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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ため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。

T1406-0316-12-2400

●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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治療と職業生活の
両立の方途を探る
「メンタルヘルス、私傷病などの治療と
職業生活の両立支援に関する調査」を踏まえて
キーパーソンインタビュー

田村清記さん

成瀬肇さん
株式会社 清次郎

最先端レポート
「自動車運転死傷行為処罰法」が施行
健康キーワード
社会（社交）不安障害
法律相談Q&A
試用期間中に自律神経失調症で休職
解雇は可能か？
産業医面談や健診受診を拒む社員に
どう対応したらよいか？
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離職防止、職場復帰について	
効果的支援方法の課題を把握

　医療技術の進歩により、これまでは治療不可能とさ
れていた疾病が治療可能となる一方で、労働環境の変
化により、精神疾患等の作業関連疾患（脳・心臓疾
患、精神疾患、腰痛等筋骨格系疾患、がんなど）が増
加している。
　これは治療を受けながら就労する労働者の増加を意
味するが、治療と就労の両立ができないために、療養
後、職場復帰を断念したり、復職しても離職せざるを
得ないケースが生じているといわれている。
　こうした状況を踏まえ、この調査は労働者の離職防
止および職場復帰の効果的な支援方法などについて課
題を把握するために実施された。調査の概要は以下の
とおりである。
調査対象：常用労働者50人以上を雇用している2万社
（農林漁業、公務を除く。東京商工リサーチの企業デー
タベースを母集団に、産業・規模別に無作為抽出）
調査方法：郵送による調査票の配布・回収
調査期間：2011年11月16日～11月30日
有効回収数：5,904件（有効回収率29.5％）
　ちなみにこの調査は、独立行政法人 労働政策研
究・研修機構が厚生労働省からの要請に基づき実施し
たものであり、その結果は、今後の政策立案のための
基礎資料として活用されるという。

メンタルヘルス罹患者の退職率は全体で約3割
しかし教育研修の有無や休職期限の上限で大きく変わる
　独立行政法人 労働政策研究・研修機構は昨年11月、「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立
支援に関する調査」を発表した。全国約6,000の企業から寄せられた回答からは、メンタルヘルスに罹患した場
合に、約3割が退職すること、またその割合はメンタルヘルス教育・研修制度の有無や休職期限の上限、復帰支
援プログラムの有無などによって、大きく変わってくることが明らかになった。今回は、この調査の概要を紹介
することで、治療と職業生活の両立の方途を探ってみたい。

メンタルヘルスの疾病	
約4割の企業が「増加」

　質問内容は、企業における労働者の治療のための勤
務条件・制度の導入状況、相談体制等の支援状況、職
場復帰状況など多岐にわたっているが、その中からま
ず、疾病の発生状況を見てみたい。
　図1は、過去3年間での疾病の発生状況の増減につ
いてたずねたもの。対象は正社員で、「わからない」
および無回答を除き集計している。

「増えている」「やや増えている」を合計した「増加計」が
43.9％ともっとも多かったのが「メンタルヘルス」で
ある。次いで多かったのが「糖尿病・高血圧等の生活習
慣病」で38.3％。以下、「がん」が30.1%、「脳血管疾患」
が19.5% と続く。
　社員のメンタルヘルス不調の増加とその対策が、企
業にとって大きな問題、課題となって久しいが、この
結果は、こうした近年の情勢を裏づけるものだろう。
　そこでメンタルヘルスに絞って、同じく過去3年間
での疾病の発生状況を見たのが、図2である。正社員
規模別では、規模が大きくなるほど「増加」との回答
が多くなる傾向が明確に出ている。300～999人およ
び1,000人以上の企業では半数以上が増加と回答して
いる。一方で「減少」とする回答は、規模が小さいほ
ど多い。49人以下の企業では25.9％と4分の1以上が
「減少」と答えている。

治療と職業生活の両立の方途を探る
「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」を踏まえて
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図1			過去3年間での疾病の発生状況				〈わからない・無回答除く〉（％）

図2				メンタルヘルス	過去3年間での疾病の発生状況〈正社員〉			（％）
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　50歳代以上層の割合別、30歳代以下層の割合別で
見ると、
◆「増加」とする回答が概ね40％前後に達し、「減少」との

回答の倍程度なっている
◆ただし「50歳代以上層の割合が少ない」、あるいは「30

歳代以下層の割合が高い」ほど（中高年層が少ない、ま
たは若年層が多いほど）、「増加」の回答がわずかなが
ら多くなっていく

といった傾向が読み取れる。

メンタルヘルスでの罹患	
就業継続7割、退職3割

　次に、メンタルヘルスに罹患した正社員が出た場合
の継続就業のパターンを見てみる（図3）。なお調査で
は、「継続就業・計」と「退職・計」はそれぞれ、以下の
回答を合計したものである。
継続就業・計
◦休職を経て通院治療をしながら働き続けている
◦休職を経て通院治療をせずに働き続けている
◦休職せずに通院治療等をしながら働き続けている
◦長期の休職または休職、復職を繰り返している
退職・計
◦休職期間中（もしくは復職直後）に退職している
◦休職を経て復職後、しばらく勤務した後に退職して

いる
◦休職せずに退職している
　全体では継続就業・計が73.0%、退職・計が27.0％
だった。退職・計についてを産業別の傾向を見ると、

「建設業」「卸売業、小売業」「サービス業」で、退職・計
が30％を超えている一方、「不動産業、物品賃貸業」
での退職・計が3.4％と少ない。
　正社員規模別では、規模が小さいほど退職・計の割
合が高い。1,000人以上では10.7％なのに対し、49
人以下が31.5%、50～99人が31.2% と、退職・計の
割合が3倍以上となっている。
　産業医の選任の有無別では、精神科・精神科以外の

特集

医師の「いずれも選任していない」とする企業で、退
職・計の割合が高くなっている。メンタルヘルスの教
育・研修制度の有無別では、「ある」とした企業で
は、継続就業・計が80.2％なのに対し、「ない」と
した企業では68.4％にとどまった。
　休職期限の上限別では、おおむね上限が長いほど継
続就業・計の割合が高くなっている。もっとも継続
就業・計が少なく、退職・計が多い「3カ月まで」の
場合、継続就業しているのは57.4％に過ぎない。一
方、継続就業・計の割合がもっとも高く、退職・計が
少ない「2年6カ月超から3年まで」の場合、89.4％と
9割近くが継続就業し、退職の割合は1割強に過ぎな
い。
　復帰支援プログラムの有無別では、「ある」とした
企業では84.7％が継続就業しているのに対し、「な
い」と回答した企業では70.1％と差がついている。
　メンタルヘルス不調での復職後の配置転換方針別に
見ると、「現職復帰が原則で配置転換しない」で、
もっとも退職・計の割合が高く、34.5％だった。逆
に、「配置転換することがよくある」での退職・計は
23.1％にとどまっている。

産業医の選任、復帰支援プログラム	
配転の配慮などが「結果」につながる

　以下、図3のいくつかの項目について、さらに詳し
く見ていきたい。
　図4（P6)は、メンタルヘルスに関する教育・研修
制度の有無を詳しく見たものである。産業別では、
「ある」とする割合がもっとも高いのが「金融業、保
険業」で、「情報通信業」「製造業」も高い。正社
員規模別では、規模に比例して「ある」と回答した企
業の割合が高くなっている。産業医の選任の有無別で
は、「産業医（精神科・精神科以外）を選任」で、教
育・研修制度が「ある」とする回答の割合がもっとも
高い。もっとも低いのは「いずれも選任していない」
で、13.3％に過ぎなかった。
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図3				メンタルヘルスに罹患した正社員が出た場合の継続就業のパターン（％）
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　続いて図5は、休職期間の上限を産業別、正社員規
模別に見たもの。「金融業、保険業」で「1年6カ月
超」が64.9％にも達しているのが注目される。正社
員規模別では、おおむね規模が大きくなるほど上限が
上がっていく傾向が見られる。
　復職後のフォロー体制についても、詳しく見てみた
い。図6は、復帰支援プログラムの有無と継続就業・
計、退職・計の内訳をさらに細かく見たものである。
プログラムが「ある」とする企業では、特に「休職を
経て通院治療しながら働き続けている」の割合が高
い。復帰プログラムと通院治療の両輪で、完全な職場
復帰を期する体制がうかがえる。一方、「ない」とす
る企業では「ある」とする企業に比べ、「休職期間中
（もしくは復職直後）に退職している」「休職を経て
復職後、しばらく勤務した後に退職している」の割合
が高い。
　メンタルヘルスでの復職後の配置転換方針（図7）
では、配置転換方針がある企業で「休職を経て通院治
療しながら働き続けている」割合が高い。配置転換し
ない企業では、「休職期間中（もしくは復職直後）に
退職している」「休職を経て復職後、しばらく勤務し
た後に退職している」の割合が高くなっている。「休
職せずに退職している」割合も、配置転換方針のある
企業に比べ、高くなっている。

データが示す	
体制整備と就業継続の関係

　以上、メンタルヘルス不調で社員が退職してしまう
企業の傾向は、以下のようにまとめられる。
◦小規模
◦産業医を選任していない
◦メンタルヘルスに関する教育・研修制度がない
◦休職期限の上限が低い
◦復帰支援プログラムがない
◦復職後の配置転方針がない（現職復帰が原則）
　社員がメンタルヘルス不調となった場合、就業を継

図4					メンタルヘルスに関する教育・研修制度の有無（％）

図5					病気休暇制度の休職期間の上限（％）

図6			復帰支援プログラムの有無（％）

図7		メンタルヘルス配置転換方針（％）

続できるか、退職してしまうかは、一次から三次にわ
たるメンタルヘルス予防対策がきちんと実施されてい
るかどうかにかかっている。また、そうした体制の整
備は、産業別や企業規模によってかなりバラつきがあ
るのが現状である。
　今回の調査では、そうした体制整備と継続就業の関
係が、データで示された。この結果は、労働政策研
究・研修機構のウェブサイト＊から全ページ入手でき
る。結果をさらに読み込んで、社員の健康管理に役立
ててはどうだろう。
＊トップページ（http://www.jil.go.jp/）➡ ニュースリリース ➡ 2013年12月24日
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特集
治療と職業生活の両立の方途を探る
「メンタルヘルス、私傷病などの治療と
職業生活の両立支援に関する調査」を踏まえて
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　自動車運転死傷行為処罰法（正式名称：自動車の
運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法
律）は、悪質運転による死傷事故の罰則を強化する
目的で制定された。
　これまで、悪質運転による死傷事故の罰則として、
刑法の危険運転致死傷罪（最高で懲役20年）があっ
た。しかし、「アルコールや薬物等の影響で、正常な運
転が困難な状態」といった同罪の適用条件の立証が
難しいために、一般常識では悪質運転による死傷事
故と見なされるケースでも、自動車運転過失致死傷罪

（同7年）が適用されることが多かった。これに対し被
害者や遺族から「刑が軽すぎる」との批判が続出して
いた。
　こうした声を受けて今回の立法措置では、危険運
転致死傷罪を新法に移し、同罪の適用条件を拡大、

「正常な運転に支障が生じるおそれがある
3 3 3 3 3 3

状態」で
も同罪が適用される。同罪適用のための立証のハー
ドルが下がったといえる。
　ただ、新法ではアルコールや薬物等だけでなく、「一
定の症状を伴った病気」によって正常な運転に支障
が生じた場合でも、同罪が適用される。今、問題となっ
ているのはこの点だ。
　「一定の症状を伴った病気」は、政令により以下の
6つと定められた。
◆自動車の運転に必要な能力を欠くおそれがある
「統合失調症」
◆意識障害または運動障害をもたらす発作が再発
するおそれがある「てんかん」
◆再発性の「失神」（脳全体の虚血により一過性の意
識障害をもたらし、発作が再発するおそれがある
もの）

◆自動車の安全な運転に能力を欠くおそれがある
「低血糖症」
◆自動車の安全な運転に能力を欠くおそれがある
「そう鬱病」（そう病および鬱病を含む）
◆重度の眠気の症状がある「睡眠障害」
　死傷事故を起こし、ここに挙げられた病気・症状に
該当する場合には、最高で懲役15年（死亡の場合、
負傷では最高12年）の刑に処される。
　さらに、上記の病気・症状を持ちながら、免許の取
得・更新時に虚偽の申告をすると、懲役1年以下また
は30万円以下の罰金とするなどの規定が盛り込まれ
た、改正道路交通法が6月1日に施行された。
　こうした厳罰化に対しては、悪質事故減少を期待す
る声がある一方で、特定の病気への差別助長を懸念
する意見もある。たとえば日本弁護士連合会は 3月26
日に意見書を発表。これらの病気を患っている患者の
事故率が健常者より高いことを示す客観的データがな
いままに病名のみを挙げることは、 障害者権利条約、
障害者差別解消法に違反するもの、としている。
　では企業としてはどう対応すれば良いのだろうか。
該当する従業員が事故を起こした場合、第一の責任
は本人にあるが、雇用主としての責任が問われる可
能性もある。実際、新法成立の端緒となった「鹿沼市
クレーン車暴走事故」（2011年）の裁判では、持病
のてんかんを隠して免許を取り、発作で事故を起こし
た本人とその母親、雇用主の三者に、合わせて1億
2,500万円を遺族に支払うよう命じられた。
　こうした事例を踏まえれば、企業には従業員の病歴
の把握が今以上に求められるだろう。ただ病歴に関す
る情報収集に当たっては、差別につながらないよう配
慮し、慎重に聴取する必要がある。

最先端レポート

新法施行で悪質交通事故、厳罰化へ
特定の症状を示す精神疾患も対象
社員の病歴の把握が重要に
 「自動車運転死傷行為処罰法」が昨年11月20日の参院本会議で可決・成立し、この5月20日に施行され
た。てんかんや統合失調症、そう鬱病など特定の病気・症状を持つ人が死傷事故を起こした場合の罰則
が強化されることについて賛否両論があるなか、企業はどう対応すればいいのだろうか。 緊張で頭の中が真っ白、	

手足が震え声も出なくなる
　社会（社交）不安障害（SAD：
Social Anxiety Disorder）とは、
他人から悪い評価を受けることや、
注目を浴びる行動に、強い不安や
苦痛を感じる精神疾患のことです。
　SADの症状が現れる場面とし
てもっとも多いのが、人前での発
言やスピーチです。会議や朝礼、
結婚式などでのスピーチは、誰
でも多少は緊張するものですが、
SADの場合、頭の中が真っ白に
なり、声が震え出なくなる、手足
が震えるなどの症状が出ます。そ
のほか動悸やめまい、赤面、発汗、
吐き気といった症状もあります。
また初対面の人、特に権威のある
人（自分より社会的立場が上の
人）と会う場合も同様の症状が出
ることもあります。いずれも、単
なる「あがり症」のレベルを超え
た強い症状であることが特徴です。
　そのほか、人前で電話をかける、
会議で発言をする、人前で仕事を
したり文字を書くなど、普通の人
なら何でもない場面でも、症状が
出ることもあります。
　このようにSADの症状が現れる

「社会的状況」はさまざまですが、
その頻度によって以下の3つに分類
されます。
限局型：1つだけの社会的状況にお
いて、症状が出る

社会（社交）不安障害Keyword

健康キーワード

スピーチなどで強い不安や苦痛
心当たりがあれば、早めの受診を

非全般型：2、3の社会的状況におい
て、症状が出る
全般型：ほとんどすべての社会的状
況で症状が出るため、人と接する場
面をことがまったくできなくなり、引
きこもりの原因にもなる
　発症年齢は、10代半ばの思春期
が多い半面、中年期に職場で管理
職となり、人前で話す機会が増えて
発症することもあるようです。

SSRIによる薬物療法や	
認知行動療法が有効
　SADを放置すると、うつ病や
パニック障害などを合併すること
が知られています。また不安を紛
らわすためお酒を飲みすぎてアル
コール依存症を引き起こす危険も
あるため、早期の治療が重要です。
　SADは薬物療法と精神療法の
併用、またはいずれかの単独で治
療します。
　薬物療法では、選択的セロト
ニン再取込み阻害薬（SSRI）と、
ベンゾジアゼピン系の抗不安薬が
用いられます。SADを発症する
原因はまだよくわかっていませ
んが、SADの患者さんでは、不
安や恐怖を抑えるセロトニンがう
まく働いていないのではないかと
考えられています。SSRIはこれ
を是正し、不安を感じにくくす
るといわれています。一方、抗
不安薬は、神経が興奮しすぎな
いようコントロールする脳内物

質（GABA）の働きを強めます。
SSRIより即効性があるため、ス
ピーチの前に飲んでおくという使
い方もできます。
　精神療法では、認知行動療法が
有効とされています。自分がなぜ
不安や苦痛を感じるのかを知り、
その原因が自分に特有の思い込み
や考え方の癖であることに着目。
そのうえで違った視点で物事を解
釈し、行動を変えていくという療
法です。

単なる性格の問題でなく	
治療を必要とする精神疾患
　SADを発症しても、患者さん
は「性格だからしかたない」と思
い込み、医療機関を受診すること
が少ないといわれています。ま
た、うつ病を併発して受診した場
合も、うつ病の症状は訴えますが、
SADの症状は、やはり自分の性
格のせいと思い込み、医師に伝え
ないことも多いといいます。
　しかしSADは、単なる内気や
恥ずかしがり屋といった性格の問
題ではありません。治療を必要と
する精神疾患です。人前で赤面す
ることはあっても、それが性格に
起因するものであれば、同じ状況
を何度も繰り返すことで慣れてき
ます。SADの場合、症状が強く、
かつ慣れることはありません。
　SADの生涯有病率は3～13％
といわれています。決して珍しい
病気ではありません。心当たりが
あったら、「性格のせい」と片付
けず、できるだけ早く医療機関を
受診することが望まれます。
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試用期間中に
自律神経失調症で休職
解雇は可能か？
　当社では新卒・中途採用を問わず、入社後6カ月間の試用期間を設けてい
ます。4月入社の新入社員ですが、試用期間中に自律神経失調症により休職
となりました。当社の就業規則では、勤続3年未満の者には3カ月までの休職
を認めています。しかし、試用期間中の社員まで対象とするかどうかは曖昧
なままで、なし崩し的に休職が適用されたという経緯があります。直属の上
司や周囲は、この社員について「当社の業務には耐えられないのではないか」
と言っており、試用期間中に解雇したいのですが、それは可能でしょうか？

Question

産業医面談や
健診受診を拒む社員に
どう対応したらよいか？
　残業が多い当社では、月に80時間以上の時間外労働となった社員には、産
業医が面談することとなっています。ところが一部の社員はこの面談を拒否
し、さらには多忙を理由に健康診断すら受けない社員もいます。こうした社
員には電話をかけて受診を促すのですが、「自分の健康状態は自分が一番わ
かっている」「健康は個人の問題だから、（産業医面談や健診を）強制しない
でほしい」と言われてしまいました。
　こうした社員に、面談や健診をきちんと受けてもらうには、どうすればよい
でしょうか？

Question

対象社員の病状と就業可能な業務を照らし合わせ、
慎重に復職の可否を検討すべき 

Answer

受診命令できる場合もあるが、就業規則に
受診義務を定めることで対応するのが望ましい

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。

労災等法律の専門家への
質問を募集中
このコーナーでは、読者の皆さんから
の質問を募集しています。労災につい
ての疑問など、小笠原弁護士に聞いて
みたいことがありましたら、お気軽に
下記までメールをお寄せください。

ｍr e p o r t@ t- p e c . co. j p

❶試用期間中の従業員に就業規則の
休職規定が適用されるか
　まず、試用期間中の従業員と会社
との関係は、「解約権留保付労働契
約」といって、試用期間中の勤務評価
により適格性がないと判断された場
合には本採用を拒否することができ
るという解約権が付いた労働契約で
あるとされています（最判S48.12.12
三菱樹脂事件）。判例はあくまでも労
働契約が成立していると考えるので、
これに従い、通常多くの会社では、従
業員に適用される就業規則の中に試
用期間中の従業員に関する規定を設
けたうえで、これらの者にも就業規則
の適用を認めています。そこで、試用
期間中の従業員が適用対象から明確
に排除されている場合や、休職規定
が試用期間中の従業員に適用されな
いと規定されている場合を除き、試
用期間中の従業員にも休職規定は適
用となると考えられます。
　そうすると、本件でも明確な除外
規定がない以上、対象社員には休職
規定の適用があると考えられます。ま

た明確な除外規定があった場合でも、
本件では休職の合意があったとされ、
休職規定に従った対応を取らなけれ
ばならない義務が会社に発生してい
るといえるでしょう。
❷試用期間中の従業員に対して、傷
病を理由として解雇することができ
るか
　試用期間中の法律関係は、上述の
通り解約権（留保）付労働契約とされ
るので、当該期間中に労働契約を解
約する際には、解雇と同様「客観的に
合理的な理由」が必要となり、その濫
用がないか厳しく審査がなされます。
　また、従業員の傷病が業務上のも
のである場合（たとえば長時間労働
による過労やセクハラ・パワハラが原
因となっている場合）には、療養期
間中及びその後30日間は、打切補償
（労働基準法81条）を行う場合を除
いて、そもそも解雇をすることができ
ません（労働基準法19条1項）。
　業務上の原因ではない私傷病の場
合においても、解雇の際には客観的
合理的理由が必要となるので、復職

の可能性について慎重に検討せずに
解雇した場合には、無効と判断され
るケースが多いといえるでしょう。復
職可能性の判断について、判例では、
「労働契約上職種や業務内容の特
定がない労働者の復職につき、従前
の職務に限らず現実的可能性のある
他の業務への配転復職や負担軽減
措置等の配慮をすることなく休職期
間満了をもって退職させた措置を無
効」と判断しているケースもあります
（最判H10.4.9片山組事件、大阪地
判H20.1.25キヤノンソフト情報シス

テム事件参照）。
　本件でも、対象社員の就業が考え
られる会社内のあらゆる業務につい
て、負担軽減などの措置を施しても就
業することができないかどうか、慎重
に検討しなければならないといえます。
❸その他の問題
　仮に、当該社員が入社時の提出書
類等において自律神経失調症の既往
歴について不適切な申告をしていた
場合には、経歴詐称の問題として処
分することは検討できます。ただし、
安易に解雇ができないことは上述の

とおりなので、慎重に調査をして本人
の認識度合いや事案の重大性につい
て十分考慮した上で決すべきといえ
ます。
　逆に、入社時に既往歴がなく、試用
期間中に自律神経失調症を発症した
のであれば、業務上負傷の可能性も
視野に入れて検討しなければならな
いでしょう。
　いずれにせよ、本件において対象
従業員の発病の経緯や復職可能性の
慎重な検討なしに解雇することはで
きないと考えるべきです。

　まず、事業者は、労働者の週40時

間を超える労働が1月当たり100時

間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め

られるときは、労働者の申し出を受

けて、医師による面接指導を行わな

ければなりません（労働安全衛生法

66条の8、同規則52条の2、同規則

52条の3）。また、労働契約法5条に

規定する使用者の安全配慮義務の一

環として、一定の場合には使用者に

健康診断を行う義務が発生します。

　本件で争点となっている「従業員

に産業医の診断を強制することがで

きるか」という点については、以下

の裁判例が参考になります。

　原則として医療行為を受ける者に

は医師選択の自由がありますが、従

業員の選択した医療機関の診断結果

に疑問があるような場合で、疑問を

抱くことに合理的な理由がある場

合には、会社指定の医師による受診

の指示に応じる義務があります（東

京地判H3.3.22空港グランドサービ

ス・日航事件）。

　そこで、トラブルを防ぐために就

業規則に産業医の受診義務を定めて

おくということが考えられます。そ

の際には、「会社が私傷病休職の要

否や期間等を確認する必要があると

認められる場合に限り受診義務が生

じる」という規定や、「従業員の同意

のない診断方法や検査方法を実施せ

ず、必要最小限の診断に留める」と

いう規定など、受診義務の範囲を限

定する規定とすることが望ましいと

いえます。

　また、産業医に対して従業員の医

療情報の開示を要求する際にも、本

人の同意を得てから行うのが望まし

いでしょう。
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