復判断に際してパーソナリティの偏りを考慮し
てよいのかという問題が浮き彫りになるとともに、リワークプログラムの意義と限
界を検討する必要性、主治医、産業医・職場の双方が情報を共有し、適切な連携を
図りながら治療と職場の受け入れ態勢に取り組むことの重要性が示唆された。
[ キーワード ] 復職 , リワークプログラム , 主治医 , 産業医 , 連携
[Abstract]

A case of a conflict of opinions between an attending physician and an
industrial physician regarding reinstatement of a company attorney who
took illness leave without organizational accommodation was debated in the
form of a mock trial. In this mock trial, the issue was brought into relief of
whether personality bias should be taken into consideration in decisions on
reinstatement from leave for psychological conditions. It also suggested the need
for consideration of the meaning and limitations of reworking programs, along
with the importance of approaching treatment and acceptance in the workplace
through sharing of information and appropriate cooperation between the
attending physician and industrial physicians or the workplace.
[Keywords] Reinstatement, Rework Program, primary doctor, industrial physician,
alignment

第１

模擬裁判の狙い

本模擬裁判（素材事例は別紙参照）は、職場に適

スタッフ等のとるべき対応、果たすべき役割につ

応することが難しい従業員の復職の可否をめぐる

いて考えることを狙いとする。検討に際しては、

裁判をとおして、そうした従業員に対する企業の

医学的視点と法律的視点の両方の視点から分析検

人事労務担当者及び精神科医、産業医、産業保健

討した。
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第2

模擬裁判における法律上の争点と双方の主張

1. 復職の要件に関する裁判所の考え方
本件は、復職の可否が争われた事例であるが、

《 労働側・主治医の主張 》
Ａの主治医の意見は、「症状が軽快したため、就

検討の前提として、復職の要件に関する裁判所の

業可能。ただし、職場での人間関係面での配慮を

考え方を確認しておきたい。裁判例は、概ね以下

要する」というものであり、同時に「なお、就労

のように整理できる。

をする上で問題になりうる病的な精神疾患や人格

私傷病休職は、解雇猶予の制度であるから、復

的な偏りは認められない。」としていた。Aの代理

職の要件（「休職の事由が消滅」）が満たされる場合

人弁護士は、この主治医の診断を根拠に、休職事

とは、労働契約上の債務の本旨に従った履行の提

由は適応障害の寛解により消滅しており、会社、

供がある場合をいう。具体的には、

産業医の指摘するパーソナリティ障害は、適応障

①原則として、従前の職務を通常の程度に行え

害とはまったく異なる障害であるから（治癒が考え

る健康状態に回復したときを意味する。但し、当

にくく、むしろ発達障害のように一種の障害に近

初軽易作業に就かせれば、ほどなく通常業務に復

い）、その疑いを休職事由の消滅の判断において考

帰できる健康状態まで回復している場合には、そ

慮されるべきではないと主張する。そして、仮に

のような配慮を行うことが義務付けられる場合が

障害があったとしても、他の社員らと衝突して円

あり、その場合は復職の要件を満たす。

滑な業務遂行が困難である可能性といった事情に

また、②労働者が職種や業務内容を特定せずに

ついては、いったん復職をさせて合理的配慮を提

労働契約を締結した場合においては、現に就業を

供し、適切な指導を行うべき問題であると主張す

命じられた特定の業務（従前の担当業務）について

る。

労務の提供が十全にはできないとしても、当該労
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を提供することができ、

《 会社側・産業医の主張 》
これに対し、会社の産業医及び会社の代理人弁

かつ、その提供を申し出ている場合も、なお債務

護士の意見は、過去の職場における対人関係エピ

の本旨に従った履行の提供があると解するのが相

ソードを踏まえると、Aの適応障害の発症にはパー

当であり（片山組事件・最高裁平成 10年 4月 9日判

ソナリティの偏り（これを事例の中では「パーソナ

決）
、復職の要件を満たす。

リティ障害の疑い」と表現している）による対人

上記①、②のいずれかを満たせば、復職の要件

関係における脆弱性が関連しており、適応障害の

を満たす。本件では、企業内弁護士として雇用さ

軽快に伴う復職可能性の判断は当人のパーソナリ

れ、原職復帰を求めていることから、実質的な争

ティの偏りの程度や性質及びその疾病性を踏まえ

点は①（（ほどなく）従前の職務を通常の程度に行え

た上でなされる必要がある。これは、本人及び他

る健康状態に回復した）と認められるか否かにあ

の社員に対する安全配慮義務の観点からも必要な

る。

ことである。そして、そのためには、復職プログ
ラムを通じてストレスコーピングスキルの回復・獲

2. Ａの健康状態の回復の程度に関する双方の主張
労働者側、会社側双方の主張は、演者の報告書
を参照されたいが、概略は、以下のとおりである。

得を促すとともに、障害の程度を把握し、障害特
性に応じた配慮の内容及びその実現可能性を検討
することが必要であるが、Aはそれを拒否しており、

Ａは、休職の開始時に適応障害により就労が困

会社として可能な配慮の限界を超えているもので

難と診断されている。Ａの精神疾患が、復職申請

あり、Aは、復職可能な状態まで適応障害が回復し

時において、従前の職務を通常の程度に行える程

ていることを立証していないと主張する。

度まで回復していると評価できるのかが問題とな
る。
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模擬裁判から得られた医学的、法律的教訓
グラムにおいては、精神科医の指導の下、専門的

1. 本件事例の争点
本件の事例は、復職の要件を判断する場合に、

な資格を持った臨床心理士が患者本人のリワーク

休職事由とされた適応障害の回復の判断に際し、

への取組みを一定期間継続的に観察し、その間に

パーソナリティの偏り（パーソナリティ障害の疑

得られた参加者の行動状況等を客観的な指標で評

い）の程度や性質、疾病性を踏まえて判断すること

価し、医師と共有した上で最終的に精神科医が診

は許されるのか、それともパーソナリティの偏り

断するものであることから、その評価を重視すべ

（パーソナリティ障害の疑い）は休職事由とは無関

きでないとはいえないとして、リワークプログラ

係の事実であり考慮すべきではないのか、仮にパー

ムの評価結果を踏まえた産業医及び（会社の依頼し

ソナリティの偏りの程度等を考慮するとした場合、

た）専門医による復職不可の判断を採用し、リワー

復職申請時の Aの状態は労働契約に基づく債務の

クプログラムにおける評価結果を考慮することな

本旨履行が難しい状態であったのか、その判断の

く復職可とした主治医の意見を採用しなかった。

ためにリワークプログラムを利用することは適切

判決は、リワークプログラムについて、生活リ

なのか、リワークプログラムを利用する提案によ

ズムの回復、作業能力の回復、疾病理解、発症要

り、会社は合理的配慮を提供したと評価できるの

因の分析、対人関係能力の回復を目的とするもの

か、主治医の診断は、職場の実情、本人の勤務状

であるとしたうえで、日時に時間どおりにリワー

況などを踏まえた判断であったのか、主治医と産

クプログラムへ出席できているかがまず重要であ

業医の連携、情報共有は適切であったのか等の検

り、そして、職場での仕事の負担や人間関係等が

討すべき多くの論点、問題点を含んでいる。

精神状態を悪化させた原因である場合には、自身

模擬裁判の参加者（聴衆）による評定結果は、Aの

の病気と向き合い、どのような場合に自分がスト

側の勝訴となったが、上記の各論点、問題点につ

レスを感じるのか、ストレスを感じないようにす

いて正面から判断をした裁判例は、公刊された裁

るためにどうするか、ストレスを感じた場合にど

判例にはなく、その回答は今後の裁判例の蓄積や

う対処するのかという自己のストレス対処を分析

学問的検討を待つことになろう。

し、復職した場合に遭遇するであろう仕事の負担

その上で、今回の模擬裁判で得られた教訓と残

や人間関係から生じ得るストレスに対し、対処が

された検討課題を二つあげたい。一つは、リワー

可能な程度にまで回復しているかも重視すべきで

クプログラムや試験出社の意義と限界である。も

あるとしている。

う一つは、主治医と産業医、職場の連携のあり方

リワークプログラムではないが、復職前に試験
出社を実施し、その結果を踏まえた医師の診断を

である。

根拠に復職が可能な健康状態まで回復をしている
2. リワークプログラム、試験出社の意義と限界

とはいいがたいとした裁判例 1）や逆に復職可能な状

リワークプログラムを復職判定に利用すること

態まで回復したとした裁判例 2） もある。このよう

は適切なのか、あるいは会社の提案したリワーク

に、精神疾患による休職者の復職に際しては、リ

プログラムを受けることを拒否した事実を復職判

ワークプログラムや試験出社により段階的回復の

定においてどのように考慮すべきかという問題が

配慮を行い、その結果を踏まえた医師の判断によ

前提としてあるが、裁判例を見ると、例えば、持

り復職可能性を判断している裁判例が見られるよ

続性気分障害にり患した従業員の復職の可否が問

うになっているのは注目すべきであろう。

題となった東電パワーグリッド事件・東京地裁平成

但し、リワークプログラムについては、精神疾

29年 11月 30日判決は、一般的に、主治医の診察

患の種類、症状により適合する例とそうではない

は、患者本人の自己申告に基づく診断とならざる

例があり、費用負担の問題も含めて今後検討すべ

を得ないという限界がある一方で、リワークプロ

き課題がある。
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3. 主治医と産業医、職場の連携

主観的判断、誤判断・誤診の可能性、支援の遅れ、

模擬裁判で産業医役を演じた上床輝久先生（京都

背景や周辺要因への理解不足等及びそれによる紛

大学医学部附属病院精神科神経科・助教）は「仮に

争の発生）を減らす観点から、産業医と主治医の連

休職期間中、主治医と産業医間の情報の伝達がよ

携力の強化を主張し、調査、研究活動の中から得

り緊密に行われ、復職に必要な条件と本人のパー

られた好事例を紹介しておられる。

ソナリティ傾向との不一致に焦点を当てた精神療

現実の裁判例でも、上記東電パワーグリッド事

法が実施され、また、会社側が本人の傾向をより

件でも、主治医の判断は職場の実情や従前の職場

具体的に把握したうえで現実的な職場復帰プログ

での勤務状況を考慮した判断ではなかったとされ

ラムを適用することができれば、双方にとって負

ており、他にも、同趣旨の裁判例がみられる 3）。

担となる争いを回避し得たのではないか」と指摘

神山先生の上記著作でも述べておられるように、

しておられるが、同感である。共同司会をお願い

現場ではその連携を強化することはまだまだ難し

した圓藤吟史先生（大阪市立大学名誉教授）も同趣

い現状があると思われるが、現実の裁判例を見れ

旨の意見を述べておられる。

ば、主治医、産業医・職場の双方が情報を共有し、

また、神山昭雄先生（有楽町桜クリニック院長）

適切な連携を図りながら治療と職場の受け入れ態

は、最新精神医学 26巻 4号 311頁以下で、治療と

勢に取り組むことが紛争の予防につながるものと

仕事の両立支援の観点及び産業医と主治医の連携

考える。

が取り組まれないことによるリスク（情報の偏り、

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
1）ＮＨＫ（名古屋放送局）事件・名古屋高裁平成 30年 6月 26日判決は、会社の依頼した専門医が、テスト出勤中の状況を踏まえ、本人は双極性障害Ⅱ型
と診断し、単にうつ病を前提として治療を受けているだけでは職場復帰は不可能で、職場における人間関係のストレスを克服するための治療（認知行
動療法等）をしない限り、職場復帰は困難であるとしたこと等から職場復帰の可能性を否定した（主治医は認知行動療法を勧めたが、本人は希望しな
かった）
。
2）綜企画設計事件・東京地裁平成 28年 9月 28日判決は、いわゆるリハビリ的な勤務を実施した上で復職を認めた。
3）例えば、菱江ロジスティクス事件・大阪地裁平成 30年 6月 19日判決
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産業医の立ち位置 ―模擬裁判を終えて―
Comments on the stance of industrial physician ―After the moot court―
模擬裁判

共同司会

中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター
Moot Court

圓藤 吟史

Joint-Facilitator

Osaka Occupational Health Service Center, Japan Industrial Safety & Health Association

Ginji Endo

[要 約]

模擬裁判のセッションでは、
「組織に適応できず病気休職した企業内弁護士の復職
判定」をテーマに、精神科主治医、労働側弁護士、産業医、会社側弁護士の４者に
より模擬裁判が行われた。裁判では様々な論点が織り込まれ、白熱した議論が交わ
された。本稿では、議論の推移を見守った座長として、産業医が、主治医・事業者・
上司等との関係性の中でなすべき対応について、産業医の独立性・中立性という立
ち位置から整理する。
[ キーワード ] 復職判定 , 産業医の独立性・中立性 , 産業医の立ち位置
[Abstract]

This mock trial session included a mock trial by four persons—an attending
psychiatrist, an attorney from the labor side, an industrial physician, and an
attorney from the company side—on the theme of a reinstatement judgment
for a company attorney who took illness leave without organizational
accommodation. The trial included fierce debate on various points at issue. In
this paper, the industrial physician reviews the responses that should be taken
within the relationship involving the worker, the attending doctor, the employer,
superiors, and others, from a standpoint of independence and neutrality as an
industrial physician.
[Keywords] Reinstatement judgment,
independence and neutrality of industrial physician,
stance of industrial physician

事例は、吉田先生はじめ各演者の皆さんが工夫

断を参考にしつつも病名にとらわれないで、復職

して作成され、いくつもの論点が織り込まれてい

後、業務を遂行することが可能か、疾病を増悪さ

る。ただ時間の関係で、各演者はそれらすべてを

せないか、トラブル発生といった問題行動を忌避

明らかにしていない。そこで、私なりの論点でもっ

できるかでもって復職判定している。このように

て、産業医の立ち位置を示してみたい。

医療と産業医の職務は異なるので、事前に主治医

主治医は、患者の疾病性に注目して、検査をし

は産業医への診療情報提供書に病状と職場で配慮

て診断基準に従い適応障害やパーソナリティ障害

すべき事柄を、産業医は主治医への診療情報提供

といった病名をつけ治療を行い、その結果、疾病

書に職場での状況を記載して、共通認識を図り、

が軽快し、就業に耐えうると診断している。産業

互いの立ち位置を理解することが重要である。

医は、休業前の業務遂行状況や、職場内でのトラ

Aは休業前にコンプライアンス部門に所属して

ブルといった事例性に注目しており、主治医の診

“新入社員の軽微なコンプライアンス違反をしつこ
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産業医の立ち位置 ―模擬裁判を終えて―

く責め立てたため、うつ病に罹患させた”ことか

ところでこのケースでは、“公認心理師が「パー

ら、復職に当たって、産業医は事業者（労務担当

ソナリティ障害の疑いがあるので、精神科医を受

者）と上司に「事業場と職場の側でトラブルを防止

診するよう」伝達した”とある。公認心理師はも

する対策はできているか」を問い、元の部門に戻

ちろん、産業医が伝えたとしても、適切でない。

すことに拘らず、Aがトラブルなく遂行できる業務

医療機関紹介の適切な手順は Aの“不眠”などの

を探し提供するよう求める。また、社内の秩序を

困りごとに焦点を置き、
「困りごとの解決には医療

保つために職場内での会話を“同意なく録音する”

機関受診が適切ですよ。」と伝え、
「もし、よければ

ことの是非についても検討しルール化するよう求

紹介しましょうか。」に留めるべきと思われる。

めていいだろう。
産業医に復職執行の権限はない。産業医は、主
治医の診断書から疾病の回復状況、当該労働者か
ら就業意欲、事業者（労務）から就業規則と業務、

以上、この事例を通じて、産業医の独立性・中立
性の立ち位置から産業医がなすべき対応について
整理した。
なお私は、トラブルを招きやすい産業医として、

上司から受入れ体制等の情報を得る。関係者から

次の 5つのタイプに分類している。

の意見が一致しない場合は、誤解や情報が偏って

① 事業者（人事労務）に迎合する型：事業者から干渉

いる可能性があるので追加の情報を得る。産業医

を受ける。事業者の言いなりになる。人事労務

はそれらを総合して復職判定を行う。産業医の復

の職務に踏み込む、または代行する。

職判定は事業者に対する意見であって、執行権限
は事業者にある。
会社が“リワークに通所して社会適応訓練を受
け、試し勤務を経れば、改めて復職判定する旨と
通知した。
”ことは妥当ではない。リワークには、
リハビリテーションといった医療の側面と、試し
勤務といった職業訓練の側面がある。本人の意欲

② 労働者に迎合する型：労働者の言いなりになる。
陽性転移する。
③ 臨床との混同型：自ら治療しようとする。主治医
に迎合する。
④ 職務怠慢型：職務怠慢。産業医学の知識・能力不
足。
⑤ 責任逃避型：逃げる。コロコロ変わる。

と、主治医、産業医、事業者、リワークの担当者

しかしながら、産業医が独立性や中立性を確保

とが共同して到達目標を定めてプログラムに沿っ

し、産業医学の専門的な立場から効果的な活動を

て行うべき事柄であり、復職判定の条件とするに

遂行しているならば、トラブルや訴訟に巻き込ま

はふさわしくない。

れるリスクは小さい。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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復職を拒否すべきと考える産業医の立場から
From the industrial physician's standpoint who thinks reinstatement should be rejected
京都大学医学部附属病院精神科神経科

上床 輝久

University of Kyoto Department of Medicine Hospital Department of Psychiatry and Neurology

Teruhisa Uwatoko

[要 約]

パーソナリティの偏りによる職場不適応をきっかけに適応障害を発症した模擬事
例について検討した。職場環境との相互作用により生じた適応障害の程度を評価す
るため、会社側はリワークプログラムによりパーソナリティの偏りを含めた職場環
境への適応を評価し、職場復帰の可能性を検討することとした。しかし、今回の
ケースでは、本人がリワークプログラムによる評価を拒否したため、産業医として、
本人や周囲への安全配慮義務の観点から、職場復帰は不可能と判断した。
[ キーワード ] 復職判定 , パーソナリティ障害 , 適応障害 , リワークプログラム , 合理的配慮
[Abstract]

A mock case of adjustment disorder triggered by maladjustment to the
workplace due to personality bias was discussed. To evaluate the degree of
adjustment disorder caused by the interaction with the work environment, the
company decided to use the rework program to evaluate the adjustment to the
work environment, including personality bias, and to consider the possibility of
returning to work. However, in this case, the employee refused to be assessed by
the rework program, so the company decided that it was impossible for him to
return to work from the perspective of fulfilling its obligation of security for him
and the other workers as an industrial physician.
[Keywords] Reinstatement judgment, personality disorder, adjustment disorder,
rework program, rational care

難であった一方で、独学で司法試験に合格した事

はじめに
本稿においては提示された模擬事例をもとに、

実からは高い知的能力を有することが予想される。

主治医の診断に基づき、産業医として、当事例の

また、前職場において、裁量性・独立性の高い業務

原告である Aにおける（１）適応障害の回復の程度、

では、特に評価はされることはなかったものの、

（２）パーソナリティ障害の疑いが休職事由の消滅

問題は生じなかった。

の評価に与える影響、
（３）配置の現実的可能性があ

しかしながら、現職場において企業内弁護士と

るほかの業務を検討する必要があるか、また、リ

して社内コミュニケーションが必要となった結果、

ワークプログラムの実施を Aが拒否した事実をど

他の社員に対して強迫的かつ共感性に欠ける攻撃

のように評価するかという３点についての医学的

的な対応を繰り返し、新入社員のうつ病発症の原

見解を述べることとする。

因となった。また、上司からの業務指導に対して
反抗的な行動を取ったり、EAPの公認心理師を訴え
たりするなど、組織内における社会的な文脈を無

Aが休職に至る過程
Aは学生時代から過剰な自己承認欲求や共感性に
欠ける攻撃的言動により友人関係を築くことが困
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視した行動を繰り返した結果孤立し、不眠等の症
状が出現、適応障害と診断され、休職に至った。

復職を拒否すべきと考える産業医の立場から

Aが復職を求めた状況

たは行動面の症状が出現するもので、ストレス因

Aは 20日間の有給休暇および３ヶ月間の病気欠

に不釣り合いな程度や強度を持つ著しい苦痛を伴

勤の後、５ヶ月間の休職による休養加療を経て、

うもの」とされている。なお、もう一つの標準的

主治医から「症状が軽快したため、就業可能。た

な診断基準である ICD-10 ２） では、DSM-5の定義

だし、職場での人間関係面での配慮を要する」と

に加えて、明らかなストレス因が原因となるもの

の診断書を得て復職を申請した。診断書には「な

の、個人的素質あるいは脆弱性が適応障害の発症

お、就労をする上で問題になりうる病的な精神疾

に大きな役割を果たしていることが示されている。

患や人格的な偏りは認められない」と記載されて

これらの条件を照らし合わせてみると、Aは高い知

いた。なお、産業医が主治医から得た診療情報提

的能力を持つ努力家ではあるものの、青年期から

供書によると、投薬治療は終了し、就労の意欲や

友人関係を築くことが困難であり、コミュニケー

生活リズムの回復、通勤も通常通りに可能である

ションが必要な環境において強迫的かつ共感性に

ことはうかがえた。一方で、産業医面談では、自

欠ける攻撃的な対応を繰り返し、社会的文脈を無

分の非を全く認めず、上司および EAPの公認心理

視した行動を繰り返し孤立した結果、適応障害を

師に対する攻撃的言動に終始した。

発症し不眠や意欲低下等の症状が出現したと考え
得る。

Aの「適応障害」
ここで、精神科領域における標準的な診断基準
である DSM-5

つまり、Aの、青年期から続く対人関係の困難さ、

にもとづき、主治医の診断である

強迫性、過大な承認欲求といった情動的な脆弱性

適応障害がどのように適用されたかについて検討

に、思い通りにいかず、自らが批判に晒される状

する。

況を受け入れることができずに孤立するというス

１）

まず、DSM-5の診断基準において、適応障害は
「はっきりと確認できるストレス因に反応して、そ

トレス因が重なり適応障害に至ったと言えよう（図
１）。

のストレス因の始まりから 3ヶ月以内に情動面ま
図1

本事例における適応障害発症の機序

Aの適応障害の回復状況

就労をする上で問題になりうる病的な精神疾患や

主治医の判断では、Aは、長期間の休養加療期間

人格的な偏りは認められない。」とも記されていた。

を経て、復職可能な水準まで適応障害が軽快し、

しかしながら、産業医面談の場面では、自らの言

また、診療情報提供書によると、投薬治療は終了

動が原因で孤立し、適応障害に至ったにもかかわ

し、就労の意欲や生活リズムの回復、通勤も可能

らず自らの非を全く認めず、上司及び EAPの公認

とされたものの、復職に際しては人間関係面での

心理師に対する一方的な攻撃的発言に終始した。

配慮を要するとされた。一方で診断書には、
「なお、
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適応障害の回復過程

可否判断及びそれに必要な環境調整等の配慮事項

適応障害の回復過程
適応障害に限らず、全ての疾患における回復過

については慎重な検討が必要であった。

程は、大きく症状の治療、日常生活への適応、職
場環境への適応というステップで進む（図２）。こ

Aの対人関係における特徴

れを Aの事例に当てはめると、復職判定を行なっ

産業医の見解として、個別性に合わせた配慮を

た状況では、確かに、日常生活への適応や通勤ま

行う必要性、および、復職可否判断及び環境調整

では可能となっていた。しかしながら、自らが招

について言及したが、この判断を行うためには、A

いた状況に対して、少なくとも職場の面接におい

固有の課題を整理する必要がある。

ては適応的な行動を取ることは不可能であり、ト

まず、Aには前述した対人関係上の課題があり、

ラブルへの対応はできないと考えられる。また、

通常この様な課題はパーソナリティの偏りからく

この様な状態で原職に戻った際に、精神的に安定

るものとされる。この性格の偏りについて、DSM-5

して業務を行い、専門性を発揮できるかは主治医

におけるパーソナリティ障害全般の基準を用いて

からの情報のみでは判断できない。

検討する。
診断基準において、パーソナリティ障害は「認
知・感情性・対人関係機能・衝動性における著しく

適応障害の回復の要件
適応障害はストレス要因に対する症状や苦痛が

偏った内的体験および行動の持続的な様式が存在

通常予測されるものを大きく上回る状態であり、

し、この様式に柔軟性がなく、人生全体にその影

上司からの指導や業務上のトラブルなど、通常の

響がおよぶ障害」とされるが、A自身は青年期から

業務で生じるストレス要因に対して、予想以上の

持続する過剰な承認欲求、共感性に欠ける攻撃言

症状や苦痛が当人の健康に悪影響を及ぼさない程

動、それによって友人関係を築くことができない

度まで減少することが回復の要件と言えよう。

という状況にあった。
また、職場においては、指導的立場にある部下

産業医としての見解 ： 適応障害の回復

に対しても共感性に欠ける対応を繰り返し、新入

社会通念上合理的な範囲の業務上の指導等によ

社員の軽微なコンプライアンス違反を責め立て、

る心理的負荷が適応障害の要因となるとすれば、

精神疾患を発症させる原因となり、過剰な対応に

再発予防の観点からも個別性に合わせた配慮を実

対する上司からの合理的な業務指導の際にも、自

施する必要がある。主治医からは「適応障害の軽

らの正当性に対する主張に拘泥し、自らの言動が

快」をもって、対人関係配慮の上で職場復帰が可

他者の健康を害した可能性が高いという事実につ

能とされているが、再発の可能性や対人関係配慮

いては全く意に介せず、被害者に対する共感性を

の具体例が示されておらず、産業医としての復職

欠いていると言わざるを得ない状況であった。さ
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復職を拒否すべきと考える産業医の立場から

らに、本人の心理的な支援を目的とした公認心理

産業医としての見解 ： パーソナリティ障害の疑い

師の面接においては、生い立ちを話すなど一定の

が休職事由の消滅の評価に与える影響について

自己開示を行える状況であったにもかかわらず、

この様な背景から、産業医として、Aの適応障害

精神科医への受診を勧められたことから激昂し、

の発症にはパーソナリティの偏りによる対人関係

理不尽な理由でコンプライアンス委員会に申し立

における脆弱性が関連しており、復職プログラム

てるなど心理師のアイデンティティを否定する攻

を通じてストレスコーピングスキルの回復・獲得を

撃的な行動を起こすに至った。つまり、自己中心

促すとともに、障害の程度を把握し、障害特性に

的で共感性を欠いた言動によって、周囲から孤立

応じた配慮の内容及びその実現可能性を検討する

し、適応障害を発症したものの、休業により症状

ことが必要であると判断した。

が軽快したのちも、自らの対人関係上の課題に直
面することを避け続けた。

その一方で、職場の安全を守る産業医の立場と
しては、適応障害、あるいはパーソナリティの偏
りの有無・程度に関わらず、本人の意思として復職

「パーソナリティ障害の疑い」という判断

に必要な復職プログラムへの参加という手続きを

この様な性格傾向を鑑みると、Aはパーソナリ

拒んでいることは重大な事実であって、本人及び

ティ障害に類するパーソナリティ上の大きな偏り

他の労働者に対する安全配慮義務を遵守する上で

があると考えられた。産業医としては診断を行う

も見過ごすことはできない。

立場になく、診断確定に必要な検査や診断面接は

また、当人が合理的な判断をできない状況でリ

行わないため、パーソナリティ障害の診断は確定

ワークへの参加拒否という意思表明がなされたと

できない。しかしながら、会社が当人を含めた社

すれば、なおさら、他の疾患の可能性も含めた検

員への安全配慮義務を果たすためには当人の職場

討を要する状況であり、その時点での復職は不可

環境への適応を産業医として検討することが必要

能と考える。

であり、これまでの経緯をふまえて「パーソナリ

以上を持って、休職 6ヶ月の時点で、適応障害が

ティ障害の疑い」との表現を用いた意見を述べる

復職可能な水準まで治癒・回復したとみなすことは

に至った。

不可能であり、また、パーソナリティ障害を含め
た他の疾患あるいは障害が存在していたとしても

主治医診断との乖離

同様の判断となる。

これらをまとめると、Aの適応障害にはパーソナ
リティの偏りが大きな影響を及ぼしていると考え

産業医としての見解 ： 配置の現実的可能性がある

られた。しかしながら、主治医の診療情報による

他の業務を検討する必要性

と、Aには他の病的疾患やパーソナリティの偏りは

医学的見地からは、適応障害が本人のパーソナ

認められないと判断されており、職場での実状と

リティの偏りに起因している場合でも、リワーク

は大きくかけ離れていた。

プログラムによるストレスコーピングスキルの回

このことから、Aが、自らのパーソナリティの偏

復・獲得により、適応障害を予防することができる

りやそれを予想させるエピソードを正確に主治医

と判断された場合には可能な範囲で配置転換も含

に伝えていないか、過小に申告している可能性が

めた合理的配慮を施すことが望ましい。一方で、

高いと考えられた。また、仮に主治医が職場での

当人は５か月の療養期間を経た時点でも一方的か

実状を把握した上で、パーソナリティ障害とは診

つ客観性を欠く理由で復職判定のために必要なリ

断できないと判断したとしても、過去の職場にお

ワークプログラムへの参加を拒否する状態であり、

ける対人関係エピソードを踏まえると、適応障害

パーソナリティの偏りに起因する職場環境への適

の軽快に伴う復職可能性は当人のパーソナリティ

応に必要なストレスコーピングスキルの獲得は望

の偏りの程度や性質及びその疾病性を踏まえた上

めないと判断せざるを得ない。

でなされる必要があることに変わりはない。
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るが、本件において、少なくとも主治医の診断に

まとめ
本稿は、職場環境をかく乱する可能性がある労

おいては基盤となるパーソナリティには疾病性は

働者に対して主治医の診断に対する疑義がある中

なく、適応障害についてもほぼ緩解しているとさ

で、本人のみならず周囲に対する安全配慮のバラ

れていた。

ンスを鑑み、リワークプログラムを通じた労働環

そのうえで、産業医としては「パーソナリティ

境への適応を評価することによって、環境との相

障害の疑い」をもって合理的配慮の視点に立ち、

互作用で生じる適応障害の程度を把握し、基盤と

リワークプログラムでの評価を目指したものであ

なるパーソナリティの偏りをふまえた現実的な復

るが、このプログラムへの参加を拒む状況は、会

職可能性を検討するという方針を立てたにもかか

社側の配慮の限界を超えているとも言えよう。

わらず、本人がその評価を拒否した事例について、
産業医としての見解を述べたものである。
仮に本人がリワークプログラムに参加していた

最後に、模擬裁判の枠組みから外れることとな
るが、このケースにおいて、仮に休職期間中、主
治医と産業医間の情報の伝達がより緊密に行われ、

ならば、不適応状態を引き起こす特定の状況を避

復職に必要な条件と本人のパーソナリティ傾向と

け、あるいは配慮を行うことによって復職可能で

の不一致に焦点を当てた精神療法が実施され、ま

あったと考えられる。

た、会社側が本人の傾向をより具体的に把握した

この手続きは、明確な診断の元、疾病性を踏ま

うえで現実的な職場復帰プログラムを適用するこ

えて行われた場合には合理的配慮の枠組みの中で、

とができれば、双方にとって負担となる争いを回

使用者側の負担との兼ね合いで行われることとな

避し得たのではないかと考える。
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模擬裁判

組織に適応できずに病気休職した企業内弁護士の復職判定

組織に適応できずに傷病休職した
企業内弁護士の復職判定
―企業側の視点からの検討―
Judgment of reinstatement of an in-house lawyer who took leave due to injury or illness because
he could not adapt to the organization-Examination from the perspective of the enterprise
弁護士・明治学院大学客員教授

岩出 誠

Attorney, Guest Professor of Meiji Gakuin University

Makoto Iwade

[要 約]

第１回学術集会の模擬裁判（以下、
「模擬裁判」という）で論じられた「組織に適応
できずに病気休職した企業内弁護士の復職判定」につき、企業側の視点からの検討
課題につき、傷病休職制度の制度趣旨、復職可否判断の法的構造、復職可能状態の
立証責任の所在、私傷病休職事由消滅と休業時診断病名の関係、主治医・産業医の
判断の軽重、パーソナリティ障害の疑い、障害者雇用促進法上の合理的配慮との関
係から解き明かし、検討を加える。
[ キーワード ] 傷病休職制度の制度趣旨 , 復職可否判断の法的構造 ,
私傷病休職事由消滅と休業時診断病名の関係 ,
障害者雇用促進法上の合理的配慮との関係
[Abstract]

Regarding the "judgment of reinstatement of an in-house lawyer who took
sick leave because he could not adapt to the organization" discussed in the
mock trial of the 1st academic meeting (hereinafter referred to as "mock trial"),
concerning the issues to be examined from the perspective of the enterprise. the
purpose of the injury and illness leave system, the legal structure for determining
whether or not to return to work, the responsibility for demonstrating the status
of being able to return to work, the relationship between the disappearance of
personal injury and illness leave reasons and the name of the illness diagnosed
during leave, the lightness of judgment by the attending physician / industrial
physician, and suspicion of personality disorder, Clarify from the relationship
with reasonable accommodation under the Act on Promotion of Employment of
Persons with Disabilities, and add consideration.
[Keywords] Program's drift of Medical Leave Program,
legal structure of determining the possibility of reinstatement,
the relationship between the extinction of personal injury and illness
leave reason and the name of the diagnosed illness during the absence,
the relationship of promoting Handicapped Persons' Employment
Promotion Act and rational care

はじめに
第１回学術集会の模擬裁判（以下、
「模擬裁判」と

の視点からの検討課題につき、傷病休職制度の制

いう）で論じられた「組織に適応できずに病気休

度趣旨、復職可否判断の法的構造から解き明かし、

職した企業内弁護士の復職判定」につき、企業側

検討を加えてみる。
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第１

組織に適応できずに病気休職した企業内弁護士の復職判定

適用すべき裁判例に基づく規範の概要
雇用保障等の配慮を強く求める判断を示した。即

1. 私傷病休職制度の意義

ち、傷病休職そのものではないが、傷病を理由と

（1）解雇猶予措置としての私傷病休職制度
私傷病の療養を休職事由とする休職は、解雇猶予

する自宅療養命令につき、一定時期以降を違法と

のために設けられた制度であると解されている 。

し、給与の支払を命じた片山組最判 5）の影響は絶大

1）

で、少なくとも、職種の限定なく採用し、配転可
（2）休職期間満了の自然退職規定自体の有効性
休職期間満了の自然退職規定自体の有効性につ

能な部署をもつ一定以上の規模の企業においては、
本人が軽減業務での復職を求める以上、以上の基

いては、一般には当然有効と解されている 。ただ

準に従った復職の可否が判断されることになり、

し、労基法 20条の解雇予告規制や労契法 16条の解

私傷病休職後の復職の可能性は極めて高くなった。

雇権濫用法理を踏まえ、休職期間は 30日以上であ

たとえば、休業または休職からの復職後、直ちに

ることが要請される 。

従前の業務に復帰できない場合でも、比較的短期

2）

3）

間で復帰可能な場合には、短期間の復帰準備時間
（3）休職期間満了の自然退職への労契法 16条の不

の提供などが信義則上求められ、このような信義
則上の手続をとらずに解雇することはできないと

適用
以上のような自然退職規定たる休職期間満了へ
の自然退職には労契法 16条の適用される余地はな
い 。

した例が増え 6）、復職をめぐるトラブルが急増して
いる。
しかし、模擬裁判の事案では、企業内弁護士と

4）

しての明示若しくは黙示の職種限定合意（就業規則
の異動規定への労働契約法 7条但し書きの適用）が

2. 復職可否の判断
（1）片山組最判の復職可否の判断の影響

ある労働者の職場復帰の可否の判断が問われた案

片山組事件・最一小判平 10・4・9労判 736号 15

件であり、総合職や一定の限定職種・雇用管理区分

頁（以下、
「片山組最判」という）は、企業に対し

での復職可否が問われた裁判例 7）の規範が適用され

て、復職時の配転等の職務の負担軽減措置による

る事案である。また、配置される現実的可能性が

1）岩出誠「労働法実務大系」第 2版〔民事法研究会・2019〕324頁。裁判例として、独立行政法人 N事件・東京地判平 16・3・26労判 876号 56頁／西濃シェ
ンカー事件・東京地判平 22・3・18労判 1011号 73頁／国（在日米軍従業員・解雇）事件・東京地判平 23・2・9判タ 1366号 177頁／第一興商（地位確認等
請求）
事件・東京地判平 24・12・25労判 1068号５頁／日本ヒューレット・パッカード（休職期間満了）事件・東京高判平 28・2・25労判 1162号 52頁／日
東電工事件・大阪高判令 3・7・30労判 1253号 84頁等
2）電機学園事件・東京地決昭 30・9・22労民６巻５号 588頁、北産機工事件・札幌地判平 11・9・21労判 769号 20頁等
3）荒木尚志『労働法〔第 4版〕』（有斐閣、2020）465頁
4）前掲 日東電工事件・大阪高判令 3・7・30でも、退職処理は、
「就業規則…に基づく、休職期間満了による…社員の資格喪失によるものであり、…休職期
間の満了時に…解雇したものでないから、当然に解雇に関する労働契約法 16条が適用又は準用される局面ではない」と明言されている。
5）
「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、当該企業の規模、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当該労働者が配置
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」。
6）[復職肯定例 ]全日本空輸（退職強要）事件・大阪高判平 13・3・14労判 809号 61頁 <職種限定されている労働者で、３カ月以上の有給の復帰訓練の末
の解雇の事案で疑問あり >／キヤノンソフト情報システム事件・大阪地判平 20・1・25労判 960号 49頁／前掲第一興商（地位確認等請求）事件・東京
地判平 24・12・25／ヴイテックプロダクト（旧 A産業）事件・名古屋高判平 26･9･25労判 1104号 14頁 /アメックス（休職期間満了）事件・東京地判平
26･11･26労判 1112号 47頁 /綜企画設計事件・東京地判平 28・9・28労判 1189号 84頁 /神奈川 SR経営労務センター事件・横浜地判平 30・5・10労判
1187号 39頁／名港陸運事件・名古屋地判平 30・1・31労判 1182号 38頁 /学校法人日通学園事件・千葉地判令 2・3・25労ジャ 100号 34頁等
[復職否定例 ] B学園事件・大阪地決平 17・4・8労判 895号 88頁〈結論的には復職を認めなかった〉／伊藤忠商事事件・東京地判平 25･1･31労判 1083号
83頁／日本テレビ放送網事件・東京地判平26･5･13労経速2220号3頁／帝人ファーマ事件・大阪地判平26・7・18労判1189号166頁／前掲日本ヒュー
レット・パッカード
（休職期間満了）事件・東京高判平 28・2・25／日本電気事件・東京地判平 27・7・29労判 1124号 5頁／ＮＨＫ（名古屋放送局）
事件・名
古屋地判平 29・3・28労判 1161号 46頁 /コンチネンタル・オートモーティブ事件・東京高判平 29・11・15労判 1196号 63頁／幻冬舎コミックス事件・東
京地判平 29・11・30労経速 2337号 16頁 /東京電力パワーグリッド事件・東京地判平 29・11・30労判 1189号 67頁 /菱江ロジスティクス事件・大阪地判
平 30・6・19労ジャ 79号 10頁 /ツナガルホールディングス事件・東京地判平 30・6・29労ジャ 81号 42頁 /日本漁船保険組合事件・東京地判令 2・8・27労
ジャ 106号 44頁／前掲日東電工事件・大阪高判令 3・7・30等裁判例参照）
7）前掲伊藤忠商事事件・東京地判平 25・1・31、前掲日本電気事件・東京地判平 27・7・29、機関投資家営業部の特命部長としての復職可否が問われた三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券事件・東京地判令 2・4・3労経速 2426号 3頁等
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あると認められる他の業務について労務の提供の

使用者は職場復帰を拒めることを意味する。模擬

申出をしていたとは認められない点での裁判例 も

裁判でも、労働者側が解雇猶予措置としての私傷

参考とされる。即ち、模擬裁判の事案では、労働

病休職制度の適用を争っていない以上、この法理

者が社内軋轢を生じさせた「総務部のコンプライ

が適用される。即ち、使用者には休職者が復職で

アンス部門」への復職の可否が問われていたこと

きないことについての主張・立証責任はないのであ

に留意が必要である。

る。

8）

（2）復職時の休職事由消滅の主張・立証責任の所在

（イ）私傷病休職事由消滅と休業時診断病名の関係
事案の就業規則 12条の「休職期間満了時に復職

と内容等

できない場合」との記載からも明らかなように、

近時の多数裁判例は、復職時の休職事由消滅の

私傷病休職事由とは、「療養のため療養を要し、休

主張・立証責任を労働者側に負わせている。

業の必要性のあること自体」であり、「休業の際の
（ア）復職可能状態の主張・立証責任の所在と内容等

提出された診断病名の疾病の完治や寛解」ではな

そもそも私傷病休職制度が解雇猶予措置である

い。たとえば、休職に入った際に提出された主治

ことを踏まえ、かつ、休職措置に入る際に医学的

医の「適応障害」自体の寛解のみで復職が可とさ

所見等の客観的資料により休業を要するとの判断

れる訳ではない。特に、メンタル休職事案では、

を経て休業に入ったことに鑑みると、その判断を

病名が「自律神経失調症」から、「うつ状態」へ、

覆す復職可能性の主張・立証責任は労働者側にある

さらに「適応障害」、さらには「うつ病」などと変

と解されている 。

遷することは多々あり、
「適応障害」自体の寛解の

9）

みで復職が可とされる訳ではない 11）。

換言すれば、裁判例は、復職時の休職事由消滅
の主張・立証責任の所在につき、傷病によって休職
を命じられた労働者の就業規則所定の休職期間満

（ウ）主治医・産業医の判断の軽重

了による雇用契約の終了を、抗弁として使用者が

復職可否の判断に当たっては、一般的に言えば、

主張・立証し、労働者が、復職を申入れ、休職事由

就業規則の定めに従い、労働者の職種および同人

が消滅したことを再抗弁として主張・立証すべきも

の健康時の勤務状況を前提に，「従来の業務を健康

のとされ、労働者は、所定の休職期間満了までに、

時と同様に通常業務遂行できる程度に回復」した

使用者に対し、復職を申入れ、債務の本旨に従っ

と認められるか否かによることが相当であり、こ

た労務提供ができる程度に症状が回復した事実を

の認定に当たっては，労働者が提出した医師の診

主張し、客観的証拠をもって立証する必要がある

断書の内容が有力な資料の一つとなるが、それの

としている

みによるのではなく、労働者の休職事由となった

。ここで主張・立証責任が労働者側

10）

にあるという意味は、使用者側による反証により、

私傷病の内容や症状・治癒の経過、労働者の業務内

主治医の復職可の診断書の信用性に合理的な疑念

容やその負担の程度、主治医や使用者の産業医の

を生じさせる程度で、復職可の立証は不能となり、

意見その他の事情を総合的に斟酌して、客観的に

8） 前掲日東電工事件・大阪地判令 3・1・27、同日東電工事件・大阪高判令 3・7・30
9） この理を採用したと解されるのが前掲国（在日米軍従業員・解雇）事件・東京地判平 23・2・9／前掲伊藤忠商事事件・東京地判平 25・1・31／ F社事件・東
京地判平24・8・21労経速2156号22頁／北港観光バス（休職期間満了）事件・大阪地判平25・1・18労判1077号84頁／日本ヒューレット・パッカード
（休
職期間満了）事件・東京高判平 28・2・25労判 1162号 52頁等。この理は、復職を認めた前掲アメックス（休職期間満了）事件・東京地判平 26･11･26、
前掲綜企画設計事件・東京地判平 28・9・28でも確認されている。ただし、前掲第一興商（地位確認等請求）事件・東京地判平 24・12・25は、復職可能性
の立証責任自体は労働者にあることは認めつつ、復職対応業務との観点から、片山組最判を踏まえ、
「当該企業における労働者の配置、異動の実情及
び難易といった内部の事情についてまで、労働者が立証し尽くすのは現実問題として困難で……、当該労働者において、配置される可能性がある業
務について労務の提供をすることができることの立証がなされれば、休職事由が消滅したことについて事実上の推定が働くというべきであり、これ
に対し、使用者が、当該労働者を配置できる現実的可能性がある業務が存在しないことについて反証を挙げない限り、休職事由の消滅が推認される
と解するのが相当である」と事実上の主張・立証責任を逆転させている。
10）
前掲伊藤忠商事事件・東京地判平 25･1･31
11）
この点は、就業規則11条などの規定もかかる事情を踏まえた規定で、主治医の復職可の診断書のみで復職を認めることではないことを明示している。
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判断される 12）。

滑に遂行することが可能になっていることが必要

具体的には、事案で示されたような留保付き診

である。こうした点についての適切な判断は、本

断書については、診断経緯、内容に合理的疑念が

人の職務内容、職場環境、それらと発症の関係な

ある場合には、産業医の意見等を踏まえた総合的

どを把握していなければできないことである。し

判断がなされ、復職可の証明なしとして退職が有

かし、主治医は、そうした情報については充分に

効とされている。特に、精神疾患の場合は、職務

把握していないことが多く、それらの点を指摘し

を組織の中でストレスと折り合いをつけながら円

て主治医の診断が排除されることが少なくない 13）。

第２

裁判例に基づく規範の事案へのあてはめ

以上の規範を事案に当てはめてみる。

断書の記載上においては、「就労をする上で問題に
なりうる病的な精神疾患や人格的な偏りは認めら

1. 主治医の診断の信用性への合理的疑念による復

れない」と記載するのみで、主治医は、少なくと
も、そうした情報については充分に把握したうえ

職可の証明なし
（1）本件主治医の診断書自体の矛盾点

で判断をしたものとは到底言えない。仮に、復職

復職可の診断書においては、
「症状が軽快したた

可の診断当時認識していたとすれば、かかる「パー

め、就業可能。ただし、職場での人間関係面での

ソナリティ障害の疑い」に関しては、その障害が

配慮を要する」としているにも拘らず、
「なお、就

ストレス脆弱性の高さを示唆し昂じさせるものと

労をする上で問題になりうる病的な精神疾患や人

して、5か月の治療の過程において、
「適応障害誘発・

格的な偏りは認められない」としている。即ち、
「就

増悪・再発」のリスクになり得るものとして、臨床

労をする上で問題になりうる病的な精神疾患や人

診断基準（DSM-5）等による評価を経たうえで治療

格的な偏りは認められない」としながら、「職場で

がなされるべきにも拘らず、かかる評価を行った

の人間関係面での配慮を要する」としている。こ

ことへの言及すらなく、主治医の治療の適切性へ

れは診断書自体に内在的矛盾を孕むものと言う外

の疑念を抱くだけでなく、かかる評価や配慮すら

ない。少なくとも、
「職場での人間関係面での配慮

せずに漫然と治療しただけで提出された復職可の

を要する」根拠と配慮の内容が記載されていなけ

診断書・意見書自体の信用性にも重大な合理的疑念

れば合理的な疑いを排除できない。しかも、産業

を抱かざるを得ない。

医が主治医から得た診療情報提供書においてもこ

以上によれば、復職可との主治医の留保条件付

れらへの説明はなされておらず、主治医の診断書

き復職可の診断書には重大な合理的疑いがあり、

のみをもってしては、復職可との証明はまったく

本人の復職可の立証が果されていない以上、会社

なされていない。

による復職拒否は傷病休職制度の趣旨に照らして
も合理的な判断である。

（2）主治医の診断・意見書における職場環境・発症
経緯・パーソナリティの偏りへの検討欠如
復職可の判断に当たっては、本人の職務内容、

2. 産業医意見の妥当性
産業医は、復職可の判断に当たって、本人の職

職場環境、それらと発症の関係などを把振してい

務内容、職場環境、それらと発症の関係、休職に

なければできない。しかし、主治医の復職可の診

至る経緯などを把握したうえで、不適切ながらも

12）前掲名港陸運事件・名古屋地判平 30・1・31
13）例えば、主治医の診断書の信頼性を否定した例として、前掲コンチネンタル・オートモーティブ事件・東京高判平 29・11・15＜「退職となることを避
けたいという原告の意向が強く影響」＞、前掲東京電力パワーグリッド事件・東京地判平 29・11・30＜必ずしも職場の実情や従前の原告の職場での
勤務状況を考慮した上での判断ではなく、客観的な診療経過を把撞することができないことから、主治医の就労可能という見解を参酌することは不
相当＞、前掲菱江ロジスティクス事件・大阪地判平 30・6・19＜主治医が、元従業員の会社における職務内容を詳細に把握して本件診断書を作成した
か否かは不明で、診断書をもって直ちに、元従業員が会社に対する労務の提供が可能な状態に回復していたと認めることは不能）＞、前掲日本漁船
保険組合事件・東京地判令 2・8・27＜診断の前提となった元従業員の病状の回復状況に関する発言内容の信用性について疑問をさしはさむ余地あり＞
等参照
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主治医の診断書や診療情報提供書を踏まえつつ、

事案においても、企業が、労働者本人のパーソナ

総務部長及び公認心理士から事情を聴いた上で、

リティの偏りが、ストレス脆弱性を高め、現状の

労働者との面談を２回、合計３時間余り実施した

まま同人を職場復帰させると再度適応障害の症状

が、その過程で、労働者が、職場の人間関係につ

悪化を招く可能性があると理解し、また、同人が

いては、自分の側に非はないとの主張に固執し、

原職場等の試し勤務を経るまで、同人の休職事由

総務部長と公認心理師を強く非難する態度に終始

が消滅したと判断できないと考えたことは、裁判

した。このため、産業医は、パーソナリティの偏

例に照らしても合理的な判断であった。

りある者がストレス脆弱性が高いことを踏まえて、

したがって、労働者が試し勤務を拒絶したこと

適応障害からの寛解、少なくとも復職可との主治

により、企業が休職事由の消滅の有無を判定でき

医の診断に合理的疑いをもったのは至極当然の判

ないことによる不利益は、労働者が甘受すべきも

断である。

のであり、復職拒否は正当な判断で、当然に労働

産業医意見書にあるように、
「適応障害と診断さ

者は自然退職となる。

れているものの、元来強迫的で他罰的言動を繰り
返し、当該事業場の作業環境において調和的な社
会関係を築くことが困難であった労働者への対応

3. 神奈川 SR経営労務センター事件・横浜地判平
30・5・10との関係

を検討するにあたって、産業医としてその疾病性

なお、労働者側の「復職拒否は、実質的にはパー

を冷静に捉えることに重点を置いた。まずは事例

ソナリティ障害からくる労働者の職場での適応性

における本人の疾病性とそれに対する配慮という

についての不安を理由とするものであり、本来の

視点から、本人に対する健康・安全配慮義務を履行

休職原因である適応障害自体は、投薬治療が終了

する上で、リワークプログラムへの参加」を求め

しており、健康状態としては、復帰可能である」

ることは、就業規則 11条 3項に基づく適法かつ合

との主張は、神奈川 SR経営労務センター事件・横

理的な判断である。

浜地判平 30．5．10労判 1187号 39頁に依拠して主

事案では、会社としては、リワークに固執した

張されている。

ものではなく、就業規則に基づき、試し勤務を提

しかし、同判決の判旨は、前述の多数裁判にお

案したものと解される。なぜなら、リワークにお

ける解雇猶予措置としての休職における復職可で

いては、リワークの内容の細目が、労働者本人、

あることの主張・立証責任に関する判断との大きな

通所施設と主治医、産業医との協議により調整さ

不整合があり、その先例性は低いものと言う他な

れるべきものであることは、リワークの性格上当

い。また、産業医の意見を尊重しなかった点でも、

然の前提である。しかるに、労働者本人が、
「リワー

特異な裁判例と言わざるを得ない 15）。

クに通所して社会適応訓練を受け、試し勤務を経

仮に、同判決に依拠したとしても、同判決が、

れば、改めて復職判定する旨」の通知への対応を

使用者側医師の復職不可との意見を排除したのは、

全面的に拒否したためにこれらの調整がつかず、

職場環境に精通していない医師の指摘が「合理的

試し勤務も拒否されるに至ったものと解すべきで

根拠に基づくものであるとは認められず、採用で

ある。この結果、労働者本人は復職可との証明を

きない。」などとの前提での判断である。

まったく果たしていないこととなる。

しかるに事案においては、主治医こそ職場環境

裁判例においても、復職プログラムへの協力拒
否等を理由の復職拒否を認めている

。

14）

に精通しておらず、産業医こそ職場環境に精通し、
休職に至る経緯と復職申し出に至る経緯を熟知し

14）日本テレビ放送網事件・東京地判平 26・5・13労経速 2220号 3頁は、会社が医師の意見にしたがい現状のまま原告を職場復帰させると再度症状の悪化
を招く可能性があると理解し、また、原告が原職場等のリハビリ出社を経るまで、原告の休職事由が消滅したと判断できないと考えたことは，いず
れも相当であるとした上で、原告が復職プログラムを拒絶したことにより、会社が休職事由の消滅の有無を判定できないことによる不利益は，原告
が甘受すべきものであるとして、本件復職拒否を相当としている。
15）田中建一 ・三柴丈典「神奈川 SR 経営労務センター事件の教訓」産業保健と法～産業保健を支援する法律論［産業医学振興財団、2020年］151頁参
照
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たうえで、総務部長及び公認心理士から事情を聴

れによれば、主治医の復職可の判断への合理的疑

いた上で、労働者との面談を２回、合計３時間余

いを排除できず、労働者側において、復職可の証

り実施し、かつ、産業医が主治医から得た診療情

明ができていないことには変わりがない。

報提供書をも踏まえた意見を示した判断を示した
ものであり、同判決に依拠したとしても、産業医
の意見を排斥することはできない。また、同判決
が、産業医の復職不可との意見を排除したのは、
「産業医面談において、原告らに上記評価の根拠と

4. 障害者雇用促進法上の合理的配慮との関係
障害者雇用促進法上の合理的配慮の趣旨に関し
ては、本来、職場復帰可否の判断とは直接的な関
係がなく、的外れな議論である。仮に、合理的配

なり得るような発言があったとの事情も窺われず」

慮指針 16）の「労働者が雇入れ時に障害者でなかっ

として産業医の判断の前提事実を否認したうえで

た場合については、障害者となったことを把握し

の判断であることに注目しなければならない。し

た際」（2（1）ロ）に当たるとして、同指針の適用が

かるに、事案では、産業医面談での、
「職場の人間

あると解しても、前述の如く、事案は、企業内弁

関係については、２回の面談において、自分の側

護士としての明示若しくは黙示の職種限定合意が

に非はないとの主張に固執し、総務部長と公認心

ある労働者の職場復帰の可否の判断が問われた案

理師を強く非難する態度に終始した」事実は否定

件である。かかる労働者に対して、同限定を下回

されていない。

る軽減業務等や復職配慮なるものを求めること、

したがって、同判決に依拠したとしても、産業

更には、労働者の「強迫的で他罰的言動を繰り返

医が労働者本人のパーソナリティの偏りが、スト

し、当該事業場の作業環境において調和的な社会

レス脆弱性を高め、現状のまま同人を職場復帰さ

関係を築くことが困難であった」状態で復職を認

せると適応障害の再度症状の悪化を招く可能性が

めれば、他の従業員との関係での安全配慮義務違

あると理解し、また、同人が原職場等の試し勤務

反となることから17）、同法36条の3の「過重な負担」

を経るまで、同人の休職事由が消滅したと判断で

を強いるものと解され、合理的配慮に欠ける点も

きないと考えたことの合理性を否定できない。こ

ないと解される 18）。

結びに代えて
遺憾ながら、模擬裁判の判決では、多数意見に

者と話合いを行うこと」（第３の２（２））などを求

より労働者側の勝訴となった。これは、偏に、筆

めているのと同様に、休職期間の延長などを含め

者も含めた通常の実務的対応上の感覚が影響した

て、前述のリワーク内容の詰めや、それ以外の試

ものと推察される。

し出勤の試行などを提案し、それらに関する提案

即ち、多くの企業においては、上記の法律論を

や協議についても労働者が全て拒否するような事

離れて、労働者のリワーク拒絶の段階で直ちに復

態に立ち至った場合に復職不可を決断することが

職不可とは判断せず、例えば、合理的配慮指針が

想定されるところからの判断であったと思われる。

「事業主は、障害者に対する合理的配慮の提供が必

よって、予備法学的観点やリスクマネジメント

要であることを確認した場合には、合理的配慮と

的観点からは、上記実務的観点に留意すべきは当

してどのような措置を講ずるかについて当該障害

然である。

16）平 27・3・25厚労告 117号「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力
の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」
17）和光市事件・さいたま地判令3・2・19労ジャ111号28頁でも、復職可否の判断において、業務遂行の障害と考えられた衝動的な攻撃的言動についても、
相当程度抑制されていたか否かが問われているのもその例と言えよう。
18）傷病休職からの復職時の合理的配慮に反しないとされた前掲日東電工事件・大阪高判令 3・7・30参照
著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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模擬裁判にて、職場復帰すべきと考える
精神科主治医の立場から
Mock trial: Opinion of a psychiatric physician considering the patient should return to work
医療法人社団 弘冨会 神田東クリニック

高野 知樹

Healthcare corporation Incorporated association Kofukai Kanda Higashi Clinic

Tomoki Takano

[要 約]

精神疾患を理由に休業し休職満了が迫っている A氏は、かなりパーソナリティに
特徴がある。そして弁護士資格を有するなど高い専門性も持ち合わせている。A氏
の問題もさることながら、職場の対応の問題も複雑に絡み合う中で、職場復帰を勧
める精神科主治医としての意見のべ、考察を加えた。
[ キーワード ] 職場復帰 , 適応障害 , 集団精神療法 , EAP, 疾病性 , 事例性
[Abstract]

Mr. A is on leave due to a mental illness. And the end of the period he can
take leave is near. He has a lot of personality problems. And he also has a high
degree of expertise such as a lawyer qualification. He has his own problems, but
his workplace also has problems. In such a complex environment, the author
expressed and considered his opinion as a psychiatrist who recommended
returning to work.
[Keywords] Reinstatement to the workplace, adjustment disorder,
group mental therapy, EAP, Illness nature, caseness

【はじめに】
本企画は私にとって模擬裁判を初めて体験する

のでもあり、どこまでが先天的ものでどこからが
後天的なものなのかの判別も出来ないものでもあ

貴重な機会となった。企画の段階で、職場復帰を

る。以下に、模擬裁判事例に記載された情報から、

推す主治医の立場というご依頼を受け、正直悩ん

A氏の人格形成に影響を与えたと思われる事項につ

だ。精神科主治医の立場であれ、産業医の立場で

いて、列挙する。

あれ、自分の主張を通すために係争するのは、私

●

父親が権威的・絶対的で褒められることもほとん

の通常の産業保健関連業務のスタイルとはかなり

どなく育った：自己肯定感や自尊心が育ちにくい

かけ離れているからだ。だが、あえて対抗する一

家庭環境であったと思われる。

方の考え方に徹し、その考えの根拠を熟慮するこ

●

高校や大学時代も特定の友人との長い付き合い

とにより、双方の考えの功罪が改めて浮き彫りに

になることがない：自尊心の低さが、相手を打ち

なることに寄与するのかもしれない、そう考える

負かすことによってあたかも自尊心を高める思

ことも出来たため、お引き受けさせていただいた。

考・行動パターンとなっていたと思われる。
●

【A氏の人格形成について】

友人への貸金返還を求める訴訟の経験から、法
律に関心を持つ：父からの教えの「勝てば官軍」

一般的に人格形成は、先天的な気質、そして後

という、道理はさておきねじ伏せて勝てば正義

天的な環境・教育・経験などが総合的に絡み合いな

になる、という思考・行動パターンがますます先

がら、その人なりの思考パターン・行動パターンが

鋭化したと思われる。

形成されていく。そしてそれは生涯変化し得るも

●

独学で猛勉強し、司法試験に合格：専門性が高い
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有資格者になることで、自尊心を高く保つこと

疑いを示唆される：
「不条理で不快な感情」
、つま

につながったかもしれない。

り、A氏にとっては「負け」な部分について、お

法律事務所勤務をした：同じ資格をもつ集団の中

そらく意を決して公認心理師に委ねたと思われ

では、A氏以上の経験やスキルを持った者も珍し

る。ところが、思いもよらず“パーソナリティ

くないため、おそらく適度な自尊心は保てず、

障害”という、あたかも Aに非があるという意

継続的に就業するモチベーションも落ちていっ

見に、自尊心をズタズタにされたところから、

たのかもしれない。また先輩に「教えを乞う」

相手をねじ伏せて自尊心を保つという思考・行動

ということもないため、教えを受ける機会も少

パターンが以前に増して顕著となり、より他罰

なく、おそらく浮いた存在であったと思われる。

的な面が表出してきたと思われる。

大手金融機関の企業内弁護士として採用された：

●

EAPの公認心理師が総務部長に連絡し、総務部

一般企業では、まわりに自分と同領域の高い専

長から再び呼び出された：公認心理師からパーソ

門性を持った社員はおらず、ふさがれていた自

ナリティの問題を指摘された上に、相談をした

尊心は再び急速に保たれるようになったかもし

ことが上司に伝わっていたことに対し、A氏なり

れない。

の正論を説くも、組織としては「おとがめなし」

総務部長に呼び出されて注意を受けた：
「自分は

の結論に、不条理で不快な感情が益々蓄積する

間違っていない」と、専門性の高い有資格者と

も、身の回りに相談できる場もなく、徐々にエ

して当然のことをしたと考えつつ、組織上は上

ネルギーも減少し、不適応症状が生じてきたと

司の注意を受けなければならないという、不条

思われる。

理で不快な感情をうまく処理できず、自尊心も
揺らいだかもしれない。
●

EAPの公認心理師から、パーソナリティ障害の

図1

204

【精神科主治医による職場復帰の判断について】
(図 1)はよく知られている厚生労働省の示す職場

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き
（厚生労働省）
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復帰に向けての 5つのステップであ

図2

職業リハビリテーションの視点から

るが、精神科主治医としての職場復
帰の可否の判断は《ステップ 2》に
あたる部分となる。職場復帰可否を
判断する目安として整理すると
① 医学的側面：就業に耐える状
態
（完治は必須ではない）
② 本人の側面：職場復帰の意思
があり、かつ準備が整って
いる
③ 職場の側面：職場復帰を支援
する準備が整っている

(松為信雄「職業リハビリテーション学」から引用 )

サポートが重要である。(図 2)に示すように職業リ
という 3点があげられる。これらの条件がそろわ

ハビリテーションの観点からも『症状の回復≠業

ないとスムーズな職場復帰は困難と考える。①の

務遂行能力の回復』であるからである 1）。

最低限の目安としては、所定労働時間（一般的には

（表 1）は筆者が休業中の労働者に対して、復帰ま

一日 8時間）は職場に滞在し続けられる必要がある。

での道のりをイメージしてもらうために用いてい

企業によっては短縮勤務期間や最近では通勤負荷

るもので、(図 2)のリハビリの観点も加味し、3つの

軽減を目的とした在宅勤務などの軽減の設定もみ

ステージで説明している。1番目のステージを越え

られるが、そうでない場合は企業の文化に合わせ

てすぐに復帰をしようとする休業者もいるが、2番

て復帰できる状態まで、治療やアドバイスをして

目も重視している。「休業と就業では精神力・体力

いく必要があるだろう。③については、職場や産

ともに大きなエネルギーを使う。少なくとも休業

業保健スタッフが中心となり整えていく領域であ

中に基本的なエネルギー回復機能が不十分であれ

るが、②については精神科主治医としても十分な

ば、復帰してエネルギーが底をつくのは時間の問

表1

筆者が休業者に示すロードマップ
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題」というような説明を加えている。3番目は「貯

所属の公認心理師が言うような「パーソナリティ

めたエネルギーを試運転させておかなければ、職

障害」の診断レベルにはないことを示している

場で十分に動かせない」と伝えている。

と考える。

【A氏の職場復帰への準備について】

【職場側の復帰支援の問題について】
２ 項 前 の 続 き に な る が、 ま ず 会 社 が 契 約 す る

さて、職場復帰を円滑に進める前述の 3つの条件
を本事例に当てはめてみると、A氏の「適応障害」

EAPの対応により、事例性を顕著化したことにつ

の診断が正しければ、適応障害は本人と心理社会

いて問題視すべきと考える。問題点を以下に列挙

的要因とのミスマッチにより発症するものである

すると、

ため、本人の問題、職場の問題、の両視点で検討

●

障害の告知の仕方に専門性が欠ける点：パーソナ

すべき病態と考える。現在休業中であり、ストレ

リティ障害の疑いを本人に告げる時は、専門家

ス要因から隔離されているため当然ではあるが、

は発達障害、統合失調症の告知以上に細心の注

症状は軽快しているため①医学的側面は満たして

意を払う。脳機能の問題以上に、「その人」の人

いる。また、②本人の側面についても、社会生活

間性の問題を指摘されたように感じる人もいる

を開始するに相当する休業生活が出来ていると思

からである。A氏と信頼関係がまだ築けていない

われる。つまり、休業中の労働者が休業中に準備

のにも関わらず告知している点は大きな問題と

すべきことは、ほぼ整った状態という考え方が出

思われる。

来る。

●

パーソナリティ障害の治療に関する認識が疑わ

一方で職場側の復帰支援の準備である③職場の

しい点：仮にパーソナリティ障害があったとし

側面については、問題が多数残っていると考える

ても、
「治る」という類の病態ではないのに、あ

が、別項を設け後述する。

たかも精神科受診が必須であるように説明して
いる。

【診断書の解釈について】

●

模擬裁判事例による精神科主治医による復帰が

自傷他害レベルではないのに、本人の同意なく
総務部長に報告する点：公認心理師が抱えきれず

可能であるという診断書には「適応障害の軽快：症

総務部長に報告したのだろうか。そうであれば、

状が軽快したため、就業可能。ただし、職場での

A氏の生命危機を救うという思いではなく、専

人間関係面での配慮を要する。なお、就労をする

門家の不安回避、責任回避で行った行為とも考

上で問題になりうる病的な精神疾患や人格的な偏

えられる。

りは認められない」という記載がある。その内容
について説明を加えたいと思う。
●

●

●

次に、復職の判定を受けるに際し、会社がリワー

職場での人間関係面での配慮：米国精神医学会に

クに通所を条件にしたことも問題視すべきと考え

よる精神疾患の診断・統計マニュアル DSM-5に

る。その問題点を以下に列挙する。

よる適応障害の A氏が「はっきりと確認できる

●

リワーク施設に対する認識不足：リワークデイケ

ストレス要因」として、職場の人間関係が診察

アについて会社は誤解しているように思う。特

の場で語られていたと考えると、職場ストレス

に医療機関のリワークデイケアはあくまで治療

要因への配慮として記載されたと考える。

の場であり、パーソナリティ矯正施設 (昭和時代

病的な精神新患は認められない：うつ病などの重

の某ヨットスクールのように )ではない。つま

篤な精神疾患には至っていないことを示してお

り、リワークデイケア通所は、A氏本人の治療意

り、あくまで「適応障害」の範疇を超えていな

欲、自主性が重要である。また、リワーク施設

いという診断としたことと矛盾がないと考える。

はそもそも復帰支援であり、復帰判定ではない。

病的な人格的な偏りは認められない：多少の偏り

仮にパーソナリティの問題が顕著であれば、リ

はある可能性はあっても、会社が契約する EAP

ワーク施設が引き受けない場合も珍しくないが、
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模擬裁判にて、職場復帰すべきと考える精神科主治医の立場から

●

その場合のことを会社は考えていたのだろうか。

しても理解できる方向であれば、選んだ道をよ

社員教育についての問題：問題行動のある社員の

り良くしてくための支援をする

教育を、外部のリワーク施設に期待しているの

2. 患者に対し、関係各者との合意形成を目指すこ
との重要性の理解を促す

だろうか。本来は、会社が採用した社員に対す
る教育は、会社の責務で行うべき事項と考える。

こうした基本方針のもと、以下の点について A
以上のような問題点もありながら、入社して初
回の休職で会社がリワーク施設通所を強く要請し、

氏に説明し熟考してもらう機会を作りたい。
●

適応障害であるため、同じ環境に戻れば再燃の

A氏がそれを拒否したことから、復職判定すら行わ

リスクがある。そのため自分自身での再燃対策

ずに休職期間満了をもって自然退職という措置を

は十分考えておく必要がある。

とったのは、行き過ぎと考える。

●

決して歓迎されていない環境に飛び込む状況で
ある。そえでもなぜ戻りたいのかを考えみる。

【
「復帰すべき」とした精神科主治医の主張のまとめ】

▶ 【働きたいから】
やりたいことがある、生計上、

ここまで述べてきたことを端的にまとめてみ

転職活動をしていない /うまくいっていない

る。もともと「事例性≒労務問題」があった A氏

▶ 【A氏の意地】勝てば官軍、ここで辞めるのは

が、会社内の不条理で不快な体験や EAPの対応に

会社の思うツボ、
「負け」になるという意地の

より事例性が顕著化することにより、「疾病性≒健

可能性

康問題」を起こし休業に至った。「適応障害」レベ
ルの病状であったため、休業によりストレス要因

●「戻る」に理解できる考え方が確認できた場合に

から距離を置くことにより軽快した。また休業中

は以下のアドバイスを行う。

に生活リズムや日中活動性も維持できていること

▶

現在の組織に属して働き続けたいのあれば、

も確認できたことから、休職事由である「疾病性」

組織と対立はエネルギーの損失が大きい。生

は解消されたと考える。もともとあった「事例性」

じている具体的問題は診察室で一緒に考えみ

の問題は、リワークを含め医療で解決すべき問題

ましょう。

ではないと考えられることから、リワーク施設に
「復職判定」を託すのではなく、社内における“試
し出社”などで「復職判定」を行うなどして、職

▶

業務の利害関係のない産業医に対し、持論を
主張するのではなく、
「困りごと」を相談でき
る関係も大切です。

場復帰の機会を与えるべきだったと考える。しか
も A氏は初回の休職なので尚更である。

【おわりに】
以上、職場復帰を推す側の精神科主治医の立場

【主治医として本当はこうしたい点】

として、あえて一方的な主張を列挙した。係争と

模擬裁判事例については前述のように主張とし

いうことをあえて意識したためやや無理な主張も

て述べた。この項では、筆者が本事例の本当の精

あると思う。例えば「社員教育は職場の責務」と

神科主治医であった場合、どうすべきだったかを

述べた点である。厳密には、A氏のような高度な専

簡潔に述べてみる。

門性を期待して採用された社員には「善管注意義

前述した職場復帰の可否の条件を満たしたうえ

務」があり、当該社員が注意義務を怠り履行遅滞・

で、この先のキャリアの分岐になるような事柄が

不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失

生じている場合次のような方針になると思われる。

があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約
解除などあり得ると思われる。

《大きな分岐点を迎える患者に対する治療者の基本

ただ、自分がどの立場であれ、日常の面接にお

方針》

いては目の前の相談者に対し、間口を広げて柔軟

1. 患者が示すこの先の生き方について、治療者と

に受け入れるべきか、少し厳しく助言すべきか、
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休養を勧めるか、もう少し休まず頑張ってもらう

にとって最大公約数となるかと自問自答し、迷い

か…どのようなアドバイスが適切か悩むことが

ながら本人と周囲が納得できる方針を選択するこ

多々ある。そしてこの迷いこそ重要であり、逆に

とが大切と考える。そして選択した後は、その選

迷わない方が極端な原理に偏っていて危険だとも

択が良い道となるよう支援を続けることが重要で

考える。公正であるか、個人と組織なるべく両者

はないだろうか。
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[要 約]

本稿では、メンタライゼーションの概念を用いて、パーソナリティ障害あるいは
自閉症スペクトラム障をもつ労働者とやりとりするときに、我々が被る心理的重圧
の影響と、この影響への対策について述べる。そのための布石として、精神医学を理
解することの意味について論じる。
[ キーワード ] 産業精神保健 , 類型 , メンタライゼーション , 手続的理性
[Abstract]

This paper employs the concept of mentalization to explain the impact of
the psychological stress we feel, and responses to this impact, when interacting
with workers who have personality disorder or autism spectrum disorder. As
preparation for doing so, it discusses what it means to understand psychiatry.
[Keywords] occupational mental health, typology, mentalization, procedural reason

1. はじめに −労働裁判の記録を読んで思うこと−
パーソナリティ障害（personality disorder：PD）

を少しでも提供できたらと考えるのである。
以下、PDや ASDをもつ労働者と相対する時に、

や自閉スペクトラム症
（autism spectrum disorder：

我々が被る心理的重圧の影響をメンタライゼー

ASD）をもつ労働者とその使用者に関する労働裁判

ションという概念で説明すると共に、その影響へ

の記録を読むと、双方の言動がひどく短絡的、強

の対策を述べる。メンタライゼーションは他者ま

引で、その非生産的なやりとりはどっちもどっち

たは自分自身を知るということに関する概念であ

だと感じることがしばしばである。そう感じる時

る。ただ、他者や自分自身をどのように知るかに

の判決は、使用者に不利なことが多いように思う。

ついて述べる前に、
「精神医学を知る」とはどうい

そう思う度に、精神医学を専門とする筆者は、

うことなのかを、「知る」ことの落とし穴、精神医

PDや ASDのこと、さらに精神医学のことを使用

学の限界として言及する。それにより、当然視さ

者にもっと知ってもらえれば、より生産的で理性

れる故に注意を払われない「知る」ということを

的なやり取りが可能になるのではと考える。換言

まず考えてみたい。

すれば、PDや ASDをもつ患者との治療では、こう
した非生産的でどっちもどっちのやり取りになる
のは当たり前で、彼らとのやり取りを生産的にで
きるようにいつも考え取り組んでいる。その成果
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2.「知る」ことの落とし穴、あるいは知らないこと
に開かれていることの困難さ
我々は何かを「知った」と思った時、まだ「知

パーソナリティ障害と自閉スペクトラム症の境界 −性格と病気の不可分性−

らない」ことを無視したり、「知らない」ことまで

析で非常に有用な概念である転移という言葉を借

「知っているつもり」になったりしやすい。これが

りてきて、それでもってわかったつもりになるこ

「知る」ことの落とし穴である。換言すれば、知ら

とである。（略）このようなわりきり方あるいは

ないことを知っていく過程で、まだ知らないこと

わかり方は、患者を真に理解するということとは

に目を向け続けること、開かれていることは極め

まったく無縁なことである。患者を真に理解する

て難しい。その落とし穴の一つに、自らの理解し

には、すぐにわかってしまってはいけないので

たいように勝手に他者を理解してしまうというこ

あって、むしろどこがわからないかという点から

とがある。Kornfield, J

始めなければならない。わからない点を治療者は

１）

は、ある母娘のやり取り

を通して、この落とし穴を描き出している。
私はある母親のしてくれたこの話が大好きだ。

素通りせず、それを言語化することができなけれ
ばならない。

５歳の娘が母親のドクターバッグから聴診器を取
り出し、それで遊んでいた。彼女が聴診器を耳に

この専門知識の落とし穴は、我々が専門家とし

したとき、母親は「この子は医学に興味あるみた

て非専門家から相談を受けたときに拡がりやす

い。きっと大きくなったら私と同じ医師になるわ」

い。何か専門家らしいことを答えないと面目が立

と思い、誇らしくなった。しばらくすると、少女

たないと思うのである。その結果、適当な専門知

は聴診する部分を口に当てて、大きな声で言った、

識をもってきて、わかったかのようなことを答え

「ようこそ、マクドナルドへ。ご注文を伺いますの

る。これもまた、相談者に誤解を与えることはあっ

で、どうぞ」と。母親は娘と一緒に笑わずにはい

ても、真に専門家としての回答ではない。ここに、

られなかった。私たちが如何に簡単に自らの考え

受け取る側が、上記の自分の理解したいように理

を他者に投影するかを思って、独りで微笑んだ。

解したならば、
「専門家もそういっているのだから、
やはり自分の思っていることが正しい」と確信を

この微笑ましいエピソードとは違って、他者の
ことを否定的に評価するとき、その人はこの落と

深め、落とし穴はさらに拡がっていく。
加えて、もう一つ別の穴がある。それは蛸壺と

し穴にはまりやすい。「あんな言動をするなんて、

でも呼ぶべき穴である。専門性という蛸壺に閉じ

私のことをバカにしているのだ。そうに違いない」

こもり、「その問題について自分は専門外なので、

といった具合である。落とし穴から引き出そうと、

何も言えない」といって専門外のことに一切関わ

その人に「相手に『あなたは私をバカにしている

ろうとしないのである。一見、専門知識の落とし

のですか』と確かめたのか」と尋ねても、「そんな

穴とは逆のようだが、「専門家としての面目」とい

ことできるはずがない。そもそも、そう思ってい

う点で両者は共通している。

ても『はい、バカにしています』というわけがない。

こうした、知ることをめぐる穴に落ちないため

でも、あの言動をみれば、分かる」という言葉が

には、我々がまだ知らないことに目を向け続ける

返ってくるのが関の山だろう。

こと、開かれていることが重要である。この姿勢
は、後ほど述べるメンタライゼーションにおいて

は、もう一つの落とし

「知らないという姿勢（not-knowing stance）」と

穴について語っている。それは専門知識の落とし

して重視されるものと同じである。「知らないとい

穴と呼べるものである。

う姿勢」では、自分はまだ知らないという自覚に

精神医学者の土居健郎

２）

もちろん、患者の世界は通常そう簡単にはわか

加えて、その知らないことに興味や関心をもつこ

らないので、その結果いきおい非常に無理をした

とである。この興味関心が、我々が専門性の蛸壺

わかり方をするか、あるいはまた何か専門的な概

に引きこもるのを防いでくれる。この続きはメン

念を持ってきて、それでもって患者の言動を割り

タライゼーションの項目で改めて取り上げること

切ろうとする。この後の場合のいい例は、精神分

にして、議論を精神医学の限界に進める。
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表

パーソナリティ障害の全般的診断基準

A

その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った、内的体験および行動の持続的様式。
この様式は以下のうち２つ
（またはそれ以上）の領域に現れる。
（１）
認知
（すなわち、自己、他者、および出来事を知覚し解釈する仕方）
（２）
感情性
（すなわち、情動反応の範囲、強さ、不安定さ、及び適切さ）
（３）
対人関係機能
（４）
衝動の制御

B

その持続的様式は、柔軟性がなく、個人的および社会的状況の幅広い範囲に拡がっている。

C

その持続的様式は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における
機能の障害を引き起こしている。

D

その様式は、安定し、長期間続いており、その始まりは少なくとも青年期または成人期早期にまで
さかのぼることができる。

E

その持続的様式は、他の精神疾患の表れ、またはその結果ではうまく説明されない。

F

その持続的様式は、物質
（例：乱用薬物、医薬品）または他の医学的疾患（例：頭部外傷）の直接的な
生理学的作用によるものではない。
文献４）
より

3. 精神医学の限界、あるいはその曖昧さや心許なさ
表に示したのは、PD全般の診断基準

３）

である。

ご覧になればわかる通り、この短い記述では PDと

の本質、原因が未だ解明されていない精神疾患で
は、今もこのレベルの議論が行われている側面が
ある。

は何かを知るどころか、どんな疾患なのか、その

仮に１人の女性患者を考えてみよう。ある精神

イメージをつかむことすら至難の業である。紙面

科医は「この患者には、リストカットや大量服薬

の関係で、以下 PDについて説明を進めるが、ASD

の自傷エピソードが認められる。恋愛関係も長続

の診断基準についても同様である。このわかりづ

きせず、安定した対人関係をもつことができな

らさ、曖昧さは、精神疾患が「類型」であること

い。これは典型的な境界性パーソナリティ障害

に由来している。古茶大樹 は、類型とは一つの約

（borderline personality disorder：BPD）だ」と

束事、つまり「これやこれといういくつかの条件

考える。しかし、別の精神科医は「自傷行為の背

が揃ったら、それをとりあえず○○と『呼ぶ』」と

景には、抑うつ気分が存在している。また、恋愛

いうことだと説明している。それは、ゾウそのも

関係が破綻する時期に一致して乱費のエピソード

のは知らないが、それらしいものに触れたことは

がある。これらは軽躁状態の表れだと思う。一見

あるヒトたちが、それがどんなものかを話し合う

BPDに 見 え る が、 こ れ は 双 極 性 II型 障 害 だ 」 と

ことに喩えられるかも知れない。身体がとても大

主 張 す る。 さ ら に、 も う １ 人 の 精 神 科 医 は「 い

きい、４本の大きくて太い足がある、長い鼻があ

やいや、この患者には過集中など注意の障害が

る、大きくて広い耳がある、などなどである。こ

認められる。軽躁状態に見えるのは注意欠陥・多

れらの条件に合うものを「ゾウ」と呼ぶことにし

動症（attention deficit hyperactivity disorder：

たのが、類型である。我々はゾウを知っている。

ADHD）の過活動だ。そして、過集中や過活動の結

だから、ゾウとキリンを間違えることはない。し

果、消耗して動けなくなる。それが抑うつ状態の

かし、類型ではキリンの長い首を鼻と思って、キ

正体。だから、診断は ADHD」という。精神医学

リンをゾウの中に含めてしまうかもしれない。逆

の世界では、このような議論がしばしば展開する

に、身体が大きいという条件で、ゾウをサイやカ

が、どれも決定打がなく結論は出ない。

４）

バだと判断してしまうかもしれない。ひどくトン

こうした診断の違いは、複数の精神科医の間で

チンカンな議論に感じるだろう。それでも、病気

生じるだけでなく、時代によっても生じることが
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ある。
「大人の発達障害」という表現があるが、20

ナリティ障害として概念化された歴史がある。と

− 30年前にはこうした呼び方は存在していなかっ

ころが、そもそもパーソナリティ自体が一つの想

た。それは大人になって発達障害、すなわち ASD

定であり、この障害の実体を確認することはでき

に「なる」ことを意味するのではない。ASDに特

ない。このように、精神医学には心許なさが伴う。

徴的な、脳機能の特性は生まれもってのものであ

本論のテーマである、PDと ASDの境界に沿ってい

る。この特性は、対人関係を含む社会関係におい

えば、その境界には曖昧さが存在している。にも

て支障をきたしやすい。その理解の基づき、この

かかわらず、産業保健の現場では PDをもつ労働者

疾患（当時は自閉症という呼称が一般的だった）は

は性格の問題として労務上特に配慮されず、対し

３歳くらいまでに症状が明らかになり診断される

て ASDをもつ労働者は障害として労務上一定の配

と 30年ほど前まで考えられた、いわゆる子どもの

慮がなされるという違いが存在しているように感

精神疾患だった。ところが、この脳機能の特性の

じる。筆者は診断名だけを根拠に労働者の労務上

程度が軽い場合は、小児期に診断されず、成人し

の扱いを決定するのは不適切と考えるが、その理

て社会関係が複雑化した時にさまざまな支障が明

由がこの境界の曖昧さである。その一方で、PDや

らかになる、そんな症例が存在することが徐々に

ASDをもつ労働者の中には、働き続けることがで

明らかになってきた。これが大人の発達障害であ

きる人もいれば、それが困難な人もいる。こうし

る。それは、映画「レインマン」でダスティン・ホ

た労働者の切り分け、労務上の扱いの決定はどの

フマンが演じたような「成人した自閉症」とは大

ようにすればよいのだろうか。それは、三柴６）が産

きく印象が異なる。むしろ彼らは、融通が利かな

業保健法学の実践で特に重要視する「手続的理性」

い、頑固、協調性がない、自己中心的、プライド

に他ならないと筆者は考える。以下、精神医学の

が高いなど性格上の問題で、社会関係で支障をき

観点から、手続的理性について考察を加えたい。

たしている人と受け取られることが多い。彼らは、
しばしば自らが正しいと思うこと（確かに正論なこ
とが多い）を頑なに主張する。それが相手に受け入

4. メンタライゼーション−手続的理性のための補
助線−

れられないと、周囲を巻き込んで主張を押し通そ

メンタライゼーション７）は、Fonagy, P.が概念化

うとする。結果、職場全体の大騒ぎになることが

し、この概念に基づく治療（mentalization-based

ある。そうなると、組織の中でその人は「困った人」

treatment：MBT）を Bateman, A.W.と協同開発

とみなされるようになる。20− 30年前であれば、

して、BPD治療の有効性を示したものである。彼ら

こういう人のことを多くの精神科医が「PD」と診

は、BPDの多くの症状がこの能力の障害として説明

断したと思われる。筆者自身も、今産業保健の現

することができると考えた。メンタライゼーショ

場で大人の発達障害をもつ人に出会った時に、「30

ンは、他者または自分自身についての創造的な心

年前だったら、この人は PDだと考えただろうな」

的活動の一形態である。それは人間の行動（他者だ

と思うことが少なくない。

けでなく自らの行動も含む）を志向的（intentional）

さらに、この PDにしても、それが確固とした疾

な心理状態（たとえば、欲求、願望、感情、信念、

患概念かといえば、そうではない。BPDはかつて

目標、目的、理由）の観点から理解し、解釈する能

精神病（統合失調症）と神経症との境界に位置する

力を意味する。簡潔にいえば、人が何かをしたり

病態として概念化され、経過をみていくとやがて

しなかったりするのは、その人なりの事情がある

精神病になると考えられていた時代がある 。確

という観点をもち、その観点から人間の行動の理

かに精神病に発展する症例が存在する一方で、多

解 を 試 み る 姿 勢 で あ る。Fonagyと Batemanは、

くの症例は独特の不安定さが安定して持続してい

BPDをもつ人はこの能力が低いと考えた。BPDを

た。この「変わらず持続する」という特徴がその

もつ人は、他者の行動によりネガティブな感情を

障害が人格、すなわちパーソナリティに存在して

引き起こされると、その感情に圧倒されてメンタ

いることを示しているという解釈により、パーソ

ライゼーション機能が低下する。そうなると、も

５）
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う他者なりの事情を考慮できなくなり、もっぱら

機能低下はずっと大きくなる。BPDをもつ人が他

自らが被った影響から他者を理解してしまう。「こ

者に激しい怒りを爆発させたりこき下ろしたりす

の人は私を攻撃しているのだ」とか「嫌っている

ることはよく知られている。他方、攻撃や非難を

のだ」といった具合である。また、BPDをもつ人の

一方的かつ断定的に浴びせられた他者はひどく腹

自傷行為など衝動的な行為も、自分がどういう訳

が立ったりうんざりしたりする。そして、反論し

で自分を傷つけたくなっているかという自分の気

たくなる。ここで議論が始まると、それはしばし

持ちを内省できないため、直ちに行動へとつなが

ば泥仕合となる。コミュニケーションは単なる感

りやすいと考えることができる。

情のぶつけ合いになり、もはや相互の理解を深め

続いて Fonagyと Batemanは、健常な人のメン

る交流にはならない。こうして、その他者のメン

タライゼーションについても言及している。そこ

タライゼーション能力は BPDをもつ人と同じ水準

で強調されるのは、メンタライゼーションがプロ

まで機能低下する。BPDをもつ人の激しい怒りの

セスだということである。健常な人は成熟したメ

爆発やこき下ろしもまた、彼らのメンタライゼー

ンタライゼーション能力を獲得していると考えら

ション能力の障害、つまりもっぱら自らが被った

れるが、それは一度獲得すれば常に安定してその

影響から他者を理解してしまうという思考から生

能力を発揮できるわけではない。心理的重圧（スト

じたものだが、同時にこの怒りの爆発やこき下ろ

レス）の下に置かれれば、その能力は容易に低下す

し自体が他者のメンタライゼーション能力の機能

る。Holmes, J.

はそれを、夜泣きをする娘をなだ

を引き下げるのである。そうなると、他者の言動

める母親の心の動きとして描いている。生後６ヶ

は非メンタライジングなものになり、BPDをもつ人

月の赤ん坊の泣き声で、両親は起こされる。母親

のメンタライゼーション能力をさらに低下させる。

は明日の会議のことが頭に浮かび、隣で寝ている

こうして、２人のメンタライゼーション能力は相

父親に「もう、あの小悪魔。あの子は私が明日仕

互的に機能低下をきたし、悪循環に陥る。

８）

事で朝早いのを知っているのよ。あの子は私を罰

このように BPDをもつ人と他者との間で生じる

しているのよ」と思わず訴える。夢うつつの父親

メンタライゼーションの悪循環について説明した

は適当に返事するものの、何もしようとしない。

が、実は ASD、特に「３．精神医学の限界」で述

母親は仕方なく、ベッドを出て赤ん坊のもとに向

べた「大人の発達障害」をもつ人と他者との間で

かう。その途中で母親は赤ん坊の身になって考え

も、同様のことが生じる。彼らの、融通の利かない、

る力を取りもどす。そして、赤ん坊をやさしく抱

頑固、協調性がない、自己中心的、プライドが高

き上げ、自らにも言い聞かせるように「あらあら、

い言動、そして自らの主張を強引に押し通そうと

かわいそうに。今度はどうしたかしら。暑い。お

する言動は、
「心の理論」９）能力の障害に基づくと考

しめ濡れちゃったかな。それとも怖い夢をみたの」

えられる。その能力の障害のために彼らは、他者

と話しかける。ベッドの中の母親は非メンタライ

の立場になって他者の気持ちを考えたり、他者か

ジング・モードにある。赤ん坊が泣いている理由を

ら自分がどうみえるかを想像したりすることがで

赤ん坊の事情ではなく、自分が被った影響から「明

きないのである。だから、他者を無視した強引な

日の仕事を邪魔しようとしている」と考えている。

言動になる。一方、他者のほうもメンタライゼー

しかし、メンタライゼーション機能を取りもどす。

ション能力の機能低下を来たし、非メンタライジ

そのおかげで、赤ん坊が泣いているのは赤ん坊自

ングな言動を行うようになる。その結果、大人の

身の事情だと認識できるようになる。だからこそ、

発達障害をもつ人はさらに頑なになるという悪循

母親は赤ん坊の身になって言葉かけを行い、赤ん

環 が 生 じ る。Morton, J.ら 10） は ASDを も つ 人 の

坊をなだめることができる。

障害をメンタライゼーションの障害として考察し

このように健常な人も赤ん坊の夜泣きでそのメ

ており、ここで生じる悪循環も、メンタライゼー

ンタライゼーション能力は低下することがある。

ション能力が相互的に機能低下を引き起こすこと

BPDをもつ人に相対した場合にはその能力が被る

によると考えることができる。
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以上のことを換言すれば、他者が、BPDや ASD

すぐさま同様の非難や要求を繰り返す PDや ASD

をもつ人に相対する時に、自らのメンタライゼー

をもつ労働者がいる。非難や要求が収まらなかっ

ション能力を回復して、悪循環的なメンタライゼー

たり蒸し返されたりすると、周囲もさすがに何処

ションの機能低下から脱することができれば、コ

かで怒りを爆発させる時を迎える。PDや ASDをも

ミュニケーションを相互の理解を深める交流にす

つ労働者の不適応が顕在化するのはこの瞬間であ

る道が拓かれる。この道を拓くために重要なのが

る。この時、周囲は彼らを甘やかせてきたことを

「知らないという姿勢（not-knowing stance）」で

反省して規則どおりの対応に切り替えようとする

ある。この姿勢とは、我々には他者のことは本当

ことが多い。しかし、その「規則どおり」は名ば

にはわからないという前提を持つことである。我々

かりで、対応の実情は過剰に厳しかったり強引だっ

にできることは、あくまで想像すること（この想像

たりすることが多いように思われる。これまでの

する力がメンタライゼーション）であり、その想像

反動の影響が勘定に入っていないのである。

を他者に確かめ摺り合わせながら理解を進めるこ

ここで、目指すべきなのは、PDや ASDをもつ

とである。そのため、知らないという姿勢では、

労働者に対応する時に手続的理性から逸脱しない

自らの想像を相手に伝えるときに「I statement」、

ことではない。逸脱はどうしても生じるのである。

つまり「私は〜と考えるのですが（I think）」と

だから、逸脱しないことではなく、逸脱したこと

か「〜な感じかなあ（I wonder if）」という表現を

にできるだけ早く気づくことを目指すべきである。

心がける。そうすることで、断定することを避け、

気づき、その逸脱を正そうとする時に重要なこと

他者と共に理解を深めるプロセスを進むことが可

がもう一つある。直ちに正そうとしないことであ

能になる。

る。その前に逸脱していたことを労働者に対して
認めることが重要である。逸脱を認めた上で、改

5. メンタライゼーションからみた、手続的理性

めて使用者が行う配慮と、労働者に求める修正を

メンタライゼーションという観点にたつと、PD

明確にする。この対応変更は労働者から不当だと

や ASDをもつ労働者に対して手続的理性を実践す

非難されるかもしれない。そこには妥当な非難も

ること自体が挑戦である。彼らと相対する時、我々

あるだろう。妥当と思えば、それを認め詫びれば

は強い心理的重圧の下に置かれ、メンタライゼー

よい。ただ、対応変更の必要性自体は変えない。

ション能力の機能低下を起こす。その影響で、我々

雇用契約を継続するには、労働者も自らの言動を

の言動は手続的理性から逸脱したものになりやす

修正する必要があるからである。その要望を聞き

くなるのである。

届けるかどうかは、彼ら次第である。聞き届けら

PDや ASDをもつ労働者が職場で不適応に陥っ

れなければ、
「それはどういう訳か、教えてほしい」

た時、彼らはしばしばその原因を環境や他者に求

と尋ね続ける。何らかの理由が返ってくれば、そ

め、それらを非難したり改善を要求したりする。

の妥当性を一緒に検討する。最終的に聞き届けら

非難を受けた当人や周囲の人は釈然としない思い

れれば、彼らの修正すべき課題と達成するための

を抱きながらも、大ごとにしないことを選択しや

期間とを改めて設定して、その達成のために力を

すい。わがままだと思いながら、彼らの要求を受

合わせる。どうしても聞き届けられなければ、雇

け入れ、彼らをなだめる対応をするのである。そ

用継続について話し合うことも必要になるだろう。

の中には小さな特別扱いをすることも含まれる。
実は、ここですでに手続的理性からの逸脱がはじ
まっている。

6. おわりに
知ることには、まだ知らないことを知っている

そ ん な 周 囲 の 配 慮 に よ り 何 と か 収 ま る PDや

つもりにする落とし穴があり、精神医学には曖昧

ASDをもつ労働者もいる。ただ一方で、それでも

さや心許なさが伴う。そして、PDや ASDをもつ人

納得せず非難や要求を続ける PDや ASDをもつ労

に相対する時、我々はメンタライゼーション能力

働者や、たとえ一旦収まっても、また別のことで

の機能低下を起こす。こうしたことのために、我々
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は手続的理性からいつも逸脱し続けざるをえない。

復運動の中で、手続的理性は実践されるのだと考

ここで我々が目指すべきは、逸脱しないことでは

える。

なく、逸脱に気づき回復することである。その往
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ドイツにおける精神障害者の解雇法理
（Labor law study, comparative law）

Dismissal of employees with a mental disability in Federal Republic of German
名古屋学院大学

佐々木 達也

Nagoya Gakuin University

Tatsuya Sasaki

[要 約]

近年、労働者のメンタルヘルスは企業における課題であるとともに、企業は職場
におけるメンタルヘルス対策に高い関心を有している。さらに、この問題は、法学、
医学、心理学など関係領域にとって共通の課題である。本稿は、ドイツにおける精
神障害を有する労働者に対する解雇に関する特徴的な裁判例を素材として日独比較
検討を行うことを通じて、精神疾患を有する労働者の解雇法理における日本的特徴
を明らかにすることを目的とする。
[ キーワード ] 疾病性 , 事例性 , 解雇制限法 (KSchG), 疾病に基づく解雇 , 行為態様に基づく解雇
[Abstract]

Recently, mental health of an employee is challenges in many companies,
and many companies are concerned about measures to prevent mental disease.
Moreover, this problem is common issue of the area involved, for example
jurisprudence, medical science and psychology.
First, I analyze characteristic precedents about dismissal of employees with
a mental disability in Germany, then, weigh Japanese labour law with German
labour law. Through these discussions, this paper clarifies Japanese features of
doctrine of dismissal of employees with a mental disability.
[Keywords] Illness nature, caseness, Protection against Dismissal Act(KSchG),
dismissal on health grounds, dismissal on grounds of conduct

取り組んでおり、企業側のメンタルヘルスへの関

はじめに
厚生労働省「令和２年 障害者雇用状況の集計結

心の高さを窺うこともできる。

果」によると、雇用されている精神障害者は 8万人

労働者のメンタルヘルス不調に関する法的問題

を超えている。また、同「令和 2年労働安全衛生調

は多岐にわたるが、労働者の雇用の喪失に直結す

査 (実態調査 )」における事業所調査によると、メ

る労働契約の終了は重要な問題の一つである。さ

ンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した

らに、産業保健法の観点から、労働者の疾病にお

労働者又は退職した労働者の状況について、該当

ける診断名と症状、回復可能性 (以下、
「疾病性」)を

する労働者がいたと回答した事業所は、1,000人以

考慮した法的対応や、精神疾患に起因する問題行

上の事業所では 9割に上っている。これらの調査が

動 (以下、
「事例性」)に対する法的措置は重大な関心

示すように、近年、労働者のメンタルヘルスは企

事であり、症状の軽重や事例性の有無・程度等を基

業における課題となっている。同時に、同調査に

準として、解雇、退職措置の合法性、先立って果

よると、7割以上の事業所でメンタルヘルス対策に

たすべき手続きなどを決定できるよう、法理論を
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形成することの必要性が指摘されている 1）。

と考えられる。

日本において、精神疾患を有する労働者の雇用

この問題は、法学のみならず、医学、心理学な

終了に関する裁判例はすでに蓄積されているもの

ど関係領域の多職種に共通の課題であり、産業保

の 、いかなる要素を重視するかは事例ごとに異な

健の現場を視野に入れた法学的検討が必要となる。

るように思われる。

そこで本稿は、精神障害を有する労働者をいかに

2）

この点、ドイツにおいても精神疾患を有する労

処遇すべきかを問うという視点から、「疾病性」と

働者の数年間の頻繁な欠勤を理由とする解雇や精

「事例性」に着目して、ドイツにおける特徴的な裁

神疾患に起因する問題行動を理由とする解雇の効

判例を検討し、事案類型ごとに日独比較すること

力が争われた裁判例が見られる。ドイツにおいて

を通じて、精神疾患を有する労働者の解雇法理に

は、解雇の有効性判断に関して精緻な判断枠組み

おける日本的特徴を明らかにすることを目的とす

が展開されているため、事案類型ごとに日独の裁

る。

判例を比較することは日本法にとって意義がある
Ⅰ．ドイツにおける精神疾患と解雇に関する法規定及び概念
1. 解雇の有効性判断に関する法規定

づき解雇できない労働者にも適用される 4）。

ドイツの解雇制限法 (KSchG) 1条 2項は、社会
的に正当化される解雇を個人的理由に基づく解雇

2. 疾病概念と労働不能概念

(personbedingte Kündigung)、行為態様に基づ

ド イ ツ に お い て、 医 学 的 意 味 に お け る 疾 病 と

く解雇 (verhaltensbedingte Kündigung)、経済的

は、現在の学問的認識水準により、医学的に診断

理由に基づく解雇 (betriebsbedingte Kündigung)

が可能な、外面的に現れる、機能的能力 (Funk-

に分類する。本稿の対象である精神疾患を理由と

tionstauglichkeit)に焦点を当てた身体的、精神的

する解雇は、①個人的理由に基づく解雇の一類

(Geist-)又は心理的状態 (Seelzustand)であり、そ

型である疾病に基づく解雇 (krankheitsbedingte

の状態が、通常、医師の治療により除去、緩和、

Kündigung)、又は②精神疾患の症状としての労働

あるいは少なくとも悪化のおそれから守られうる

者の問題行動が原因となる場合には、行為態様に

ものと理解されている 5）。したがって、精神疾患を

基づく解雇に該当する。

理由とする解雇も疾病に基づく解雇の原則に従う

解雇制限法による普通解雇 (ordentliche Kün-

こととなる。

digung)以 外 に、 ド イ ツ 民 法 典 (BGB)626条 1項

次に、ドイツにおける労働不能とは、労働者が

は、ドイツ民法典 622条 2項に規定する解雇予告

疾病によって契約上義務づけられている業務を客

期間 の経過まで労働関係を継続することができな

観的に行うことができない、又は医師の将来予測

い「重大な理由」がある場合に、即時解雇 (außer-

により治療が業務により妨げられ、あるいは遅れ

ordentliche Kündigung)を認めている。同条項は、

るであろうため、客観的に行うべきでない場合に

法律又は労働協約もしくは労働契約上の規定に基

存在する 6）。

3）

1）三柴丈典『職場のメンタルヘルスと法』(法律文化社、2020年 )7頁。同「産業保健法学の狙い～産業保健を支援する法律論～」産業医学レビュー 33巻
2号 (2020年 )88頁は、産業医の就業判定の業務について、疾病性の調査や、事例性の緩和≒職務や職場への適応の支援を協議する過程で、理性的に
手続きを尽くすことが望まれるとする。
2）裁判例の分析・検討をする先行研究として、加藤智章「メンタル不調者をめぐる復職配慮義務の一考察」小宮文人・島田陽一・加藤智章・菊池馨実編『社
会法の再構築』(旬報社、2011年 )157頁、細谷越史「病気等を理由とする解雇の規制に関する一考察―精神疾患のケースを中心として―」小田敬美・
籠池信宏・佐藤優希・柴田潤子編『市民生活と現代法理論』(成文堂、2017年 )305頁、佐々木達也「精神疾患を有する労働者における雇用終了の法理」
法政論叢 55巻 1号 (2019年 )1頁など。
3）労働契約の存続期間により 1か月から 7か月の解雇予告期間が定められている。
4）Brox/ Rüthers/ Henssler, Arbeitsrecht, 20.Auflage, 2020, Rn.637.

5）Lepke/ Neumann, Kündigung bei Krankheit, 16. Auflage, 2018, Rn.76.

6）von Stein/ Rothe/ Schlegel, Gesundheitsmanagement und Krankheit im Arbeitsrecht , 2. Auflage, 2021, §23 Rn.6. (Weber)
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Ⅱ．裁判例から見る精神障害を有する労働者に対する解雇
1. 精神疾患を理由とする欠勤と解雇「裁判例
(
1」)7）

らすことが十分な見込みでもって予測されうるか
否かのみである。」(Rn.40)

（1）事実の概要
原告は、2002年以降、疾病を理由とする労働不

「原告が再びうつ病を理由に欠勤するであろうと

能期間があった。2002年以降の労働不能日数は、

いう趣旨の消極的な将来予測に反するのは、まず、

2002年 が 103日、2003年 が 24日、2004年 が 112

解雇の時点において当該原因を理由とする欠勤が

日、2005年が 64日、2006年は解雇の言い渡し日

1年を超えて存在しないことである。……当該疾病

までに 3日であった。そのうち、2004年 8月 16日

は娘の事故死、したがって特定の出来事が原因で

から 2005年 2月 25日までの期間については、娘

あることも、消極的な将来予測に反する。当該疾

の事故死により罹患したうつ病を理由とする労働

病が 2005年 4月 15日以降、労働不能の原因となら

不能であり、当該うつ病を理由とする欠勤期間

ないほどに治療が成功したことは明らかである。」

(Ausfallzeit)を除いた 2004年及び 2005年の労働

(Rn.41)

不 能 日 数 は 12な い し 20日 の み で あ っ た。 ま た、
2005年 2月 25日以降、当該うつ病が原因となる労

（3）検 討

働不能日は 2005年 4月 12日から同月 15日までの

本件は娘の事故死を理由とするうつ病による労

4日のみであった。2006年 4月 26日、被告は書面

働不能、欠勤期間の日数が解雇に重要な要素となっ

でもって、普通解雇を言い渡した。

た事案であり、一つの特定の出来事がうつ病を発

そこで、原告は、解雇制限法に基づき、解雇無

症する原因となっている点に特徴が見られる。もっ

効を主張して訴訟を提起した。ニュルンベルク労

とも、判決文において病名及び症状等は不明であ

働裁判所 2008年 1月 23日判決が原告の訴えを退け

るものの、当該疾病を発症する以前から、他の疾

たため、原告は控訴した。

病を理由とする労働不能日があったことには留意
すべきであろう。本件では原告に精神疾患に起因
する問題行動は認められないことから、本稿にお

（2）判旨 ― 原判決変更
連邦労働裁判所 (BAG)によって確立された疾病
に基づく解雇の社会的正当性を判断するための原

ける着目点との関係では当該うつ病の「疾病性」
のみが問題となる点にも事例的特徴がある。
本件は疾病に基づく解雇の判断枠組みにより解

則によると、
「―第一段階―消極的な将来予測が必
要である。解雇の時点で、疾病が継続する不安が、

雇の有効性が判断されている。本判決においても

従来の疾病の範囲において懸念される客観的な事

述べられているように、連邦労働裁判所判例によ

実が存在しなければならない。過去に頻発した短

ると、疾病に基づく解雇の審査は三段階構造であ

期間の疾病は、疾病に関する将来的展開にとって

り、本判決で最も重要となるのは健康状態に関す

の徴表となりうる」。第二段階として事業上の利益

る消極的な将来予測である。

の著しい障害、第三段階として事業所の利益の著

健康状態に関する消極的な将来予測は、将来的

しい障害が使用者に正当に受忍されうるか否かに

にも過去と同様に頻繁な著しい労働不能が予測さ

ついての利益考量が審査される。(Rn.37)

れるか、すなわち労働不能が繰り返されるおそれ

主治医の証言等によると、
「うつ病は引き続き治

があるか否かが重要な基準となると解されており

療の必要があり、原告は生活への参加に支障があ

8）

る」ものの、
「労働法に重要なのは、疾病が治った

されないこととなる。消極的な将来予測は解雇の

か否かではない。解雇の社会的正当性にとって重

言い渡しの時点で、将来的な疾病の懸念を正当化

要なのは、当該疾病が将来的にも再び具体的な労

する客観的な事実が存在することのみが問題とな

働関係において労働不能期間及び欠勤期間をもた

り 9）、ここで重要となるのは将来の労働不能であっ

、疾病の回復が見込まれる場合には解雇は正当化

7）LAG Nürnberg Urteil vom 14.10.2008, LAGE §1 KSchG Krankheit Nr.42.
8）von Stein/ Rothe/ Schlegel, (Fn.6) §30 Rn.10 f.
9）von Stein/ Rothe/ Schlegel, (Fn.6) §30 Rn.6.
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て、疾病に基づく解雇は過去の欠勤期間に対する

に陥り、2009年半ばまで当該疾病により労働不能

制裁ではない

であった。2010年 3月 29日から同年 6月 2日まで、

。過去において疾病が頻発してい

10）

ることは、当該疾病が将来も類似の疾病期間を推

原告は重度のうつ病エピソードに基づき、クリ

定する方向で働き (徴表的効果 )、通常、少なくと

ニックの治療を受けた。2009年半ば以降、原告は

も過去 2～ 3年が考慮される。もっとも判例におい

就労を再開した。その際、原告の上司はAであった。

てその対象期間は依然として曖昧であるため、法

2010年 2月 8日、Aらは、同僚に対する攻撃的な

的安定性の観点から具体化することが望ましいと

発言を理由に原告と面接を行った。原告は、その

の見解が存在する

ような発言をやめるよう求められた。2010年 2月

。

11）

本判決は、2003年～ 2005年までの労働不能日

10日、同僚との会話において不適切な発言を行い、

数をもとに将来予測を行っているところ、特に注

この発言について原告は 2010年 2月 10日に警告

目すべきは、娘の事故死が原因となって発症した

を受けた。さらに、2010年 2月 25日、原告は、他

うつ病による約 140日の労働不能日数に対する裁

の同僚がいる前で、Aに対して侮辱的発言をしたた

判所の評価である。原告は 2004年に 112日、2005

め、Aは直ちにこのことを被告に報告した。被告は、

年に 64日の労働不能があるものの、裁判所は当該

2010年 3月 3日に書面でもって、同日付けで原告

うつ病以外の疾病が原因の労働不能が 12日ないし

との労働関係を即時に解約告知した。

20日であったことを重要視している。娘の死のよ

そこで、2010年 3月 5日、原告は解雇無効を確認

うな一度限りで、繰り返すおそれのない出来事に

する訴訟を提起した。2010年 9月 9日、リューベッ

よる健康状態の悪化は将来予測において考慮しな

ク労働裁判所は原告の訴えを退けた。

いと判示したことに本判決の意義が認められよう。
また、解雇後の 2007年時点においても、原告は当

（2）判旨 ― 請求棄却

該うつ病の治療が必要であるとの診断を受けてい

2010年 2月 25日の「出来事はドイツ民法典 626

るものの、2005年 2月 25日以降は 4日間を除き 1年

条 1項の意味における即時解雇にとっての重大な理

を超えて当該疾病が原因となる労働不能がないこ

由である」。「使用者、その代表者、直属の上司又は

とも消極的な将来予測を正当化しない旨判示して

同僚に対する……名誉棄損に等しい重大な侮辱は

いる。このことから、ドイツにおいては、複数の

労働関係に基づく労働者の誠実義務(Treuepflicht)

疾病が原因となって労働不能が存在している場合

違反であり、最高裁判例によると、行為態様に基

について、疾病原因ごとに繰り返すおそれ、疾病

づく即時解雇を正当化しうる」。(Rn.28)

の経過を考慮して、将来の疾病期間を推定し、消

「 原 告 は 2010年 2月 25日 に 精 神 疾 患 に 基 づ き

極的な将来予測が正当化されるか否かを判断して

帰責性なく労働契約上の誠実義務及び忠実義務

いる。

(Loyalitätspflicht)に違反したことを主張するが
採用できない。原告が 2010年はじめに双極性障害

2. 精神疾患を有する労働者の職場での問題行動を
理由とする解雇「裁判例
(
2」)

12）

（1）事実の概要

(bipolaren affektiven Störung)、すなわち躁うつ
病に罹患し、2010年 2月 25日に躁状態にあったこ
とから、当該行為の不当性を認識しておらず、そ

原告は、2008年 6月に妻と離婚し、息子との面会

の行為をコントロールできなかったとしても、そ

権をめぐる話し合いにより著しい精神的負荷を受

のことは重要ではない。というのも、その上司へ

けた。そのため、原告は 2008年 7月末から 8月初

の侮辱の内容と方法はそれほどに重大で、加えて

旬にかけて通院による 3週間の精神科治療を受け、

対外的効果を有するため、原告を普通解雇予告期

2008年 12月には「虚脱状態 (Zusammenbruch)」

間の経過まで継続雇用することは被告には期待で

10）BAG Urteil vom 23.6.1983 AP KSchG 1969 §1 Nr.10；Stahlhacke/ Preis/ Vossen, Kündigung und Kündigungsschutz im

Arbeitsverhältnis, 11.Auflage, 2015, Rn.1258(Preis).

11）von Stein/ Rothe/ Schlegel, (Fn.6) §30 Rn.18.
12）LAG Schleswig-Holstein Urteil vom 9.6.2011, NZA-RR 2011, 572.
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警告 (Abmahnung)が必要となる 15）。警告された

きなかった。
」
(Rn.31)
2010年 2月 25日以前に、
「原告はその上司、同僚

行為を繰り返すこと又は警告を無視することは解

を再三にわたり著しく下品な発言及び罵言により

雇を正当化するために有利な事情となる。警告さ

侮辱したため、同月 8日にすでに忠告を受け、同月

れた違反と解雇理由となる違反は同種の行為でな

10日に警告を受けた」ものの、この措置は効果が

ければならない。

なかった。
「なぜならば、原告は……重大な侮辱を

次 に、 利 益 調 整 に お い て は、 契 約 違 反 の 重 大

やめなかったためである。原告が契約違反の行為

さ 及 び 強 度、 過 失 の 程 度、 事 業 運 営 の 障 害、 一

により職場環境を持続的に侵害し、その上司の権

回的な行為か、あるいは繰り返すおそれ及び執

威を徐々に低下させることを被告はもはや受忍で

拗さがあるか、労働関係が円滑に存続していた

き」ず、
「原告の精神疾患が原因であったとしても、

期間、非難可能性のない行為又は一瞬の不注意

原告を普通解雇予告期間まで継続雇用することは

(Augenblicksversagen)、帰責性のない法律の錯

被告にとって期待不能であった。」(Rn.36)

誤 (Rechtsirrtum)などが考慮される 16）。
本件は、職場の秩序を紊乱する言動を精神疾患

（3）検 討

に起因する問題行動と捉えるのであれば行為態様

本件は、離婚による精神的負荷により発症した

に基づく解雇に、当該言動が疾病の症状として現

重度うつ病エピソードを有する原告が、精神疾患

れるため、労働者にコントロール不能な行為であ

に起因すると考えられうる同僚労働者への攻撃的、

ると考えるならば個人的理由に基づく解雇に分類

侮辱的言動を理由として即時解雇された事案であ

されることとなる。したがって、本件は「事例性」

る。本件の特徴は、言動について警告を出された

と「疾病性」が交錯する事例であるといえよう。

ものの、その後すぐに同様の行為を行っているこ
とである。

本判決は、①使用者が事前に警告を行ったにも
かかわらず、原告の行為態様が改善されなかった

本件は行為態様に基づく解雇に分類される事例

こと、②仮に疾病の影響による行為であったとし

であるが、ドイツ民法典に基づく即時解雇である

ても、侮辱的発言が重大であり、職場秩序の観点

ことが特徴的である。ドイツ民法典に基づく即時

から使用者にとって労働関係の継続が期待不能に

解雇については、①「重大な理由」が存在するか

なったことを重視して、労働者の行為に有責性が

否か、②利益考慮の二段階により有効性が審査さ

なくとも、つまり精神疾患に起因するコントロー

れる。

ル不能な行為であっても解雇が正当化されると判

まず、
「重大な理由」とは、とりわけ労働者の重

示した点に意義が認められよう。ただ、通常、行

大な契約上の義務違反の場合に考慮され、当該義

為態様に基づく即時解雇は労働者の有責的な義務

務違反によって労働関係が客観的に負担になり、

違反の場合に正当化されることに鑑みると、本判

その負担が将来に向けて労働関係に消極的な影響

決は極めて例外的な事例であり、その射程は労働

を与えなければならない

者が職場秩序に著しい悪影響を及ぼすほどの重大

。この「重大な理由」

13）

は必ずしも契約の相手方の過失を要件としないた

な行為をした事例に限られると解される。

。他

本判決は、解雇に至るまでの手続き、及び疾病

方で、ドイツにおいて解雇は最後の手段 (ultima-

という理由を考慮しても使用者が受忍すべき限度

ratio)であるため、即時解雇もより不利益の少ない

を超えるほどの言動があったかことを重要な判断

手段により解雇を回避できる場合には無効となり、

要素として、精神疾患に起因する、労働者に責任

行為態様に基づく解雇の場合には解雇に先立って

のない行為を理由とする解雇が正当化されること

め、 疾 病 に 基 づ く 即 時 解 雇 も 可 能 で あ る

14）

13）Brox/ Rüthers/ Henssler, (Fn.4) Rn.623.
14）Brox/ Rüthers/ Henssler, (Fn.4) Rn.626. 判例によると、疾病を理由とする即時解雇には、労働者の保護が特に必要であることから、厳格な基準
が置かれる (BAG AP Nr.6 zu §1 KSchG 1969 Krankheit)。
15）BAG Ueteil vom 21,2,2001, NZA 2001, 951.
16）Brox/ Rüthers/ Henssler, (Fn.4) Rn.630.
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労働者に将来的に再び契約に従った給付を提供さ

を示唆している。

せることを目的としたいわば『イエローカード』
3. 精神疾患にかかる治療を中断したことに起因す
る解雇「裁判例
(
3」)

17）

（1）事実の概要

の機能を有し、労働契約に基づく義務を将来的に
契約にしたがって果たさない場合には労働関係の
内容又は存続を脅かす。」(Rn.34)

原告 (労働協約により普通解雇できない労働者 )

疾病に基づく「解雇の場合も、警告の必要性が

は、2007年 6月から 10月に上司 Bとの話し合いに

一律に排除されるわけではない。例えば疾病のよ

おいて、私は付きまとわれ、写真を撮られ、電話

うな、個人的理由に基づく解雇の場合も、労働者

を盗聴されており、この行為は経営陣によってな

が個人的理由に基づく解雇理由をコントロール可

されていると述べた。同年 12月、原告は、Bらとの

能な行為により取り除くことができる場合には、

話し合いにおいて、私は自宅を覗かれていると述

警告が求められる。」(Rn.36)

べた。原告は治療を受けるよう勧められ、2008年

「本件において、給付障害は原告のコントロール

初めに心理的な治療を受け、薬を飲むようになっ

可能な行為により取り除かれうる。原告は、対応

た。

する精神的な治療と薬の服用により再び社会的に

2010年 9月 27日、Bらとの話し合いで、原告は、

ふさわしい行為に戻ることができる。このことを、

自宅の内外でつけられていると述べた。原告は、

2008年初め以後の期間において原告はすでに証明

薬を飲み続けているかという Bらからの質問に対し

した。原告は争いなく医師の治療を受けており、

て、錠剤は飲まなくなったと答えた。2011年 10月

逸脱した行動様式はもはや起こらなかった。2010

11日、原告は病欠届を提出し、私はつきまとわれ

年に、原告が薬の服用をやめたときに、再び上述

ていると述べたうえ、自分に苦痛を与えるとして

の妄想性の奇行に至った。」(Rn.37)

経営陣を非難した。同年 10月における 2回の話し

「原告は、警告によりさらに治療拒否が続いた場

合いの際に、Bは、経営陣は付きまとっていないと

合にポストを失うことのリスクを伝えることがで

原告を説得するとともに、治療を受けるよう求め

きない程度の疾病でもなかった。……原告は医師の

た。2012年 2月 6日、原告は、Bらとの話し合いに

治療をうける基本的な準備があることを表明した。

おいて、心理的な検査を提案された。原告は、私

被告にとって、……警告は期待可能であ」り、
「この

は健康であると述べたものの、心理的な検査を受

機会を被告はドイツ民法典 626条 1項の基準に従っ

ける準備があるとも述べた。A社は原告に心理的検

て与えなければならなかった。」(Rn.38)

査に対するホームドクターの紹介状を入手するよ
う求め、提出がない場合にはさらなる措置を講じ

（3）検 討

ると予告したものの、原告は紹介状をもらわなかっ

本件は、判決において具体的な診断名は記載さ

た。2012年 3月 20日付け書面でもって、A社は即時

れていないものの、その症状から追跡妄想が疑わ

に労働関係を解約告知した。なお、被告は A社の

れる労働者に対する解雇の有効性が争われている。

法定訴訟担当者として訴訟をなす権限を有する者

本件の特徴は、①原告が当初は治療を受け、薬を

である。

飲んでいたものの、その後、治療を中断したこと、

そこで、原告は即時解雇の無効などを求めて訴

②使用者から医師の紹介状を入手するよう命じら

訟を提起した。ヴィースバーデン労働裁判所 2013

れたにもかかわらず、原告に病識がないため、検

年 6月 26日判決は原告の訴えを認容したため、被

査を受ける準備はあると述べつつも、実際に検査

告が控訴した。

を受けることも、医師の紹介状を提出することも
しなかったことである。なお、本件は、原告が労

（2）判旨 ― 請求棄却
「警告は、
『レッドカード』(解雇 )を与える前に、

働協約上、普通解雇できない労働者であったこと
から、ドイツ民法典に基づく即時解雇が問題と

17）LAG Hessen Urteil vom 18.3.2014, BB 2014, 2942. なお、本判決は上告されたものの、連邦労働裁判所は却下 (zurückweisen)している (BAG
24.9.2014, 7AZN 466/ 14)。

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

223

【特集・第1回学術大会】関係学問の最前線②

特徴がある。本件においては、原告が一時的に治

なっている。
本件における最大の問題は、労働者が治療を受

療を受け、薬を服用しており、その結果、その期

けない場合に、解雇に先立つ警告が必要となるか

間は妄想の症状が改善されていたことから、裁判

否かである。行為態様に基づく解雇においては、

所は本件疾病を労働者にとってコントロール可能

警告が必要となる一方で、個人的理由に基づく解

であると解している。また、原告は使用者との話

雇の場合には、通常、警告は不要であると解され

し合いの中で、治療を受ける準備があると表明し

ている。

ていることも本判決の結論を導くうえで、重要な

治療拒否がどちらの解雇理由に該当するかは争

要素となったと考えられよう。

いがある。まず、労働者が治療を受けないことを、

本件では、原告と使用者側の間で複数回の話し

労働契約上義務付けられた給付を可能とするため

合いの場が持たれ、使用者側も原告を説得したり、

の措置を拒んだと捉えて、労働契約上の義務違反

治療を受けることを提案したりと、手順を踏んだ

に当たるとする見解がある。この見解は、治療拒

うえで解雇を行っている。しかし、原則として疾

否を労働者が業務に必要な資格を自らの意思で取

病に基づく解雇では必要とされない「警告」がな

得しない場合

と同様に捉える。しかし、このよ

かったことを根拠に解雇が無効と判断されている

うな理解には、①治療は、使用者が何ら関係しな

ことから、疾病の経過に応じて例外的な対応をと

い労働者の高度に個人的な事柄であることから、

らなければならないことを示唆したといえよう。

18）

労働者は健康状態又は精神状態に関する情報を使
用者に収集され、あるいは使用者に通知すること
を受忍する必要はないこと、②ドイツ基本法(GG)1
条、2条 1項に鑑みて、強制的な治療は明らかに禁

4. 小 括
本稿で検討した裁判例は 3つのみであるものの、
以下の 2点が指摘できよう。

止されていることから、労働者は労働契約に基づ

第一に、ドイツ解雇法により展開された従来の

き使用者からの要請に応じて薬を服用し、又は治

審査枠組みによる有効性判断の中で、精神疾患の

療を受ける義務を負わないことを根拠に批判がな

特徴を踏まえた判示がなされていることである。

されている

例えば、裁判例 1は、疾病に基づく解雇の判断枠

。

19）

さらに、本人に病識がないという精神疾患の特

組みに従い将来予測をしつつ、娘の事故死による

徴もこの問題を検討する上で重要となる。本件で

うつ病とそれ以外の疾病による労働不能を区別し

は、原告は体調がよいと感じており、これは精神

て検討し、当該うつ病が一回的な出来事であるこ

的妄想疾患の典型的な疾病像の一つであることか

と及び当該疾病を原因とする労働不能が長期間な

ら、治療を受けないことは労働者の有責的な行為

かったことを根拠に将来予測において考慮してい

ではない

ない。通常、精神疾患は特徴として長期的に不安

。そのため、労働者が精神疾患の治療

20）

を受けないことはコントロール不能な行為であり、

定であり、悪化・再燃など症状の変化が見られうる

通常、警告は不要となる。もっとも、労働者に病

ところ、当該うつ病の原因と経過に鑑みて、継続

識がない場合であっても、将来的に労務提供への

的に治療は必要となるものの、将来的に労働不能

障害が予測される限りでは、消極的な将来予測の

及び欠勤を予測させないほど治療が進んでいると

枠組みにおいて精神疾患が考慮される

評価している。また、裁判例 2は、同僚に対する侮

。

21）

以上のように、労働者の治療拒否に対して警告

辱的な言動が精神疾患に起因する行為であるか否

は不要であるとの学説が存在するものの、本判決

かを明確に述べていないものの、仮に精神疾患が

は警告が必要であったと判示している点に法理的

原因であったとしても解雇を正当化できるほど重

18）BAG Urteil von 28.1.2010, NZA 2010, 625.
19）Joussen, NZA-RR 2016, 4. 労働者が治療を拒否することは、資格取得の拒否とは異なり、労働契約上の付随義務違反 (「治療を受ける義務」)では
ないことから、行為態様に基づく解雇はできず、したがって警告も必要でないとする。
20）Joussen, (Fn.19) NZA-RR 2016, 5.
21）Joussen, (Fn.19) NZA-RR 2016, 6.

224

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

ドイツにおける精神障害者の解雇法理

大な言動であったこと、すなわち精神疾患の症状

判断すべきかが困難な事例が多いことが指摘でき

(疾病性 )と問題行動が与える影響 (事例性 )を比較

よう。精神疾患をあくまで疾病、すなわちコント

考量して判示している。さらに、裁判例 3も、治療

ロール不能なものとして捉えて疾病に基づく解雇

及び薬の服用をしていたときとやめた後の状況を

の審査枠組みで判断することが適切な事例 (裁判例

比較して、治療をすれば問題行動が抑えられるこ

1)はあるものの、精神疾患が疾病であるとともに、

と、及び労働者の症状に鑑みて、警告が成功しな

労働者の問題行動を引き起こすことを考慮すると

い状態でなかったことを根拠として治療拒否に対

「疾病性」を重視すべきか、
「事例性」を重視すべき

する警告を行うべきであったとした。

かは事例に応じて判断することになろう。特に、

第二に、ドイツにおいては解雇理由の類型ごと

解雇に先立つ警告が必要か否かは解雇類型による

に精緻な判断枠組みが展開されているところ、精

ものであるところ、裁判例 3のような例外的な判断

神疾患を理由とする解雇においては、個人的理由

がこの問題をより複雑にすると思われる。

に基づく解雇と行為態様に基づく解雇のいずれで
Ⅲ．精神疾患を有する労働者の解雇への対応に関する日独比較
1. 復職可能性 ― 疾病性

る労働契約終了事案にも妥当する 26）。復職配慮義

日本において、労働者が私傷病により労務提供

務とは、労働者が現状において病気前の労務遂行

ができなくなった場合には、休職制度を利用して、

能力を完全に回復していなくても、使用者が当該

当該労働者の労働義務を一定期間免除し、休職期

労働者の復職を可能とする一定の配慮をして復職

間満了時に休職事由が消滅していなければ解雇又

させる義務であり、信義則上の義務と解されてい

は労働契約を自動終了することが一般的である。

る 27）。そして、同義務は解雇権濫用法理 (労働契約

判例上、休職制度の趣旨は「退職を猶予してその

法 16条 )における解雇回避義務の一類型として位

間傷病の回復を待つことによって、労働者を退職

置づけられている 28）。

から保護する制度」22）と理解されており、労働者が

他方、ドイツにおいて、私傷病を理由とする労

復職することを想定した、解雇猶予を目的とする

働契約の自動終了条項は、解除条件付労働契約

制度である。そのため、休職期間を経ても就労が

(auflösend bedingten Arbeitsvertrag)と 捉 え ら

不能である場合には休職制度を利用せずになされ

れる 29）。解雇制限法の潜脱防止の観点から、当該

た解雇も権利濫用とはならない 23）。

条項には客観的理由が必要となり 30）、契約当事者

復職希望労働者の休職期間満了に伴う解雇又は

が労働者の疾病を解除条件として合意した場合で

退職取扱いの違法性判断においては、片山組事件

も、強行的な解雇制限規定の客観的回避がその合

最高裁判決

が、従前の業務に従事できない場合

意に存在しうるため、当該条項に法的有効性を与

にも使用者に一定の配慮を要請する旨を判示して

えてはならないと解されている 31）。そのため、ド

以降、復職希望労働者の解雇又は退職事件におい

イツにおいて疾病を理由とする労働契約終了に際

ても復職・再配置について使用者に復職配慮義務を

して、労働契約の自動終了条項を用いることは極

要請しており

めて限定的であり、疾病に基づく解雇の問題とな

24）

、精神疾患を有する労働者におけ

25）

22）北産機工事件・札幌地判平 11.9.21労判 769号 20頁。
23）岡田運送事件・東京地判平 14.4.24労判 828号 22頁。同旨の裁判例として、農林漁業金融公庫事件・東京地判平 18.2.6労判 911号 5頁。
24）最一小判平 10.4.9労判 736号 15頁。
25）青野覚「私傷病と労務受領拒否」村中孝史・荒木尚志編『労働判例百選〔第 8版〕
』(有斐閣、2009年 )55頁。
26）例えば、独立行政法人 N事件・東京地判平 16.3.26労判 876号 56頁、日本電気事件・東京地判平 27.7.29労判 1124号 5頁。
27）鎌田耕一「私傷病休職者の復職と負担軽減措置」山口浩一郎ほか編『経営と労働法務の理論と実務』(中央経済社、2009年 )119-120頁。
28）和田肇「労働者の病気 (私傷病 )と解雇等」法学教室 252号 (2001年 )149頁、小宮文人『雇用終了の法理』(信山社、2011年 )177頁。
29）Lepke/ Neumann, (Fn.5) Rn.27 ff. 日本の先行研究において、疾病を理由とする労働契約自動終了条項について論じるものとして、石﨑由希子「疾
病による労働契約の終了」日本労働法学会誌 126号 (2015年 )144頁。
30）Lepke/ Neumann, (Fn.5) Rn.27.
31）Lepke/ Neumann, (Fn.5) Rn.28.
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者の行為が使用者の正常な職場機能、秩序を乱す

る。この点に、日独の第一の相違が見られる。
日独の第二の相違点として、労働不能の判断手

程度のものであったこと、③勤務態度が改善され

法が挙げられる。日本においては、休職期間満了

る見込みがなかったことから、解雇を有効として

時点での復職可能性が問題となる一方で、ドイツ

いる。

法では近い将来に疾病が回復する見込みを予測す

他方で、ドイツ法と比較した場合、問題行動を

る必要がある。日本法については、過去の疾病期

改善するための指導にとどまらず、問題行動を行っ

間(休職期間)の長さが疾病労働者に対しサンクショ

た労働者の健康状態の把握や配慮も求めている点

ンを意味しうる可能性があるとの批判がある

に日本法的特徴が見られる。前掲・O公立大学法人

。

32）

とりわけ、特定の出来事を原因とする精神疾患の

(O大学・准教授 )事件では、問い合わせが容易な労

場合は、日本においても休職期間満了時のみでな

働者の主治医への問い合わせを行っていないこと

く、将来的な再発・悪化の可能性も含めた復職可能

が、雇用を継続するための努力を検討しなかった

性の判断をすべきであると考える。ただ、日本に

原因であり、大学側の配慮が不十分であったとし

おいても、休職期間が残っており、再度の休職に

た。また、妄想障害などの精神的不調を有する労

より治療の効果が期待できる場合

には、解雇の

働者の無断欠勤を理由とする懲戒解雇の効力が争

時点での健康状態のみでなく、残りの休職期間経

点となった日本ヒューレット・パッカード事件 37）

過後の回復可能性も考慮に入れた判断をしている

は、「精神科医による健康診断を実施するなどした

点には留意すべきであろう。

上で……、その診断等の結果に応じて、必要な場

33）

合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、そ
2. 精神疾患に起因する問題行動 ― 事例性

34）

の後の経過を見るなどの対応」をとらなかったこ

日本においてもドイツ法の警告と同様に、裁判

とが「精神的な不調を抱える労働者に対する使用

所は労働者の精神疾患に起因する問題行動に対す

者の対応としては適切」ではなかったとして当該

る指導等、その改善のための措置を講じることを

解雇を無効と判断した。それに対して、「不安抑鬱

使用者に求めている。例えば、アスペルガー症候

状態」又は「鬱状態」にあった中学校教員が無断

群を有する大学教員の問題行動を理由とする解雇

欠勤を理由に懲戒免職となった札幌市・市教委 (市

の有効性が争われた O公立大学法人 (O大学・准教

立中学校教諭 )事件 38）は、
「重大な非違行為である無

授 )事件 35）は、大学側が労働者の問題行動に対して

断欠勤を、長期間にわたって何度も繰り返したも

指導等の積極的措置を講じることなく、労働者が

のであり、非難すべき程度は極めて強い」とした

自らの行動に問題があることを認識し、これを改

うえで、懲戒免職処分に至るまでの間に「病気休

善する機会を与えられなかった以上、労働者には

職や病気休暇の取得、無断欠勤を繰り返す控訴人

問題行動とみる余地のある行動を改善する可能性

〔中学校教諭―注〕に対し、長期間にわたって継続

がなかったとはいえないとして解雇を無効と判示

的に、復職や継続的な職務遂行ができるよう可能

している。対して、飲酒癖や勤務態度に問題があっ

な限りの配慮や指導等の対応」をしたと評価して、

た労働者が、うつ病にり患した後も飲酒を止めた

懲戒免職処分を適法と判断した。

り、控えたりせず、取引先との打ち合わせを欠勤

以上のことから、日本においては、①労働者に

したことを契機としてなされた解雇の効力が争点

精神疾患があることを前提に、当該疾患の特徴に

となった小野リース事件

は、①労働者が社長か

応じた対応をとっていたか否かが解雇の有効性判

ら注意されても飲酒を控えなかったこと、②労働

断において審査されること、②精神疾患に起因す

36）

32）高橋賢司『解雇の研究』(法律文化社、2011年 )270頁。
33）カンドー社事件・東京地判平 17.2.18労判 892号 80頁。
34）事例性に対する裁判所の姿勢については、三柴・前掲注 1)文献 15-16頁も参照。
35）京都地判平 28.3.29労判 1146号 65頁。
36）最三小判平 22.5.25労判 1018号 5頁。
37）最三小判平 24.4.27労判 1055号 5頁。
38）札幌高判平 28.9.29労判 1148号 17頁。
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ドイツにおける精神障害者の解雇法理

る、労働者にとってコントロール不能な問題行動

明書を作成した医師への意見聴取をも拒否して」

に対して、指導等による問題行動の改善のみなら

いることなどの事情を考慮して、解雇を有効と判

ず、労働者に対して治療を勧める、又は主治医へ

示した。使用者が労働者の復職判定のために医師

の聴取といった医療面に関する対応や休職制度を

の診断を求めた場合にそれを拒否することは、当

利用するなどの就業規則上の手続きも解雇の有効

該労働者の復職可能性を判断できないという疾病

性判断で重要な要素となる点で、ドイツ法と比較

性の問題であり、拒否すること自体が問題行動 (事

して日本の裁判所は精神疾患を有する労働者への

例性 )ではないため、解雇に先立つ措置は不要であ

配慮を使用者に求めているといえよう。他方で、

ると考えられる。

仮にアルコール依存症 (精神疾患 )に起因する行為

また、豊田通商事件 41）は、①使用者が労働者の

であったとしても、指導により改善が見られない

治療に協力的な態度をとっていること、②労働者

ことや使用者に与える影響など非違行為の重大性

の親族に対して、専門医の治療を受けるように労

に鑑みて解雇が有効となる場合がある点ではドイ

働者を説得してほしいと依頼していることから、

ツ法との共通性が見られる。

使用者が適切な措置をとっており、使用者は労働
者が「治療を受けた上で正常な勤務をすることが

3. 精神疾患にかかる治療と解雇
ドイツでは、労働者の疾病の状態及び治療を受

できるように協力してきた」として、解雇を有効
とした。日本においては、労働者が治療を受けな

ける準備があることに鑑み、治療を受けない労働

い場合においては、本人に対する指示のみでなく、

者に解雇に先立つ警告が必要となると判示する裁

親族に対する働きかけも考慮要素となることを示

判例 (裁判例３ )が見られる。

唆しているといえる。

日本において、使用者が労働者に対して医師を

もっとも、治療を受けるか否かは個人の問題と

受診することを命じることができるか否かについ

いう側面が強いこと、労働者の健康情報はセンシ

て大建工業事件

は、使用者は労働者に対して「医

ティブな情報であり、プライバシー及び個人情報

師の診断あるいは医師の意見を聴取することを指

保護と関係が深いことに留意すべきである。後者

示することができるし」、労働者もこれに応じる義

は、健康情報の取扱いなどデータ保護法制の観点

務があると述べたうえで

からも検討が必要となる。

39）

、
「特に理由を説明する

40）

ことなく診断書を提出せず、……通院先の医師や証
おわりに
本稿は、精神疾患を有する労働者に対する解雇

過程においては、賃金継続支払法、事業所編入マ

法理についてドイツにおける特徴的な裁判例を素

ネジメントなどにより、傷病労働者に対して使用

材として比較検討を行うことで、日本的特徴を明

者が担う役割と社会保険が担う役割が明確になっ

らかにすることを試みた。本稿は問題類型ごとに

ており、労働法規範と社会保障法規範との密接な

日独の裁判所の対応を明確化し、比較検討するこ

関係が認められることが指摘されている 42）。本稿

とに重点を置いたところ、本稿での分析を踏まえ

は検討対象を解雇法理に限定したが、精神疾患を

て、産業保健の現場において多職種が連携してい

有する労働者に関する法的問題を探究するために

かに精神疾患を有する労働者を処遇すべきかを法

は、日独両国における解雇法と社会保障法との関

的観点から考察する必要がある。

係も含めた総合的研究が不可欠である。これらの

さらに、ドイツにおける疾病労働者の休職・復職

点は今後の課題としたい。

39）大阪地決平 15.4.16労判 849号 35頁。
40）プライバシーとの関係については、
「医師の診断を受けるように指示することが、直ちにプライバシーの侵害にあたるということはできない」とする。
41）名古屋地判平9.7.16労判737号70頁。本件では、労働者が親族を通じて使用者に治療を受ける気はない旨を表明している点で、裁判例3とは異なる。
42）石﨑由希子「疾病による労務提供不能と労働契約関係の帰趨 (4)」法学協会雑誌 132巻 8号 (2015年 )1420-1421頁。
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The forefront of relational study ③

（産業医学）

産業保健活動の成果とは何か、
それは測れるのか？
（Occupational health）

What are the outcome of occupational health activities
and are they measurable？
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産業保健活動の成果とは何か、それは測れるのか？

産業保健の成果指標−その検討課題
Performance Indicators for Occupational Health: Issues for Consideration
産業医科大学産業生態科学研究所教授

森 晃爾

University of Occupational and Environmental Health, Industrial ecological science research center, Professor

Koji Mori

[要 約]

産業保健の成果評価は、活動の目的を明確にしたうえでアウトカム指標を設定
し、さらにアウトカムに至る成果段階の指標を組み合わせて実施すること有用であ
る。また、計画段階で各指標の達成目標を設定することによって、活動内容の見直
しにもつなげることができる。ただし、従業員の健康関連指標の改善は産業保健だ
けによるものではなく、また産業保健の成果は健康関連指標のみに表れるものでは
ないことも理解しておく必要がある。
[ キーワード ] 産業保健 , 健康経営 , 成果指標 , 組織的要因 , 無形資源
[Abstract]

In order to evaluate the results of occupational health activities, it is useful to
set outcome indicators after clarifying the objectives of the activities, and then
combine the indicators for the several steps leading to the outcome. In addition,
setting targets for the achievement of each indicator at the planning stage can
lead to improvement of the activities. However, it is important to understand
that improvements in employee health-related indicators are not the result of
occupational health alone, and that the contribution of occupational health are
not only expressed in the indicators.
[Keywords] Occupational Health, Health and Productivity Management,
Performance Indicator, Organizational Factor, Intangible Resources

1. はじめに
産業保健活動の成果とは何か、それは測れるの

2. 産業保健活動の成果の定義と評価指標の設定の
あり方

か？という命題をいただいた。事業場における産

成果とは、「ある活動で得られたよい結果」を意

業保健活動は、企業等の組織資源を使って実施す

味する。その“よい結果”は、活動がどのような

る活動である以上、何らかの成果評価は必要であ

目的で行われたかによって、当然、異なってくる。

る。しかし、産業保健活動にはいくつかの目的が

さらに、その「“よい結果”＝成果」を評価する目

あるとともに、目的達成という成果を出すために

的にも多数の選択肢がある。そのことが評価を行

は一定の時間が必要であったり、因果関係の立証

うために定義する成果指標の選択に大きな影響を

が困難であったりするなどの限界が存在する。そ

与える。そこで、ここでは成果評価の目的、活動

のため、成果を適切に評価するためには、いくつ

の目的、成果指標の選択という順で検討する。ま

かの工夫と限界に対する理解が不可欠である。そ

た、成果評価の指標を設定することによって、活

こで、本論では、主に、
“産業保健活動の成果の定

動内容を見直す必要性が生じることにも言及する。

義と評価指標の設定のあり方”、および“成果に対
する産業保健の貢献範囲”の２点から検討する。
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アウトカム指標となることは前述のとおりである。

（1）成果評価の目的
成果評価と一口に言っても、様々な目的がある。

たとえば、在職中の死亡者を無くすまたは減らす

具体的には、仮説の検証、投資対効果の検証、優

ことが目的であれば、当然のことながら在職死亡

劣の比較、達成状況の確認、有効性・妥当性の確認

者数（率）がアウトカム指標となるし、職業病の予

などであり、事業主体や場面によっても大きく異

防が目的であれば、職業病の発生数（率）がアウト

なっている。例えば、営利企業では投資対効果の

カム指標となる。

検証が重要であるし、自治体においては予算措置
された事業の達成状況の確認が重要となる。また、

（3）成果評価の選択

人事考課では優劣の比較の要素が含まれるし、マ

どのような目的で成果評価を行うとしても、評

ネジメントシステムの評価ではシステムの有効性・

価結果を次の改善に結びつけることが実務上は重

妥当性の検討が基本となる。したがって、成果評

要となる。その際、成果指標を明確に定義し、目

価を議論する場合には、何のために行うか、まず

標値を設定し、一定期間の活動後に、その達成ま

はその目的を明確にする必要がある。

たは未達成を評価することが継続的改善には不可
欠である。未達成であれば、その原因を分析して

（2）活動の目的とアウトカム指標の設定

活動の改善が図れるし、達成できれば、より高い

成果評価の目的にかかわらず、評価は計画段階

目標値やより有効性を高める成果指標を設定して、

で同意された目標の達成状況で行われるため、成

活動の改善に結びつけることができる。しかし、

果評価に当たっては、まず目標の設定が不可欠で

目標値が不明確で達成状況を評価できなければ、

ある。この目標は成果指標と目標値から成る。

そのような改善の動機が組織に生じにくくなる。

成果指標は、後述のように、いくつかの段階の

そして、評価段階で達成状況が評価できるために

ものを組み合わせて設定することになるが、その

は、計画段階でモニタリング計画が作られ、それ

ためには、まず、アウトカム指標を確定すること

に基づいて活動の過程で成果指標のデータがモニ

が必要となる。ここでいうアウトカム指標とは、

タリングされることが不可欠である。すなわち、

活動の目的の達成状況を表す指標と定義する。す

成果評価を適切に行う上では、評価段階ではなく、

なわち成果評価を行うに当たって、アウトカム指

計画段階が最も重要な段階ということになる。

標を設定するために、活動の目的を明確にしなけ

評価指標は、モニタリングおよび集計が容易で、
かつ成果に直結する指標が望ましい。しかし、こ

ればならない。
産業保健活動は、企業等の組織において、組織

の二つの要素は一般的に相反する関係が存在する。

の資源を用いて労働者の健康保持増進を図るため

たとえば、教育・研修の有効性を評価しようとした

の活動であり、労働者の機能と仕事を適合させる

場合、教育・研修の実施後に、その目的に合った行

ための活動である。ここでいう健康保持増進また

動を参加者が取ったかどうかを評価したいところ

は適合状態を高めるための活動は、いくつかの側

であるが、行動を評価することは容易ではないた

面でレベル分けすることができる。たとえば、事

め、出席率や内容の理解度など、アウトカム指標

業者責任（活動の任意性）の側面であれば、法令順

との関連は弱くなるが、より集計しやすい指標を

守、健康配慮義務、疾病管理・疾病予防、ヘルスプ

選択することが一般的である。

ロモーション、活力向上といったレベル分けする

産業保健活動をアウトカム指標で評価すること

ことができる。そして、組織の資源を使う以上、

には、いくつかの重大な困難性や限界が存在する。

組織内の意思決定を伴うが、何を目的として、ど

その主なものは、成果が現れるまでに時間が必要

のような成果を上げることを前提に意思決定され

であること、対象集団が十分に大きくないことに

たか、このすり合わせが行われなければ、そもそ

よる限界である。例えば、将来の脳卒中や心筋梗

もアウトカム指標の設定は不可能である。

塞の予防を目的に、健康教育を実施するという場

目的が決まれば、その達成状況を表したものが
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となるが、健康教育を行い、ヘルスリテラシーが

し、プレゼンティーイズムには、そのような生活

高まり、行動変容が生じ、それによって動脈硬化

習慣だけでなく、様々な組織的要因や仕事に対す

リスクが低下して、発症が予防されるという長い

る満足度などの要因が大きな影響があることが分

過程を辿る。成果が出るまでに時間がかかること

かっている 3, 4)。すなわち、すでに運動習慣改善の

は、その間に環境要因の変化による雑音が入って、

ための支援が行われている企業であっても、プレ

因果関係を分かりにくくすることでもある。また、

ゼンティーイズムの改善がアウトカム指標であれ

仮に産業保健活動にアウトカム指標における正の

ば、プレゼンティーイズムに対する大きな影響が

効果があるとしても、その有意性を検証するため

ある組織への介入などのいくつかの活動が計画さ

には一定規模の集団である必要があるため、その

れるなどの見直しが必要となる。

限界からも、一部の大企業を除いて、アウトカム
指標を用いて成果を示すことは困難である。

3. 成果に対する産業保健部門の貢献範囲

そこで、目的の達成状況を評価するためのアウ

産業保健活動の成果評価を行う場合、当然のこ

トカム指標だけでなく、多段階の評価レベルを設

とながら健康関連指標の改善で評価することが基

定して評価を行うことを検討する必要がある。評

本となる。健康関連指標の成果が上がった場合に、

価レベルには、目的そのものが達成できているか

それは産業保健サービスだけによる成果なのか疑

どうかの評価である“アウトカム評価”に加え、

問が生じる。また産業保健活動の成果は、健康関

プログラムの構成が目的達成のために適切である

連指標以外にも表れる可能性がある。

かどうかを表す“ストラクチャー評価”、プログラ
ムの手順どおりに活動が実行されているかどうか
を評価する“プロセス評価”、目的を達成する上で

（1）健康関連指標の改善は、産業保健サービスだ
けによるものか

立案した計画の実施率、サービスの提供数などの

血圧や血糖、脂質など、一般健康診断で評価さ

“アウトプット評価”
、目的を達成する上で行われ

れるような動脈硬化に繋がるリスク要因について、

る活動の成果が上がっているかどうかを表す“パ

従業員数に占める管理不良者の割合で表す“管理

フォーマンス評価”がある。パフォーマンス評価は、

不良者率”、本来受診することが必要である人が適

アウトカム評価に含まれることが一般的であるが、

正に受診しているかを表す“適正受診者率”
、本来

ここではあえて目的の達成そのものの指標である

医療管理が必要な人が適切なコントロール状態に

狭義のアウトカム評価と分けて定義する。そして、

あるかを表す“適正管理者率”と呼ばれる指標が

これらの評価レベルに合った評価指標を組み合わ

ある。産業保健スタッフの活動とこれらの指標と

せて、目標を設定して、評価を行い、継続的改善

の関係を調べた研究では、ある電機メーカーで常

に結びつけることが目指すべきである。

勤スタッフがいる事業場では、高血圧や糖尿病の
適正受診者率や適正管理者率が有意に高いこと 5)

（4）成果指標からの活動内容の見直し

や、健康経営度調査票の回答結果を用いた分析で

成果評価の指標を明確にすることは、活動内容

常勤スタッフがいる企業では、管理不良者率が低

の見直しにもつながる。たとえば、健康経営は英語

いことや適正受診率が高いこと、適正管理者率が

で は、Health and Productivity Managementと

高いこと 6) が明らかになっている。

表現されるように、健康度を上げ、健康問題による

しかし、ハイリスクアプロ―チではなく、生活

生産性の低下の改善を図ることを目的とする活動

習慣の改善のような健康増進的なアプローチにお

が行われる。その際、一般的に用いられる指標に、

いては、常勤スタッフの存在以上に、組織的な要

“出勤はしているが、健康問題によって生産性が低

因が重要であることを認めている。同じく健康経

下した状態”であるプレゼンティーイズムがある。

営度調査票の回答結果を用いた多変量解析の結果

プレゼンティーイズムの改善に、運動習慣の改善

では、役員会で健康施策が議題となっているか、

による効果があるとのエビデンスがある

管理職教育が実施されているかといった組織的要

。しか

1, 2)
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因が、高い健康教育参加率、栄養施策参加率、イ

確に示されていない。一方、健康経営に成功した

ンフルエンザワクチン接種率に関連していたが、

中小企業においては、単に健康度の向上だけでな

常勤産業保健スタッフの存在とは関連が認められ

く、生産性の高い職場文化が認められ、無形資源

なかったことが報告されている 。また、喫煙率に

が蓄積しているとみなされる。

7)

ついては、常勤スタッフの存在は有意に低喫煙率

そこで、健康経営で想定する無形資源の条件を

と関係するが、管理職教育の実施の方がより関連

想定したうえで、候補となる指標を検討した。条

が大きいこと も報告されている。

件として、①無形資源は、企業の価値（文化）のレ

6)

米国では、従業員の医療費の高騰が企業にとって

ベルに蓄積し、経営層の意思決定、管理職の行動、

負担となり、多くの企業で健康増進プログラムの

従業員の行動といった、構成員全員の行動に影響

提供が行われている。その利用率や有効性と組織

を与える、②無形資源は、プログラムへの従業員

的要因との関係について多くの研究が行われてい

の参加や行動を促進し、健康投資の費用対効果を

る。そのような組織的要因について、Pronkがリー

向上させる、③無形資源は、従業員が健康増進プ

ダーシップ、関係性、パートナーシップ、包括性、

ログラムに参画することによって蓄積する、④無

実践、エンゲイジメント、コミュニケーション、

形資源は、個人の組織行動や個人間の信頼関係等

データ主導、コンプライアンスという９つのカテ

を介して、企業の生産性に好影響を及ぼし、その

ゴリーに分類し、その中でもリーダーシップの存

ような行動によって蓄積する、の４つを挙げた。

在が重要であることを指摘している 。米国の the

このような組織では、上司や同僚との信頼が強く、

Health Enhancement Research Organization

組織からの支援の認識をもとに従業員の高いコ

(HERO)のスコアカード・ベンチマーク・データ

ミットメントに結び付いていることが想定される。

ベースに登録した企業のデータを用いた分析では、

それぞれ、workplace social capital10)、perceived

組織のサポートやリーダーシップサポートが良好

organizational support11) が相当する指標であり、

であることは、高いプログラム参加率、低い医療

無形資源の候補となる。

8)

費、企業のサポートに対する従業員の高い認識と

これらの指標は、生産性の向上や離職率の低下

関連していたが、インセンティブの存在は高いプ

などと関連することが明らかになっているため、

ログラム参加率のみと関連し、プログラムの包括

もし産業保健サービスによって、無形資源が組織

性はどの指標とも関連していないことが示されて

に蓄積するとすれば、産業保健サービスの成果は、

いる 。以上より、産業保健による健康管理指標

健康関連指標以外の経営関連指標にも表れること

の改善は、産業保健サービスのみの成果ではなく、

になる。

9)

事業者や管理職のリーダーシップ行動といった組
織的要因が伴っての成果であることが示唆されて

4. おわりに
産業保健活動は、目的に沿って意思決定があり、

いる。

何らかの投資が行われている以上、成果評価が行
（2）産業保健サービスの成果は、健康関連指標の

われるべきである。しかし、実際には、様々な制
約があり、産業保健現場で投資対効果を前提とし

みに表れるのか
経済産業省が 2020年 6月に公表した健康投資管

た成果評価を行うことは容易ではない。そこで、

理関係ガイドラインでは、健康投資の結果蓄積さ

成果評価の目的を継続的改善として、多様な選択

れ、健康投資の効果を高める資源として、健康資

肢から成果指標と目標値を設定して、その達成度

源が定義されている。健康資源は、ヘルスリテラ

を評価することが現実的である。

シーや健康状態といった人的健康資源と、設備・備

また、産業保健活動は、直接的な産業保健サー

品などの有形資源と無形資源を合わせた環境健康

ビスだけで成果が上がるものではなく、その成果

資源に分類されている。このうち無形資源につい

は健康関連指標以外の経営指標に表れることも想

ては、その具体的な指標が、ガイドラインでは明

定される。しかし、そのことの証明は、各企業で
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の実践の中では多くの要因の影響を受けるために

て、有効な指標と評価手法が開発されることが望

容易ではなく、まずは研究手法を用いて立証され

まれる。

るべきと考えられる。さらに、その知見に基づい
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人的資源管理と産業保健の連携の試み：
その成果の設定と研究課題

An Attempt at Collaboration between Human Resource Management and Occupational Health：
What We Really Need to Achieve and What We Need to Study
武蔵大学経済学部

森永 雄太

Musashi University Faculty of Economics

Yuta Morinaga

[要 約]

本稿の目的は、産業保健活動を人的資源管理の一部と位置付けた上で、その成
果と今後の課題について検討することである。本稿では、研究領域横断的に提示
された海外の先行研究にもとづき、人的資源管理の立場から産業保健の成果を従業
員ウェルビーイングや組織成果の達成へと拡張的に捉えることを提唱する。その上
で、産業保健活動を人的資源管理研究の動向に位置づけることで見出された研究課
題について例証的に検討を行う。
[ キーワード ] 人的資源管理 , 心理的健康職場 , 施策の実践プロセス , 仕事と治療の両立 , 管理職
[Abstract]

The purpose of this paper is to discuss achievements and future research
questions regarding occupational health activities, positioning them as a part of
human resource management. In this paper, based on previous overseas studies,
we propose an expanded view of the outcomes of occupational health from the
standpoint of human resource management, to include the achievement of a
wide range of employee well-being and organizational outcomes. In addition,
we exemplify the research issues found by placing occupational health activities
within the trend of human resource management research.
[Keywords] Human resource management, psychologically healthy workplace,
process of practicing measures, balancing of work and treatment,
managerial position

てはこれまで学術的な連携は十分には行われてこ

1. はじめに
本稿の目的は、産業保健活動を人的資源管理の

なかった 2)。このような現状は、経営学における従

一部と位置付けた上で、その成果と今後の課題に

業員の健康やウェルビーイングに対する関心の高

ついて検討することである。人的資源管理とは、

さが一定でなく、時として十分な関心を払ってこ

企業が経営目的を達成するために、働く人々を管

なかったことや専門領域の違いによって両者の間

理するための一連の活動を対象とした経営学の 1つ

でコミュニケーションをとるための共通言語を欠

の研究領域である。人的資源管理の代表的な活動

いてきたことなどが原因として考えられる。これ

には、採用・育成・配置・評価等があり、本稿の主題

に対して海外では、健康とウェルビーイングをキー

である産業保健活動を通じた安全衛生の確保は上

ワードとして産業保健領域の研究者と人的資源管

記の一連の活動を支える前提部分にかかわる人的

理の研究者が連携している著作などを見出すこと

資源管理の活動であると位置づけられよう 。

ができる。

1)

人的資源管理と産業保健には関連する研究ト

そ こ で 本 稿 で は ま ず、 経 営 学 に お け る 健 康 へ

ピックも多いようにも思われるが、我が国におい

の 関 心 と そ の 対 象 領 域 の 変 化 を 概 観 す る。 次
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に、研究領域横断的に提示された海外の先行研究

を確保しようとする施策への注目が相対的に低下

である心理的健康職場（Psychological Healthy

してきたように思われる。

を紹介する。このモデルに

最後に、メンタルヘルス不調者の増加が顕著に

基づき、3節で人的資源管理の一部としての産業保

なってくるとストレスや精神面の健康への注目が

健の成果を拡張的に捉えていくことを主張する。

高まるようになってきた 8)9）。わが国でも、優秀な

最後に産業保健活動を人的資源管理論の動向に位

人材の確保が経営課題と認識されるようになるに

置づけ、今後の検討すべき課題について例証的に

つれて、人的資源管理論における従業員の健康問

議論していく。

題の重要性が再認識されるようになってきた 10)。

Workplace）モデル

3)4)

このような人的資源管理論における心身の健康
2. 経営学における健康へのまなざしの変化とその

への注目の高まりをとらえるうえで重要なのは関
心の対象となる健康の指し示す領域が徐々に拡張

結節点
経営学における従業員の健康への注目度合いは

していることであろう。ここでは大きく分けて 2つ

時代によって変化してきたといえる。まず古典的

の視点から拡張を捉えることができる。第 1に、も

な経営管理論では従業員の欠勤や離職を防ぐため

ともとは身体面の健康確保が中心であったが、徐々

に、従業員の健康や安全に配慮する取り組みが重

に精神面の健康確保も強調されるようになってき

視されていた 。

ている。第 2に、従来は「病気でない」という意味

5)

次に、経営管理論が発展するプロセスで従業員

での健康確保が中心であったが、より良い状態を

の健康問題への関心が低下していくことになった。

示すウェルビーイングの向上を目指すという側面

具体的には、経営管理論の中で、従業員の不満を

が強調されるようになってきている。

解消しても生産性向上をもたらす動機づけに結び

このように健康という用語が世界保健機構によ

つきにくい ことが強調されるようになると、従

る WHO憲章における広い意味での定義で用いら

業員の労働条件やその結果としての健康問題に対

れるようになることで、健康とウェルビーイング

する関心は後退していくことになる。また人的資

が人的資源管理の検討課題として改めて認識され

源管理論においても、人事施策と組織成果との結

るようになったといえる。

6)

びつきを強調する戦略的人的資源管理論が台頭す
る 7) につれて、モチベーションの喚起や人材育成と
いった業績を直接的に高める要因に働きかける施

3. 人的資源管理論の一部のとしての産業保健活動
とその成果

策の重要性が強調されるようになった。結果とし

心理的健康職場を提唱した Grawitchらの一連の

て、成果をもたらすための前提である健康や安全

研究 3)4) では、組織の取り組みを通じて組織成果と

図1

心理的健康職場のパスモデル
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従業員の健康状態の両方を高めるという両立の視

特に本稿では、人的資源管理論で近年注目されて

点に加えて、組織の取り組みが従業員の健康を高

いる研究動向を 2つ紹介し、これらの研究動向が産

めることを介して組織成果を高めるという間接的

業保健のトピックとどのように接合されうるのか

な影響を想定したモデルを提唱している (図 1)。

について検討する。

心理的健康職場モデルで従業員ウェルビーイン

第 1に人的資源管理論では、人事部門は施策の設

グのカテゴリーで想定されている具体的な変数は 8

計のみならず、施策の実践プロセスに注目する必

つである。第 1に身体的健康、第 2に精神的健康、

要性が指摘されている。例えば Wright & Nishii

第 3にストレス、第 4にモチベーション、第 5にコ

11)

ミットメント、第 6に職務満足、第 7にモラール、

施されたり、従業員に知覚されたりすることはめっ

第 8に風土である 。ここでは、心身の健康確保に

たにないことを指摘している。施策は職場によっ

とどまらず、健康状態の確保で得られた活力を職

て異なって実施されるし、その実施された施策の

場における目標達成に向けて成果に結びつけよう

知覚や解釈もまた、従業員によって異なるのであ

とする職務態度や、職場内での良好な関係性によっ

る。また Nishii, Lepark & Schneider 12) では、企

て高められると考えられる集団レベルの変数が含

業内の人事施策が従業員に期待される効果を持つ

まれていることがわかる。

かどうかは、従業員が施策を実施している理由を

4)

では、人事の施策が制度設計者の意図通りに実

これを踏まえて本稿では、これら 8つの変数を産

どのように理解しているかによって異なることが

業保健活動の成果として拡張的に想定することの

明らかにされている。具体的には、人事施策が従

重要性を指摘したい。その理由は、すでに述べた

業員のウェルビーイングを高め、サービスのクオ

ように人的資源管理が経営目的を達成するために

リティを高めるために実施されている、と帰属す

従業員を目標達成に向けて管理する営みであるか

る従業員の場合には、高い職務態度を示す一方で、

らである。また人事施策と組織成果の結びつきを

人事施策が従業員からなるべく多くの労働力を引

重視する戦略的人的資源管理論の動向を意識すれ

き出し、コスト削減を果たすために実施されてい

ば、組織成果を高めていくこと自体も産業保健活

る、と帰属している従業員は、低い職務態度と弱

動の間接的な成果と想定することも有効かもしれ

い影響が見られることが報告されている。これら

ない。

の研究知見は、施策として何をするのか、という

産業保健の施策や活動が、直接的に組織業績や

議論に加えて、どのように実践するのか、やなぜ

職場のモラール向上に結びつくことは実際には少

実施するのかという従業員の認識についてもマネ

ないかもしれない。しかし人的資源管理論の目的

ジメントする必要があるということである。

を踏まえれば、産業保健活動を通じて従業員のウェ

これらの研究動向は産業保健活動にも応用する

ルビーイングを確保することは、目的であるだけ

ことができるだろう。昨今の産業保健活動では、

でなく手段でもある。産業保健活動を通じた健康

予防的取り組みやポピュレーションアプローチの

とウェルビーイングの確保が、最終的に個人の業

拡充が重要になってきている。しかしながら、従

績や集団業績の向上へと結びつけられるように期

業員側に当事者意識がない場合も多く、その意図

待されていることを視野に入れる必要があるだろ

や目的について正しく理解を得られていないケー

う。

スも多い。また法律で求められる義務の範囲を超
えて、組織が主体的に取り組む施策が増えれば増
えるほど施策を組織の隅々まで浸透させていくこ

4. 今後検討すべき課題
次に産業保健活動を人的資源管理の一部と位置

とは難しいと考えられる。産業保健の施策を組織

付けることで見出される検討課題について例示的

内で効果的に実践するためのメカニズムや促進要

に議論したい。産業保健を人的資源管理の一部と

因を明らかにすることは産業保健の施策の効果を

して位置付けることは、それぞれの領域に新たな

高めることに貢献することが期待できる。

研究課題を生じさせる可能性があるからである。
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研究では、施策を意図通りに実践するための糸口

ながす組織的要因も少しずつ明らかにされている

に関する知見も提供され始めている。例えば施策

17)

の実際の実践者となる現場の管理職の理解を得て、

業員の能動的な援助要請を促すと考えられる心理

彼 (女 )らを実践プロセスに巻き込み、職場でロー

的安全性 18) との関係を検討することや、心理的安

ルモデルとして積極的に推進する役を引き受けて

全性を高める要因と考えられているインクルーシ

もらうことが重要であることが指摘されている

ブ・リーダーシップ 19) などの管理者のリーダーシッ

。

13)

。今後は、これらの研究知見を足掛かりに、従

産業保健活動の実践に際しても、現場の管理者に

プ行動の影響について実証的に検討していくこと

注目し、産業保健施策の実践において管理者に期

が期待される。

待される役割について明らかにしていく研究が期
待されるであろう。

5. おわりに

第 2に、昨今の人的資源管理論ではダイバーシ

本稿では、産業保健活動を人的資源管理の一部

ティ推進の重要性が指摘されている。そして、職場

と位置付けたうえで、産業保健活動の成果を組織

の多様な従業員がその人らしさや個人の事情を踏

目標の達成にまで拡張していくことを提案した。

まえた行動をとることを、組織成果の向上に結びつ

また近年の人的資源管理論でさかんに議論されて

けるためには、多様性に価値を置く風土づくりや

いる人事施策の実践プロセスを考慮に入れること

それを進める管理者のインクルーシブな行動が重

や、多様な働き方の推進といった議論を産業保健

要であると考えられるようになってきている

活動の実践に応用することで、今後の検討課題に

。

14)

これらの研究動向は、
「仕事と治療の両立」の推

ついて例証的に議論した。本稿においては紙幅の

15)

関係から数ある検討課題の中の一部を指摘したに

は、がんの治療と仕事の両立を多様性推進の一部

過ぎず、また取りあげた課題についても本来はよ

として位置づけ、従業員に対する web調査を通じ

り体系的なレビューを踏まえて詳細に議論する必

て風土や管理者行動の重要性を明らかにしている。

要があるだろう。本稿で提示した論点を皮切りに、

より具体的には、罹患直後の離職を防ぐ要因とし

産業保健と人的資源管理を本格的に接合するレ

ては、ワーク・ライフ・バランスに配慮する雰囲気

ビュー論文が出版されたり、産業保健の実践的・学

や病気のことを相談できる雰囲気といった風土の

術的連携が加速したりしていくことを期待したい。

進に応用することができるだろう。すでに矢島

影響が大きいこと、今後の就業継続希望を高める
要因としては、業務が偏らない配慮や上司とのコ
ミュニケーションといった管理者行動の影響が大
きいことが指摘されている。
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ワークショップ①
社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～働く人の笑顔を作る 事例を通して考える社労士のこれからの使命～

社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方
～医師・社会保険労務士の両資格を持つ立場から～
Cooperation between Labor and Social Security Attorneys and Occupational Health Staff
～ From the perspective of a physician qualified as a labor and social security attorney ～
ワークショップ①司会
Workshop ① Facilitator

森本産業医事務所

森本 英樹

Morimoto Occupational Health Physician office

Hideki Morimoto

[要 約]

40-50%の社会保険労務士はメンタルヘルスに関する事案について相談を受けて
いる現状の中、産業保健スタッフと十分な連携がとれていない可能性がある。過去
の研究において、社会保険労務士がメンタルヘルスに関わる際に期待される能力が
示されている。産業保健スタッフと社会保険労務士の連携は、双方が自らの職責を
果たしつつ公正な立場で従業員や企業に関わることが前提条件であり、企業規模や
契約形態に応じた対応が必要である。
[ キーワード ] 社会保険労務士 , 連携 , メンタルヘルス
[Abstract]

Forty to fifty percent of labor and social security attorneys (LSSAs) are
consulted about mental health issues. There is also a possibility that they do not
cooperate sufficiently with occupational health staff. Past studies have shown
that LSSAs are expected to be competent in mental health issues. It is necessary
for both occupational health staff and labor and social security attorneys to
cooperate with each other according to the size of the company and the type of
contract, based on the principle that both should be involved with employees
and companies in a fair manner while fulfilling their own responsibilities.
[Keywords] Labor and social security attorneys, cooperation, mental health

1. 職場のメンタルヘルスの現状と社会保険労務士

しばしば労務問題が発生する。社会保険労務士（以
下、社労士）は労働法と社会保険法に関する法律の

の関わり
職域におけるメンタルヘルス不調者への対応は

専門家であり、厚生労働省管轄の国家資格として、

重要な課題となっている。2020年に厚生労働省が

2021年 7月末現在 43,757名が登録されている 3)。

行った調査では，過去 1年間にメンタルヘルス不調

社労士の活動は、社会保険労務士法において「事

により連続 1か月以上休業した又は退職した労働者

業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する

がいる事業所の割合は 9.2%（連続 1か月以上休業し

ことを目的」とし「公正な立場」で業務を行うこ

た労働者がいる事業所の割合；7.8%、退職した労働

とと規定されており 4)、会社内（勤務社労士）、会社

者がいる事業所の割合；3.7%）であり、2018年度調

外（開業社労士、もしくは開業社労士に雇用される

査での 6.7%より上昇している

社労士）それぞれの立場で労務管理の観点から企業

。

1,2)

疾病の発症、もしくは発症を疑う従業員からは
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や公共団体に関わっている。中小企業においては

社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～医師・社会保険労務士の両資格を持つ立場から～

社内に人事・労務分野の専門家を置くことが困難で

ているわけではない。メンタルヘルス対応におい

ある場合が多く、開業社労士は主に 50名未満の事

て産業保健スタッフに求められる能力と社労士に

業場の人事・労務に関わる事由の外部委託先として

求められる能力は異なることが想定されるため、

機能し、事業主や人事担当者の身近な相談相手と

著者の研究グループでは、社労士がメンタルヘル

なっている 。勤務社労士は自らが所属する企業や

スに関わる際に期待される能力（コンピテンシー）

公共団体等に雇用され、人事労務担当として業務

を調査し、20領域 73項目のコンピテンシーを同定

をすることが多いが、異動等により他の部署で業

した 9)。

5）

務をすることもある。

コンピテンシー 20領域は、1. 法律・判例の理解、

社労士は従業員のメンタルヘルスに関する事案

2. 情報収集、3. 個別対応（全般）、4. 個別対応（復

について人事担当者から（もしくは人事担当者とし

職）、5. 個別対応（就労継続）、6. 個別対応（退職）、

て）相談を受けていることが過去の調査で示されて

7. 個別対応（採用）、8. 手続き、9. 社外組織への理

いる

。調査時期・対象によって差はあるが、40

解、10. 就業規則、11. 会社理解、12. 再発防止、

～ 50%の社労士が従業員のメンタルヘルス不調に

13. 記録と保管、14. 守秘情報取り扱い、15. 倫理、

関する相談を受けている。社労士の職業団体であ

16. 研鑽、17. その他専門家としての対応、18. よ

る全国社会保険労務士会連合会の報告書によると、

り良い職場づくり、19. ストレスチェック対応、

メンタルヘルスについての個別的な相談・アドバイ

20. 教育研修である。専門家との連携の項目は、主

スについて、
「日常業務である」
「多い」
「どちらか

に「個別対応（全般）」として主治医や産業医との

というと多い」と答えた社労士は、開業社労士で

連携について言及し、
「社外組織への理解」として、

は 28.2％、勤務社労士では 25.3％であり、今後メ

産業保健総合支援センターや医療機関・リワーク組

ンタルヘルスについての個別的な相談・アドバイ

織の活用・連携が言及されている。

6,7）

スを「強化したい」または「どちらかというと強

なお、調査では併せて、重要度（業務を行う上で

化したい」と考えている社労士は、開業社労士で

どの程度重要と思うか）と達成度（自らがどの程度

42.9％、勤務社労士で 64.7％であった 。

達成しているか）を調査している。重要度が中央値

8)

より高いものの、達成度が中央値より低い項目は
複数あるが、その中で専門家や専門機関との連携

2. 社労士と産業保健スタッフとの関わり
社労士と産業保健スタッフの関わりについて、

に関連するものは、
「休業者の診断や治療に疑問が

現在「仕事のやり取りをすることが多い他士業や

発生した場合には，主治医と連携をとることを担

他の専門職」として医師を挙げた開業社労士が

当者に助言することができる」が挙げられており、

84％、勤務社労士で 24.7％いるとされる一方で 、

社労士と主治医との連携をより深めることは今後

8）

「社労士と協力関係にある産業保健スタッフ」とし

の課題と考えられる。

て産業医をあげた開業社労士は 10%超であった 。
7)

一部は 2010年の調査であり、2021年現在と状況が

4. 社労士の立ち位置は企業側なのか

異なる可能性はあるが、メンタルヘルスに関する

社労士は公正な立場で業務を行うことが社会保

相談が社労士のもとに届いた場合であっても、産

険労務士法において規定されているが、一方で社

業保健スタッフと相互に連携・協力している事案は

労士は企業側の立場の代弁者ではないかという意

それほど多くないことが推察される。

見が時に示される。その理由として企業から報酬
を支払われていることがあげられるが、それは産

3. 社労士がメンタルヘルスに関わる際に期待され
る能力

業医・産業看護職も同等であり、根拠としては不適
当であろう。

社労士がメンタルヘルス対応について事業主等

著者は 2019年に職種別の意識調査を行ってお

から相談を受けている一方で、社労士は労務管理

り、「従業員が私病で本来の労務提供ができない場

の専門家であり、医学や看護学の知識が担保され

合に会社はその回復を支援すべきか」について問
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うている 10)。対象職種は、医師、社労士、産業カ

携となるだろう。一方で、開業社労士が外部資源

ウンセラーの 3職種であり、私病による労務提供が

として事業場に関与しているような場合だと、産

できない従業員に対して会社がどう支援するべき

業保健スタッフ同様に日々事業場にいるわけでは

かという考えに対して 3職種間で有意な差がないこ

ないため、産業保健スタッフと開業社労士とは対

とが認められた。

面する機会は少なく顔の見えづらい関係となる。

社労士の立ち位置についての直接的な回答では
ないが、上記調査が参考になるであろう。

このような場合には、人事担当者が産業保健スタッ
フと開業社労士の双方の役割を理解し、連携の鍵
となることが必要である。
50人未満の事業場では産業保健スタッフは選任

5. 産業保健スタッフと社労士の連携の形
企業規模と契約形態によって産業保健職と社労

されていないことが大半であり、社内資源として
衛生推進者や人事担当者が労働衛生に関与しつつ、

士との連携の形は異なる（表１）。
大規模事業場では産業保健スタッフや社労士は

時に社外資源として社労士を活用することとなる。

常勤となる。つまり専属産業医や常勤の産業看護

産業保健スタッフが不在である中、対応困難な事

職と、勤務社労士である人事担当者との連携とな

象に関しては、社労士が個人的なつながりの中で

り、産業保健スタッフは社労士と連携するという

産業保健スタッフに種々の相談をする場合も時に

意識よりは、人事担当者と連携しているという意

あるだろう。

識が強くなる。一方で、大規模事業場でも開業社
労士と契約し、社内資源だけでは対応困難な人事・
労務に関する相談をする場合もある。そのような

6. まとめにかえて

連携において今後期待すべき

もの

場合、産業保健スタッフと社労士との連携の可能

前述のとおり産業保健スタッフと社労士との連

性がある（一例として、労災事故が発生した時の対

携の形は多岐にわたる。このため最適な連携はそ

応、障害者雇用、業務遂行能力が回復しない従業

の形によって異なる。
一方で、現時点では産業保健スタッフと社労士

員の発生などが挙げられるであろう）。
中規模事業場（50人超）、もしくは健康への意識

との連携自体が十分とは言い難い状況である。連

の高い 50人未満の事業場においては、産業保健ス

携には契約関係（労働契約、業務委託契約）の中で

タッフは非常勤・嘱託としての位置づけとなり常勤

報酬を得て専門性を発揮するという連携だけでな

ではなくなる。社労士が常勤の場合は、大規模事

く、学会や勉強会などを通して個人的に相談しあ

業場と同様に勤務社労士である人事担当者との連

える環境を作るという連携も存在する。この２つ

表1

産業保健職と社会保険労務士の関わり（事業場規模別）

社会保険労務士
常勤
（勤務社労士である人事担当者）
常勤
（大規模事業場）

産業保健職

非常勤
（中規模事業場もしくは50人未満
で健康意識の高い事業場）
不在
( 一般的な50人未満の事業場 )
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産業保健職は人事担当者としての
社労士と連携

非常勤
（開業社労士）
社内資源で対応困難な内容を
開業社労士に相談
事案毎に連携の可能性
双方が非常勤であるため、
人事担当者が鍵となって連携
（顔が見えづらい中での連携）

産業保健スタッフ不在
社内資源として衛生推進者が存在
（10人以上の事業場）
社労士の個人的なつながりの中で産業保健職に相談

社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～医師・社会保険労務士の両資格を持つ立場から～

の連携がともに推進されることで、お互いの職種

のではないかと考えている。

と業務の理解がふかまり、連携の機会・質が高まる
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ワークショップ①
社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～働く人の笑顔を作る 事例を通して考える社労士のこれからの使命～

産業精神保健における
社会保険労務士と産業医の連携
Cooperation between Labor and Social Security Attorneys and physician
in occupational mental health
一般社団法人 産業保健メンタルヘルス研究会

鈴木 安名

Incorporated association Occupational Health Mental Health Study Group

Yasuna Suzuki

[要 約]

産業精神保健において社会保険労務士と産業医の役割と連携について検討した。
何よりも彼らに対する使用者の信頼が重要で、それは第一に事業場の状況に対する
共感的な理解であり、第二に当事者間で適切な共通言語が使用されることにある。
またメンタルヘルス対応の基準は勤怠で、曖昧な症状を理由とした当日連絡欠勤が
メンタル不調に特有で、受診勧奨が不可欠である。さらに合理的な配慮に基づく勧
奨指導につき解説した。
[ キーワード ] 社会保険労務士 , 嘱託産業医 , 事業場の状況 , 当日連絡欠勤 , 勧奨指導
[Abstract]

This paper considers the roles of labor and social security attorneys and
industrial physicians in occupational mental health. The employer's confidence
in them is of utmost importance, and this can be achieved by, first, having a
sympathetic understanding of the situation in the workplace and, second, using
appropriate shared terminology among related parties. In addition, mental health
measures are based on job attendance, and suddenly calling in sick for the day
citing vague symptoms is a distinctive sign of mental health issues. It is essential
to recommend examination in such cases. The paper also explains making
recommendations and providing guidance based on reasonable considerations.
[Keywords] Certified social insurance labor consultant, part-time industrial physician,
the situation of work site, same-day notice absence,
recommendation guidance

ワークショップで解明すべき重要なテーマの一つ

はじめに
令和２年の厚生労働省労働安全衛生調査（実態調
査）によれば、メンタルヘルス不調（以下、メンタ

であり、以下で両者の連携についての条件につい
て述べる。

ル不調と略す）により連続１か月以上休業した労働
者の割合は、0.4％（平成 30 年調査 0.4％）、退職

（１）安全配慮義務の担い手と産業医の位置づけ

した労働者の割合は 0.1％（同 0.2％）となってお

メンタルヘルス対策の法的な根拠は、使用者が

り、依然としてメンタル不調による休業は高止ま

管理下にある労働者の安全と健康に配慮すべき安

りしている。

全配慮義務にあり、その日常的な債務者（実行者）
は使用者とその債務が委任された管理監督者であ

１

小規模事業場における産業保健の実情
社会保険労務士と産業医の連携については本
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る１）。一方、ストレスチェック制度の導入や 2019
年４月１日からの働き方改革関連法で「産業医・産

産業精神保健における社会保険労務士と産業医の連携

業保健機能」
「長時間労働者に対する面接指導等」

個々の労働者ごとに、これらの業務における知識

などで示されたように、この 5～ 6年で産業医の役

と経験は異なる。従って労働者の健康リスクには

割がより重視されるようになった。半面、従業員

少なくとも（ア）と（イ）の組み合わせが存在する。

が 50人未満の小規模事業場（以下、小規模事業場と

これらの諸条件を分析し、使用者が着手可能な改

略す）
においては、産業医を選任する義務はない。

善策を提案することは、前述した活動時間が毎月
５時間未満の産業医には困難である。まして小規

（２）小規模事業場における人事労務管理
また小規模事業場においては、安全衛生や人材

模の事業場で選任される産業医の多くは、その本
業は臨床医であるから、日常の診療に忙殺され十

育成などを担う人事部門が確立しているとはいえ

分な能力が開発されているとは言い難い。事実、

ない。採用、人材育成、人事評価などの人事機能

ストレスチェック制度においてストレスチェック

は経営者か、その補佐が担う場合が多い。一方、

実施者になったり、高ストレス面談をしたりする

近年のように労働者のメンタルヘルス問題、パ

ことに、リスクを根拠に拒否する産業医も少なく

ワーハラスメント、コロナ禍など産業保健上の課

ない。とはいえ、社会保険労務士にとっては産業

題が続出する時代には、産業保健を含めた人事労

医の医学的知識や判断力は何者にも代えがたい。

務管理についての専門家が必要となるため、社外

では両者が連携するための条件は何であろうか？

コンサルタントとしての社会保険労務士の役割は
（４）社会保険労務士と産業医との連携

大きい。

両者間における連携の目的は、法的、医学的な
リスクの低減であり、そのための問題解決である。

（３）嘱託産業医の機能状況
ここで産業医の機能状況を検討する。日本医師

ここで重要なことは、個々の事業場の状況は非常

会の「産業医活動に対するアンケート調査の結果

に個別的であるから、両者はまず事業場の状況を

について」 によれば、産業医業務を行っている医

具体的に把握し共有する必要がある。

２）

師 2578人中 1548人（約 60％）において、月あたり
の活動時間はわずか 5時間未満であった。これでは

先の模擬事例につき、産業医の立場からさらに
具体的に述べる。

産業医としてのスキルは育ちにくい。というのは

事例続き；食品の品質管理に従事する 38歳の労

産業医業務においては、内科や精神科などの臨床

働者が月 102時間の残業をしていたため、産業医

医学の知識と経験がそのまま通用するわけではな

が長時間労働者面談を行なった。すると週に２～

いからだ。

３日は入眠に 30分から１時間かかる軽い睡眠障害

4

4

産業医資格の取得方法の一つは、所定のカリキュ

になっていた。ここで当該労働者に対して、一般

ラムに基づく産業医学基礎研修を 50単位受講する

的な医学的なリスク（過労死やメンタル不調）を説

ことである。しかし、たとえば「ストレスチェッ

明し、残業を控えるように言っても、ほとんど問

ク又は面接指導は、事業場の状況を日頃から把握

題の解決にはならない。
（ア）当該労働者には自身

している当該事業場の産業医等が実施することが

の労働時間を減らす権限はないと同時に（イ）産業

望ましい」とのストレスチェック指針 にあるよう

医には業務命令権がなく、使用者に対し意見を述

に、選任された事業場で産業医の能力を発揮する

べる、勧告することしかできないからである。従っ

には事業場の状況を具体的に把握する必要がある。

て、産業医は使用者に対し当該労働者の時間外を

以下、模擬事例として食品の製造販売を行う労

月あたり 45時間未満に削減するよう意見を述べた

３）

働者が 50人未満の小規模事業場について述べる。

ところ、次のような回答があった。

このような事業場には、少なくとも商品の企画、

当該労働者が従事する品質管理業務は彼以外で

製造、品質管理、設備機械の保全、販売、これら

は遂行困難で、最近第２子が生まれたこともあり、

を支援する間接業務など多彩な業務が存在する。

生活のための残業代が必要とのこと。そこで産業

（ア）
これらの業務には固有のリスクが内在し、
（イ）

医は使用者との間で、当該業務の応援が可能な労
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コンサルタントが（ア）事業場の状況を理解し、

働者はいないのか、その業務をもう少し効率化で
きないか、など具体的な問題解決につながる協議

（イ）その実情にある程度共感しているということ

を行った。その結果、品質管理業務に複数の要員

が信頼関係の大前提となろう。これは個人間に当

を手配するための準備として、過去に業務経験の

てはまると同時に、個人 ‐ 事業場間にも当てはま

ある役員が当該労働者のサポートを行うことにな

る原則であり、カウンセリングの用語でいえば共

り、時間外は漸減し、3か月後は 60時間台となり睡

感的理解である。

眠障害も改善した。
一定のスキルを備えた産業医ならば、以上のよ

② 共通言語は相手の用語を使用する
次に信頼関係の前提となるのが共通言語である。

うな分析と協議十分可能であり、社会保険労務士
にとっても連携は容易であろう。しかし、率直に

使用者、社会保険労務士、あるいは産業医という

言って、小規模事業場においては、１（３）で述

業務や専門の異なる者同士が、問題解決のために

べたように産業医の機能が不十分であることか

協議をする場合、基本的な概念に関わる双方ある

ら、社会保険労務士と産業医の連携は容易ではな

いは三者における共通言語が問題となる。たとえ

い。また専属産業医や労働衛生コンサルタントと

ば、ある事業場における監督者の地位名がリー

して産業医業務が主たる収入源となっているプロ

ダーであったとする。社会保険労務士が使用者と

フェッショナルな産業医をモデルにして、社会保

協議をする時に係長という用語を使用すれば、相

険労務士との連携を論じるのは現実離れしている。

手の理解や共感は得にくい。従ってコンサルタン

とはいえ、社会保険労務士が産業医学の知見を身

トが用いる共通言語は、自身の専門領域の用語で

につけて、産業医のように振舞うのは困難である。

はなく、顧客のそれを使用すべきである。

というよりも、プロフェッショナルな産業医とい

社会保険労務士や産業医が相手の用語を使えば

えども、再三述べたように事業場の実状は千差万

「先生は、当社の状況をよく理解されている！」と

別であるから、使用者以上にそれを把握するのは

信頼感が高まるのである。

困難である。また１（１）で述べたように産業保健
の担い手は使用者とその債務が委任された管理監

２

人事労務管理としてのメンタルヘルス対応

督者であるから、彼ら自身の問題解決や意思決定

以上が使用者をめぐって、社会保険労務士と産

が促されるような条件を作り出すことが要点とな

業医の連携に関する総論であるが、本項ではメン

る。主として社会保険労務士がこのような条件を

タルヘルス対応という各論について述べる。うつ

作り、使用者が自主的に一定の改善を行うために

病をはじめとしたメンタル不調への対応として、

何が必要かを次に述べる。

最も望ましいのは職場環境改善による未然防止（一
次予防）で、主要な柱として長時間残業の抑制とパ

（５）使用者との信頼関係の源泉

ワーハラスメントの防止である。前者は働き方改

社会保険労務士が行う問題提起を、使用者が受

革関連法、後者は改正労働施策総合推進法に示さ

容するか否かは、コミュニケーション理論から類

れている。しかし、個々の労働者における仕事の

推すると、学問的（法学）な知識や説得力（論理性）

あり方は先に示した事例のように、容易に改善で

よりも、専門家、いわばコンサルタントに対する

きるものではない。したがって、事業場規模の大

信頼感である。月並みであるが、
「難しいことです

小を問わず、メンタルヘルス対応は、早期発見（二

が、先生がそこまで言うなら考えてみましょう」

次予防）が中心にならざるを得ない。

という文脈、人間関係の有無に尽きる。この信頼
関係を作り出す条件には以下の２点が関係すると

（１）メンタルヘルス対応の基準は勤怠
二次予防について重要なのは、厚労省の４つの

推察される。

ケアに含まれる「ラインによるケア」であり、安
① 事業場の状況を理解し、共感している
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ル不調を予見しうる兆候がみられた場合、発病も

学上の重要な兆候であり、医師が労務不能を判断

しくは悪化を防ぐ義務が生じる。では、この兆候、

する根拠となる。第 25回日本産業ストレス学会ラ

サインは何であろうか？

ンチョンセミナー２『公平と公正に配慮した休復職

部下の表情や言動を重視する識者がいるが、現

の臨床』における三井記念病院精神科 中嶋義文医

代人の多くは他人からの評価・批判に敏感で、周囲

師が休職等を命じる基準は、連続する４週間で総

に気を遣い、元気そうに振舞うのが常である。当

計６日以上欠勤した場合、すなわち稼動率が７割

然のことながら、上司は精神科医やカウンセラー

に満たない状況と述べた。このように専門医が医

ではないから、表情や言動の解釈は困難である。

学的な症状や所見から種々の判断をすることを疾

半面、管理職が日々の業務で否応なく目にするの

病性の判断という。

は部下の働き方すなわち労務提供の不具合である。
仕事の処理速度やケアレス・ミスなどの労務提供に

③ 事例性の判断

おける質的な不具合、勤怠のような量的な不具合

産業医が選任されていない小規模事業場や、選

は心身の不調の指標として有用で、中でも勤怠が

任されていても、その活動時間が前述した月当た

重要である。

り 5時間という事業場では疾病性の判断は困難であ

ちなみにワークショップ事例のような突然の勤

る。これに対して精神保健の分野では事例性の判

怠不良の理由として、社会性の乏しい学生のアル

断という概念がある。事例性とは、大西守によれ

バイト等は別にして、意図的な怠業は稀と推察さ

ば「上司の命令に従わない」
「勤務状況が悪い」
「仕

れる。

事がいいかげんだ」「周囲とのトラブルが多い」な
ど実際に呈示される客観的事実４） である。これら

① メンタル不調のサインとしての当日連絡欠勤
とりわけメンタル不調による欠勤の特徴は、
（ア）

の現象はまさに雇用契約における労働者の義務（図
１）の不履行であり、言い換えると労務提供の不具

当日朝の始業前後にメールや電話などによる連絡

合である。このうち上司の主観に左右されない最

で、
（イ）
「体調不良」
「風邪っぽい」などの曖昧な

も客観的なものが欠勤である。

理由により、年次有給休暇の取得を申し出るもの
である。
（ア）と（イ）を満たす欠勤を著者は当日連

図１

雇用契約上の労使双方の義務

使用者の義務
（債務）

絡欠勤と定義し、メンタル不調に特徴的で、ワー
クショップ事例の欠勤はまさに当日連絡欠勤であ
る。
（イ）が該当しない、たとえば腰痛、下痢など
明確な症状を理由にした欠勤は、身体疾患の可能

1. 賃金支払義務
2. 安全配慮義務

性が高い。
当然のことながら有給休暇消化の形式をとって
も、心身の不調を理由した欠勤は内容的には病欠
である。正常な判断力を喪失した重いメンタル不
調や、一部の社会性の乏しい若手が高ストレス状

労働者の義務
（債務）
1. 労働義務と職務専念義務
2. 業務命令に従う義務

3. 誠実義務と職場秩序遵守義務

態になると無断欠勤もあり得るが、例外的ともい
える。

④ 当日連絡欠勤が月 2日以上あれば受診勧奨する
では、月当たりの当日連絡欠勤が何日あればメ

② 労務不能の指標としての欠勤と疾病性の判断

ンタルクリニックなどの専門医への受診を勧奨す

メンタル不調による当日連絡欠勤は労務提供能

べきかについて検討する。この基準における精神

力の量的な不具合であり、必ずしも早期発見とは

医学的なエビデンスは乏しく、やはり事例性の判

限らないが、労働者の言動を解釈する必要がない

断が有用であり、結論からいえば月あたり 2日が妥

客観的指標として有用である。また欠勤は精神医

当と考える。
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厚労省リーフレットシリーズ労基法

図２

勧奨指導における合理的配慮

ジコイタ法

39条によれば、通常労働者の年次有給
休暇の付与日数は勤続６年半以上で年
間 20日とされている。従って月あたり
２日の当日連絡欠勤は１年で 24日であ
るから、これを放置すれば年次有給休
暇の限度を超えることが予想される。
つまり当該労働者は疾病のために債務
の本旨を満たさない可能性が予見され
るので、使用者は安全配慮義務上から
も当該労働者に医療受診を勧奨すべき
ものと思われる。
（２）合理的な配慮にもとづく勧奨指導
ワークショップ事例におけるメンタ
ルヘルス対応の要点を述べれば、当日
連絡欠勤が繰り返された時点における受診勧奨で
ある。ちなみに心身の健康障害が疑われる労働者

「就業規則違反ととられかねない。あなたらしく
ない行動です」などという。

に対し、使用者は受診を業務命令できる。しかし、
わが国における企業の業務及び人事労務管理にお

イ

言い訳をさせる

いては業務命令という手法は馴染みにくい。青木

「どうして、こんな風になったのか、教えて欲し

昌彦によれば日本企業の管理の特徴は、米国企業

い」と訊く。ここまで丁寧に話せば、テレワーク

のように解雇権をもつマネージャーがトップダウ

による体調不良という理由が述べられるだろう。

ンで業務命令を行う垂直管理ではない。労働者集

「すいません、以後注意します」と一方的な謝罪の

団の横のつながりにより上司の意向を忖度し、自

場合も、「どんな事情で欠勤になったのか、是非、

ら進んで業務を遂行させるという水平管理５） が中

教えて欲しい」と訊く。ちなみに「なぜ休んだ？！」

心であるからだ。

という”なぜ”という単語は詰問となるので控え

まして現代では、事例のように懲戒処分を念頭

るべきである。

に置く業務命令はパワーハラスメントとみなされ
かねない。よって、健康管理をはじめとする人事
労務管理には勧奨指導という手法が必要となろう。

タ

対策をたてる、たてさせる
体調不良なら医療受診や産業医面談を命じる。

ルール違反への対応や医療受診対応は、一部の労

謝罪を繰り返すなら、「では、どうやって改善すれ

働者に大きなストレスになり得るため、勧奨指導

ば良いと思う？」と返す。「もう少しがんばります」

には合理的配慮が欠かせない。以下に具体的な方

など、取り繕い的な返答でも、「私の助言に対応し

法としてジコイタ法 を図２に示し解説する。

てくれてありがとう」と言う。

６）

ジ

（３）書面化

事実の指摘
無断欠勤、遅刻という事実の指摘

以上を助言書あるいはアドバイス書という表題
で書面を作成し、署名させる。一般に、法律専門

コ

家の見解として合意書、確認書などの標題で書面

根拠を示す
勧奨指導の根拠として、使用者の主観ではなく、

就業規則のような客観的な基準を示す。
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に置いたものである。今後は懲戒処分を想定して

産業精神保健における社会保険労務士と産業医の連携

いない通常の勧奨指導にも書面を用いることが適

なお、勧奨指導の前後で、「いつも会社のために

切と思われる。その目的は何より指導内容の理解

奮闘してくれて、ありがとう」などねぎらいの言

促進にある。また、勧奨指導を行う側も、書面に

葉を入れれば、会社と担当者に対する信頼感（昔風

もとづく説明は、自らの感情を安定させパワハラ

にいえば忠誠心）が高まり使用者の勧奨指導に応じ

のリスクを低下させうる。

やすくなる（図２）。
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ワークショップ①
社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～働く人の笑顔を作る 事例を通して考える社労士のこれからの使命～

社会保険労務士・産業医が媒介する
使用者と労働者とのコミュニケーション
Communication between Companies and Workers Mediated
by Labor and Social Security Attorneys and Industrial Physicians
大阪労災・労働法律事務所

四方 久寛

Osaka worker injuries & labor law firm

Hisanori Shikata

[要 約]

労働者のメンタルヘルス不調は、使用者、労働者双方に大きなコストと損失をも
たらすため、早期にメンタルヘルス不調を察知し、対策を講じなければならない。
そのためには、社会保険労務士等の人事労務の専門家と産業医等の産業保健の専門
家が、労働者の心を解きほぐしつつ、使用者に対処法について助言をし、相互に連
携をとりながら使用者と労働者のコミュニケーションを媒介して、メンタルヘルス
不調の原因の除去に務める必要がある。
[ キーワード ] メンタルヘルス , 社会保険労務士 , 産業医 , 連携 , コミュニケーション
[Abstract]

Workers' mental health problems cause great costs and losses for both
employers and workers. Therefore, it is necessary to detect mental health
problems at an early stage, investigate the cause, and take countermeasures.
For that purpose, it is necessary that personnel and labor specialists such as
labor and social security attorney and occupational health professionals such
as occupational physicians relax the minds of workers, give advice to employers
on dealing with mental health problems, work together to eliminate the cause of
them through by mediating communication between employers and workers.
[Keywords] Mental health, certified social insurance labor consultant,
industrial physician, cooperation, communication

１

メンタルヘルス不調の不経済
メンタルヘルス不調で休職する労働者の話やパ

ワハラ被害による自殺の報道に接しない日はない
というぐらい、近時、労働者のメンタルヘルス不

の結果に繋がり、労働者の生活を脅かすものであ
ると同時に、職場における人間関係を破壊し、使
用者の生産性を損なうことになる。
使用者が、メンタルヘルス不調に起因すると思

調の問題がクローズアップされている。ふだん、

われる遅刻、無断欠勤、職場での暴言といった問

弁護士として、職場における労働者の問題を専門

題行動のあった労働者を懲戒処分や解雇にしたり、

的に扱っている私の事務所でも、パワハラ被害や

メンタルヘルス不調のために長期間にわたり休職

メンタルヘルス不調に関する相談が、法律相談全

した労働者を休職期間満了によって退職したもの

体のかなりの部分を占めている。

と扱ったりした結果、その法的効力が争われたり、

労働者のメンタルヘルス不調は、こじれると労

メンタルヘルス不調を起こした労働者が労災申請

働者の休職、休職期間満了による退職、解雇など

や使用者に対する損害賠償請求をしたりといった
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例は枚挙に暇がない。きちんと手続きを踏んでい

２

問題を早期に把握する

ない懲戒処分、性急な解雇や退職扱いは敗訴の可

労働者のメンタルヘルス不調に起因する紛争を

能性もあるし、時間外労働が月 100時間を超える

予防し、人材を有効に活用するためには、まず、

ような長時間労働の中でのメンタルヘルス不調は、

問題を早期に把握することが必要である。

労災認定され、使用者が安全配慮義務違反に問わ

労働者が体調不良を訴え始めたり、メンタルヘ

れる可能性が高い。たとえ敗訴せずとも大きなコ

ルス不調に起因すると思われる遅刻、無断欠勤、

ストがかかる。ひとたび事が法的紛争に発展すれ

職場での暴言といった問題行動を起こし始めたり

ば、事実上、雇用関係を終わらせる方向でしか解

した段階では、使用者も、まだそれほど事態を深

決できないため、極めて不経済である。

刻には受け止めておらず、通常業務の中で、労働

また、メンタルヘルス不調に陥る労働者の中に

者に指導をする程度にとどめ、そうした情報が人

は、もともとは真面目に淡々と勤務し、特に問題

事担当者にもたらされることすらないかもしれな

のなかった労働者が少なからずいる。メンタルヘ

い。しかし、この段階で、使用者が産業保健の専

ルス不調の原因が何にあるにせよ、労働力不足が

門家である産業医等への面談を促していれば、メ

ささやかれる今日において、そうした貴重な人材

ンタルヘルス不調の状況を把握し、適切な対応を

を失うことは使用者にとって大きな損失である。

とることができる可能性がある。もっとも、その

したがって、そのような事態に至る前に問題を

ためには、人事担当者や管理職の中に、メンタル

解決したいが、厄介なことにメンタルヘルス不調

ヘルス不調が疑われる場合には、早期に労働者に

は見た目にわかりにくく、周囲や、場合によって

産業医等への面談を促すことが望ましいとの意識

は労働者本人も気付かないままに進行し、気付い

づけがなされている必要がある。そうした意識づ

た時には深刻な状態になっていることが少なくな

けをおこない、使用者と産業医等を繋げるのは、

い。また、メンタルヘルス不調の原因が労働者の

顧問として使用者の人事労務全般に助言を与える

個人的事情にある場合はもちろん、職場にある場

社会保険労務士である。

合であっても、ごく当たり前に思える職場でのや

労働者のメンタルヘルス不調が進み、メンタル

り取りや、上司、同僚、部下との性格的な相性が

ヘルス不調に起因すると思われる問題行動に対処

原因となっている場合には、メンタルヘルス不調

するため、懲戒処分や配置転換をおこなったり、

を予期することも難しい。労働者のメンタルヘル

メンタルヘルス不調を理由とする欠勤が長引く労

ス不調を見逃さないためには、人事労務や産業保

働者に休職を命じるような段階になると、使用者

健の専門家の支援が必要である。

によっては、その前提として労働者に産業医との

さらに、問題を把握できたとして、労働者のメ

面談を求めたり、社会保険労務士の助言を受けた

ンタルヘルス不調を解決することは容易ではない。

りすることにもなろう。ただ、懲戒処分、配置転換、

メンタルヘルス不調が進行すると柔軟な思考が難

休職命令のいずれも、労働者に与える衝撃が決し

しくなるし、一般に柔軟な思考を不得手とする労

て小さくはなく、労働者の使用者に対する不信感

働者のほうがメンタルヘルス不調を来しやすいと

を強めたり、メンタルヘルス不調を悪化させたり

思われるため尚更である。メンタルヘルス不調の

する危険もあるため、慎重な検討をおこない、十

原因は、労働者の心の奥底にあり、職場の上司や

分な手続き（労働者への事情聴取と使用者の見解の

同僚らがそれを聞き出すことは困難である。労働

説明）を踏み、その後も労働者へのフォローを試み

者のメンタルヘルス不調の原因を探り、当該労働

ることが必要である。そのように丁寧な対応がな

者、または上司、同僚、部下が問題を受け止めた

されれば、労働者の心のもつれを解きほぐし、再

うえで、メンタルヘルス不調が原因で壊れかけた

び労働者を戦力として職場に迎え入れることがで

職場の人間関係を回復するには、丁寧なコミュニ

きる可能性もある。

ケーションが必要である。これにも、やはり人事
労務や産業保健の専門家の支援が不可欠である。

しかし、労働者のメンタルヘルス不調が長引き、
なかなか復職ができなかったり、メンタルヘルス
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不調に起因すると思われる問題行動の収拾がつか

うことができるのが、人事労務や産業保健の専門

なくなってきたりすると、使用者としては労働者

家である。

を休職期間満了によって退職したものと扱ったり、

以下、詳細に述べる。

解雇したりするより他なくなる。ここまで事態が
進んでしまうと、使用者は、法的紛争になった場

（１）社労士が果たしうる役割

合に使用者のとった措置の効力が否定されないよ

このうち人事労務の専門家である社会保険労務

うに弁護士または社会保険労務士に助言を求める

士等は、主として使用者に対し、メンタルヘルス

ことになるであろうし、産業医の協力を受けると

不調を抱えた労働者に対する柔軟な対応を求め、

しても、それは復職不可の意見をもらうための手

当該労働者とのコミュニケーションの重要性を説

続きにすぎなくなってしまう。この段階で、労働

くことになる。具体的には、問題行動に対処する

者のメンタルヘルス不調の原因を探り、職場の人

ため、懲戒処分や配置転換をおこなったり、メン

間関係を調整し、使用者と労働者の信頼関係を回

タルヘルス不調を理由とする欠勤が長引く労働者

復することは現実的ではない。

に休職を命じたりする前に、メンタルヘルス不調

このように、労働者のメンタルヘルス不調につ

を抱えた労働者と繰り返し面談をおこない、労働

いては、早期に問題を把握することが、紛争を予

者の使用者、上司、部下、同僚に対する不信感を

防し、人材を有効に活用するために不可欠である。

生み、強めることのないよう注意を払いながら、
労働者が抱えている精神的なストレスが何である

３

コミュニケーションを促進する

かを話し合い、労働者自身に問題があるのであれ

労働者のメンタルヘルス不調の原因は、労働者

ば改善を促し、職場に問題があるのであれば使用

自身の性格や個人的事情に起因する場合もあれば、

者の側で対処することを約束するよう、使用者（役

過重な業務や職場での人間関係に起因する場合、

員や人事担当者）を促すのである。

それらが複合する場合、原因がはっきりしない場

この場合の人事労務の専門家は、弁護士より社

合などがあって、原因を特定することは難しい。

会保険労務士のほうが望ましいだろう。弁護士は

ただ、労働者のメンタルヘルス不調が生じたとき

既に発生してしまった法的紛争を解決することを

に、労働者にその原因に気付かせ、あるいは業務

主たる職域としており、どうしても問題を法的紛

や職場に原因がないか検証することができれば、

争の観点から見てしまうからである。その場合、

メンタルヘルス不調の悪化を防ぐことができる可

人材の有効活用という観点は捨象されてしまう可

能性がある。そのために必要なのは、使用者と労

能性が高い。他方、社会保険労務士は、顧問とし

働者、労働者相互（上司と部下、同僚間）のコミュ

て当該使用者の人事労務に日常的に関与していれ

ニケーションである。

ば、当該使用者の業務内容、経営状態、社風など

しかし、職場には立場も性格も異なるさまざま

をよく知っているため、単に法的紛争の観点から

な労働者がいて、そのすべてがうまくコミュニ

ではなく、より良い経営のためにどのように人材

ケーションをとることができることなど、望むべ

を活用するかという視点からも使用者に助言を与

くもない。むしろ、コミュニケーション不良がパ

えることができるだろう。

ワーハラスメントの形で現れたり、労働者が職場

もっとも、労働者のメンタルヘルス不調が改善

での疎外感からメンタルヘルス不調に陥ったりす

しなかった場合には法的紛争に発展する可能性も

るなど、コミュケーション不良自体がメンタルヘ

あるから、社会保険労務士は、単なる法律の条文

ルス不調の原因であることが多い。このため、使

にとどまらず、判例にまで踏み込んだ知識に基づ

用者と労働者、労働者相互のコミュニケーション

いて、使用者が法的に無理のある対応をとること

を促進するには、使用者と労働者、労働者相互の

のないよう使用者を導かなければならない。また、

不信を和らげ、コミュニケーションを仲介する第

顧問関係を維持するために、安易にメンタルヘル

三者の存在が必要である。この第三者の役割を担

ス不調を抱えた労働者との関係を終わらせようと
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する使用者に迎合することがあってはならない。

（３）社労士と産業医の連携
そして、最後に使用者と労働者をつなぐのは、

（２）産業医が果たしうる役割
他方、メンタルヘルス不調により閉ざされた労

人事労務の専門家と産業保健の専門家の連携であ
る。

働者の心を解きほぐすことができるのは、産業医

産業医等は、自らの中立性を労働者に疑わせる

をはじめとする産業保健の専門家である。労働者

ことを避ける観点からも、面談内容の秘密を守る

の言葉に耳を傾け、メンタルヘルス不調の背景に

観点からも、当該労働者から聞いた事情を使用者

何があるのかを探り、労働者自身に問題があるの

にストレートに伝えることはできない。それが許

であれば、当該労働者にそのことを気付かせ、ま

されるのは、当該労働者から明示的に、使用者へ

た、使用者に問題があるのであれば、当該労働者

の伝達について依頼、同意を受けた場合に限られ

の同意を得たうえで使用者に当該労働者の言い分

る。このため、産業医等がせっかく労働者の抱え

を説明したり、使用者に対して当該労働者の言い

る問題を把握することができたとしても、使用者

分を聞くよう促したりする必要がある。

に労働者に対する処分の再検討を求めたり、職場

ただ、産業医等の産業保健の専門家が労働者と

環境の改善を具体的に促したりすることができず、

面談する場合に注意しなければならないのは、産

そのままでは、使用者と労働者、労働者相互のコ

業医等は、使用者が依頼をして、労働者に面談や

ミュニケーションを十分に媒介したことにはなら

カウンセリングの機会を提供するものであるが故

ない。

に、既に使用者に対する不信感を抱いている労働

そこで、産業医等は、労働者から聞いた具体的

者は、当該専門家の中立性を強く疑い、警戒し、

な事情を使用者にストレートに伝えるのではなく、

心を開かず、場合によっては面談を拒否すること

使用者の顧問である社会保険労務士に対して、同

もあるということである。このため、これは精神

種の事情がある場合に一般的に使用者の側で検討、

医学の専門医や産業カウンセラーなどの心理職に

改善すべき項目として、抽象的に情報提供するこ

ついては釈迦に説法であろうが、労働者が心を閉

とが考えられる。産業医等が、社会保険労務士等

ざしてしまわないよう、面接技法に十分に長けて

からの紹介を受けて選任されていた場合には、こ

いることが必要である。

のような連携をとることはより容易であろう。

また、使用者は、産業医面談を、単にメンタル

そうした情報の提供を受けた社会保険労務士等

ヘルス不調を抱えた労働者を休職させ、労働者の

は、こちらもやはり個人情報保護の観点に細心の

復職を拒むための手順として利用してはならない。

注意を払いながらではあるが、当該労働者への対

他方、産業医は、社会保険労務士について述べた

処についての使用者への助言に反映させ、使用者

のと同様、使用者に迎合することがあってはいけ

が当該労働者と一層のコミュニケーションを図る

ないし、労働者に不安を抱かせることのないよう、

よう促すことができるだろう。

最低限の法律の知識や、面談内容の秘密を守る意
識を持っておく必要がある。
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紛争の未然防止・解決に向けた
社会保険労務士の役割とは
Prevention of dispute and the role of certified social insurance labor consultant toward the resolution
全国社会保険労務士会連合会

石倉 正仁

Japan Federation of Labor and Social Security Attorney's Associations

Masato Ishikura

[要 約]

今回のワークショップは、社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方に
ついて、例示を基に産業保健スタッフと弁護士、更には社会保険労務士が議論を行
い、探求して行くことが主題であった。
本稿は、全国社会保険労務士会連合会の役職者として、社会保険労務士の存在意
義や職責、課せられた使命を紐解き、社会保険労務士の業務遂行にあたってのある
べき基本姿勢を説くものである。
[ キーワード ] 社会保険労務士 , 存在意義 , 職責 , 使命
[Abstract]

The main subject of this workshop was to explore forms of cooperation
between labor and social security attorneys and occupational health staff
through discussion among occupational health staff, attorneys, and labor and
social security attorneys, based on examples.
In this paper, the author, an official of the Japan Federation of Labor
and Social Security Attorney's Associations, describes the importance,
responsibilities, and missions of labor and social security attorneys and explains
basic approaches that should be taken in the performance of their duties.
[Keywords] Certified social insurance labor consultant, significance of existence,
job responsibilities, mission

1. 社会保険労務士の現状

等による労働条件の変化も起こり、長期不況も相

昭和 43年 6月 3日に制定公布され、同年 12月 2

まって、個別の労働者と使用者のトラブル「個別

日に施行された社会保険労務士法に基づく社会保

労働関係紛争」が急増していた。この状況に対応

険労務士制度は、労働及び社会保険に関する法令

するため、「個別労働関係紛争の解決の促進に関す

の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な

る法律」が制定され、都道府県労働局の紛争調整

発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的

委員会によるあっせん制度が導入された。社会保

とするものであり、国民生活と企業の事業運営に

険労務士会としては、47都道府県会に総合労働相談

密接に関わる労働社会保険諸法令に精通した身近

所を開設し、個別労働関係紛争の未然防止や円満

な専門家として、全国 44,000人が活躍する資格と

な解決に向けた取り組みを始めることになる。そ

なった。

の後、司法制度改革の中で、それまで行政等が行っ

平成 11年 7月 27日に国民が利用しやすい司法

た来た裁判外紛争解決手続について、法務省の認

制度の実現等を目的とした司法制度改革審議会が

証を受けた民間事業者が行うための「裁判外紛争

設置され、裁判以外の紛争解決方法の普及と社会

解決手続の利用の促進に関する法律」が制定され、

保険労務士等の専門家の活用が審議された。また、

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士

この頃には、非正規雇用の増加、成果主義の導入

が個別労働関係紛争の解決を自ら行い、その使命
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を果たせるよう民間型 ADRとして認証 ADR機関

うに努力を続けていったのである。

を設立し、平成 20年に「社労士会労働紛争解決セ

更に、労働省、厚生省の関与もあり、それぞれ

ンター」を開設することとなる。現在では、45の都

の任意資格の立法化、つまり国家資格への協議が

道府県会においても ADR機関が開設され、多くの

行われ、法制化の準備が進められ、任意資格を所

事案解決に寄与している。

管する団体間の互譲の精神により、一つの資格で

1)

表１

ある「社会保険労務士法」という法律が議員立法

あっせん事案別件数累計と割合

解雇・退職・雇い止め

580件

49.4%

60件

5.1%

賃金未払・サービス残業・退職金

263件

22.4%

パワハラ・セクハラ・いじめ

185件

15.7%

87件

7.4%

労働条件

その他

※その他については、個人情報の流失に対する賠償請求、社会保険手続きなど

2. 社会保険労務士制度の誕生と精神
労働紛争に関する現状の社会保険労務士会の対

により、昭和 43年に成立を見ることが出来た。
国会審議における立法主旨説明で言われたこと
は、「中小企業では、労務および社会保険関係の専
門部署を企業内に持つ余力がないため、これらの
専門家を部外に求めているのが現状であるので、
労働社会保険関係の法規に通暁し、適正な労務指
導を行い得るような専門家が多く生まれることが
極めて望ましい」「社会保険労務士制度の創設によ
り、中小企業の労務改善に画期的な役割を果たす

応については、前述の通りであるが、そもそも社

とともに、労働社会保険行政の外延的存在として、

会保険労務士という国家資格が誕生した経緯やそ

行政の浸透に大きく役立つものと考えられ、特に

の誕生に込められた精神について、考察してみる

今後の労働社会保険の小規模事業所への適用拡大

こととする。

の実施にあたっては、欠くべからざる存在になる

歴史的には、第 2次世界大戦後の我が国社会に

ものと期待されている」と述べられており、現在

おいて、労働基準法や労働安全衛生法の制定が行

に置き換えたとしても、そのまま使える状況が続

われ、所管する労働基準監督署が設置され、また

いており、普遍のものとも言える。

労働組合活動の活発化が生まれたことが、「労務事

社会保険労務士は、国民の利益を擁護する資格

務代行業」の出現を生んだという背景に由来する。

として存在し、法的には、8次に及ぶ改正を経てい

つまり、労働基準法による労働条件の基準化を迫

るが、立法当時から現在まで一貫して不変なこと

られた中小・小規模事業者は、
「署」のついた新しい

は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専

役所と新しい法律に対する恐怖心があったと想像

門知識を涵養し、理論と実務に精通するべきこと。

され、書類の作成や提出行為については、日々、

社会保険労務士としての品格を保持し、知識の涵養

多忙な業務に追われている中小・小規模事業者に

を行い、依頼者の信頼に応えていくこと。ここに

とっては、
「労務代行業」への需要が高まっていっ

社会保険労務士の神髄としての精神が現れている。

たと言える。
昭和 30年代に入ると、我が国経済は、右肩上が
りの高度成長期に突入し、深刻な人手不足の状況

3. 社会保険労務士法第1条(目的)

第1条の2(職責)

では、次にもう少し、社会保険労務士に関して、

が訪れる。求職者の条件として社会保険に加入し

条文を掘り下げて考察してみたいと思う。ここで

ている事業所であるか否かが判断基準に反映され

は、法第 1条と法第 1条の 2について言及を試みる

る傾向が強まり、中小・小規模企業は、加入条件厳

ここととする。

しさに苦労をしていたが、その仕事にも労務事務
代行事業者が力を発揮することなった。

第 1条は、目的として「この法律は、社会保険
労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、

このような背景から、生まれたのが、
「労務管理

もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実

士」や「社会保険士」と称する任意資格であり、

施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働

それぞれが、自らの団体を作って、自主的に規制

者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と

を行い、資格としてのガバナンスを維持出来るよ

規定されており、全国社会保険労務士会連合会発
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行の詳解 2)(以下、社労士法詳解という )では、
「法律

益を擁護するためだけでなく、公共の利益を保護

をもって社会保険労務士の制度を定める直接の目

するためである。その立場とそれより生ずる責任

的は、社会保険労務士の業務の適正化を図ること

の自覚が欠落するとき、行政及び民間双方からの

であるが、その究極の目的は、労働及び社会保険

信頼を失う結果になる。」と解説している。

に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全

社会保険労務士という資格が、司法参入を果た

な発達と労働者等の福祉の向上に資することにあ

し、紛争解決手続代理業務も手掛けることが出来

る。近時の国民の労働・社会保険行政サービスに対

るようになったが、このことは、依頼者のために

する需要の増加と他方において行政機構の簡素化

行政に対して申請、主張等をするという一方通行

が進められるなかで、今後、民間の労働・社会保険

的な業務とは異なり、相対立する当事者の一方に

問題の専門家としての社会保険労務士の果たす役

立って紛争の解決に寄与するという双方向的とも

割は一層その重要性を増すものと考えられる。特

言える業務を行うこととなるので、依頼者である

に最近の経済情勢の動向、少子高齢化を中心とす

当事者に対しては勿論、相手方の当事者に対して

る社会情勢の変化に伴う労働者の就業形態の多様

も品位の保持及び公正な立場の維持が一層強く要

化、労務管理の複雑・高度化等によって労働・社会

請されることになるのである。法第 1条、第 1条の

保険制度に関する国民の関心が高まる半面、自ら

2については、社会保険労務士の在り方を明確にし、

の労働条件、処遇等の在り方についての問題意識

特に公正な立場で業務遂行を行うという、崇高な

が持たれるようになってきている。このような状

理念に基づいて規定されていることを認識すべき

況においては、専門家による適切なアドバイスが

である。

必要であり、ともすれば発生しかねない紛争の予
防・解決に専門家である社会保険労務士の活動が待
たれるところである。」と解説されている。

4. 公共の利益を保護
前述のように、社会保険労務士と言う資格は、

また、法第 1条の 2では、
「社会保険労務士は、常

自らの職業的利益を擁護するためと言うより、公

に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精

共の利益を保護するために存在しているという位

通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わな

置づけで理解することが正しい理解と認識してい

ければならない」と規定されている。社労士法詳

る。つまり、労働および社会保険諸法令に関して

解では、
「品位」について、
「社会保険労務士は、法

は、国家として国民の利益を規定しているのであっ

律によって、その資格を付与され、公の信用力を

て、その法律に基づいて、書類の作成、提出を行

背景に、一定の業務に従事する独占的な立場が認

う業務が社会保険労務士の業務であるならば、当

められている。なにゆえ、社会保険労務士に、こ

然のことである。昨今、建設業や製造業における

のような特別な立場が法律によって認められるの

労働災害は、減少傾向にあるが、一方で、メンタ

か。それは、社会保険労務士のもつ専門的職能に

ルヘルス疾患を発症する従業員が散見され、産業

対する社会の信頼に基づくものなのである。これ

医の業務が多くなってきている。このような現状

に応える社会的責任が、ここにいう「品位」の実

を少しでも良い方向に向かせていくためには、我々

質的な意味である」とし、
「公正な立場」については、

社会保険労務士が関与する企業内において、労働

「依頼者から労働及び社会保険に関する事務の処理

基準法や労働安全衛生法に基づく措置を履行して

を委託されているのであるから、なによりも依頼

いくことが、大切である。「事業の健全な発達と労

者の立場に立って行為するべきことは当然である。

働者等の福祉の向上の資することを目的とする」

しかし、他方、法律によってその資格を付与され、

という身分法の目的から紐解けば、事業の健全な

独占的に一定の業務に従事する専門家としての立

発達と労働者等の福祉の向上は、相互に作用し、

場も見失ってはならない。法律が社会保険労務士

高めあうことによって、国民の利益につながるの

に、独占的に一定の業務に従事する立場を認める

であって、どちらが高位に位置するというもので

ゆえんは、もちろん、社会保険労務士の職業的利

もない。ストレスチェックの実施や、衛生委員会
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での議論内容を実践し、産業医との連携を行って

が実情である。そのような時に就業規則では、ど

行くことで、少しでも国民の利益に資することが

のように規定されているのかを確認しつつも、調

出来るよう、心掛けていくべきである。

査、分析、企画、実行、評価の原則にのっとり、

全国社会保険労務士会連合会は、
「人を大切にす

その原因がどこにあり、もし、社内にあるのであ

る企業づくり」から「人を大切にする社会の実現」

れば、それを改善する方策を一緒に考え、実行に

へ。というコーポ―レートメッセージを出してい

移し、改善を促していくことが理想であるが、往々

る。事業の現場においては、様々な人間が生産活

にして、経営側は、原因を社内に求めないことが

動に従事し、それぞれが、個の力を発揮し社会に

多い。長時間労働の是正や、不公平な処遇、パワー

貢献しているのであり、ここには、肉体的にも精

ハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの

神 的 に も 個 体 差 が あ る の は、 当 然 で あ る。 労 務

発生は、どこにでも起こりうることである。そん

管理に関与する社会保険労務士は、そこで起きる

な時に「あなたの家族に対しての処遇として、同

様々な事象に関し、
「人の心に寄り添う」という原

じことが出来るのか否か」を考えて欲しいと経営

点を忘れてはならないのである。

陣に進言することがある。遅刻や早退という現象
に対しても原因はあり、それを改善するために、

5. 紛争の未然防止・解決に向けた社会保険労務士の

上司も会社も協力出きる雰囲気が作れることが望
ましいのである。コロナ禍で退職する方々の離職

役割
「人の心に寄り添い」
「人を大切にする企業を支

理由でも人間関係と答える方が多いというのは、

援し」
「人を大切にする社会の実現を目指す」とい

良くも悪くもコミュニケーション不足に起因して

うメッセージは、社会保険労務士制度創設 50周年

いることが多い。常日頃から、従業員相互がコミュ

の時に、社会に発表したメッセージである。つま

ニケーションを大切にし、経営陣は、人財として

り、
「労働社会保険諸法令の遵守」はもとより「労使

の従業員の活用を進め、処遇に関しても、公平、

関係のトラブルの未然防止と紛争が発生した時の

公正な制度に基づいて行われるよう努めるべきで

交渉・解決を支援する労務管理分野の専門的な職業

ある。2011年に国連では、「ビジネスと人権に関す

人」の立場で仕事をするのが、社会保険労務士の

る指導原則」が採択され、日本政府は、2020年に

業務ではあるが、常に自ら職業的利益ばかりを追

「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定し、企

求するのではなく、社会保険労務士制度の果たす

業規模や運営状況、業種に関係なく、全ての企業

べき、目的と使命を遂行するように心がけなくて

に対して人権を尊重する責任を果たすことが期待

は、ならない。そこで、
「団体交渉など労使紛争を闘

されている。我々、社会保険労務士が関わる、安

争の場とするのも或いは、笑顔で取引する市場の

全衛生、賃金と福利厚生、労働時間、児童労働、

ごときものとするのも労使双方の誠意次第である」

強制労働、差別、ハラスメントなど従業員や利害

という言葉があるが、協力関係を維持するための

関係者の人としての尊厳を守ることが企業におけ

労使関係にするために、紛争の未然防止や紛争解

る「人権」への対応であるのならば、まさに社会

決に向けて、職場に笑顔を作るために社会保険労

保険労務士の業務の範疇であり、「人の心に寄り添

務士が果たす役割について、考察してみたい。

い」「人を大切にする企業を支援し」「人を大切に

一般的に、顧問先事業所からの相談としては、
「最

する社会の実現」を目指す、社会保険労務士の役

近、無断欠勤や遅刻、早退が多い従業員がいるの

割が、重要となって来ているのである。「いつもそ

ですが、どうしたら良いでしょうか ?」
「精神疾患

ばにいて頼れる存在の社会保険労務士」として常

を発症してしまった従業員がいます。どのように

日頃の業務遂行において、産業保健スタッフとの

対応したら良いでしょうか ?」と

連携を密に行い、企業の健全な体制づくりに力を

事後報告的な相談が持ち込まれることが多いの

発揮していくことが肝要である。
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ワークショップ①
社会保険労務士と産業保健スタッフの連携のあり方 ～働く人の笑顔を作る 事例を通して考える社労士のこれからの使命～

産業医の立場より
社会保険労務士との連携実装を模索する
Implementation of collaboration between Labor and Social Security Attorneys
and Occupational Health Staff ～ From the perspective of an occupational physician ～
伊東労働衛生コンサルタントオフィス

伊東 明雅

Ito Occupational Health Consultant Office

Meiga Ito

[要 約]

先行研究において、社会保険労務士の多くが労働安全衛生における役割を重要と
考えているにも関わらず、安全衛生業務を積極的に行うとする者は少なく、認識と
実施意向の乖離が挙げられている。産業保健の主体は事業者であり自主的な活動が
求められるが、事業者が健康管理体制構築の重要性や産業医の役割を理解していな
いことも多い。とくに中小規模事業場において、産業医と社会保険労務士が連携し、
事業者の主体性を高める支援を行うことを模索する。
[ キーワード ] 産業医 , 社会保険労務士 , 両立支援 , 連携 , 実装
[Abstract]

In a previous study, although many labor and social security attorneys
consider their role in occupational safety and health to be important, few
of them actively perform safety and health work, citing a gap between their
perception and their intention to implement it. The main body of occupational
health is the business operator, and voluntary activities are required, but there
are many cases where the business operator does not understand the importance
of building a health management system or the role of occupational physicians.
Particularly in small and medium-sized enterprises occupational physicians and
labor and social security attorneys should work together to provide support that
will enhance the initiative of employers.
[Keywords] occupational physicians, labor and social security attorneys,
health and employment support, collaboration, implementation

１．産業医および社会保険労務士の役割への理解
連携を進める第一歩は互いの専門性・立場・役割
への理解を深めることから始まる。著者は都内で

のうち、日本医師会の産業医学基礎研修（50単位）
を修了した認定産業医の数は 2019年に 10万人を
突破した 1)。

大小複数の事業場において嘱託産業医を務めるな

2019年 4月、働き方改革関連法のもと労働安全

か、社会保険労務士をはじめとする多職種との連

衛生法が改正され、
「産業医・産業保健機能」が強化

携実装を模索している。

された。産業医の独立性・中立性がうたわれ、産業

「産業医」とは、事業場において労働者が健康で

医は労働者の健康管理等を行うために必要な医学

快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門

に関する知識・能力の維持向上に努め、誠実にその

的立場から指導・助言を行う医師をいう。労働安全

職務を行わなければならないとされる。日本医師

衛生法により一定規模の事業場には産業医の選任

会認定産業医倫理綱領には、労働者と事業者の価

が義務付けられており、産業医の備えるべき要件

値観と自律を尊重しそれぞれが最善の判断ができ
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るように支援すること、専門家や担当者と良好な

との連携は互いを知ることから始まる。専門家と

関係を築き協力して産業保健活動を推進すること

してそれぞれの強みや限界は当然あるが、
「産業医」

等が述べられている 。

と一口に言っても、経験を積んだ専業者から認定

2)

かたや「社会保険労務士」
（以下、社労士）は、

講習を終えたばかりの者、バックグラウンドの臨

社会保険労務士法によって制度化された国家資格

床医学に内科や精神科、業務に対する熱意の程度

であり、労働及び社会保険に関する法令の円滑な

など様々であり、多様性に富んでいる。基本的に

実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労

産業医は毎月、定期的に事業場を訪問しているた

働者等の福祉の向上に資することを目的として業

め、契約先において日程調整の上、一度、人事担

務を行う。倫理綱領において社労士は中立公正を

当者・嘱託産業医・社労士の三者で顔合わせをし、

旨とする。
「リスクアセスメントを核とした諸外

互いの役割の確認や情報共有手段を調整するなど

国の労働安全衛生法制度の背景・特徴・効果とわが

連携の素地を整えておくと、事業者としても心強

国への適応可能性に関する調査研究」平成 28年

いであろう。

度報告書より、問い「中小企業（団体）の安全衛生

一方、産業医が未選任の事業場において、社労

の今後の担い手として適当と思うもの」への回答

士は事業場の労務管理の立場からメンタルヘルス

として、社会保険労務士（21.0％）が嘱託産業医

事案に関わることがある。森本らの研究では、メ

。労働者数 50人未満の

ンタルヘルスが関連する可能性のある従業員の相

小規模事業場では産業医の選任義務がないことか

談を企業から受けた経験をもつ社労士は半数弱で

ら、事業主自らあるいは衛生推進者が中心となり

あり、開業社労士は勤務社労士より、また社労士

産業保健活動を推進する必要があるが、このよう

歴 10年以上では、有意に相談経験を持つ傾向がみ

な小規模事業場ほど、社労士の果たす役割への期

られた 7)。

（15.2％）を上回っていた

3.4)

待は大きいといえよう。

また、社労士の業務実態に関する調査研究（2014
年～ 2015年）では、中長期的な視点で取り組みた
い業務として「メンタルヘルスについての個別的

２．産業医と社労士の連携に向けた素地
先行研究より、中小企業の産業保健活動活性化

な相談・アドバイス」は選択率が 21.9%、
「労働安全・

をめざした産業医等と社会保険労務士との連携に

衛生についての相談・アドバイス」は同 13.0％であ

関する課題として、調査（2010年～ 2011年）に協

り、両者には強い相関関係があった 8)。実務におい

力した社労士のほぼ全員が労働安全衛生において

ては、メンタルヘルス事案を発端として社労士が

社労士の役割を重要と考えているにも関わらず、

事業場外の専門機関、あるいは産業医業務を行う

今後、安全衛生業務を積極的に行うとする者は 2割

者に個別に相談のうえ対応経験を積み、事業者の

弱と少なく、認識と実施意向の乖離が挙げられた 。

信頼を得ながら徐々に対応領域を拡大していくこ

その解決策として、法令改正等の最新情報やメン

とが円滑であろう。

5)

タルヘルス対策に関する研修、産業保健スタッフ
との連携が必要とされてきた。

３．労働者の健康相談の在り方

東京都においては、日本医師会認定産業医の登

日本産業保健法学会 第１回学術大会のワーク

録数は約 16,000人 (2020年 3月末時点 )、東京都社

ショップ「社会保険労務士と産業保健スタッフの

会保険労務士会の登録数は約 11,000人（2021年 10

連携のあり方 ～働く人の笑顔を作る、事例を通し

月末時点） であり、実働の問題はあるが、実務に

て考える社労士のこれからの使命～」では、産業

おける産業医と社労士の一対一対応は不可能では

医が未選任の事業場における架空事例を取り扱っ

ないと考える。顧問契約のもと、企業の内部事情

た。在宅勤務における従業員の体調不良、勤怠不

に詳しい社労士とタッグを組むと、経験を問わず

良、上長からの指導、懲戒処分、退職勧奨、パワ

産業医の活躍の幅が広がるであろう。

ハラの訴えなど、紛争防止のための分岐点は複数

6)

産業医が選任されている事業場の場合、社労士

あり、社労士・産業医・弁護士の視点より検討を行っ
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た。また、健康相談のタイミングや相談先につい

項目のコンピテンシーを同定した 12)。

ても考察した。先の法改正において、
「産業医・産業

20領域は、1. 法令・通達・指針・マニュアル、2. 情

保健機能」の強化として、健康相談の体制整備お

報収集、3. 個別対応（全般）、4. 個別対応（復職）、5.

よび健康情報の適正な取扱いにつき言及されてい

個別対応（就労継続）、6. 個別対応（退職）、7. 個別

る。労働者数 50人未満の事業場の事業者は、労働

対応（採用）、8. 手続き、9. 社外組織への理解、10.

者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知

就業規則、11. 会社理解、12. 再発防止、13. 記録

識を有する医師又は保健師について、労働者に周

と保管、14. 守秘・個人情報保護、15. 倫理、16. 研

知させるように努めなければならないが、本事例

鑽、17. その他、18. より良い職場への助言・指導、

においては、相談体制の未整備や周知不十分、相

19. ストレスチェック、20. 教育研修である。

談窓口へのアクセス障害あるいは対象者の援助希
求力に課題があったと考えられた。

各項目では、「休業者の対応について、適宜産業
医と連携をとることを担当者に助言することがで

第13次労働災害防止計画をふまえ、
「職場相談先」

きる」、「産業保健総合支援センターの役割を理解

として、仕事上の不安・悩み又はストレスについて、

し、活用・連携することができる」、「自らは対応困

職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者

難（知識、経験等）なものを判定し、必要な場合に

の割合を 90％以上とする目標数値が設定されてい

は顧問先や他の専門家につなぐことができる」な

る。令和 2年度 労働安全衛生調査（実態調査）結果

ど、産業医や専門機関等との連携についても言及

より、メンタルヘルス対策に関する事業所内での

されており、実務経験に応じて到達目標を設定す

相談体制整備がなされている事業所は 50.7％であ

る上で有用と考える。

り、前回調査（平成 30年）時より 8.2ポイント上昇
しているものの、事業所規模間での差が大きい９ )。

５．治療と就労の両立支援を担う者

また、外部機関を活用したメンタルヘルス対策の

疾病を抱える労働者に対して、業務によって疾

実施として、産業保健総合支援センター（さんぽセ

病が悪化することのないよう、治療と職業生活の

ンター）
、地域産業保健センター（地さんぽ）の活用

両立のために必要となる一定の就業上の措置や治

はそれぞれ 3.9％、4.3％に留まっている。

療に対する配慮を行うことは、「労働者の健康確保

改めて、
「さんぽセンター」ならびに「地さんぽ」

対策」として位置づけられ、事業者が安全配慮義

の積極的な活用を見直したい。利用者の職種とし

務を果たす上で重要である。また、事業者にとっ

て、人事労務担当者・事業主・産業保健専門家が大

ては、継続的な人材の確保とともに、労働者のモ

半を占めているが

、産業医が未選任の事業場に

チベーション向上による人材の定着・生産性の向上

おいて、顧問弁護士がメンタル不調者の対応につ

などが期待できる。職種を超え、ポータルサイト

き、地区医師会が担う「地さんぽ」に相談したと

「治療と就労の両立支援ナビ」（厚生労働省）を活用

10)

ころ、丁寧かつ的確な助言を得られたとの報告を
受けたことがある。すなわち、社労士自身が「地
さんぽ」に相談を行うことも有効であろう。

した支援を積極的に進めたい。
例えば、社労士は「両立支援コーディネーター」
としての活躍が期待される。令和２年度 基礎研修
受講者（3,402名）の職種内訳をみると、社労士は

４．メンタルヘルス対策への社労士の関与

８％を占めていた 13)。両立支援コーディネーター

「メンタルヘルス不調者への対応」という企業の

に求められる能力として、「医療に関する基本的知

抱える課題は同一であっても、各専門家が異なる

識」、
「産業保健に関する基本的知識」が挙げられて

視点からアプローチをすることで、解決の糸口が

いる。これらを学ぶことで産業医との共通言語が

見えてくる場合がある。森本らは社労士のメンタ

増え、共通認識が深まると考える。

ルヘルス対応能力を高める研修を実施してきてお
り

経済産業省が推進する健康経営優良法人認定制

、社労士がメンタルヘルスに関わる際に期待

度において、2022中小規模法人部門 認定申請書で

される能力（コンピテンシー）を調査し、20領域 73

は「私病等を持つ従業員の病気の治療と仕事の両

11)
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立支援に向けての取り組み」が問われた。選択肢

業種特性としての安全面重視から、徐々に衛生面

として、1. 両立支援に関する相談体制や対応手順

の議題を増やしていく流れの中、企業が考えた良

の整備（例：社内窓口、保険の付帯サービス、地域

策であった。

の相談窓口等）
、2. 本人の状況を踏まえた働き方（配

次に、著者はメンタルヘルス法務主任者として、

置・勤務内容・勤務時間・勤務地等）の策定、3. 治療

当学会の前身である「産業保健法学研究会」に所

に配慮した休暇制度や勤務制度の整備（例：時間単

属していたが、当研究会ではメーリングリストを

位年次休暇、病気休暇、通院時間の就業時間認定、

活用した相談が行われていた。ある社労士より、
「う

時差出勤、在宅勤務等）、4 . 復帰する部門の上司に

つ病に罹患した社員の対応方法について」の相談

対する両立支援への理解を促すための教育・定期面

が寄せられ、これに対して産業医や精神科医、他

談等の実施、5. 団体保険等による治療費の補助や休

の社労士が回答を行った。こうしたメール相談の

業補償の支給、6. 病気の治療と仕事の両立に向けた

果たした役割は、相談者への多角的な視点からの

定期的な面談・助言の実施が挙がり、上記の取り組

助言のみならず、会員相互での知見の共有や意見

みを特に行っていない場合は不適合となる

交換の場という点で大きかったと考える。

。

14)

健康経営優良法人 2021（中小規模法人部門）認定

さらに、著者は健康経営エキスパートアドバイ

法人 適合状況より、ブライト 500取得の各法人に

ザーとして、東京都職域健康促進サポート事業「健

おいて、アピールしたい自社の取り組みとして「病

康経営専門家派遣制度」に携わっている。本事業

気の治療と仕事の両立の促進」を挙げたのは 41社

の支援対象は、中小企業基本法に定義される東京

に留まった

都内の中小企業であり、東京商工会議所が実施す

。治療と就労の両立支援においては、

15)

個別支援をきっかけに社内体制の整備が一気に進

る健康経営の実践支援に関する所定の研修プログ

むことを経験する。とくに休暇制度や勤務制度整

ラムを修了し、中小企業への支援実績をもつ専門

備の点において社労士の能力発揮が見込まれ、収

家が、マッチングした企業に対して 5回の訪問（ま

集した医学情報の解釈の点で産業医と連携すると、

たはオンラインによる）支援を行う。専門家の職種

より一層、丁寧な支援が行えると考える。

は社会保険労務士、中小企業診断士、産業医、保
健師、労働衛生コンサルタント、健康運動指導士

６．連携の実際

などであり、依頼内容に応じて時に、社労士その

産業医として著者が経験した、社労士との連携

他の担当する企業を途中から産業保健職が引き

場面を 3例示す。まず、選任先の人事担当者を通し

継ぐ、といった連携が生じる。専門家派遣を受け

て聞こえてきた社労士の役割として、１ . 過重労働

た企業に対するアンケート結果から、派遣され

対策（時間外労働時間の集計・面接対象者抽出の相

た専門家に対する満足度は、回答した企業のうち

談、長時間労働面接指導に関する規程作成）、２ .

96.4％であった 16)。

メンタルヘルス対策（休復職制度の構築、ストレス
チェックの実施体制づくり）
、３ . ハラスメント防

７．今後の新たな連携の可能性

止対策（規程作成、研修実施）、４ . 治療と仕事の両

来る 2024年、医師の働き方改革に向けて「評

立支援、５ . 安全衛生委員会への参加、６ . 労働基

価機能事業」における評価者として、医療サーベ

準監督署の臨検監督に対する支援（指導票に対する

イヤーと労務管理サーベイヤーのチーム形成がい

改善報告書作成）、７ . 助成金申請への関与などが

われている。日本医師会は医療機関勤務環境評価

あった。某建設業の事業場において、ある年より

センターを、医療機関を取り締まるものではなく

隔月で、安全衛生委員会に社労士がオブザーバー

支援するものであると位置づけており、評価の視

として出席することとなり、議事録を通して提供

点として挙がる「労務管理の適正化に向けた取組」

資料や発言内容を互いに確認することが可能で

や「産業保健の仕組みと活用」など、実務に携わ

あった。当企業は労災保険請求をはじめ、日頃よ

る社労士や産業医の協力が必要な場面が生じると

り社労士との関わりが深いという背景があったが、

考えられる。
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また、職場における化学物質等の管理のあり方

適切なタイミングで専門家や支援者につなぐ力が

においては今後、化学物質への理解を高め自律的

必要であろう。この力は対応事例を通して培われ

な管理を基本とする仕組みへ大転換していく。企

る面が大きく、多職種による定期的な事例検討会

業規模が小さいほど、法令の遵守状況が不十分な

の開催は意義深いと考える。

傾向にあり、必要最低限の措置すら行われていな

以上の課題を克服しつつ、小規模事業場におい

い中小企業の現状を鑑み、情報伝達や産業医をは

ては、現場を担う社労士の後方支援としての産業

じめとする専門家との連携の点において、社労士

医という連携の形が考えられ、その役割は医学的

の果たす役割を決して小さくはないであろう。

知見を加え、職場のコンセンサスを得ることへの

「産業保健活動をチームで進めるための実践的事

寄与である。ひいては顧問社労士が事業者から信

例集」
（厚生労働省）を参照すると、産業保健活動

頼を得て、組織を活かす支援をさらに積極的に行

の基盤整備として経営幹部に対する働きかけ、ま

うことにつながるであろう。

た、健康管理に関する個別活動として外部支援機
関（産業保健総合支援センター）を活用した両立支

９．効果的な中小規模事業場の支援
産業保健の主体は事業者であり自主的な活動が

援体制の構築など、多職種連携のもと実務を効果

求められるが、残念ながら事業者が健康管理体制

的に進めるヒントが得られる。

構築の重要性や産業医の役割を理解していないこ
８．産業医と社労士の連携を進める上での課題

とも多い。パンフレット「中小企業事業者の為に

まず、多職種連携を行う上で、互いの専門性・立

産業医ができること」（労働者健康安全機構）には

場・役割を意識し、事業者も含めて情報の取り扱い

産業医との出会い方が記されている。これを利用

ルールを明確にすることが必要であろう。働き方改

して「産業医に何を期待するか」を明確にする等、

革および新型コロナウィルス感染症（COVID-19）

産業医の上手な活用法を事業者に助言しつつ、社

の流行に伴う感染拡大防止策として、テレワーク

労士にはその主体性を育てる関わりが期待される。

が広く普及している。今後はオンラインを活用し

とくに小規模事業場においては、各専門家が少

た支援体制を構築することが実践的と思われ、支

しずつ交わりながら、同じ方向を目指していくの

援の過程で知り得た個人情報および企業内機密情

が効果的と考える。産業医と社労士はそれぞれ、
「健

報の適正な取扱いについてはことさら注意を要す

康管理を通して命を守る」、
「労務管理を通して雇用

る。

を守る」、と互いの専門性と活動目的は違えど、両

次に、対人援助を行う上で、医療職ではない社

者の共通点は客観性・中立性・守秘義務であり、法

労士はコミュニケーションスキルをどのように磨

令遵守を基本として、時に健康経営推進も視野に

いていくか、という点である。先の調査研究にお

入れ、事業者の主体性を高める支援を行う。コロ

いては、社労士に必要な能力・特性について、１ .

ナ禍において、健康問題と労務問題が従来よりも

誠実性、２ . 責任感、３ . 情報取集力、４ . 傾聴の

密接不可分なものとなっているが、当学会は一つ

姿勢、５ . 交渉力が上位回答を得た 。社労士は経

のプラットフォームとして存在し得ると考えてお

営者の悩みを知る立場にあるが、労働者の困りご

り、産業医と社労士連携の良好モデルが本学会を

とや心配ごとを丁寧に聞き取りアセスメントし、

通して生まれることを期待する。

8)
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[要 約]

コロナ禍となった 2020年以降テレワークが急速に広がり、これに伴い産業保健
分野でも遠隔技術が利用されている。本ワークショップでは、産業医、産業保健師、
法律家が一堂に会し、主に遠隔面談に関するプライバシー確保と責任の所在の問題
に対して法的考察を加えた。その結果、社員に対して通達の内容を丁寧に案内する、
適宜労働者の同意を得ながら進める、ルールの明文化などの手段が紛争予防として
大切であることが明らかとなった。
[ キーワード ] 遠隔産業衛生 , 遠隔面談 , 産業保健 , 面接指導 , 保健指導
[Abstract]

As working from home has spread rapidly since the COVID-19 pandemic
first struck in 2020, occupational health professionals have used information
and communication technology in their activities as well. In this workshop,
occupational physicians, occupational health nurses, and lawyers discussed
issues related to privacy and responsibility with regard to online health
interviews particularly from a legal perspective. It found that measures vital to
prevent disputes include thorough communication to employees of the content
of related notifications, obtaining the consent of the worker as appropriate
during related activities, and clear documentation of rules.
[Keywords] Remote occupational health, remote interview, industrial health,
interview guidance, health guidance
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遠隔産業衛生とは「空間・時間的距離のある 2点
を結びつける機器（デバイス、ネットワーク）を活
用した産業衛生活動」である 。

業保健職も少なくないと思われる。
この度、遠隔産業保健活動の問題点を整理し今
後の課題を探ることを目的に、実際に遠隔産業保

1)

2020年初頭より新型コロナ感染症が急速に広

健活動を行っている産業医と産業保健師が日ごろ

がり、企業では都市部を中心になし崩し的にテレ

から抱いている実務上の不安点、疑問点のうち、

ワークが広がった。2020年の厚生労働省の全国調

主にプライバシーの確保に関連するものと責任の

査 では企業の約 3割がテレワークを導入してお

所在に関連するものの 2つに対して、法律家が専門

り、同年の東京商工会議所の調査 では都内の企業

的立場から回答するというワークショップを行っ

の 5割以上がテレワークを導入しているという結果

た。

2)

3)

であった。このような企業環境の変化に伴い、産

日ごろの産業保健活動業務に対して通達等をど

業保健活動も遠隔技術を用いて行なわれるように

のように解釈するべきか、また通達が言及してい

なっている 。法整備より現場が先行している感の

ない業務に関しては法的にどのように考えるべき

ある中で、法的に責任を問われる不安を覚える産

なのかを明らかにしたい。

4）

前提としての法的環境
遠隔産業保健に関する通達としては、Ⅰ「情報

④ 職場巡視は月 1回以上が原則だが、平成 29年の

通信機器を用いた労働安全衛生法第 66条の 8第 1

労働安全衛生法改正により、産業医に必要な情

項、第 66条の 8の 2第 1項、第 66条の 8の 4第 1項

報が毎月提供される場合は、事業者の同意を前

及び第 66条の 10第 3項の規定に基づく医師による

提として隔月実施も可能となった。しかし現時

面接指導の実施について」（平 27・9・15基発 0915

点では、職場巡視を遠隔技術で代替可能とする

第 5号
（令和 2年 11月 19日最終改正））、Ⅱ「情報通

法律や通達はない。

信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する

⑤ 衛生委員会に関しては、十分に討議できること

留意事項等について」
（令 3・3・31基発 0331第 4号）

を前提に、オンライン、メール、チャットでの

等がある。これらの要点は以下のとおりである。

開催が認められている（令 2・8・27基発 0827第
1号）。また安全衛生教育もオンラインで実施可

① 産業保健活動は医療行為ではなく、医師法 20条
に定められている非対面診療の禁止との関係で
違法になるものではない。

能である（令 3・1・25基安安発 0125第 2号・基安
労発 0125第 1号・基安化発 0125第 1号）。
⑥ 専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務する

② 産業医面接のうち、長時間面接、高ストレス面

場合の地理的要件が撤廃された（令 3・3・31基発

接は法定面接であり、Ⅱに加えてⅠの通達の要

0331第 5号）。さらには専属産業医の常駐要件

件を満たす必要がある。ただし令和 2年 11月の

の見直しが検討課題となっている (令 2・12・22

改正で面接担当医師の要件が緩和された（事業

規制改革推進会議資料 5))。

場に関連する医師であること「が望ましい」と
追記された）
。

⑦ 一方で、産業医以外の産業保健職は設置義務が
無く、そもそも法定業務が存在しない。そのた

③ 復職面接、健診事後措置等は法律で規定されて
いない面接であり、Ⅱに記載された一般的な留

め、産業医以外の産業保健職の職務については、
法的な規制や許容範囲がはっきりしない。

意事項以外に法制度的規制は存在しない。
プライバシー確保の問題
①「部屋が散らかっている」等の理由で、面談中カ

いと顔色、表情がわかりづらい。プライバシーを

メラを ONにしたがらない社員がいる。一方、産

考慮すると、カメラを ONにすることを強く促す

業医・産業保健師としてはカメラを ONにしていな

ことに躊躇を覚える産業保健職も少なくない。
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これについて法的に考察した場合、通達Ⅰの 2

を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三

（2）
「面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、

者に知られることがないような環境を整備する等、

顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、

労働者のプライバシーに配慮していること。
」の準

映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑である

用が良い。プライバシーが確保された場所で面接

こと。
」の準用が考えられる。社員に対してあらか

を受けるよう、社員に対して事前にアナウンスす

じめ通達等を伝える、日頃よりカメラ ONが必須

る。さらには Web面談の際にも確認し、確認した

であることを繰り返し広報する等、丁寧な説明が

ことを記録化することが、紛争を防止するために

求められる。

は大切である。

② Web面談の際、社員がプライバシーの確保され

③ 客先常駐の社員の中には、常駐先企業がカメラ

た場所で行っているかどうかの確認が難しい。家

の使用を禁止していることがある。

族が聞いていること等がありうる。面接対象者自

これに関しての解決は難しいが、恒常的にカメ

身の個人情報への意識が低いことも多い。どこま

ラの使用が難しい社員に対しては、同じ通達Ⅰの

で社員に対して確認するべきなのかは迷うところ

（3）を準用し、派遣元が貸会議室等の場所の確保を

である。

検討する等の手段が考えられる。

これに関しては、通達Ⅰの（3）
「情報通信機器
責任の所在の問題
① Web面談がここまで一般化した中で、デバイス

Webによる復職面談を希望したらこれに応じなけ

を用意できない等企業側の理由で Web面談を受け

ればならないのだろうかという疑問も生じる。

られず、さらに対面の面談の予定がなかなか立た

これについては以下の通りに考えられる。復職

ず 3か月先になった等の場合、企業が責任を問われ

面談は、社員が本旨弁済可能な状態かどうか（通常

ることになるかが問題である。

業務が可能な程度まで健康状態が回復しているか）

これを法的に考えると以下のようになる。企業

を判断するのが目的である。現時点の技術による

が責任を問われるとすれば安全配慮義務に基づく

Web面談は対面面談と比較して情報が限られるう

ものが考えやすい。これには労働者側が具体的な

え、そもそも復職面談は産業医の経験に依拠する

義務の不履行を主張立証し、企業側は義務を果た

ところが少なくない。こういった事情を考慮する

したことを主張立証する必要がある。

と、復職面談において、現段階では「Web面談に

企業側の事情としては企業によって規模や置か

応じなければいけない」とまでは言えない。産業

れている状況が違うので、それらは考慮の対象と

医が適切に判断することが長い目で見て労働者の

なりうる。一方、労働者側の事情としては面談が

利益につながると考えるべきである。

遅れたこと等で被った不利益がどのくらいかが考

ただ、関係者間に疑義が生じないように、復職

慮される。また、特定の労働者に対する不当な動

面談に関しても就業規則によるルールの明文化が

機目的があるかどうか等も考慮されうる。最終的

望ましい。

には個別のケースごとの判断であろう。
一般的にコミュニケーション不足は紛争の原因

③ 復職面談等で Web面談を選択した際、対面で

となりうる。何らかの不利益は生じるものである

は考えられないような見落としがあった場合、医

から、適宜労働者側に説明して同意を得ながら進

師の責任を問われる可能性がある。また、訪問し

めていくというのが、紛争予防として大切な考え

たことも、上司等関係者に会ったこともない遠隔

方である。

地の面談を依頼されることがあるが、適切な環境
を整えず Web面談を行うことが問題になることが

② 法的には復職面談は Webでできるが、社員が

あるということも考えられる。
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例 え ば、Web面 談 で 対 面 で あ れ ば 見 落 と さ な

ずれにしても産業医には専門家として高度な注意

かったであろう、労働者の麻痺に気づかず復帰許

義務が課せられており、実際に事故が起きた際に

可をし、麻痺が元で怪我をする。復職職場が不明

は債務不履行として使用者から産業医の責任が問

なまま Web面談で復職許可したところ、想定外に

われる可能性がある。

環境が悪く病状が悪化した等が考えられる。
これに関しては、まず誰の誰に対する責任が問

この前提で考えると、Web面談による見落とし
に関しては、産業医の責任が問われる可能性はあ
る。なお、産業医としての注意義務であるので、

われるかが問題になる。
産業医と労働者の間には直接の契約関係はない

主治医の書いた診断書に瑕疵があったり、本人が

ので、労働者から問われる産業医の責任は不法行

わざと病状を隠した場合であっても、それだけで

為、契約関係である使用者からは債務不履行の責

必ずしも免責されるわけではない。

任を問われることが考えられる。さらに、労働者
が使用者を訴えた場合、産業医の関与の在り方次

同様に、適切な環境を整えずに Web面談を行っ
た場合も産業医の責任を問われる可能性がある。

第では安全配慮義務違反も問題になるだろう。い
その他
① 産業医の遠隔面談が広がるとともに選任義務

考慮すべきである。

のない小さな事業所でも産業医面談をするように
なっている。地方の支店など小規模事業所を擁す

② テレワークにかかる通信費等の費用は企業が支

る企業は、すでに契約している嘱託産業医に地方

払うべきであるという通達はあるが、企業の支払

の支店社員の面談も契約範囲に含めることができ

いは義務ではない。今後の課題ではあるが、社員

るか確認するとよい。逆に、産業医としては一人

のリモート面談にかかる費用はだれが払うかを就

で対応できる分量を超えないよう、対象労働者の

業規則で明確にしておくべきであろう。

総数については、労働安全衛生規則第 13条第１項
第３号の規定に準じ、３千人を超えてはならない

③ 通達では、遠隔面談において社員が希死念慮を

ことに留意することと共に、月に面談何件まで、1

訴えた場合の緊急時の対応整備が求められている

件につき料金をいくら追加するといった条件を付

が、現実的には実現困難である。希死念慮の訴え

ける等で制限を設けることも必要であろう。この

を無視せず話題にする、本人の同意のもと労務担

機会に、企業と嘱託産業医間の業務委託契約の内

当とも共有する、等の最大限に配慮した対応が必

容を、遠隔面談の実施を前提として見直すことも

要である。

最後に
法は「権利義務関係」を定めたものであり、「な

面で面談してほしい」「調子がいいときは Web面

すべき行為」は導けない。また、法は「責任限定・

談の方がいいが、悪いときは対面がいい」等、い

自由確保」の役割も果たす。しかしながら、遠隔

ろんな意見がきかれる。Web面談の安易な導入に

産業衛生に関連する通達は産業保健活動の一部に

よるサポート機能低下をもたらさないバランス感

触れているにすぎず、法としての責任限定と自由

覚が大切であろう。産業保健職と面接対象者がそ

の確保の役割を十分に担っているとは言い難い。

れぞれどのように面談を受け止めているかという

法的規制が不十分なうえ、関係者がその内容をよ

視点が、より良い制度設計につながる。

く知らないといったことが不安の原因となってい

また、産業保健職や従業員、企業によって、情
報通信環境やスキルに差があることや、産業保健

ると考えられる。
Webと対面は二律背反関係ではない。実際、面

スタッフや労務管理者間の認識にずれによる運用

接対象者に確認すると、
「Webもいいがたまには対

上の問題も解決するべき課題である。後者の例と
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しては、紙ベースで健康情報管理をしているため、

いたほうが従来の手法よりも労働者の健康増進に

社員が全員在宅勤務なのにもかかわらず保健師だ

資することを証明して初めて遠隔産業衛生活動の

け出社するケース等が挙げられる。

発展が社会的に意義があると言える。

法を満たすことは最低ラインであり、遠隔を用
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発注者・委託者の責任を考える
Consideration about the responsibility of outsourcer and assignor
[要 約]

現在、促進されている副業・兼業・フリーランス等の働き方における発注者・委託
者の責任について、各シンポジストからご報告を頂き、下記のような見解が提示さ
れた。
・ 副業・兼業・フリーランス等の新しい働き方については法的に未整備な部分が多く、
特にフリーランスに対する安全衛生には十分な議論が行われていない現状がある。
・ DX（デジタルトランスフォーメーション）の一つであるフロントローディングと
いう手法は、設計段階で安全配慮を履行すると同時に現場の生産性向上にも寄与
する画期的な取組みで、建設業以外の業界にとっても大きなヒントを秘めている。
・ 雇用類似労働者への産業保健サービスの展開は技術的には可能だが、それを可能
とするために解決しなければならない法的課題がある。
本シンポジウムでの議論を通じ、今後ますます拡大するであろう副業・兼業・フ
リーランス等の働き方において、発注者・委託者の責任範囲の明確化と労働者の健
康確保措置は喫緊の課題であるという示唆が得られた。
[ キーワード ] 副業 , 兼業 , フリーランス , 安全配慮義務 , 自己保健義務 , リスク創出者管理責任 ,
フロントローディング , 雇用類似労働者
[Abstract]

As each symposium participant reported on the responsibilities of clients and
contractors under work styles such as side jobs, concurrent jobs, and freelance
work that are being promoted today, views such as the following were pointed
out:
・ In many aspects, legal systems remain underdeveloped with regard to new
work styles such as side jobs, concurrent jobs, and freelance work. There has
been insufficient discussion of health and safety with regard to freelance work
in particular.
・ The method of front loading identified as one means of digital transformation
(DX) is a revolutionary approach that contributes both to consideration for
safety in the design stage and increasing productivity in the workplace. It also
contains important hints for industries other than construction as well.
・ While technically it would be possible to deploy occupational health services
for quasi-employed workers, there are legal issues that must be resolved to
enable it.
The discussions in this symposium suggested that there are pressing needs
for clarification of the scopes of responsibilities of clients and contractors
and measures to protect workers' health under work styles such as side jobs,
concurrent jobs, and freelance work, which are likely to be used even more
widely in the future.
[Keywords] Extra career, side job, freelancing, obligation to care for safety,
self health obligation, risk creator management responsibility,
front loading, quasi-employment worker
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現在「働き方改革」が進む中、多様な働き方促

本ワークショップでは、まず長年、労働問題に

進策の一環として、厚生労働省を担当省とし、副

関わられてきた弁護士の村本浩先生に、法的な立

業・兼業・フリーランス等の促進が図られている。

場から副業・兼業・フリーランス等の雇用形態やそ

主体的なキャリア形成、所得増加、転職準備から

れにまつわる課題について整理いただいた。

地方創生まで、様々なメリットが想定されており、

次に建設安全の専門家である豊澤康男先生に、
元方・発注者など重層構造の中で取り組まれてきた

希望者も増えている。

1）

従来は、労働契約により構築された労使関係が

建設業界の安全衛生活動を、イギリスの先進的な

前提としてあり、その枠組みの中で事業者は安全

取り組みなども含めてご紹介いただき、今後の展

配慮義務を、労働者は自己保健義務を有し、産業

望についてもお示しいただいた。

医は専門的な立場からそれぞれの義務の履行を支
援するという役割を担ってきた。

最後に、産業医や企業の健康管理活動のコンサ
ルタントとして幅広くご活躍されている竹田透先

ところが、副業・兼業・フリーランス等の新しい

生に、現状における産業医の役割を整理していた

働き方が出現によって、これらの前提が崩れてき

だき、新しい働き方への産業医制度の展開につい

ている。たとえばフリーランスは、そもそも労働

てご示唆をいただいた。

者という立場ではない。その結果、安全配慮義務

その上で、発注者・委託者の「リスク創出者管理

や労働管理責任の所在が明確ではなくなり、従来

責任原則（安全衛生で、リスクを創出する者や、情

の概念が必ずしも通用しなくなる。したがってこ

報を得て、支配管理できる者が管理責任を負うと

れらの働き方における発注者・委託者の責任範囲の

いう原則）」2）をどう考えていくのか、新しい働き方

整理と、新しい安全衛生管理体制の構築が急務と

の中で産業医をどのように活用できるかなどにつ

なっている。

いて議論していただいた。

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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発注者・委託者の責任を考える

下請労働者、フリーランス、副業・兼業者への安全配慮義務にみる
労働法上の責任の範囲と課題

Subcontractor, freelance, the scope and tasks of labor law seen in the safety care obligations for extra
career takers and side job takers

岩谷・村本・山口法律事務所
Iwatani, Muramoto and Yamaguchi Law Firm

1. 直接の労働契約がない場面での安全配慮義務の
拡張

村本 浩

Hiroshi Muramoto

会的接触関係に入った」として元請は下請労働者
に対して直接の安全配慮義務が認められる。

労働契約法第 5条は、安全配慮義務について、
「使

したがって、元請は労働安全衛生法に定める監

用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身

督義務の範囲だけでなく、設備や工具等の利用や

体等の安全を確保しつつ労働することができるよ

指揮監督において、元請が直接の安全配慮義務を

う、必要な配慮をするものとする。
」と定めてい

負いうるリスクを踏まえて、元請の企業防衛の観

る。安全配慮義務の具体的内容を定めた労働安全

点からも安全衛生管理体制を構築する必要がある。

衛生法第 20条から第 27条に定める各措置もあくま
で「労働者の危険又は健康障害を防止するための
措置」であり、いずれも自ら雇用する労働者に対
する義務を定めたものに過ぎない。

3. 発注主・委託者とフリーランスとの間における安
全配慮義務
フリーランスは、「働き方改革」のもとで促進さ

そこで、下請労働者やフリーランスのように雇

れており、2021（令和 3）年 3月 26日には「フリー

用関係がない者については、労働者と同様に危険

ランスとして安心して働ける環境を整備するため

があったとしても、これらの法令で定める安全配

のガイドライン」が策定されている。ガイドライ

慮義務が及ばない。

ンでは、フリーランスは、「実店舗がなく、雇人も

しかし、安全配慮義務は、もともと陸上自衛隊

いない自営業主や一人社長であって、自身の経験

八戸車輛整備工場事件最高裁判決（昭和 50年 2月

や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義

25日）において「ある法律関係に基づいて特別な社

されているが、多くの場合、発注主・委託者との間

会的接触の関係に入った当事者間」に認めたもの

で請負契約又は準委任契約となっており、雇用契

であり、雇用関係にない者に対しても「特別な社

約の関係に無い。

会的接触の関係」に基づく安全配慮義務の拡張を
認めることができる。

特に、ギグ・エコノミー（ガイドラインでは、イ
ンターネットを 通じて短期・単発の仕事を請け負
い、個人で働く就業形態と定義されている）の拡大

2. 元請と下請労働者との間における安全配慮義務

の中で、多くの場合、フリーランスは、諾否の自

元請と下請労働者との間における安全配慮義務

由があり、時間的、場所的拘束がないなどの理由

に関しては、法令では、労働安全衛生法が元方事

で、労働基準法上の労働者とは評価されず、労働

業主の講ずべき措置として定めているが、これは

基準法や安全衛生法による保護を受けることがで

あくまで下請に対して下請労働者の仕事に関して

きない。例えば、外食の配達員などは、いつどこ

労働安全衛生法に違反しないように監督する義務

で配達の依頼を受けるか、受けないか自由である

を負うに過ぎない。

ため、労働基準法上の労働者には該当し難い。企

もっとも、大石塗装・鹿島建設事件最高裁判決（昭

業として、今後、フリーランスを活用する中で、

和 55年 12月 18日）で認められ、三菱重工神戸造船

どのようなフリーランスに対して安全配慮義務を

所事件最高裁判決（平成 3年 4月 11日）が示すよう

負いうるか、産業医などの安全衛生管理の対象を

に、元請の管理する設備、工具等を用い、事実上、

広げるかが課題となる。例えば、フリーランスに

元請の指揮、監督を受けている場合に、
「特別な社

も、定期健康診断を実施し、高血圧や視力などの
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検査をすることが考えられる。ただし、健康診断

ど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業を行う者

で異常があった場合に就業制限をどのようにかけ

の健康確保に資する措置を実施することが適当で

るか、契約解除などの不利益が避けられるのか、

ある。」と規定しているが、具体的に安全配慮義務

さらなる課題が残ることになる。

の内容として、使用者にどこまでが求められてい
るのかが十分に議論されておらず、明確となって

4. 使用者と副業・兼業者に対する安全配慮の課題

いない。

使用者は、その雇用する労働者の業務遂行に対

使用者が労働者に副業・兼業を認めた場合、副業・

しては、当然に安全配慮義務を負うが、当該労働

兼業での労働時間などの情報の把握は安全配慮義

者が副業・兼業している場合に、安全配慮義務の内

務の内容として求められる余地があり、把握した

容として、業務外である副業・兼業の状況をどこま

情報に基づき過重労働が明白になった場合には副

で把握すべきかが議論となっている。この点、副

業・兼業を禁止（許可の取り消しなど）する措置をと

業・兼業の促進に関するガイドラインが 2018（平成

ることも求められうる。そのためには、副業・兼業

30）年 1月に策定され、2020（令和 2）年 9月に改訂

を許可する際に、業務の内容や 1日、1週間の最大

されており、
「使用者が労働者の副業・兼業を認めて

就労時間など把握しておかなくては対応ができな

いる場合は、健康保持のため自己管理を行うよう

いし、許可する際に安全配慮義務の観点から問題

指示し、心身の不調があれば都度相談を受けるこ

がある場合には即時に許可を取り消すことができ

とを伝えること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に

るよう許可に条件を付しておく必要もある。

応じ法律を超える健康確保措置を実施することな

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし

274

産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

発注者・委託者の責任を考える

建設業における労働安全衛生の最近の動向−
DX（デジタルトランスフォーメーション）の動きと
フロントローディング等の活用について
Recent trend of occupational safety and health in construction industry －
the move of DX（digital transformation）and utilization of front loading, etc.
仮設工業会会長・前労働安全衛生総合研究所所長

豊澤 康男

President of Scaffolding and Construction Equipment Association of Japan,
Former Director General of National Institute of Occupational Safety and Health, Japan Yasuo Toyosawa

1. はじめに

いる英国などとの比較、最近の DX（デジタルトラ

我が国の建設業における労働災害は、昭和 40年

ンスフォーメーション）のなかでも発注者にとっ

代後半に年間の死亡者が 2,500人を超えていたが、

てもメリットとなり得る「フロントローディング」

2020（令和 2）年には死亡者 258人、休業 4日以上

の労働安全衛生への活用等について述べる。

の死傷者数も 14,977人と長期的に見て大幅な減少
を見ている。

2. 建設工事における発注者等の責務

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）及び同

日本では、労働安全衛生法第 3条第３項で発注

法に基づく関係政省令は幾度となく改正され、元

者に関して、「建設工事の注文者等仕事を他人に請

請による統括安全衛生管理体制の整備や足場等の

け負わせる者は、施工方法、工期等について、安

災害防止基準が充実強化されるとともに、建設業

全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのあ

者等による自主的な労働災害防止活動が相まった

る条件を附さないように配慮しなければならな

結果である。

い。」とされている。罰則規定は無い。一方、英

建設工事は、製造業等とは異なり、日々、作業

国では安全衛生法（HSW: Health and Safety at

環境が変化していくなかで、状況の変化に応じて

Work Act、1974年）や CDM2015（「建設（設計・マ

安全衛生を継続して担保していかなければならず、

ネジメント）規則」（Construction (Design and

また、建設工事現場では、元請け、数次の下請け、

Management) Regulations）に基づき建設工事の

更には一人親方が混在している状況が多々ある。

安全衛生対策を進めている。発注者、設計者等の

これらの建設業特有の混在作業を対象として元方

責務が明確に定められ、罰則規定をもって義務付

事業者責任、特定元方事業者責任、注文者責任等

けられている。発注者は工事が安全に遂行される

を定めるなどによる統括安全衛生管理体制が整備

ことに対して責任があり、安全衛生のための資金、

されてきた。

時間等を提供する義務がある。

さらに、最近では、いわゆる職人基本法（「建設

英国では、「リスクを発生させる人又は組織が、

工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する

リスクを除去又は低減する責任を負う。」という大

法律」
）が 2017年（平成 29年）3月に施行され、これ

原則がある。「リスクを発生させる人又は組織」と

を受けて政府は、2017（平成 29）年 6月に「基本的

しては、まず発注者が該当する。ただし、発注者

な計画」を策定している。これらでは、①建設工

が必ずしも専門的な知識を有しているわけではな

事の請負契約において適正な請負代金の額、工期

いため、「主設計者」（Principal Designer）を指名

等の設定、②安全及び健康の確保に必要な措置が、

し、その主設計者に建設前段階における安全衛生

設計、施工等の各段階において適切に講ぜられる

にかかる全ての事項を調整させるとともに建設段

こと、③一人親方等（一人親方や自営業主・家族従

階では元請と連携して調整に当たる役割を担わせ

事者を含む。
）の安全及び健康の確保、などが掲げ

ることとしている。発注者の責務は逃れられない

られている。

仕組みとなっている。

本稿では、日本の取組、発注者の責務を定めて
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3. 日本の DXの動きと「フロントローディング」

をかけることで、後々の負担を軽減すること」を
いい、計画、設計の段階で、施工の安全性や供用

の活用等について
DXとはデジタル技術やデータを駆使して作業の

時の利便性・安全性などを検討することで、施工中

一部にとどまらず社会や暮らし全体がより便利に

の安全性が向上し、発注者にとっても資産価値が

なるよう変革していく取組みをいい、国土交通省、

向上するなど多くのメリットがある。

経済産業省などが進めている。建設業においても、

プロジェクトの初期段階において、受発注者間

様々な取組みが進行中だが、DXの一つである「フ

で施工等に関する検討を集中的に行い、生産性向

ロントローディング」の活用により、発注者、施

上の取組を強化することができるよう、フロント

工者、設計者、労働者が共同で安全衛生に取組む

ローディング（ECI方式の活用等）の実施時に BIM/

ことが可能となる。「フロントローディング」とは、

CIMを積極的に活用することで、生産性向上とと

一般的には「設計初期の段階に負荷（ローディング）

もに安全衛生も含めて取組むことが望まれる。
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発注者・委託者の責任を考える − 産業医の活用
Consideration about the responsibility of outsourcer and assignor － Utilization of Occupational physician
労働衛生コンサルタント事務所オークス 所長

竹田 透

Occupational health consulting service office OHCS President

Toru Takeda

1. はじめに

予防すること（職業病・作業関連疾患の予防）

発注者・委託者の責任を果たす上で産業医をどの

２）労働者の健康状態に合わせた配置を行うことに

様に活用できるか、の議論にあたり、まず本来の

より、健康状態の悪化を予防すること（健康上

産業医の役割を整理する。産業医の選任は労働安

の適正配置、治療と仕事の両立支援）

全衛生法により、常時 50人以上の労働者を使用す

３）労働者の健康増進を図り、労働者が安全で健康

る事業場において義務づけられている。労働安全

に業務を行えることに加え、生産性の向上に

衛生規則第 14条には、産業医の職務として、健康

寄与すること

診断の実施及び事後措置、長時間労働やストレス

この産業保健活動を専門的な立場から実践した

チェックの面接指導及びその事後措置など、事業

り、事業者に助言指導を行ったりする産業医の役

場に在籍する労働者を対象とした健康管理や、こ

割を実務上の観点から整理すると、その専門性の

れらの労働者が業務による健康障害を起こすこと

高い順に「就業の可否・配慮の要否の判断」、「健康

を予防するための作業環境管理や作業管理、健康

障害リスクの評価」、
「健康障害要因への予防的アプ

教育や健康相談、衛生教育等が示されており、第

ローチ」、
「労働・健康へのポジティブなアプローチ」

15条には作業方法や衛生状態による健康障害を予

の 4つに整理することができる。

防するための定期巡視の実施が規定されている。

「就業の可否・配慮の要否の判断」は、前述の健

この様な法令に基づく職務を実践することを通じ

康診断結果に基づき就業区分判定を行うことに加

て、産業医は労働者の健康確保を行うとともに、

え、メンタルヘルス不調をはじめとした種々の疾

事業者の安全配慮義務履行を専門家としてサポー

病により休業した労働者が復職するにあたり、体

トするが、産業医・労働者・事業者の三者の関わり

調に応じた業務負荷の軽減を図るための就業配慮

の中で実務を行うという特徴を持っている。例え

の意見を事業者に述べることなどに該当し、最も

ば健康診断の事後措置においては、健康診断結果

専門性の高い産業医の役割である。「健康障害リス

に基づき労働者に対しては保健指導等を実施する

クの評価」としては、労働者の健康状態を評価す

ことを通じて健康確保を図るとともに、事業者に

るための健康診断、職場の作業環境、作業管理に

対して就業配慮の要否に関する意見を述べ、労働

関する作業環境測定の評価や職場巡視などがあり、

者が業務を行うことで健康状態の悪化を防ぐこと

その評価に基づいて労働者への保健指導や健康教

に寄与している。また、この活動を行う上では、

育を通じた生活習慣病等の疾病予防や、作業・作業

労働者の健康情報という機微な個人情報を扱って

環境の改善、保護具の適正な使用により危険有害

おり、健康情報の管理を適切に行うことも求めら

要因による職業病・作業関連疾患を予防することが

れている。

「健康障害要因への予防的アプローチ」となる。ま
た、健康障害に伴い低下した就業能力の回復や健

2. 産業保健活動の目的と産業医の役割

康増進を通じた健康レベルの向上支援などの「労

産業保健活動の実践は事業者によって進められ

働・健康へのポジティブなアプローチ」を含めた

るものであるが、その目的は、以下の 3点に整理さ

様々な活動を通じて、産業医は、上述の事業者が

することができる。

行う産業保健活動の目的を果たすために、医学の

１）労働者に業務による健康障害が発生することを

専門的な立場から支援する役割を持っている。
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3. 雇用類似労働者を対象とした産業医の活動の効

産業医が労働者本人と面談を行ったり、主治医か
ら情報提供を受けたりする必要が生じる場合もあ

果と課題
雇用類似労働者を事業者の安全配慮の対象とし

る。そして、雇用類似労働者が継続して就業する

て産業医の活動を拡大することは、産業医実務の

ことによって健康状態の悪化が考えられる場合に

時間さえ確保できれば、技術的には従来の産業保

は、就業制限に関する意見を述べるケースも出て

健活動の内容とは変わりはなく、十分対応可能と

くると想定される。健康情報の取り扱いや就業上

考えられる。また、産業医が健康管理等の活動を

の意見に基づく事業者による不利益取扱いを防ぐ

行うことにより、業務起因性の健康障害の発生予

ルール化も必要となる。

防をはじめとして、産業保健活動の目的に沿った

また、雇用類似労働者も産業医活動の対象とす
ると、産業医のマンパワーを増やす必要も生じる。

効果が期待される。
一方、産業医の活動には、働く人の健康状態の

特に嘱託産業医の場合は、産業医活動を行うため

正確な把握や就業状況等の情報を十分得る必要が

の時間に限りがある場合が多く、対象労働者数の

あるため、雇用類似労働者に対し産業医の役割を

増加は担当可能な事業場数の減少につながること

果たすためは、業務内容や就業環境の情報に加え、

も考えられる。現在進められている産業医の資質

健康診断結果や治療に関する情報を得る必要があ

向上の取り組みとともに、産業医活動を行う医師

る。そのためには、事業者からの情報提供に加え

の裾野を広げる取り組みも課題となるであろう。
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おわりに
Epilogue

ワークショップ④共同司会
Workshop ④ Joint Facilitator

株式会社梶原産業医事務所 代表取締役

Kajiwara Occupational physician Office President

従来の働き方が構造的に変化する場合、既存の

梶原 隆芳

Takayoshi Kajiwara

トローディングという海外の先進的な取り組みと、

法的概念が通用しない問題が生じる。この法対応

日本における動きをご紹介頂いた。設計段階で安

を検討するにあたっては、まず関連法規の成り立

全配慮を履行すると同時に現場の生産性向上にも

ちから文脈を読み解き、先進分野や海外の先行事

寄与する画期的な取り組みで、建設業はもちろん

例等を参考に当該課題への応用展開を検討するこ

他の業界にとっても大きなヒントを秘めていると

とになる。新しい働き方に対して産業保健を展開

思われる。

する場合も同様で、現状の仕組みや制度を理解し

産業保健実務のスペシャリストである竹田先生

た上で、新たな領域に適合する形を検討すること

からは、産業保健活動の目的と産業医の役割につ

になる。

いて整理を頂き、雇用類似労働者を対象とした産

現在、副業・兼業・フリーランス等の働き方が促

業医活動の効果と課題についてご説明頂いた。全

進される中で様々な課題が生じているが、本ワー

ての働く人に産業保健サービスを提供するために、

クショップでは、特に発注者・委託者の「リスク創

これらの課題には早期の解決が望まれる。

出者管理責任」を取り上げた。

三名の先生方からのご講演により、諸々の課題

弁護士の村本先生には、安全配慮義務の法理か

が整理でき、今後検討を重ねるべき側面が理解で

ら本件に関する課題までご説明を頂いた。副業・兼

きた。演者の先生方には、心から謝意を表したい。

業・フリーランス等の新しい働き方については法的

副業・兼業・フリーランス等の働き方は、今後ま

に未整備な部分が多く、特にフリーランスに対す

すます拡大していくだろう。発注者・委託者の責任

る安全衛生には十分な議論が行われていない現状

範囲の明確化と労働者の健康確保措置は喫緊の課

をお示し頂いた。

題である。本ワークショップが、この課題検討を

建設安全の専門家である豊澤先生からは、DX（デ

進めるための一助となれば幸いである。

ジタルトランスフォーメーション）の中でもフロン

著者の COI(cinflicts of interest): 本論文発表内容に関連して特に申告なし
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英文学術書の出版経験と potential author へのメッセージ

～ T.Mishiba. Workplace Mental Health Law . Routledge,2020の
出版経験を踏まえて～

Experience of publishing in an English academic book and message for the potential authors

～ T.Mishiba. Workplace Mental Health Law . Routledge, based on the publishing experience in 2020～
近畿大学法学部教授

三柴 丈典

Kindai University Faculty of Law Professor

Takenori Mishiba

1 私個人の体験

give it international appeal.

1. 1 はじめに
最終的には、以下のコメントを含む reviewの結
果を得て、出版契約に至った。

＊ただし、この評価を下した reviewerは、取扱い
範囲の狭さと販売見込みの問題から出版自体に
は賛成しないと結論していた。

It is obviously well written and well researched.

拙著、

The author is obviously well qualified to write

T.Mishiba. Workplace Mental Health Law :

authoritatively on the subject.

Comparative Perspectives . Routledge,2020

It does include the results of research in a

は、職場のメンタルヘルス問題の解決を、法学を

number of different countries which might

基礎に学際的な対話を通じて図ろうとする著書で
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ある。このテーマに関する研究は以前から長く行っ

要点を理解するスピードは速くなる。

てきていたが、2011年から 2013年にかけて、厚
生労働科学研究費を得て行った体系的な国際的な
法制度調査と学際的調査の結果について先駆性を
確信し、国際的な公表の価値ありと考えた。また、

2）3）文化の壁、学際の壁
⇔先ず、editorにその特徴と価値を簡潔に伝え、
reviewerの選択に反映されるようにしてもらう。

この成果が国際的に政策に採り入れられれば、世
界中の数千万人、数億人の人々が抱える悩みへの
処方箋となる可能性があると夢想したのが、出版
へ向けた船出だった。

4）縄張り意識の壁
⇔ editorがその企画を好意的に認識してくれれ
ば、公正な reviewer選びに努めてくれる。

現に、テーマ自体は複数のジャーナルや出版社
の編集者の関心を惹いたが、以下のような本質的
な壁にぶつかった。視点の新しさは、理解のされ
難さとも裏腹と感じられた。

1. 3 最初は論文の投稿から
拙著は、元々は、2011年度から 3年間実施され
た私を研究代表とする厚生労働科学研究の成果を
まとめたものであり、最初は、その内容を圧縮し、

1. 2 ぶつかった壁

10,000 words程度の論文として、専門分野の国際

1）言語の壁

誌 2誌に逐次投稿した。

英語などを母国語とする欧米の研究者の文献渉

しかし、1誌は、伝統的な法学の価値観を重視す

猟の量、スピード、人脈から得られる情報には敵

るジャーナルで、上記の 2）と 3）の壁に阻まれたよ

わない。

うに思う。テーマは面白いが、法学の考え方に合
わないとして簡単に rejectされた。率直なところ、

2）文化の壁

職場のメンタルヘルス論について、国内では、相

労使間の階層が相対的であって、労使やその他

応に知られた存在との自負もあったため、不快な

の専門家を問題解決の資源と捉える私の視点は日

気持ちになったが、結局、自分ないし自国にとっ

本的で、労使のほぼ絶対的な対立構造を前提とし

ての常識から紡ぎ出される論述の一つ一つが、充

た欧米の考え方にはなじみにくい。

分な根拠と説明を尽くさない限り、国際的には理
解されないことを教えてくれる出来事だった。ま

3）学際の壁

た、欧米のジャーナルや出版社では、自国では大

拙著は、法学の研究書なのに、理念的な人権保

家・権威と言われる人物の submissionが rejectさ

護より実際の問題解決、とりわけ人と組織の成長

れることも多く、それを怒る WEB上の書き込みも

や環境適応を重視している。つまり、人事労務管

眼にしたことがある。人文・社会科学系の学問は、

理や組織心理学に近い視点を持っているため、法

多分に domesticであり、その国の学界で認められ

学専門の reviewerの共感を得にくい。

ているか否かがその国の学術媒体での業績の公表
にも重要な意味を持ってしまっている現状も窺わ

4）縄張り意識の壁
国際的にインパクトのある学問的な発表の場は、

せる。
もう 1誌は、もう少し多様な価値基準を持って

陣取り合戦の場でもある。よって、reviewerが、文

いる雑誌で、Editor-in-Chief
（EIC）の Matthew W

化の異なる異国からの侵入に対して防衛的になり

Finkin教授（イリノイ大学）が関心を持って下さり、

易いようにも感じられた。

字数が増えても良いので、海外の法制度に関する
情報を充実化させれば掲載すると言ってくれた。

最終的に行き着いた打開策は、以下の通り。
1）言語の壁
⇔慣れてくると、自分の専門に関わる論考なら、

そこで、現にそうしたところ、50,000 words近く
になってしまった。対する Finkin教授のコメント
は、「まさに包括的な深さと範囲をカバーした論考
産業保健法学会誌

第 1巻第 1号

2022/7

283

【特集・第1回学術大会】寄 稿

だが、さすがにジャーナルでの掲載は難しいので、

方が早く公表していたが、英語では、彼の出版の

モノグラフでの公表を勧める。充分にその価値が

方が早かったということである。すると、以後の

ある」というものだった。

出版のための reviewでは、概ねどの出版社も彼に

このコメントに支えを得て、出版へ向けたトラ

声をかけることになる。これも日本在住の日本人

イアルを開始したが、話はそう簡単には運ばなかっ

研究者にかかるハードルの 1つである）。なお、彼

た。

の著書は、基本的には、メンタルヘルスに関する
使用者の義務を強化しようとするもので、人より

1. 4 UKの知り合いからの出版社への紹介

法を重視する発想という意味で、性格的には私の

最初は自力で出版契約を得ようと考え、2－ 3社

著書よりはるかに法律学的な本だが、分野は心理

にコンタクトした（その過程で、出版企画書を作成

学に分類されていた。結果論にはなるが、彼の著

した）が、あっさりと rejectされた（ただし、ある

書が先に発刊されていたことは、私の原稿の出版

名門大学の出版部門の editorは、この出版企画は

にとってプラスになったように思う。彼の本が 1万

strongなので、他の適切な出版社への提出を勧め

部ほど売れていたこと、他方で、彼の著作と私の

ると伝えてくれた）。

著作は、真反対に近いくらい方向性が違ったため

そこでやむなく、以前からの知り合いであり、
UKの Nottingham Trent Universityに勤務する
心理系研究者である Maria Karanika-Murray（現）
准教授に紹介を依頼したところ、順番に以下の 2社

である。彼の本は法律を重視し、私の本は人と組
織を重視していた。
そのライバルを含む 3名の reviewerの私の MS
（Manuscript）に対する審査結果は、問題点ばか

を紹介してくれた。Mariaは、研究業績豊富で、両

りを挙げ、良い点はさらりとしか指摘しておらず、

出版社でも分担執筆や編者の経験がある。

その価値を正当に評価しているとは思えなかった。

こうした人物からの紹介があると、ほぼ門前払

しかし、正当と思われる指摘は受け容れ、次の

いがなくなる。少なくとも、peer reviewまでは進

候補（Routledge）への紹介を受けた。異文化との

むことが多いと思われる。ただし、知り合いの場

対話では、こうした姿勢は重要ではないかと思わ

合、何カ所か rejectされると、紹介者の信用にも

れる。

関わるから、それ以上紹介を依頼しづらくなるし、
依頼者側に「みっともない」という心理が働くの
がデメリットである。

2）Routledge
Springerから音沙汰がなくなって半年ほどした
ところで、Mariaから Routledgeを紹介された。二
重投稿による著者倫理違反が心配だったが、Maria

1）Springer
最初に紹介されたのは、Springerだった。私の
出版企画の担当は、法学ではなく心理学系統の

もこの経過なら問題ないと言ってくれ、踏み切っ
た。

editorと な っ た。 紹 介 者 が あ っ た た め、 最 初 は

ここでも、最初はとても welcomeだった。最初

friendlyだったが、結局、査読で rejectされた。そ

に紹介された心理系の editorから、内部調整で法

れも、8ヶ月ほどにわたって先方からの連絡はなく、

律学系の senior editor（主任編集者）の Kirk Alison

こちらから状況確認のメールを送っても、1ヶ月先

に紹介された。私自身は、先述したジャーナルへ

には連絡すると返信しつつ、やはり音沙汰なしが

の投稿経験からも、法律学関係者は国際的にも頭

続いた。複数の reviewerからの結果を待っていて、

が固いことが多いと感じていたので、良くない流

途中経過が良くても悪くても、最後まで待って決

れだと思った。現に、Alisonは、当初はぶっきらぼ

めようとするためと思われる。

うで、ざっと私の MSを読んだところで、
「これは人

後で判明したのだが、自分の研究上のライバル

事労務管理系の方がいいんじゃないか」など、あ

に当たるフランス人が、私より先にここで同じ分

れこれ突っ込みを入れて来たので、出版に消極的

野の研究書を発刊していた（日本語での著作は私の

なのだろうと感じた。しかし、実は、クリティカ
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ルに価値を見極めようとしていただけで、とても
誠実な職業人であることが後に判明する。
そ の 後、Alisonか ら も 数 ヶ 月 ほ ど 連 絡 が な く、

たということである。
丁度その直前、Emeraldをあてにして、ずっと待
たされていた Routledgeの Alisonに断念の通信を

もはやだめかと思っていた。さすがに不安にな

送った。すると、reviewの結果が甲乙あって判断に

り、他の出版社に関心の有無を確認する形で問

時間がかかったが、review結果を踏まえた修正を確

い合わせを始め、そのうち、USの Vernonと UK

実にしてくれれば出版のチャンスがあったと伝え

の Palgrave Macmillanでは、出版企画書のイニ

られた。冒頭に示した審査結果も、そのうちの一

シャルチェックを通過し、UKの Emeraldも、担当

部である。そこで、断念の意向を撤回し、Alisonの

editorが強い興味を示してくれた。

示唆を受けて、Routledgeで出版契約の可能性を探

しかし、Vernonは、WEBサイトで出版希望者に

ることにした。

厳格な手順を示しており、私がそこに書かれた内

ここからの Alisonのサポートは、ほぼ二人三脚

容を再確認するようなメール（審査にかかる期間予

と言ってよいほど、実に親身だった。先ず、Alison

測）を送ってしまって以後、一切通信が途絶えた。

が review結果を踏まえて MSの修正の要点をまと

大量の Projectを審査する出版社にとって、申請者

めてくれた。それに沿った修正を約束したところ、

の手順ミスは命取りということだろう。多くの出

編集者会議での審議で、説得的に MSの価値を説明

版社が、人間的なやりとりは、reviewを通過した者

し、出版契約にこぎつけてくれた。

に対してだけ、という仕組みにしているようだ。
他 方、 当 初 は 気 づ か な か っ た が、Palgraveは

その後、以下の文章で始まる Alisonのメールを
受け取った時の喜びは、生涯忘れないだろう。

Springerの関係会社で、Springerでの審査結果も踏
まえて rejectしてきた。なお、この際も、研究上の

Dear Take

ライバルに reviewerの打診がなされたようで、彼

I am delighted to say that the proposal was

は、私が Springerと二重に投稿しているのではな

enthusiastically accepted by our Editorial

いかと指摘したとのことだった。Palgraveの担当

Board and you can expect to receive the draft

editorは、終始素っ気なかった。メールでも、最

contract in the very-near-future.・・・

低限の言葉、字数しか使わない人物だったのを記
憶している。不要な返信は一切しない。とにかく

その後、4ヶ月ほどかけて、当初の倍になるほど

愛想がない。また、研究上のライバルというのは、

加筆し、大幅な修正を加えた原稿が完成し、アク

こういう形でも出版の障害となるのだな、と感じ

セプトされた。とはいえ、少しでも万全な原稿を

た。

世に問うため、膨大な内容を幾度もチェックする

Emeraldの editorも、しばらくして連絡がとれ
なくなったので、直接電話して様子を尋ねたとこ
ろ、単に忙しかっただけだったとのことで、よう

必要が生じる事情は、国内での出版の場合と変わ
らない。
それも、後述するように、1冊の著書が発刊さ

やくじっくり私の MSを読んでくれたが、結局、箇

れるまでには、多くのプロの手にかかる。まさに、

条書きのようになっている部分をナラティブにす

出版プロジェクトというにふさわしい。従って、

るなど、大幅に書き直さなければ peer reviewに

彼／彼女らとのコミュニケーションをしっかり行

も回せないと連絡してきた。要するに、最初の好

わないと、伝えたはずの訂正が反映されないとい

印象は、出版企画書（≒原稿の要約）をみた感想だっ

うことも生じる。

2 希望者へのメッセージ
2. 1 出版企画書
（Book Publishing Proposal）
出版の申し入れは、通常、出版企画書を出版社

に送るところから始まる。
企画書には、通例、以下のような内容を記す。
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とりあえず、この内容で作成し、出版社ごとに

と思う。

異なる部分は加筆修正して対応するのが効率的だ

タイトル
全体の要約（200語程度）
各章の要約（200語程度ずつ）
＊執筆途中の場合、全てでなくても良いが、執筆完了予定も合わせて記す必要がある。

マーケット（販売が予測されるところ。学者？政策立案者？実務家？分野は？など）
競合する作品（重要な先行業績）
＊出版社は、それとの差別的価値と共に、その売れ行きに関心を抱く。

全体の語数
キーワード（5語程度）
内容について研究費を得たか
図表の数等
作品の reviewが可能な学者 3-5名
＊実際に、挙示した者に依頼することは少ない。

住所・氏名・勤務先・肩書き

出版社には数多くの出版企画が提出されること

自身の出版企画のキーワードで書籍検索をして、

もあり、少しでも出版方針に合わないと判断され

ヒットした出版物の発行元を調べるのが効率的だ

れば、簡単に rejectされる。返信自体来ないこと

と思われる。
その点で、Routledgeは、拙著に近い分野のもの

もある。
しかし、自社では受け付けられなくても、この

を含め、非常に幅広いジャンルの作品を出してい

企画には価値があるので、他社への提出を勧める

たし、日本人の作品も出していた。つまり、受け

などと言われることもある。経験豊富な editorの

容れ方針の寛容さと日本人著者への親和性が感じ

この類いのメッセージは、お世辞ということはな

られた。
なお、とある哲学分野での英文出版のガイドを

いので、素直に受け止めて良いと思われる。
従 っ て、 先 行 業 績 に 照 ら し て、 自 ら 内 容 に 自
信があればあきらめる必要はない。最終的には

行っている WEBサイトには、以下のような出版社
のリストが掲載されている。

editor≒出版社との相性が非常に大きい。
1

Oxford University Press

2

Cambridge University Press

繰り返しになるが、人文・社会科学系の出版審

3

Harvard University Press

査では、editor≒出版社との相性が非常に大きい。

4

Routledge (Taylor & Francis)

従って強調すべきは、1社で rejectされても、迅速

5

Princeton University Press

に気持ちを切り替えて、Go Nextすべきということ

6

MIT Press

である。

7

Wiley-Blackwell

もっとも、相性合わせのためには、類似の出版

8

University of Chicago Press

物を出している出版社を当たる、特に、分野や思

9

Hackett Publishing

想傾向などが近いところ、日本人著者の出版実績

10

Yale University Press

があるところを当たる方が効率が良いと思われる。

11

Cornell University Press

2. 2 Go Next ！
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12

Columbia University Press

大学ごとの学術情報 repositoryでフリーアクセス

13

Palgrave Macmillan

状態に置く方が、はるかに人目に触れる。たとえ

14

Springer

ば、私が 2017年に大学紀要で公表した日英独の労

15

Continuum

働安全衛生法に関する講演録は、5,000件以上のダ

16

Rowman & Littlefield

ウンロードを記録している。

17

Polity Press

18

Ashgate

19

Edinburgh University Press

20

McGill-Queen’s University Press

21

Broadview

重複投稿に関する厳格な著者倫理はないが、出版

22

Indiana Univ Press

社が、author guidelineで、同時投稿を禁じている

23

Open Court (overlooked in initial survey,

場合が多い。

so we don’t know where it would have
24

2. 3 複数の出版社への「コンタクト（感触調べ）」
は可能
出版の場合、ジャーナルとは異なり、同時期の

しかし、投稿先以外に出版企画を示して、editor

ranked)

の関心の有無を確認すること（：感触調べ）は可能で

Brill (same problem)

あり、私自身も、投稿先からの連絡が途絶えた際、

（Michael Huemer. Publishing in Philosophy.
http://www.owl232.net/publishing.htm最終閲
覧日：2021年 8月 2日）

そのような方法を講じた。
ただし、editorがreviewを打診する学者が重なっ
た場合、同人から重複投稿の指摘を受けることは
あり得、その場合、editorにとっての印象が悪くな

また、こうした人文・社会科学系の出版社のラン
キングの 1例として、以下のようなものがある。
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_
expertosEn_2018.php

ることは覚悟せねばならない。しかし、回答を引
き延ばした出版社の場合、負い目もあって、他者
に打診したことをさほど責めないことも考えられ
る。

ただし、一概にランキングが高いから受け付け
られ難いとは言えない。やはり重要なのは、出版
社及び editorとの相性だろうと思われる。
なお、著者側が金銭を支払って出版するビジネ

2. 4 出版までのプロセス
私の経験から、以下のように整理できる。
この過程には何人もの専門スタッフが関与する。

スがある。今や、Amazonでも自費で電子出版で

1つ 1つの作品は、それだけ手をかけて初めて完成

き る。 大 学 の 出 版 会 な ど で も、 有 償 出 版 企 画 を

する。それに値するものが絞り込まれるのは当然

募っている例があるが、結論的に、お勧めできな

ということを実感する過程でもある。

い。そもそも、審査を通過して、大手出版社で発
刊された著書ですら、学術書の販売数を挙げるこ
と≒多くの人の目に触れることには困難が伴う。
大手出版社の場合、独自の販売網を持っているし、

①原稿の専門分野を担当する editorによる正式
査読に回すかどうかの大まかな審査
→② 3-5 名 程 度 の reviewer に よ る 査 読（peer

Amazonを含め、世界中のメジャーな WEB販売サ

review）

イトに著書の登録をする。それでも、販売数が上

通過すれば、

がるとは限らない。いわんや、自費出版のような
方法ではおぼつかない。実際に、読者の立場に立っ

→③編集者会議（editorial conference）での審議
通過すれば、

てみて頂きたい。何の信頼性の担保もない出版物

→④出版契約（通例、電子契約方式が採られる）

を、エネルギーと時間、費用を割いて読もうと思

→⑤ editorによる、reviewerのコメントを踏まえ

われるだろうか。
そのくらいであれば、今や、大学紀要に掲載し、

た著者への修正の要請
著者による修正を踏まえて、
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→⑥ peer reviewを担当した reviewerのうち若干
名による簡易な再査読

→⑩著者による校正（おそらく 2回）
→⑪出版

通過すれば、
→⑦編集助手（editorial assistant）による出版の周

以上のプロセスのうち、⑧が結構重要である。

辺作業（著者との相談によるタイトル、デザイ

著者は、この段階に移行する直前に、以下のよう

ン、著書の宣伝文句の決定、著者に関する情

に、原稿を、著者情報、全体の要約・キーワード、

報収集など）

謝辞、目次、序文、各章、附款、資料にファイル

→⑧本の製作の最終工程を司る production editor

を分けて提出する必要がある。

による、原稿の表現、引用形式等の体裁の調

索引は、出版社が依頼するフリーランサーに有

整（著者との合意ができれば、この作業がフ

償で付けてもらえるのでそうしたが、その他は、

リーランスの copy editorに委託される）

殆どそのまま著書にできる状態まで著者自身が

→⑨出版社によるゲラの作成

もっていかねばならない。

次に示すように、この際、各章は、それぞれ独

載する必要がある。これまでの日本の人文・社会科

立した作品となるよう、それぞれに表紙を付け、

学系の成果物の公表では、こうした面が立ち後れ

そ こ に 著 者 の ORCID(Open Researcher and

ていたように思われる。

Contributor ID)も書き込む。引用文献、参照文献

繰り返しになるが、出版までには、こうした形

一覧等も、章ごとに記載せねばならない。文献の

式面の整理を概ね自ら行う必要がある。その過程

引用方法には所定の形式があり、文献引用の管理

で、その作業に値する内容を備えているかを自ら

のためにも、DOI（Digital Object Identifier）も記

再確認することにもなる。
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英文学術書の出版経験とpotential author へのメッセージ ～ T.Mishiba. Workplace Mental Health Law. Routledge,2020の出版経験を踏まえて～

2. 5 出版費用

者にたどり着けるというものでもない。私の MS

学術出版の場合、日本では、著者が出版社に出

（Manuscript）のように、法学・行政学と医学、心

版費用の一部を支払うのが当然化しているが（そし

理学など分野を跨ぐものの場合、校正・翻訳者選び

て、それを賄うために出版助成制度が発達してい

は特に難しくなる。なお、校正・翻訳業者は、学術

るが）
、少なくとも欧米の大手出版社において、そ

文献にも実務的な翻訳者を宛てようとすることが

うした著者負担は不要である。むしろ、一定数以

多いが、その選択では大抵失敗する。

上売れれば 6％程度の印税を受け取れる。
逆に言えば、それでも元が取れる見込みのある
出版企画しか acceptされないということである。

私の場合、ACNという小規模な業者を使ったが、
当初、校正・翻訳者を先方の選択に任せたところ、
仕事のクオリティが極めて低く、クレームを述べ
て、担当を変えてもらった。その際、複数の校正・

2. 6 校正・翻訳者
著 者 が ネ イ テ ィ ブ で な け れ ば 必 須 と な る。
100,000 wordsを基準に、修正等も込みのトータ
ルで 300万円程度の出費は覚悟すべきだろう。
Routledgeの 場 合、80,000 words以 上 で 簡 易
版 著 書 の 要 件 を 充 た す（ 私 の 著 書 は、 最 終 的 に
95,000 words程 度 に な っ た ）
。Springerで も、

翻訳候補者を、経験のある専門分野と共に示して
もらい、更に試し翻訳で能力を確認して選定した。
私自身がその後、英字論文の執筆で活用したこ
とのある業界大手の Editageは、上級クラスの校
正・翻訳者を指名すれば、相応のクオリティを担保
できる。標準レベルだと心許ないように思う。
言うまでもないが、仮に良い校正・翻訳者に出会

SpringerBriefsという簡易版著書のシリーズを発

えたとしても、著者自身にかなり高レベルの英語

行している。通常の著書だと、140,000 words程度

力は必要になる。正確に文意を伝えるためにも、

が最低限になるので、校正・翻訳費用は 500万円位

できればドラフトは自分で作文した方が良いし、

になるかもしれない。また、私の場合、幸い国際

たとえ翻訳を委ねても、英文を精査して修正せね

機関に勤務していた環境政策を専門とする日本人

ばならない。かなりの割合で誤訳や不適当な訳が

にも、参照文献の整理やダブルチェックを引き受

ある。また、メールで良いが、出版社と多くのや

けて頂けたので、その分の費用もかかった。

りとりをせねばならない。ただし、ネイティブレ

もっとも、お金さえ払えば、適任な校正・翻訳

ベルの会話力などは、必ずしも必要ない。

3 おわりに～出版の成果～
顧みて、出版の成果には、主観的なものと客観
的なものがある。

また、この出版プロジェクトの成功の後、私は、
多くの方々の協働、ご助力を賜り、日本産業保健

私が知る限り、日本在住の日本人研究者による

法学会（JAOHL）という学会を設立した。このセミ

比較法制度研究の海外大手出版社での出版例は、

ナーの共催学会である（注：本稿は 2021年 8月 8日

初めてか稀だろうと思われる。USのハーバード

に日本産業保健法学会が学術英語学会（J-SER）との

大学、イェール大学、スタンフォード大学、UKの

共催で開催した英文学術書出版セミナー時の報告

オックスフォード大学など、名だたる大学の図書

をベースにしている）。

館に（時には別に執筆した和書などと共に）所蔵さ

実は、英文学術書の発刊を志す方々にはそうい

れているのを確認すると、やはり、自分が生きた

う方が結構多いのかもしれないが、私自身、出身

証が、小さなピースであれ、文化の礎石となる可

母体である日本労働法学会の趨勢とは周波数が合

能性を感じ、嬉しい。

わずに今に至っている。厚生労働省の科学研究費

査読付英文ジャーナルへの投稿にも抵抗感がな

は継続して頂いているが、既存の法学系での評価

くなった。その後既に 2本を投稿し、2本ともにア

が影響する文部科学省系（日本学術振興会）の科学

クセプトされ、1本は既に publishされている。

研究費には採択されたことがない。この著書の邦
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語版の出版助成ですら採択されなかった。
確かに、専門性の基礎と大学の専任ポストを頂

ゆる名門大学の教授になる必要もない。自ら信じ
る学問を追究すればよい、と。設立した学会は、

いた恩ある学会なのだが、後で気づくと、志向性

厚生労働省の陰日向のご支援を頂き、発足から 1年

が 180度近く違っている。労働法学会は、相応に

半ほど（本稿入稿時点の 2022年 3月現在）で会員数

伝統ある法学会なので、後追い的、観念的、同業

は 800名ほどになっている。これは曲学阿世とい

者（内輪）主義的な傾向がある。人や組織より法を

うことではなく、嘘でも社会の誰かの役に立とう

重視する。他方、私が形成を図っている産業保健

と思うかどうかという視点と思想の問題だろうと

法学は、人や組織を重視し、先取り性、現場目線、

思う。まだ法学専門家の関与が少ないが、直に増

学際性を特徴とする。法の権威性・絶対性より、法

えてくるだろう。学会による英文ジャーナルの発

の現実的な役割を重視し、法をコミュニケーショ

刊体制も整いつつある。

ン・ツールの 1つと考える。法の戦略的活用による
人や組織の個性の活性化を試みる。法の知識を踏
まえつつも、他分野・異文化との対話を重視して、

客観的にも、この出版プロジェクトの成功によ
り、関係者の評価は確実に向上したように思う。
もっとも、仮にこの新しい学問体系づくりが軌
道に乗っても、そこに集う人が増え、利権が生ま

問題解決を図る。
この出版プロジェクトに成功する前から、私の

れれば、自己目的化が進み、制度疲労が生じるだ

書く文章は、異分野の方には読まれても、同業者

ろう。既存の分野も、相応の必然性と開拓者があっ

にはなかなか読まれなかった。自分の考えが間違っ

て生まれたはずだ。この出版プロジェクトも含め、

ているのではないかと不安になることが多かった

全ての営みは何かの通過点に過ぎないようにも感

が、成功後は、揺るぎない自信を得たと思う。別

じる。否、せめて通過点になればと願うばかりで

に既存の学会で評価される必要もなければ、いわ

ある。
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