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は　じ　め　に

　本誌の主な読者は，精神科（専門）医と考えられる．よっ

て精神科医が産業医となることを前提として論を進める．

産業保健分野では，今回のテーマであるうつ病の復職後の

支援を含め精神疾患にり患した社員への対応が求められて

いる．そのため企業が産業医を求める場合も精神科を専門

とする医師に依頼することが増えているように感じる．し

かし産業医に求められる役割は，臨床医に求められる役割

と異なる．この理解のないまま産業医の立場で社員の主治

医として臨床を行うとトラブルにつながる可能性がある．

そこでまず産業医の役割と臨床医の役割の違いを述べる．

続いて精神科医が産業医となる利点を留意点と合わせ述

べ，精神科医が産業医としてうつ病からの復職後の支援を

行う際に，より貢献できる点を中心として私見を述べる．

Ⅰ．臨床医（主治医）と産業医の役割

　臨床医（以下，主治医と記載）は，本人との診療契約に

より診療行為を行う．本人の利益を第一とし，精神科の場

合本人の現実検討能力が低下・消失している場合などの例

外はあるが，基本的に本人の意向に基づき考え対応する．

一方，産業医は事業者との契約により，事業者が担務する

役割の一部を労働安全衛生法に基づき担う．産業医は，労

働者の健康管理などを行い，事業者の安全配慮義務履行の
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　精神疾患で休業した復職者の支援に際して精神科医が産業医を担当する場合は，精神疾患への理解が深いた

め治療に役立つ職場情報の主治医への提供など，再燃・再発予防に有益な連携がとりやすい．さらに復職者と職

場関係者の通訳の役割を果たし，相互理解を促進し復職後の適応への支援ができる利点がある．支援の際は，

個別支援が職場全体の支援ともなるよう注意が必要である．集団力動の知識や傾聴技術の啓発は，職場の人間

関係の良化につながり健全な職場形成に寄与する．加えて担当業務の明確化や職務ローテーションなど，公正・

公平な業績評価ができ職場運営のインフラとなる職場制度の整備支援をする．個別対応の基本は，配慮はする

（適性配置・指導・教育）が遠慮はしない（業務実績のルールに基づく適正評価）ことである．短時間・短日勤

務制度など就業継続に役立つ制度整備支援も欠かせない．事業者（労務管理者）と労働者のいずれからも中立

性・独立性を守る産業医の立場は主治医と異なるため，産業医と主治医は兼務しないようにしたい．一方で主治

医と立場の異なる産業医の経験は，現在社会的要請の大きな職場のメンタルヘルス対策に寄与できるだけでな

く，精神科医としての能力向上にも役立つように思う．
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支援をする．安全配慮義務とは，労働者の就業に伴い予想

される安全・健康面のリスクに対して，事業者がリスク回

避対策を行う義務である．そのため安全配慮上の必要があ

ると判断すれば，産業医は本人の意向に沿えなくとも事業

者に本人の就業に制限を加える（残業を禁止する，交代勤

務を禁止するなど）意見具申する立場に立つ．産業医は企

業から報酬を得ているが，判断の中立性・独立性が求めら

れ，その医学的判断はいかなる利害対立からも影響を受け

てはならない3）．

　そもそも企業が産業医として精神科医を求める理由は，

メンタルヘルスに問題を抱えた社員には身体科の医師より

も精神科の専門医のほうがより適切な判断対処を行うと考

えているからだと思われる．しかし専門医のより適切な判

断対処は，本人（の治療）の視点にとってより適切という

ことであり，会社の都合や事情を勘案して会社の視点とし

てより適切という意味での適切ではない．産業医の判断

は，主治医と異なり労働者（相談者）の意向に必ずしも沿っ

たものにならないこともあるが，同時に必ずしも事業者の

意向に沿ったものにならないこともある．この中立性・独

立性の立場を企業と事前に確認しておかないとトラブルの

要因となる．

　中立性確保の工夫として入院精神分析療法の分野で編み

出された精神療法医と病棟主治医の分離の考え方が参考に

なる2）．病棟主治医は，必要に応じ本人との面接だけでな

く，病棟での生活を観察し，病棟スタッフとのカンファレ

ンスをもつなどして本人の状態を理解し，直面化など本人

への管理的対応を行い，それらの情報を精神療法医に伝え

る．精神療法医は，時間や場所を明確にした治療構造のな

かでのかかわりが中心となり，秘密の保持も厳格に考え

る．産業医は直接管理的対応を行わないが，病棟主治医に

近い立ち位置がよいと考える．本人だけでなく上司や人事

担当者など関係者とも連携し，職場情報を主治医へ伝え

る．同時に職場関係者の本人に対する理解を助け，有益な

対応ができるように支援する．事業所の近隣の医院などの

場合，産業医を担当している事業所の労働者から治療の依

頼を受けることもあるかもしれない．応召義務もあるため

拒否することが問題となる可能性もある．そのため，産業

医となる事業所の労働者を診察する場合は，緊急時一時的

対応に限定し，その後は速やかに他医に紹介するなどの

ルールを事前に取り決めておきたい．

　産業医の経験は，主治医としての自身の立ち位置を別の

視点からみることになる．それは主治医の役割の明確化と

なり，能力の向上につながる（逆に産業医を担当する事業

所以外の労働者の主治医経験は，別の視点を与え産業医と

しての能力向上につながる）．この視点の移動を融通無碍

に行い対応することができれば理想的だろうが，そのよう

な対応は労働者にとっては場あたり的対応に終始する信頼

のおけない産業医もしくは主治医とみえることになろう．

そのため実務上，医師自身のなかで両者の視点をもつこと

はよりよい対応を生み出す可能性を高めるが，一人が両方

の対応を同時に兼任することは実現不可能と感じる．

Ⅱ．産業医としての日常活動

1．	職場の人間関係の良化

　職場の人間関係がよいことは，快適な職場環境の重要な

要因と思われる．人間関係がよいとは，お互いを支援・活

性化する形でかかわり合いの緊密性が高い状態である．組

織の有効性は，個性・能力の異なる人々の交流が，新たな

知識の創発につながる可能性を高める点にある．そのよう

な有効性は，各個人のかかわり合いが緊密であるほど高ま

る．一方で同質性の高い集団は，保守的になりやすく新た

なものを受け入れにくくなり，逆に創発の阻害要因とな

る．そこで同質でない者とのかかわり合いをよくすること

が重要となる．（精神科医でもある）産業医であれば，例え

ば発達障害傾向のある労働者の特徴などを職場の人に説明

することで，自分とは異なる他者の理解を支援することが

可能である．いわば職場の通訳の役割を果たすことができる．

　経営学者バーナードによれば，組織には 3つの要素があ

る1）．共通の目的，協働意欲，コミュニケーションである．

共通の目的は，その組織の存在目的である．協働意欲とは，

その目的を達成するために一緒に働く意欲である．コミュ

ニケーションは，その 2つの要因を結びつけるものであ

る．組織が大きくなり，細分化されるに従い，自身の役割

と共通の目的との関係がみえにくくなる．共通の目的を実

感できなくなれば，協働意欲を失う可能性もある．そのよ

うな状態を防ぐため，組織が巨大化するに従い共通の目的

と協働意欲のつながりを明確にするコミュニケーションの

役割の重要性が増す．組織におけるコミュニケーション

は，このように組織構成の重要な要素であり，単に人間関

係良化の目的のものではない．しかし良好な人間関係が基

礎になければ，組織の要素としてのコミュニケーションに

も支障をきたす．職場内の交流が行われなくなると，目的

の共有と協働意欲の維持・向上に不可欠なコミュニケー
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ションも失われ，労働者はバラバラに働く状況となり，組

織は非効率となり不活発となる．共通の目的を実感できな

い労働者は，離職することもある．産業医は，組織全体の

状況を把握しコミュニケーションの良化のために必要な対

策助言を行うことができる．このとき，精神科医がもつ集

団力動に対する知識や経験はよりよい助言を与える可能性

を高める．

2．	精神科主治医・職場関係者との連携

　精神科医が産業医を行うことのメリットの 1つに話を聴

く技術（能力）の高いことが挙げられる．産業医であれば，

上司や同僚・人事担当者など複数の関係者に接点をもてる

ため，より正確で具体的な職場状況の把握が可能となる．

それらの情報と本人の認識の照合により，本人と周囲の職

場状況認識の齟齬を修正する支援ができる．まず職場に対

して，ルールの明示を勧めるなど認識の齟齬が起きなくな

るように働きかけたい．認識のずれの修正が困難なとき

は，本人の自己理解（認知特性の理解）を促すことになる．

同時に本人の性格特性などへの周囲の理解を深めること

で，より適切な支援が可能となる．注意点は，会社の診療

所で診療を行う場合を除き，産業医は主治医ではない点で

ある．前述のとおり産業医は，会社との契約に基づき活動

している．直接本人と診療契約を結んでいるわけではな

い．事実を確認して本人に提示することはできるが，その

事実に対する本人の認知に対して積極的に修正を促すこと

は控えるほうがよい．修正（治療）対応（本人を職場に合

わせる）があまり前面に出すぎると，会社寄りの判断をす

る医師と認識され，本人との信頼関係を損なうことにな

る．一方，本人の認識への肩入れが強くなりすぎる（職場

を本人に合わせる）と会社の信頼を得られないことになる．

職場環境の重要な要因となる職場の人間関係の良化を目的

として，本人の認識と職場の認識の違いを確認し，その違

いの修正が必要との立場を維持し，その修正の支援のため

の情報を主治医に提供し本人の治療に役立てていただき，

より理解の深まった主治医の意見を根拠として職場の支援

につなげたい．このときも産業医が精神科の専門医であれ

ば，診療に有用な職場情報の主治医への提供，主治医の意

見の妥当性の評価などが適切に行え，結果的に本人の治療

の支援となる．産業医としての対応の際に治療の側面が前

面に出ると，産業医は労働者から主治医と認識され，情報

の扱い方にリスクが生じる．具体的には，労働者から得ら

れた情報を産業医は安全配慮の観点から上司に伝える必要

があると認識しても，労働者の同意を得ることができない

場合である．もし情報を伝えず，安全配慮の措置が行われ

ず，事故や疾病の発症が起きた場合，産業医は安全配慮義

務違反の指摘を受けた事業者から任務の懈怠を問われるこ

とになる．反面，労働者の同意を得ることなく上司に伝え

た場合，情報取得のあり方が問題となる可能性がある．労

働者としては，一般診療と同じように認識して，産業医を

主治医のように思って開示したのであれば，主治医と同様

の対応をする蓋然性が生じるように思われる．

Ⅲ．復職後の具体的な対応

1．	労務管理と健康管理（図 1）

　復職後の再発再燃を防ぐためには，発症の要因を特定
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図 1　職場対応における産業保健（産業医）の役割
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し，その対応策を講じることが有効である．経営的視点か

らは，復職支援は毀損した人材資源を再生させ，再び健全

な生産活動のなかに戻す経営資源管理（労務管理）である．

そのため日常の労務管理上の問題（以下，事例性と記載）

を発端として対応がなされることになる．勤怠不良などの

事例性の要因として健康上の問題の有無の判断が産業医

（健康管理）に求められる．健康上の問題（以下，疾病性と

記載）なしと判断されれば，純粋に労務管理問題となり，

治療でなく指導・教育の対象となる．疾病性ありとされた

場合は，治療に導入される．治療により改善すれば事例性

は解消されることになる．このとき疾病性発症の要因とし

て職場要因が大きい場合は，再発再燃を防ぐため，職場要

因の改善も行われることとなる．人間関係の問題や仕事の

適性など疾病性とする判断が困難な事例も多いが，労務管

理と健康管理部門で対応の分担を決め，職場要因の関与に

ついて労働災害と認定されるようなレベルの要因でなくと

も職場環境を改善することが，働きやすく活気ある職場形

成に役立つ6）．一例を挙げると，「融通が利かない」　「協働

ができない」　「自分のやり方に固執する」などの行動特性

が，仕事上の問題とされた際に，発達障害傾向と関連する

可能性を考え，問題点でなく，「手順を守る」　「場の雰囲気

に流されない」などの利点として捉え直し，適正配置する

支援などである．復職後のフォローなどの産業医面談は，

必要に応じて職場関係者との面談も本人同席でも同席でな

くとも可能である．本人から主治医として認識されないよ

う配慮しながら，同時に労務管理者と一体とみなされない

ようにも気を配り，主治医と連携を図りながら，中立な第

三者として管理者・労働者，主治医との信頼関係を築くこ

とが重要である．

2．	職場運営の留意点（表）

　復職者の支援について，組織目標の実現とどのように関

連するのか考えないと，職場はリハビリ機関ではないなど

の反発を生む可能性が高まる．復職者が働き続けることへ

の支援が，周りの労働者にとっても働きやすい環境となる

ことにつながる視点が重要となる．単に復職者の負担を軽

減し，その分を周囲の同僚などに振り分けるだけでは，短

期間であれば支障はないかもしれないが，ある程度長くな

ると，周囲の負担が過大となり，不満が大きくなる懸念が

ある．そこで重要なのは，他の労働者との均衡処遇の視点

である5）．

　産業医の役割は，労務管理者が適正に仕事の管理や部下

の支援ができる環境（構造）を整える支援をすることであ

る4）．具体的には，まずは各人の職務分担の明確化である．

職場の各自の担当業務が明確化できれば，他者（復職者な

ど）の業務の分担など，周囲が追加して担当する業務が明

らかにできる．加えて職務をその構成要素に分け，各要素

の価値を定義できれば，どの部分をどれだけできるかによ

り，各人の業務負担が客観化できることになる．併せて業

務分担をローテーションなどにより変更すると各業務負荷

も各人が実感できる．経験に基づき各人の業務負荷量が共

有できれば，業務負荷の平準化も図りやすく評価の妥当性

も高まる．各人の職務分担やその遂行状況が的確に把握で

きれば，公平・公正な評価につながる．組織としては，不

調者が発生した場合のバックアップ能力も向上する．これ

らは労務管理者が日々の業務改善として行うことである

が，復職者の就業状況などの把握のできる産業医は，問題

点を指摘し，改善を支援することができる．

　復職者に対しては，仕事の流れの一本化が重要となる．

特定の上長を通じた業務の流れとすることで業務の遂行状

況が遅滞なく把握できる．滞留や遅れがみられる場合は早

期の支援が可能となる．一例を挙げると仕事の工程表を作

成して仕事の各段階での進捗をチェックできるようにす

る．進捗の滞りは，本人の業務遂行能力の不足している部

分であり，ピンポイントで本人の能力不足を把握し支援す

ることができれば，効率的な本人の能力向上につながる．

前述したような発達障害傾向に起因するなどして能力不足

の程度が大きければ，能力向上をめざすのではなく，その

部分を除いた職務分掌とすることも選択肢となる．労災認

定を受けるような労働負荷ではないが不調につながる仕事

要因は，仕事の適性，支援不足などが考えられる．仕事の

適性について考えるとき，職場関係者との緊密な情報交換

のできる立場である産業医には，本人の認知による部分と

実際の能力不足の部分の区別（本人の主観的評価と職場の

客観的評価の比較）を正確に行うことが可能である．能力

不足の面については，職場における人材育成の課題とな

り，認知の歪みなどは，主治医にフィードバックして治療

に役立ててもらう．

特集　塚本：うつ病からの復職就労者の再発再燃を防ぐために産業医ができること

表　職場運営の留意点

①職務分担・ルールの明確化（仕事の可視化：明瞭性）
②�業務の流れの一本化（必ず上長経由で）
③�担当・進捗状況をグループで共有（人間関係の良化）
④�職務ローテーション（公平・公正な評価）
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　仕事を達成するために配慮はするが，仕事を達成できな

ければ遠慮しないことが対応の基本となる．できないこと

は支援なくやらせないこと，できないことをできないまま

に放置しないこと，ある程度支援してもできない場合は，

できない評価をする，そのために評価基準を明確にする

（図 2）．加えて産業医としては，再発再燃の防止は重要で

あるが，再発再燃しても再休業に至らないように対応でき

る面で主治医とは異なる独自な作用点を有する．業務遂行

能力が低下した場合，再休業とする以外の選択肢の追加支

援である．短時間勤務，短日勤務，在宅勤務などの働き方

のバリエーションを増やすことができれば，就業継続の可

能性が増す．

お　わ　り　に

　復職後意欲低下などの症状が長期間改善しなかったが，

最終的には従前の状態に改善したケースについて，自身も

産業医経験をもつ主治医から，「この方は，薬物の効果があ

まり期待できる方ではなく，よくなったのは，職場の適切

な対応と産業医の支援の結果と考えています」との意見を

いただいたことがあった．私的な話で恐縮するがこのこと

は，産業医としての仕事を継続する大きな力となった．臨

床医がこれまで述べた留意点を意識して産業医としての業

務を行うことは，現在社会的要請の大きな職場のメンタル

ヘルス対策に寄与できるだけでなく，個々人の精神科医と

しての能力向上にも役立つように思う．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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図 2　復職後支援の実際
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Role of Occupational Physicians in Preventing  
the Recurrence of Depression at the Workplace：

Psychiatrist Working as an Occupational Physician

Koji TSUKAMOTO

Heart Clinic

　　When a psychiatrist works as an occupational physician, effective cooperation can be 

achieved between the occupational physician and the psychiatrist in charge, as well as with the 

supervisors to support an employee returning to work after a mental health leave. With their 

abundant expertise as a psychiatrist, the occupational physician can offer information on the 

work environment, which can be of help to the psychiatrist in charge of treating the employee. 

Such communication is also beneficial for preventing disease recurrence.

　　Furthermore, they can act as an intermediary between the returner and co‒workers. They 

have the advantage of being able to promote mutual understanding, thereby helping the return-

er adapt to the work environment after reinstatement. In supporting a returner, consideration is 

required in order for the support for the individual to lead to support for the entire workplace. 

Education on group dynamics and active listening will aid in improving human relations in the 

workplace, thereby creating a healthy work environment. As one of their roles, support in clari-

fying the division and rotation of duties is also necessary, which will help create a fair perfor-

mance evaluation system.

　　The principles for supporting a returner include ensuring that they are qualified for their 

role. However, appropriate evaluation of the returner based on the existing criteria without 

making allowances is important. To support continued employment, shortening of work hours 

and reducing workdays are also important. The neutral position of an occupational physician 

who remains impartial between the employer and the employees is different from the position 

of the psychiatrist in charge. Therefore, it is not desirable for one doctor to simultaneously 

work as an occupational physician and a psychiatrist in change of employees with mental dis-

eases.

　　On the other hand, an occupational physician having a different role from that of the psy-

chiatrist in charge is likely to further mental health management in the workplace, the demand 

for which is growing in society. This experience will also help improve their skills as a psychi-

atrist.

Author’s abstract
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