
河野慶三産業医事務所
河　野　慶　三

（聞き手　池脇克則）

　一般に、産業医が職場の医務室を診療所登録して、職員の慢性疾患の診療を
することはやめたほうがよいとされています。しかし、例えば健診で高血圧が
発見されても、多忙などの理由でかかりつけ医を受診しない人が多数います。
また、中途で受診を中断する人も多数います。そこで、産業医が医務室で処方
薬を開始する、あるいはかかりつけ医の処方薬を引き続き継続することにより
治療率を改善できると考えられますが、産業医による職場での診療の問題点に
つきご教示ください（かぜ薬や降圧剤などの投与、職場での産業医によるイン
フルエンザワクチン接種についても触れていただけますと助かります）。
 ＜東京都勤務医＞

産業医の職場での診療行為の可否

　池脇　河野先生、産業医の役割とい
うのでしょうか、そういうことに関し
て、ハッと気づくような質問をいただ
きました。今、日本で医師が30万人ぐ
らい、うち産業医が９万人とか10万人
とか聞きますから、３人に１人という
とけっこうな数と考えてよいですか。
　河野　そうですね。
　池脇　そして50人以上の職員がいる
事業所の場合には法律で産業医を置く
こと、これも決まっているのですか。
　河野　はい。事業者に課されている
法律上の義務です。

　池脇　小さなところでしたら、非常
勤というか嘱託で、ある一定以上にな
ると専属ということで、この線引きは
数で決まるのでしょうか。
　河野　1,000人以上従業員がいるとこ
ろは専属です。安全衛生規則で定めら
れた有害な業務があるところは500人
以上とされています。
　池脇　嘱託か専属かは別にして、い
ずれにしても産業医がかかわらなけれ
ばいけない事業所はけっこう多いので
すか。
　河野　従業員が50人以上の事業所は

およそ16万です。
　池脇　３人に１人は産業医、多いと
思いましたが、そういう方たちが16万
の事業所をカバーするのはけっこうた
いへんですね。
　河野　そうなのです。
　池脇　いわゆる開業医はかけ持ちし
ている方も多いのでしょうか。
　河野　２つ３つという医師はけっこ
ういらっしゃるのではないでしょうか。
　池脇　そういう中で、私も産業医を
していますが、産業医とは何かといわ
れると案外わからなかったりするので
す。今回の質問にも関係しますが、産
業医としての役割と、いわゆる慢性疾
患を診る医師としての役割、これは区
別されるのですね。
　河野　産業医の業務は「労働安全衛
生法」で定められています。医師の役
割は医師法で定められているので、ベ
ースが違います。
　池脇　法律の建て付けから違うので
すね。
　河野　そうです。
　池脇　例えば、ある事業所が産業医
に来てもらって、当然職場、環境に関
しての産業医的な役割を頼むと同時に、
診療所登録をして診療もしていただく、
そういう形態が多いのでしょうか。
　河野　大企業ではけっこうあります。
　池脇　小さいところではあまりない
のですか。
　河野　小さいところでは診療の対象

者が少ないので、そうする意味があり
ません。
　池脇　今回の質問は小規模の事業所
での話というよりも、ある一定以上の
規模のあるところです。
　河野　そうですね。産業医として契
約し、さらに診療所の医師を兼ねるか
たちですね。同じ事業所の中で一人の
医師が２つの役割を持つ、そういうこ
とをいっていらっしゃると思います。
　池脇　そういう企業、事業所の産業
医の役割の大きな柱の一つは、健康診
断をして異常者をチェックして、例え
ば血圧が高い、これは様子を見るだけ
ではなくて治療が必要だというような
指導もすることになると、延長線上で、
では産業医が薬を出すという流れも考
えられますね。
　河野　ありえます。かなり自然かも
しれないですね。ただ、診断して薬を
出すということは、本来の産業医の仕
事ではありません。事業者には「安全
配慮義務」が「労働契約法」上の義務
としてかかっていて、その安全配慮義
務の中に労働者の健康状態の把握と異
常の所見がある者について診断・治療
を受けるように勧奨することは含まれ
るのですが、実際に診断し、治療する
ことは入っていません。事業者の義務
とされていることは産業医の仕事です
が、そうでないことは産業医としての
仕事ではないからです。さらに、事業
者に健康診断の実施を義務づけている
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河野慶三産業医事務所
河　野　慶　三

（聞き手　池脇克則）

　一般に、産業医が職場の医務室を診療所登録して、職員の慢性疾患の診療を
することはやめたほうがよいとされています。しかし、例えば健診で高血圧が
発見されても、多忙などの理由でかかりつけ医を受診しない人が多数います。
また、中途で受診を中断する人も多数います。そこで、産業医が医務室で処方
薬を開始する、あるいはかかりつけ医の処方薬を引き続き継続することにより
治療率を改善できると考えられますが、産業医による職場での診療の問題点に
つきご教示ください（かぜ薬や降圧剤などの投与、職場での産業医によるイン
フルエンザワクチン接種についても触れていただけますと助かります）。
 ＜東京都勤務医＞

産業医の職場での診療行為の可否

　池脇　河野先生、産業医の役割とい
うのでしょうか、そういうことに関し
て、ハッと気づくような質問をいただ
きました。今、日本で医師が30万人ぐ
らい、うち産業医が９万人とか10万人
とか聞きますから、３人に１人という
とけっこうな数と考えてよいですか。
　河野　そうですね。
　池脇　そして50人以上の職員がいる
事業所の場合には法律で産業医を置く
こと、これも決まっているのですか。
　河野　はい。事業者に課されている
法律上の義務です。

　池脇　小さなところでしたら、非常
勤というか嘱託で、ある一定以上にな
ると専属ということで、この線引きは
数で決まるのでしょうか。
　河野　1,000人以上従業員がいるとこ
ろは専属です。安全衛生規則で定めら
れた有害な業務があるところは500人
以上とされています。
　池脇　嘱託か専属かは別にして、い
ずれにしても産業医がかかわらなけれ
ばいけない事業所はけっこう多いので
すか。
　河野　従業員が50人以上の事業所は

およそ16万です。
　池脇　３人に１人は産業医、多いと
思いましたが、そういう方たちが16万
の事業所をカバーするのはけっこうた
いへんですね。
　河野　そうなのです。
　池脇　いわゆる開業医はかけ持ちし
ている方も多いのでしょうか。
　河野　２つ３つという医師はけっこ
ういらっしゃるのではないでしょうか。
　池脇　そういう中で、私も産業医を
していますが、産業医とは何かといわ
れると案外わからなかったりするので
す。今回の質問にも関係しますが、産
業医としての役割と、いわゆる慢性疾
患を診る医師としての役割、これは区
別されるのですね。
　河野　産業医の業務は「労働安全衛
生法」で定められています。医師の役
割は医師法で定められているので、ベ
ースが違います。
　池脇　法律の建て付けから違うので
すね。
　河野　そうです。
　池脇　例えば、ある事業所が産業医
に来てもらって、当然職場、環境に関
しての産業医的な役割を頼むと同時に、
診療所登録をして診療もしていただく、
そういう形態が多いのでしょうか。
　河野　大企業ではけっこうあります。
　池脇　小さいところではあまりない
のですか。
　河野　小さいところでは診療の対象

者が少ないので、そうする意味があり
ません。
　池脇　今回の質問は小規模の事業所
での話というよりも、ある一定以上の
規模のあるところです。
　河野　そうですね。産業医として契
約し、さらに診療所の医師を兼ねるか
たちですね。同じ事業所の中で一人の
医師が２つの役割を持つ、そういうこ
とをいっていらっしゃると思います。
　池脇　そういう企業、事業所の産業
医の役割の大きな柱の一つは、健康診
断をして異常者をチェックして、例え
ば血圧が高い、これは様子を見るだけ
ではなくて治療が必要だというような
指導もすることになると、延長線上で、
では産業医が薬を出すという流れも考
えられますね。
　河野　ありえます。かなり自然かも
しれないですね。ただ、診断して薬を
出すということは、本来の産業医の仕
事ではありません。事業者には「安全
配慮義務」が「労働契約法」上の義務
としてかかっていて、その安全配慮義
務の中に労働者の健康状態の把握と異
常の所見がある者について診断・治療
を受けるように勧奨することは含まれ
るのですが、実際に診断し、治療する
ことは入っていません。事業者の義務
とされていることは産業医の仕事です
が、そうでないことは産業医としての
仕事ではないからです。さらに、事業
者に健康診断の実施を義務づけている
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労働安全衛生法も、その事後措置とし
て治療を行うことは求めていません。
　池脇　今では常態化しているけれど
も、本来は産業医というのは患者さん
を見つけ出したとしても、その方が直
接治療をする、診療をするのではなく
て、どこかのかかりつけの医師を紹介
して、そこで治療してもらうのがそも
そもの役割なのですね。
　河野　法律上の建前はそうですね。
　池脇　ただ、そのようにして、「は 
い、わかりました」といいながら行か
ない人もいるとなると、質問にもあり
ますが、それであれば事業所の中の診
療所で治療してしまったほうがアドヒ
アランスもいいのではないかという考
えもあるのは事実ですね。
　河野　あると思います。法制度上そ
れが禁止されているわけではありませ
ん。ですから、企業がちゃんと診療所
を作って、診療所の医師として当該産
業医を雇い、その診療所で診療をさせ
ることは法的には特に問題はないので
す。ただし、この場合、診療録を作成
しなければなりません。一方、産業医
は産業医として健康診断後の面接など
の記録を作成する必要があります。診
療録と産業医活動である面接の記録は
全く異なるものであり、別々に作成す
る必要があります。
　池脇　細かいですが、そうすると例
えば過重労働の人の面接をしてカルテ
を書く。その下に、高血圧の診療をし

て処方箋を書く、これは本来は。
　河野　それは避けるべきです。一つ
の例ですが、労働基準監督署が監督に
来ます。そのときに産業医の面接記録
を見せてくださいといいます。これは
見せなければいけません。診療録を見
せてくださいということはまずありま
せん。それは監督署が診療は産業医の
仕事だと考えていないからです。診療
録と面接記録が一緒になっていると全
部見せることになります。そうすると、
個人情報保護法上の問題が生じます。
要求されていないものを見せてしまう
ことになるからです。
　池脇　産業医としての記録といわゆ
る診療録、本来は分けないといけない
のですね。
　河野　そうです。
　池脇　それも手間がかかるような気
がしますね。
　河野　ですから、初めから分けてく
ださい。診療所の設置者である事業者
にそうしたことをよく理解してもらっ
ておくことが必要です。
　池脇　私も産業医をしていまして、
大学ではいわゆる診療する者として一
人ひとりの患者さんを診療するという
経験があると、事業所で患者さんを診
るのも抵抗ありません。会社としても
それもやってくれたほうがいいという
ことで広まっていったということです
ね。
　河野　歴史的にみると、大企業では

診療所がまずあって、診療所の医師が
産業医を兼ねていたという実態があり
ます。1989年までは医師であれば誰で
も産業医になることができたからです。
　池脇　今回の質問は、そういう状況
で産業医が職場でいわゆる慢性疾患を
診療するとどういう問題が出てくるの
かです。
　河野　事業者と労働者は労働契約で
結ばれています。産業医と事業者は産
業医契約で結ばれています。しかし、
労働者と産業医の間には全く契約関係
がありません。産業医と労働者の関係
は事業者を介した間接的なものなので
す。事業者がしなければならないこと
をきちんとできるように産業医が支援
し、その結果が労働者に反映されると
いうことです。先ほどいいましたよう
に、産業医には法制度上、労働者の治
療をすることは求められていない。事
業者にもその義務がない。そうした位
置づけの仕事のプライオリティは低い
ですよね。そういう意味での問題点が
ひとつあり、それに記録の問題が加わ
ります。
　池脇　確かに記録がきちんと分けら
れていないというのは、監督官庁から
して、それをチェックしたときに問題
になる可能性はありますね。
　河野　「なんでこんなことしてるん
ですか」ということですね。
　池脇　私自身も大学病院レベルで診
るのと、本当に最低限の薬しかない診

療所で診るのとでは、やはり患者さん
を診る深みというのでしょうか、それ
が違うのです。
　河野　それは違うでしょうね。
　池脇　そういう点で患者さんが不利
益をこうむる可能性もある。
　河野　それもあります。行くべきと
ころに行っていればよかったのにとい
うことですね。記録のことと関連する
のですが、先ほど少しふれた個人情報
保護法で、健康情報は非常に機微な扱
いをしなければいけない対象になって
います。個人の健康情報は本人の同意
がないと第三者に見せてはいけない情
報として位置づけられているのです。
「このことについて第三者にこういう
目的で知らせるけれども、いいですか」
と聞いて、同意を取ることによって初
めて出せる情報なのです。産業医とし
て得た情報、それから診断・治療する
医師として得た情報、これは別々のも
のなので、異なる目的に使用する場合
には同意が必要となります。診療医と
して得た情報は産業医としては同意な
しでは使えないのです。同じ医師が産
業医と診療医を兼ねている場合、頭の
中では一緒ですよね。どうやって切り
分けるのかという問題があります。
　もうひとつ深刻なのは、診療医は診
療契約に基づいて診療しており、患者
のために全力を尽くすことが求められ
るのに対し、産業医には事業者がその
法的な義務を的確に遂行していく支援
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労働安全衛生法も、その事後措置とし
て治療を行うことは求めていません。
　池脇　今では常態化しているけれど
も、本来は産業医というのは患者さん
を見つけ出したとしても、その方が直
接治療をする、診療をするのではなく
て、どこかのかかりつけの医師を紹介
して、そこで治療してもらうのがそも
そもの役割なのですね。
　河野　法律上の建前はそうですね。
　池脇　ただ、そのようにして、「は 
い、わかりました」といいながら行か
ない人もいるとなると、質問にもあり
ますが、それであれば事業所の中の診
療所で治療してしまったほうがアドヒ
アランスもいいのではないかという考
えもあるのは事実ですね。
　河野　あると思います。法制度上そ
れが禁止されているわけではありませ
ん。ですから、企業がちゃんと診療所
を作って、診療所の医師として当該産
業医を雇い、その診療所で診療をさせ
ることは法的には特に問題はないので
す。ただし、この場合、診療録を作成
しなければなりません。一方、産業医
は産業医として健康診断後の面接など
の記録を作成する必要があります。診
療録と産業医活動である面接の記録は
全く異なるものであり、別々に作成す
る必要があります。
　池脇　細かいですが、そうすると例
えば過重労働の人の面接をしてカルテ
を書く。その下に、高血圧の診療をし

て処方箋を書く、これは本来は。
　河野　それは避けるべきです。一つ
の例ですが、労働基準監督署が監督に
来ます。そのときに産業医の面接記録
を見せてくださいといいます。これは
見せなければいけません。診療録を見
せてくださいということはまずありま
せん。それは監督署が診療は産業医の
仕事だと考えていないからです。診療
録と面接記録が一緒になっていると全
部見せることになります。そうすると、
個人情報保護法上の問題が生じます。
要求されていないものを見せてしまう
ことになるからです。
　池脇　産業医としての記録といわゆ
る診療録、本来は分けないといけない
のですね。
　河野　そうです。
　池脇　それも手間がかかるような気
がしますね。
　河野　ですから、初めから分けてく
ださい。診療所の設置者である事業者
にそうしたことをよく理解してもらっ
ておくことが必要です。
　池脇　私も産業医をしていまして、
大学ではいわゆる診療する者として一
人ひとりの患者さんを診療するという
経験があると、事業所で患者さんを診
るのも抵抗ありません。会社としても
それもやってくれたほうがいいという
ことで広まっていったということです
ね。
　河野　歴史的にみると、大企業では

診療所がまずあって、診療所の医師が
産業医を兼ねていたという実態があり
ます。1989年までは医師であれば誰で
も産業医になることができたからです。
　池脇　今回の質問は、そういう状況
で産業医が職場でいわゆる慢性疾患を
診療するとどういう問題が出てくるの
かです。
　河野　事業者と労働者は労働契約で
結ばれています。産業医と事業者は産
業医契約で結ばれています。しかし、
労働者と産業医の間には全く契約関係
がありません。産業医と労働者の関係
は事業者を介した間接的なものなので
す。事業者がしなければならないこと
をきちんとできるように産業医が支援
し、その結果が労働者に反映されると
いうことです。先ほどいいましたよう
に、産業医には法制度上、労働者の治
療をすることは求められていない。事
業者にもその義務がない。そうした位
置づけの仕事のプライオリティは低い
ですよね。そういう意味での問題点が
ひとつあり、それに記録の問題が加わ
ります。
　池脇　確かに記録がきちんと分けら
れていないというのは、監督官庁から
して、それをチェックしたときに問題
になる可能性はありますね。
　河野　「なんでこんなことしてるん
ですか」ということですね。
　池脇　私自身も大学病院レベルで診
るのと、本当に最低限の薬しかない診

療所で診るのとでは、やはり患者さん
を診る深みというのでしょうか、それ
が違うのです。
　河野　それは違うでしょうね。
　池脇　そういう点で患者さんが不利
益をこうむる可能性もある。
　河野　それもあります。行くべきと
ころに行っていればよかったのにとい
うことですね。記録のことと関連する
のですが、先ほど少しふれた個人情報
保護法で、健康情報は非常に機微な扱
いをしなければいけない対象になって
います。個人の健康情報は本人の同意
がないと第三者に見せてはいけない情
報として位置づけられているのです。
「このことについて第三者にこういう
目的で知らせるけれども、いいですか」
と聞いて、同意を取ることによって初
めて出せる情報なのです。産業医とし
て得た情報、それから診断・治療する
医師として得た情報、これは別々のも
のなので、異なる目的に使用する場合
には同意が必要となります。診療医と
して得た情報は産業医としては同意な
しでは使えないのです。同じ医師が産
業医と診療医を兼ねている場合、頭の
中では一緒ですよね。どうやって切り
分けるのかという問題があります。
　もうひとつ深刻なのは、診療医は診
療契約に基づいて診療しており、患者
のために全力を尽くすことが求められ
るのに対し、産業医には事業者がその
法的な義務を的確に遂行していく支援

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （111）  3130 （110） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

2102_HONBUN.indd   30-31 2021/01/12   10:43



をすることが求められます。この立場
の違いで相反する事態が生じることが
現実には存在します。この場合の葛藤
はストレスフルなものなので、そうし
た事態に陥らない配慮も必要だという
ことです。
　池脇　そういう意味では、実際にや
っている産業医はそこまで、何か問題
が起こる可能性を自覚しないままやっ
ているということなのでしょうか。
　河野　個人情報保護法のそうした制
限の問題はおそらく皆さんあまり認識
されていない。善意でやっているのだ
からいいのではないかと考えておられ
るように思います。しかし、法律はそ
ういうものではありません。
　池脇　今お話ししていただいたのは、
基本的に高血圧の慢性疾患のことだと
思うのですが、質問の方は、例えば 
「風邪を引いて調子が悪いから薬がほ
しい」とか、あるいはインフルエンザ、
これは産業医としてはどうなのでしょ

うかと。
　河野　それは明らかに診療行為です
から、診療所の医師として行うことは
全然問題ありませんが、産業医にとっ
てプライオリティの高い仕事ではない。
少し踏み込んでいえば、なぜ産業医が
そこまでの業務を背負う必要があるの
かということです。
　池脇　産業医の仕事ではないのです
ね。
　河野　インフルエンザの予防接種な
どは、そこでやるのはいいのですが、
それはあくまでも産業医としてではな
くて、診療所の医師としてだというこ
とです。
　池脇　そうすると、産業医としての
役割を考えると、今の実態はだいぶず
れているというのが現状でしょうか。
　河野　確かに気になるところがあり
ますよね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

神奈川歯科大学附属病院認知症・高齢者総合内科教授
眞　鍋　雄　太

（聞き手　山内俊一）

　レビー小体型認知症の治療、予後についてご教示ください。
　高齢者が増えており、ご家族からレビー小体型認知症と思われる話をお聞き
することが多くなりました。特効薬がないことは承知していますが、せめて進
行を遅らせる治療はないのでしょうか。
 ＜埼玉県開業医＞

レビー小体型認知症

　山内　眞鍋先生、本日のレビー小体
型認知症、あまりにも有名なわりには
なかなかとらえどころがないところも
ありますので、まず症状から教えてい
ただけますか。幻視というのが非常に
有名ですが、具体的にはどういった症
状の訴えになるのでしょうか。
　眞鍋　通常のせん妄などで認められ
るような小動物幻視とは異なりまして、
非常に具体的な内容なのです。赤いち
ゃんちゃんこを着た６歳ぐらいの女の
子が食卓に座っている、あるいはベッ
ドの周りを跳びはねて追いかけっこを
しているといったような、すごくリア
ルで再現性のある内容の幻視になりま
す。
　山内　ひょっとしたら本当にあるか

もしれないという感じなのですね。
　眞鍋　そうですね。
　山内　これは非常に特徴的なものと
考えてよいのでしょうか。例えば頻度
的なものですけれども。
　眞鍋　実は幻視そのもの、認知症性
疾患に伴う幻視はアルツハイマー病な
どでも認めます。ただ、リアルな再現
性のある生々しい内容の幻視に関して
いうと非常にレビー小体型認知症に特
徴的な症状といっていいですね。
　山内　認知機能の状態に波があるこ
ともよく報じられますが、これは実際
あるのでしょうか。
　眞鍋　これは一番我々を悩ませる、
そして治療で改善しうる症状なのです。
特徴的な症状でして、脳幹部の脚橋被
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