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こころのサポーター
従業員に対し、日頃の生活状況、職場環境に関するご質問にお答
えいただき、個々人に心の健康づくりのアドバイスをお届けします。
また、部署ごとの統計資料も作成致しますので、職場環境改善へ
の対策立案も可能になります。

セクハラ、パワハラ、アカハラ相談室
経験豊富な相談員が窓口となり、苦情や相談に対して柔軟、かつ
適切な対応を行います。外部相談窓口を設けることで、安心して相
談できる環境が整い、結果的に早期対応が可能となります。

優秀糖尿病臨床医ネットワークサービス
糖尿病の方、糖尿病の疑いのある方からのご相談にお答えしたり、
糖尿病の専門医療機関を案内し、早期に適切な治療が受けられる
ようサポートいたします。

人事・労務ホットライン
心理及び労務の専門家が、休職者・復職者への対応に関するアド
バイスや就業規則上の問題解決の為のアドバイスをいたします。

法律相談サービス
不動産やお金に関する法的問題、交通事故など、法律に関するプ
ライベートな相談に対し、経験豊富な弁護士がアドバイスを行い
ます。Eメール、FAXによる24時間受付で、必要に応じて面談での
相談も可能です。

コンプライアンス通報・相談窓口サービス
通報窓口代行サービスのほか、法的な悩みにも対応できるよう提
携法律事務所による通報法律相談サービスを行っています。これ
は、通報代行業務と公益通報に関する相談窓口を兼ねたアウト
ソーシングサービスです。

医学界の各専門分野を代表する医大の教授、名誉教授クラスの先
生方が総合相談医となり、セカンドオピニオンや必要に応じて優
秀専門臨床医の紹介を行います。また、24時間・年中無休の電話
健康相談、医療関連情報提供サービスを通じて、健康ライフをサ
ポートします。

ドクターオブドクターズネットワーク

復職判定について、精神科・心療内科の名医が復職に関するセカ
ンドオピニオンを実施、中立の立場で復職に関する意見書を提出
します。当社専門スタッフが復職に関して人事・労務部門をサポー
トします。

こころの専門医ネットワーク

認知症の「前駆段階」とされる軽度認知障害（MCI）を高精度で判
別するスクリーニングテストをより多くの方に受けて頂けるよ
う、テストシステムのご提供からテスト実施業務まで幅広く支
援します。

軽度認知障害スクリーニングテスト

心理カウンセラーが定期的に事業所を訪問し、「個人カウンセリ
ング」や「人事労務担当・管理職へのコンサルティング」「産業保
健スタッフ・人事労務担当との連携、会議への出席」「職場復帰支
援」を行い、企業におけるメンタルヘルス対策を、より有効かつ効
果的にサポートいたします。

定期訪問カウンセリング

メンタルヘルス研修サービス
組織の生産性向上やメンタルヘルス対策を推進する上で、「研修」
は重要な取り組みのひとつです。企業や団体ごと、職種や職場ご
とに抱えている課題や問題点に合わせた研修を実施することで、
メンタルヘルスの理解が深まり、組織全体の生産性向上へとつな
がっていきます。

T1312-0316-11-2100

特集

産能大「上場企業の課長に関する
実態調査」を読む
プレイングマネジャー化の傾向が強まるなか
課長職のあり方を問う調査結果
最先端レポート
光トポグラフィー検査
健康キーワード
冬季うつ病
法律相談Q&A
メンタルヘルス不調の社員から
「産業医への相談内容が
上司に筒抜け」とクレーム
産業医の事業者に対する情報開示は
どの範囲でなされるべきか？

●日本全国（約16万件）の「専門病院」「大学病院」「地域の病院」
「クリニック〈開業医〉」等を無償で検索できます。

●専門医療検索ができます。
　「小児科系」「産婦人科系」「内科系」「耳鼻咽喉科系」「眼科系」

「整形外科系」「外科系」「歯科系」「泌尿器科系」「皮膚科系」
「脳神経外科系」「麻酔科系」「循環器科系」

●「人間ドック」と「メンタルヘルス」専門の検索ページがござ
います。

●先進医療に関する情報を検索できます。

……お気軽に、ご利用ください。

※PCおよび携帯電話の両者ともに、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PCおよび携帯電話では、インターネットブラウザの種類・バージョンまたは、機種等により、ご利用頂けない場合がありますの
で、予めご容赦願います。また、病院等の詳細情報の表示画面においても、地図表示の機能が対応されていない場合がありますので、併せてご容赦願います。

NTTドコモ、au、ソフトバン
クの携帯電話からのアクセ
スは、上記のQRコードをご
利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しておりますのでご自由にご利用ください

［リンクして頂くURL］T-PEC医療機関検索  http://t-pec.jp/
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成果に対する
プレッシャーの高まり

業務量が増加

　調査は、従業員100人以上の上場企業に勤務し、部下
を持つ課長を対象に、2012年12月7日から10日にかけて、
インターネットを用いて実施された。
　回答者数は600人、うち男性が583人（97.2％）、女性
が17人（2.8％）。年代別では40歳代が355人（59.2％）
ともっとも多く、次いで50歳代の215人（35.8％）、30
歳代は30人（5.0％）だった。居住地別では関東が367人

　職種では研究開発（27.0％）、営業（23.2％）、管理
（18.3％）の3つが多かった。部下の人数は平均10.64人。
課長に昇進してからの年数は平均6.91年である。

プレイヤーとしての仕事が5割以上	
約半数の課長が回答

　調査結果から、まず課長を取り巻く状況について紹介す
る（図1）。複数回答で多かった上位3つを挙げると、「自分
よりも年上の部下がいる」（48.0％）、「自分よりも職場の
在籍年数が長い部下がいる」（36.0%）、「自分よりも仕事
に関する専門性が高い部下がいる」（29.0％）の順となっ
た。中間管理職として「やりづらい」環境に置かれている課
長が多いといえそうだ。
　調査では、3年前と比較した職場の状況も聞いている
（図2）。もっとも多かったのが「業務量が増加」という回答
で、6割近く（57.0％）の課長が回答している。以下、「成果
に対するプレッシャーの高まり」（39.2％）、「職場の人数が
減少」（33.0％）と続く。人員削減のあおりで一人当たりの
業務量が増えている中で、成果が求められるという、課長
職が置かれた厳しい状況が見て取れる。
　課長としての業務の内容について聞いたところ（図3）、
「プレイヤーとしての割合がまったくない」と回答したのは
0.8％に過ぎなかった。ほぼ、すべての課長がプレイングマ
ネジャーと化している実態が浮き彫りとなった。
　さらにプレイヤーとしての役割が51％以上と回答した人
が、全体のおよそ半数（48.2％）を占めた。これは前回調
査と比べて8.2ポイントも上昇している。特にプレイヤーと
しての役割が71％以上での増加が著しいのが注目される。
いずれにせよ、マネジャーよりもプレイヤーとしての役割に
比重が置かれる傾向が強まっている状況がうかがえる結
果だ。
　プレーヤーとしての個人の目標、マネジャーとしてのチー
ムの目標、この2つの目標を同時に達成することが求めら
れている、昨今の課長職の厳しさを反映した結果といえよ
う。

プレイングマネジャー化の傾向が強まるなか
課長職のあり方を問う調査結果
　産業能率大学は昨年6月、「第2回 上場企業の課長に関する実態調査」の結果を発表しました。前回調査（上
場企業の課長を取り巻く状況に関する調査／2010年）と比べると、課長職のプレイングマネジャー化の傾向が
さらに強まり、プレイヤーとしてもマネジャーとしても中途半端になっている現状が浮き彫りになりました。メ
ンタルヘルス不調に対する知識・関心も低い現状も見て取れます。この調査から、課長職はどうあるべきかを考
えてみるのも良いでしょう。

（61.1％）でもっとも多く、次いで近畿99人（16.6％）、中
部69人（11.6％）と続く。
　業種別では製造業がもっとも多く、53.5％を占める。所
属企業の規模でもっとも多かったのが10,000人以上で
42.5％。以下、1,000人～2,999人（17.0％）、5,000人～
9,999人（15.3％）と続く。大企業の課長職を対象とした調
査といえそうだ。

産能大「上場企業の課長に関する実態 調査」を読む特集
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図1　職場の状況

図3　プレイヤーとしての仕事の役割

図4　課長としての悩み

図2　3年前と比較した職場の状況
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もっとも多い悩みは	
「部下がなかなか育たない」

　現在悩みはあるかを聞いたところ、88.8％の課長が「あ
る」と回答した。複数回答でその内容を答えてもらったの
が、図4である。
　もっとも多かった悩みは「部下がなかなか育たない」の
41.8％。前回調査では29.7％・第3位であり、部下育成の
悩みがここ2年で大幅に増加したことがわかった。部下の
人事評価が難しい（21.7％・第4位）、部下が自分の指示
通りに動いてくれない（17.2％・第6位）、部下へのフィード
バックがうまくできていない（13.0％・第7位）など、部下を
めぐる悩みは多い。部下の育成に関して、できていないと
感じるものとしては（図5）、「自分以外で若手を指導・育
成する人材の育成」が37.5％ともっとも多く、次いで「メン
バーの育成目標・計画の策定」（31.2％）、「部下が一人で
仕事を完結させるような経験の付与」（30.7％）となってい

る。
　再び図4に戻ると、「業務量が多すぎて余裕が無い」は
前回調査では第1位だったが、今回は第2位だった。しかし
回答率では3.7ポイントも上昇している。この回答者に対
し、どのような業務の量で悩んでいるかを聞いたのが、図
6である。もっとも多かったのは「目標管理業務」（54.5％）。
次いで「労務管理業務」（31.7％）、「部下指導・育成」
（29.0％）となった。

メンタルヘルスに不安を抱える部下	
約4割の課長が「いる」と回答

　調査では、メンタルヘルスに関する質問もいくつか設定
している。
　管理する職場の中にメンタルヘルスに不安を抱える部
下がいるかという質問には、37.7％の課長が「いる」と回
答した。また、「いる」と回答した課長に対し、そうした部下
が現在、どのような状態にあるか質問した結果、6割が「休

特集

状の理解について質問した結果が、図9である。
　名前も症状も知っていると答えたものの中で、もっとも多
かったのは「うつ病」（86.0％）であった。以下、「アルコー
ル依存症」（78.2％）、「睡眠障害」（57.0％）と続く。逆に、
「新型うつ」「強迫性障害」「発達障害」は、7割以上の課
長が、名前は知っているが症状は知らない、もしくは（名前
も症状も）知らないと回答している。
　新型うつについては、昨今、マスコミでも盛んに取り上げ
られていることを考えれば、意外な結果といえる。発達障
害にしても同様だ。コミュニケーション不全から就労に支障
を来したり、うつ状態になる人も多いといわれる「大人の
発達障害」は昨今、企業が取り組むべき課題として注目さ
れている。
　にもかかわらず、「不足を感じる能力・強化したい能力」
（図10）から「強化したい力」を見ると、「語学力」や「戦
略的にものごとを考える力」などが上位に来る一方で、「メ
ンタルヘルスに関する知識」の不足を感じているとする

業せずに勤務を継続」と答えた（図7）。
　課長職には、こうした部下へのケアや、部下がメンタル
ヘルス不調に陥らないようにするためのマネジメント能力
が求められるといえそうだ。
　勤務先ではメンタルヘルス対策として管理職向けにど
のような支援をしているか、という質問については（図8）、
もっとも多かったのが「メンタルヘルスの研修・講演会の実
施」（58.3％）だった。次いで「職場状況に関するヒアリン
グ」「コミュニケーション能力の習得支援」（ともに26.8％）、
「疾患・症状に関する情報提供」（18.2％）となっている。
また、「管理者向けの支援は特に実施されていない」は
23.2%であり、約8割の職場は何らかの支援を実施してい
る現状もわかった。

メンタルヘルスへの関心・理解を	
もっと深めるべきではないか？

　メンタルヘルスへの配慮が求められる課長に、病気・病

産能大「上場企業の課長に関する
実態調査」を読む

図5　部下の育成に関してできていないと感じるもの 図6　どのような業務の量に悩んでいるか 図7　メンタルヘルスに不安を抱える部下の有無と部下の状態 図8　職場のメンタルヘルス対策として管理職への支援
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語学力

戦略的にものごとを考える力

部下を育成する力

上司を動かす力

職場の構想を描く力

部下を率いていく力

経営戦略・マーケティングに関する知識

財務・管理会計に関する知識

関連部門や外部と調整・折衝する力

異文化対応力

職場の課題を形成する力

リスクマネジメントに関する知識

幅広い教養

ものごとを決める力

メンタルヘルスに関する知識

部下を適正に評価する力

労務管理に関する知識

自社の理念や価値観を語り継ぐ力

コンプライアンスに関する知識

自社の理念や価値観に関する知識

その他

49.3%
26.2%

39.8%
32.8%

31.3%
17.8%

30.0%
15.8%

27.7%
21.3%

25.8%
14.8%

25.8%
10.0%

22.7%
9.8%

20.7%
13.0%

不足を感じる能力強化したい能力

5.5%
7.0%

3.8%
6.7%

4.8%
9.2%

4.8%
10.0%

3.5%
11.0%

4.5%
11.0%

5.3%
15.2%

9.7%
15.8%

8.5%
16.7%

7.7%
17.0%

9.3%
17.0%

19.2%
6.2%

　こうした状況の下、当の課長職はマネジャーでいること
に苦痛を感じているようだ。図11は、最終的になりたい立
場・役職について質問した結果だが、「プレイヤーの立場に
戻る」との回答が、前回調査に比べ4割（3.9ポイント）も増
加し、13.5％となったことが注目される。もっとも多かったの
は「部長クラスのポジションに就く」だが、前回調査と比べ
ればさほど増えていない。役員クラス以上のポジションに
就きたいという回答に至っては、前回調査から6.2ポイント
も減少している。
　プレイヤーとマネジャー、この2つの役割に求められる能
力は異なる。プレイヤーとしての能力は、個人の目標達成
のための能力であり、実務経験を積み上げていけば得られ
るものだ。一方、マネジャーにはチームの目標達成のため
の専門的なマネジメント能力が求められる。すなわち会社
全体の戦略を十分に理解したうえで、その戦略を自分の
部門にいかに具体的な戦術として落とし込み、人を動かす

回答はわずか5.3%、その知識を強化したいという回答も
15.2%に過ぎなかった。
　企業に障害者の雇用を義務付けることを柱とした改正
障害者雇用促進法において、発達障害は「精神障害者」
の範ちゅうに含まれることが明確化された。このこと一つ
とっても、職場におけるメンタルヘルス対策の重要性は今
後、ますます高まっていくことが見込まれる。課長職自身の
意識改革とともに、企業の管理職への支援もいっそう充実
させていく必要があるだろう。

専門的なマネジメント能力を	
身に付けることができるか？

　調査を通じて浮かび上がってくるのは、プレイングマネ
ジャー化が進むなかで、業務量が増え部下に対するマネ
ジメントもできない、プレイヤーとしてもマネジャーとしても、
中途半端になっている課長職の姿である。

うつ病

アルコール依存症

睡眠障害

躁うつ病

摂食障害

パニック障害

統合失調症

新型うつ

強迫性障害

発達障害

知らない名前は知っているが症状は知らない名前も症状も知っている

86.0%

37.2%40.7%22.2%

33.7%42.2%24.2%

36.0%36.0%28.0%

18.2%50.0%31.8%

7.2%50.0%42.8%

9.5%40.3%50.3%

12.7%34.7%52.7%

5.3%37.7%57.0%

1.5%20.3%78.2%

1.2%12.8%

特集
産能大「上場企業の課長に関する
実態調査」を読む

図9　病気・症状の理解

図10　不足を感じる能力・強化したい能力

図11　最終的になりたい立場・役職

今回調査

2年前調査

経営者（社長） プレイヤーに戻る現状維持（課長）部長クラス役員クラス

2.8％ 12.2％ 38.5％ 33.0％ 13.5％

5.8％ 15.4％ 36.0％ 33.2％ 9.6％

か、という能力である。
　企業を取り巻く環境が厳しさを増すなか、プレイングマネ
ジャーとして多忙をきわめる課長が、こうした専門的なマネ
ジメント能力を、本当に身に付けることができるのだろうか。

プレイングマネジャーの機能は、係長・主任などの現場の
監督職に限定すべきではなかろうか――。そんな疑問や
課題を想起させる調査結果といえよう。
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　精神科領域では、医師が患者への問診、家族から
の聞き取り、行動観察、病状変化などを総合して診
断を下すが、医師個人の判断にバラツキがある。学
会などが作成した診断マニュアルを参照するにして
も、最終的には医師の主観的な解釈に委ねられるか
らだ。また、うつ病に代表されるように精神疾患は
身体症状が先に現れることが多い。その場合、患者
は最初に他の診療科を受診し内科的疾患の病名を
付けられ、肝心の精神疾患の治療が遅れてしまう。
　このような事態が起こる原因の一つは、精神科領
域には画像診断や血液検査のような客観的な基準
がないことにある。精神科領域でも、問診だけに依
存しない、より客観的な診断を目指すにはどうすれ
ばよいか――。光トポグラフィー検査は、こうした
問題意識から研究が進められている。
　光トポグラフィー検査では、近赤外光と呼ばれる
光を頭蓋内に当てて反射してくる光を計測、大脳皮
質の脳血流量の変化を読み取る。これで脳の活動
（活性化）状態を数値化し、その波形をリアルタイ
ムで画像化する。
　実際の検査では、患者は近赤外光の出力および
検出装置がついた帽子をかぶり、指示される課題に
答えていく。課題は、最初に「あ、い、う、え、お」
を繰り返し言う（1分間）。次に、ある一文字で始
まる言葉を、3通り言う（たとえば、「あ」「え」
「お」で始まる言葉を、各20秒間言う）。最後に再
び「あ、い、う、え、お」を繰り返し言う（１分間）
――というもの。検査時間は、前後の準備も含めて
10～15分程度。近赤外光は、ATMの生体認証にも
使われている安全な光であり、MRI（磁気共鳴画像
診断装置）などを使った検査と比べて、簡便で人体

への負担も少ない。
　脳血流量は、外部からの刺激によって変化する。
検査では、たとえば患者が「え」で始まる単語を思
いつくまま「駅、鉛筆、エビ……」と述べていくと、
血流量が変化していく。そのパターンは、以下のよ
うに健常者と各精神疾患で独特のパターンがある。
＜健常者＞課題が始まると、すぐに血流が増加。課
題解答中も血流が多いまま推移する。
＜うつ病＞課題開始直後に血流量は上昇するが、
全体を通して血流量の変化が乏しい。
＜双極性障害＞課題実施の後半に、血流のピーク
が来る。
＜統合失調症＞　課題終了後に血流が増えるなど、
血流増加のタイミングがずれる。
　これらのパターンと、検査の結果現れたパターン
を見比べて、診断を下すわけである。
　ではその精度はどうなのか。東大医学部附属病
院など国内7施設での大規模研究によれば、光トポ
グラフィー検査の結果と臨床症状に基づく鑑別診
断結果の一致率は、うつ病で75％、双極性障害で
77％、統合失調症では90％にも達したという。
　光トポグラフィー検査は、2009年には厚生労働省
に先進医療として承認され、全国25カ所（2013年12
月1日現在）の医療機関で実施されている。また指定
施設ではなくても、同検査を実施している医療機関も
ある。ただ、現時点では確立された検査方法ではなく、
鑑別診断の補助という役割に限定されている。
　しかしデータが蓄積されていけば精度はさらに上
がっていくことだろう。精神科領域の検査方法とし
て確立され広く普及すれば、健康診断での活用も期
待されている。今後の研究を注視したい。

最先端レポート

脳血流量を数値化・画像化し
精神疾患を診断する
「光トポグラフィー検査」

　問診の結果を医師が主観的に解釈して診断を下さざるを得ない精神疾患だが、脳血流を測定するこ
とで客観的な診断を目指そうとする研究が進められている。近赤外光を頭蓋内に照射しその反射光を
測定する「光トポグラフィー検査」である。 過食、過眠が特徴	

春になると回復する
　毎年、秋から冬にかけて気分が
落ちこみ、春になると回復すると
いうことはありませんか。それは、
「冬季うつ病」かもしれません。
　冬季うつ病とは、季節性情動
障害（SAD:Seasonal Affective 
Disorder）と呼ばれる病気の一
つです。季節性気分障害、季節性
感情障害とも呼ばれます。
　SADとは、特定の季節にだけ、
体のだるさや疲れやすさ、気分の
落ち込みといったうつ病に似た症
状が出る病気のことですが、10
月～11月に症状が出始め、3月ご
ろには回復するという、冬型の
SAD（冬季うつ病）が大半を占
めます。
　冬にだけ、こんな症状が出たら、
要注意です。
●気分が落ち込む（特に午前中の

ほうが調子が悪い）
●何をするのもおっくう
●食欲が増進する。特に甘いもの、

炭水化物が欲しくなる。食べ過
ぎて太る

●睡眠時間が増えた。日中眠気が
強い

　通常のうつ病だと、食欲がなく
なって体重が減り、眠れなくなる
のが一般的です。しかし冬季うつ
病はまったく逆で、チョコレート
や菓子パン、お菓子など甘い物が

冬季うつ病Keyword

健康キーワード

日照不足で脳内のホルモンバランスが崩れる
人工的な照明を浴びる「光療法」が有効

特に欲しくなります。睡眠時間も
長くなりますが、朝起きるのがつ
らく、日中の眠気も強くなります。
そのほか、女性に多いのが冬季う
つ病の特徴といえます。
　冬季うつ病の原因ははっきりと
は解明されていませんが、セロト
ニンとメラトニンという、2つの
脳内ホルモンが関係していると言
われています。
　冬季、日照時間が短くなり、網
膜が受ける光の刺激が減ると、セ
ロトニンが不足し、メラトニンの
分泌が増えます。精神を安定させ
る作用があるセロトニンの不足は、
うつ病の直接的な原因となります。
また、セロトニンの生成に必要な
糖分を摂取するために、甘いもの
や炭水化物を欲するようになりま
す。一方、睡眠誘発ホルモンであ
るメラトニンの分泌は増えるため、
眠気が強くなる、というわけです。
　そのため冬季うつ病は緯度が高
い、曇りや雨、雪の日が多いなど、
冬季の日照時間が短い地方に多い
と言われています。世界的には北
欧が多く、国内では太平洋側より
日本海側でよく見られると言われ
ています。

「日光に当たる生活」も	
予防・改善に有効
　冬季うつ病の治療法としては、
明るい光を浴びる「高照度光療
法」が有効とされています。日照

時間の不足を人工的な照明で補う
方法です。肌や目に害がないよう
紫外線を含まない専用の照明器具
を使います。
　重症度にもよりますが、数日か
ら数週間で症状が改善されると言
われています。副作用は少ないと
されていますが、吐き気やめまい、
不眠などの症状が出ることもあり
ます。また、高照度光療法が効か
ない場合は、薬物療法や認知行動
療法も用いられることがあります。
　高照度光療法は保険の適用外と
いうこともあり、導入しているの
は一部の医療機関に限られます。
専用の照明器具はネットでも購入
できますが、効果・副作用の確認
や他の治療法の検討などを考えれ
ば、専門の医療機関を受診するほ
うが良いでしょう。
　日光に当たる生活を心がける

（日中は必ずカーテンを開け、午
前中に外出して日光を浴びるな
ど）、早寝早起きなど規則正しい
生活をする、食事に気をつける

（抗うつ効果のあるDHAを含む
青魚を多くとるなど）といった日
常生活の工夫でも、冬季うつ病は
予防・改善できます。
　程度の差こそあれ、誰でも秋冬
には気分が沈みがちになります。
しかし、夏は元気なのに、秋冬に
なってきたら過食で太ったり、朝、
起きることができずなかなか出社
できない、出社しても強い眠気に
襲われミスを連発するといった状
態になったら、専門の医療機関を
受診しましょう。
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メンタルヘルス不調の社員から
「産業医への相談内容が上司に
筒抜け」とクレーム
産業医の事業者に対する情報開示
はどの範囲でなされるべきか？

メンタルヘルス不調の社員についての相談です。その社員は当社
の産業医にいろいろ相談しているのですが、相談内容が上司に筒抜
けで困ると人事に言ってきました。産業医の役割は「労働者の状態
を把握し、事業者に意見を述べること」と理解しています。一方で、
一般の医師と同様、守秘義務も負っています。この場合、産業医の
情報開示はどの範囲でなされるべきでしょうか？　また会社として
どのように対応すればいいのでしょうか？

Question

「労働者本人の同意のうえで開示」が原則
情報取扱規則を制定しておくのが望まれる

Answer

回答者  小笠原耕司 弁護士

1984年、一橋大学法学部卒業。現在、
小笠原六川国際総合法律事務所の代
表弁護士を務めるほか、青山学院大
学講師として教壇に立つ。講演やセミ
ナー等でも活躍し、内容は企業・金融
法務の実務に即したものから社員の
メンタルヘルスや労務管理、人材面を
主眼とした法律問題まで幅広い。著書
は「安全配慮義務違反を防ぐための
EAP（従業員支援プログラム）導入の
すすめ」（清文社）ほか多数。

Respondent

法律相談

本誌では企業、従業員を取り巻く不
安要因を法律的側面より支援し、理
解を深めていただくために、企業の
とり得る対策等について当社顧問
弁護士で、小笠原六川国際総合法
律事務所代表弁護士を務める小笠
原耕司氏を回答者とし、読者からの
相談に答えていただいた。

産業医が事業者に情報開示す
るには、原則として労働者本人の
同意が必要となり、同意が得られ
た場合でも開示の範囲は必要最小
限度とする必要があります。会社
としては、産業医を含む情報取扱
者一般についての行動を律する情
報取扱規則を、労使に産業医を加
えた三者での協議のうえ、制定し
ておくことが望まれます。

1　産業医の職務と守秘義務
　産業医としては、労働者の健康
や生命身体の保護、また職場環境
の調査及び改善等の要請から、事
業者に対して情報を開示する必要
に迫られる場面があります。一方
で、労働者のプライバシーも保護
しなければならず、守秘義務と産
業医としての職務との対立が生じ

ます。この点に関わる法令は以下
のとおりです。
産業医は、その職務として、

労働者の健康の保持増進を図り、
健康障害の原因の調査及び再発防
止のための措置を講ずるものとさ
れており、必要に応じて総括安全
衛生管理者等に対して勧告・指
導・助言することが求められてい
ます（労働安全衛生法規則14条1
項、同3項）。
他方、医師が、正当な理由が

ないのに、業務上取り扱ったこと
について知り得た人の秘密を漏ら
したときは、6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処せられま
す（刑法134条、秘密漏示罪）。
また、健康診断や面接指導の

実施の事務に従事した者は、その
実施に関して知り得た労働者の

秘密を漏らした場合、6月以下の
懲役又は10万円以下の罰金に処
せられます（労働安全衛生104条、
119条1項）。

２　産業医が行う情報開示の範囲
上記法令間の調整の観点から、

また厚生労働省の指針、産業医の
倫理綱領等（資料1）も踏まえる
と、情報開示には原則として労働
者本人の同意が必要となり、同意
が得られた場合でも開示の範囲は
必要最小限度とする必要がありま
す。
特に、労働者の健康情報につい
ては保護の必要性が高いため、労
働者や事業所の他の労働者の生命
身体に重大な危険が存しており本
人の同意を得るのが困難な場合

（本人の自殺や自傷の危険が差し
迫っている場合や重篤な伝染病に
罹患している場合など）を除き、
本人の同意を得ない開示が違法に
なる可能性があります。
また、本人の健康情報以外の

情報でも、個人情報保護法上の個
人情報やプライバシーに関わる情
報については開示が違法となる場
合があります。したがって、職場
の人間関係や就労状況に関する情
報を事業者に開示する際にも、事
前に本人の同意を取得することが
望ましいといえ、この場合でも本
人が推知できるような情報は伏せ
ておくなど配慮が必要といえます。

３　会社の対応
　設問のような事案が報告された

資料1　産業医の行動に関する指針等

■労働者の心の健康の保持増進のための指針（厚生労働省 平成18年3月31日公示）＜抜粋＞

　産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個人情報を事業者等に提供する場合

には、提供する情報の範囲と提供先を必要最小限度とすること。その一方で、産業医等は、当該労働者の健康を確

保するための就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適

切に加工した上で提供すること

■産業医の倫理綱領（健康開発科学研究会　平成10年11月）＊ただし業界ガイドライン

　同綱領をまとめると、健康管理情報の事業者への情報開示については本人同意を得ることが原則となります。そ

の上で、本人の同意を得るのが困難で開示することが明らかに従業員に有益である場合や、非開示によって公共の

利益を著しく損なうことが明らかな場合等に限定してこれを開示できます（ただし、これらの条件を満たすことを

確認できる書面が必要）。

　また、例外的に情報開示できる場合でも、本人の適正配置又は就業制限に関する必要な情報に限り開示すること

を原則としなければならないとされています。

　なお、産業医が医療法人の場合など、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当する場合には、別途同法の

規制も遵守する必要があります。

資料2　規則制定の参考となるガイドライン等

　規則制定の際には、厚労省指針（資料1）のほか、以下のガイドライン等が参考になります。

■雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成24年5月14日厚労省告示第357号）

■雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項（厚生労働省平成24年6月11日付基発

0611第1号）

■労働者の健康情報の保護に関する検討会報告書（厚生労働省平成16年9月6日発表）

場合、仮に産業医の行為が違法と
なった場合には、会社も当該産業
医を使って事業を行っていた者と
して責任を問われるおそれがあり
ます（履行補助者の故意・過失）。
したがって、労働者本人の同

意を得ない情報提供の事案がない
か確認をすることがまず重要です。
さらに、事業場内における個人情
報取扱権限や取扱情報の範囲、責
任者の選任、守秘義務、産業医や
産業保健スタッフによるデータの
保持加工等の在り方に関して、労
使及び産業医の三者でよく協議を
した上で、マニュアルや情報取扱
規則を定めておくこと等の対応が
考えられます（資料2参照）。
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