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まえがき 

会長からの諮問事項である「地域産業保健センターと産業保健推進センター

並びにメンタルヘルス対策支援センターの再構築と医師会のかかわり方」につ

いて検討するに当たり、 近の労働衛生に関係する政策の急激な変化を踏まえ

て、これまで日本医師会が構築し、支えてきた認定産業医の制度、産業医学研

修、地域産業保健センター事業などの産業保健サービスに関する現状と課題を

振り返りつつ、産業保健に関する基本的な考え方を示した。 

また、近年の労働衛生政策の変更事項に対する考え方とその対応策を検討し

て論述した。 

その上で、日本医師会は、「すべての事業場に認定産業医が関与する仕組みを

構築すること」をめざすこととして、将来の産業保健サービスのあり方につい

て具体的な提案を取りまとめた。 
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I 日本医師会としての産業保健に関する基本的な考え方 

 

１ すべての労働者に対する産業保健活動の提供 

（小規模事業場と非正規労働者にも産業保健活動が提供されるようにするこ

と） 

1）小規模事業場 

平成 21 年経済センサス基礎調査によれば、わが国の民間事業場において、

従業者数が 50 人未満の小規模事業場数は 5,706,512（97.0％）で、その従業者

数は 35,473,715 人（60.7％）であった。各種の統計資料からみても小規模事業

場は、産業保健活動の実施率が低く、労働災害の発生率が高いことが明らかで

ある。わが国の中小企業の多くは、大企業の仕事を直接的または間接的に引き

受けながらわが国の産業を支えている。一方、大企業は、請負企業に対して、

技術指導、資金援助、資材の指定等を行いながら製品の品質や信用を確保する

とともに、危険有害な業務や採算が取れない業務を下請けに託して自らの利益

を守っている、という実態もある。 

本来は、労働者の安全や健康は、企業規模にかかわらず労働安全衛生法等に

より守られるべきであり、大企業の社会的責任（CSR）には、請負企業の労働

者の安全と健康を確保できるように資金や人材の面で協力することも含まれる

と考えるべきであるが、実際には、法令の規定と適用は経営規模により差があ

り、CSR についてもあいまいなのが実態である。また、小規模事業場について

労働安全衛生法の適用が除外されている事項が多いことは、わが国における

97％の事業場と 61％の従業員に産業保健活動が行き届きにくい状態を招いて

おり、産業保健活動の認識と普及を阻害する要因となっている。たとえば、金

融業ではメンタルヘルス不調者が多いことが報告されているにもかかわらず、
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郵政事業の分割によってそれまで労働者数 50人以上であった郵便局が 50人未

満に分社化されて、産業医の契約が打ち切られる事例が報告されている。一部

の企業では、産業医活動を省略する目的で意識的に分社化し 50 人未満にして

いるという指摘もある。 

ここで、小規模事業場は、 

（1）大企業の分散事業場（支店、営業所等）、 

（2）大企業のグループに属する小規模事業場（系列メーカー等）、 

（3）大企業の構内下請け事業場、 

（4）工業団地内や協同組合等の小規模事業場、 

（5）独立の小規模事業場 

に分けて考えることができる。 

これらの異なる属性を持つ小規模事業場の産業保健活動を推進するためには、

現実的な解決策として、（1）（2）（3）については、それぞれが関係する大企業

が産業保健活動を提供することが望ましく、（4）については、工業団地等の集

団として産業保健活動を実施することが望ましい。そして、（5）については、

地域医師会が中心となって、産業保健活動を提供する方策を検討することが望

ましいと考える。 

2）非正規労働者 

いわゆる非正規労働者（短時間労働者、派遣労働者、不定期な有期雇用者、

日雇労働者等）は、労働安全衛生法が適用されにくく、現実に産業保健活動の

対象となりにくいことが課題となっている。また、請負事業者の中には多数の

個人事業主が含まれており、これらの者は事業主であることから労働者として

の保護を受けていない。つまり、実質的には発注者や元請け事業者が管理し責

任を持っている職場環境や作業条件の下で、請負事業者の事業主自身が就業し
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ている実態がある。これらの非正規労働者や個人事業主についても、個人ごと

に産業医を選任した上で、健康診断などの産業保健活動が提供される仕組みを

確立する必要がある。その場合は、健康保険証等の個人番号を把握して、個人

に対していずれの事業場においても産業保健サービスを受けることができるよ

うに、網羅的に分類する方法が考えられる。 

3）法人グループ 

現在、労働安全衛生法は、事業場ごとに労働衛生管理体制を構築し、事業者

に産業保健活動の実施義務を負わせている。しかし、小規模事業場が除外され

ている法令上の規定が多く、大規模事業場が小規模事業場に分割されることで

法令が適用されなくなるおそれがある。加えて、分社化すると別法人として取

扱われることで、まとまりのある産業保健活動に結び付かないおそれもある。

本来、産業保健活動は、経営や人事管理を一体的に担当する法人グループ全体

に及ぶべき活動である。 

したがって、労働安全衛生法による義務規定は、連結決算の下で運営される

法人グループの単位で適用されるようにすることが望ましい。そして、大規模

な法人グループ単位に含まれる小規模事業場については、地域産業保健センタ

ーの対象からは除外することが適当である。 

 

２ 産業医の専権業務の認識向上 

（就業適性の判断は産業医が医学的な知識に基づいて行う行為であることの

認識を普及させること） 

近年、事業者による労働者の健康管理の範囲は、従来からの職業性疾病に加

えて、過重労働による脳・心臓疾患や心理的負荷によるメンタルヘルス不調な

どにも広がっている。特に、 近の産業医には、労働者のメンタルヘルスに関
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する知識が求められている。ただし、このことは、精神科や心療内科の医師で

なければ、産業医の職務が遂行できないということを意味しているのではない。

産業医の職務は、事業場において診察のみを行うだけではなく、仕事が労働者

の健康に影響していないかどうかを判断し、労働者の就業適性が確保されるよ

う事業者に就業上の措置に関する意見を述べ、労働者に指導をすることも重要

な職務である。したがって、産業医自身の臨床分野の専門科目にこだわること

なく、担当する事業場の職場環境や業務について深く理解しておくことが求め

られる。そして、自分の専門外の分野の診察が必要と判断したときは、信頼で

きる専門医に紹介することが期待される。 

一方、産業構造の重層下請化や海外移転が進み、雇用や労働条件は多様化し、

健康面での新たな有害要因も明らかになっている。その結果、個々の労働者の

就業適性については専門的な判断が必要となってきている。産業医学は、職場

環境や作業条件と労働者の健康との適性を判断し、その改善を図るための学問

である。したがって、就業適性の判断は産業医が行う必要がある。特に、小規

模事業場では、産業保健活動の関与が乏しいことに加えて、高年齢労働者の割

合が大きいことから、職場環境や作業条件と労働者の健康との適性を判断し、

その改善を図ることについて一層高度な判断が必要な場合が多いことが予想さ

れる。 

今後、労働者の就業適性の判断と健康の確保を適切に実施していくためには、

産業医が、まず、健康診断結果を経年的および総合的に検討したうえで個々の

労働者に医療機関の受診や生活習慣の改善等の指導（保健指導）を行い、次に、

現在の職場環境や作業条件を継続することの適性（就業適性）に関して人事労

務担当者に意見を述べるという制度をしっかりと定着させることが望ましい。 
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３ 健診事後措置の実施率向上 

（健康診断結果に基づく就業上の措置に関する意見の聴取の実施率を向上さ

せること） 

労働安全衛生法第 66 条の 4 が規定する事業者による健康診断結果に基づく

医師又は歯科医師からの意見聴取は平成 8 年の労働安全衛生法の改正によって

規定された事項であるが、その実施率は、平成 19 年に厚生労働省が実施した

労働者健康状況調査によれば表 1 に示した通りで事業場全体の 27.3%であり、

小規模な事業場ほど低率となっている。産業医は、担当する事業場における労

働者の定期健康診断の結果を、健康診断を実施した医療機関から通知されるこ

とは少なく、事業場の総務担当者などから意見聴取の際に通知されているのが

一般的である。そこで、本来は実施されるべき意見聴取を実施していない場合

には、労働者の健康診断結果が有所見であっても当該事業場が選任している産

業医が労働者の疾病を予防するための措置を講じることができない状態になっ

ていると考えられる。 

また、産業医を選任する義務がありながら選任をしていない事業場もあるこ

とから、そのような事業場については、産業医学についての研修を受けていな

い医師が意見を述べているか、または医師の意見が聴取されていないものと考

えられる。 

わが国が将来にわたり健全な労働力を確保していくには、労働者の就業適性

の判断と健康の確保を適切に実施することが不可欠である。そのためには、労

働安全衛生法第 66 条の 4 に規定された健康診断結果に基づく就業上の措置に

ついて、労働者との面接や事業者との面接を行ったうえで実施すべきであり、

小規模事業場においても徹底することが必要不可欠である。その一つの方策と

して、小規模事業場においても地域産業保健センターと労働基準監督署が協力
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して、健康診断結果に関して地域産業保健センターに所属する医師の意見を聴

取する仕組みを普及させることが望ましい。そのためにも、小規模事業場につ

いても一般定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務を負わせるべ

きである。また、実際にこのことを現場で推進するために、当面、事業者は地

域産業保健センターのコーディネータが地区医師会と調整のうえ、事業者が健

康診断結果について意見を聴取する医師を予め指定し、認定産業医の番号を労

働基準監督署に登録させる制度を確立することが考えられる。 

 

表 1 定期健康診断等の結果に基づく事後措置の有無及び内容別事業場割合（%） 

資料：平成 19 年度労働者健康状況調査（厚生労働省） 

労 異

働 常 行 何 特

者 の っ ら 歯 健 保 再 措 就 の 労 を見作の見作 そ に

が 所 て か 科 康 健 検 置 業 制 働 実直業整直業 の 何

い 見 い の 医 管 指 査 を 場 限 時 施し環備し環 他 も

る が る 事 師 理 導 ・ と 所 の 間 しの境・の境 の 行

あ 後 か 等 を 精 っ の 措 の たた管改た管 措 っ

っ 措 ら に 行 密 た 変 置 短 め理善め理 置 て

た 置 意 つ っ 検 更 を 縮 作・を施・ を い

を 見 い た 査 や と や 業作実設作 行 な

を て の 作 っ 時 環業施又業 っ い

聴 医 指 業 た 間 境管しは管 た

い 師 示 転 外 測理た設理

た 又 等 換 労 定の 備の

は の の 働

平成19年 [78.2] 100 3.6 15.5
事業所規模

5000人以上 [100.0] 100 18.8 0.0
1000～人 [98.8] 100 10.5 0.1
300～人 [99.8] 100 5.1 3.6
100～人 [98.2] 100 3.4 5.1
50～人 [93.4] 100 3.5 8.8
30～人 [81.6] 100 2.8 13.5
10～人 [73.6] 100 3.7 18.3

平成14年 [79.1] 100 5.0 18.11.3 1.781.9 24.8 76.1 3.8 3.3

1.8
81.7 23.0 75.7 1.6 2.1 1.0 0.9

1.6 2.8
86.5 25.2 80.7 2.7 5.3 1.5
91.2 38.5 85.3 5.1 7.1
94.9 49.9 90.1 6.0 8.2 3.4 3.4

10.1
96.4 59.8 92.2 11.6 15.7 4.6 4.4

17.1 24.9
99.9 77.1 98.7 33.7 42.0 9.0

1.4 1.5

100.0 84.0 100.0 79.1 98.3

84.5 27.3 78.7 2.6 3.8

事後措置の内容（複数回答）
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４ 予防保険制度の確立 

（働く人々すべてが少なくとも年に一回は健康診断と医師の面接を受けられ

る制度を確立すること） 

今後、わが国が経済的な発展を持続するためには、すべての労働者が少なく

とも厚生年金を受給可能な年齢までは健康を維持しつつ就業を継続できるとい

う社会基盤を確立することが重要である。昭和 36 年に確立したわが国の国民

皆保険制度は、受診者の医療費の負担を軽減することにより、国民が医療を受

けやすくすることが目的であった。しかし、一方で疾病の予防については医療

保険の適応外であるという制約があった。昭和 47 年に労働安全衛生法が施行

され労働者に対する定期健康診断の実施率は着実に向上してきたものの、経済

的に脆弱な事業場や小規模事業場の労働者、自営業者、いわゆる非正規労働者

などは労働に従事しているにもかかわらず、疾病の予防については、市町村や

健康保険者による健診や検診、あるいは人間ドック等の私費負担にゆだねられ

てきたため、疾病予防について被用者保険の被扶養者はそのサービスを受給し

にくかった。さらに、従前は市町村が健診、検診、がん検診、人間ドックを一

元的に実施していたものが、3 年前からは、健診は保険者（社保・国保）によ

る特定健康診査に変更され、がん検診等は市町村が行う制度に変更されて、受

診者にとって面倒な制度となったことが一因となって、受診率が低下している。 

非正規労働者の疾病予防を充実する観点からも、将来は、労働者災害補償保

険は、地域産業保健センター事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘル

ス対策支援センター事業等に加えて、勤労者が受診した健診の費用等の財源に

充てることを提案する。現在、実施されている定期健康診断の受診及びその結

果に基づく医師との面接を受ける者のための費用として支出する政策について、

国民的な合意を形成し国策に反映させるよう努力すべきである。 
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５ 職場評価制度の確立 

（職場環境の測定や作業条件の調査の結果を産業医に通知する制度を確立す

ること） 

労働者が職場環境や作業条件から受ける「ばく露」の許容限界は、一日 8 時

間、一週間 40 時間の労働を標準として科学的な知見に基づいて設定され、定

期的な作業環境測定も行われている。しかし、その結果は定期健康診断結果の

ように労働基準監督署には報告されておらず、また、それが要改善の所見であ

った場合に健康診断の場合と同様に産業医に意見を尋ねる等の事後措置に関す

る規定もない。したがって、特に小規模事業場など有害な職場環境や作業条件

が多いと考えられる職場では、作業環境測定そのものが実施されていないとこ

ろが多く残っており、わが国において職場の実態が適切に把握されているとは

いえない。さらに、医師による労働者の就業適性の判断において、職場環境や

作業条件が労働者の健康に与える影響が必ずしも考慮されていない。 

したがって、これらの現状を改善していくには、健康診断の結果に基づく意

見を述べる立場にある産業医などの医師が、健康診断の結果と同様に職場環境

の測定や作業条件の調査の結果についても事業者から通知を受ける制度を確立

することが望ましく、この制度の確立のためには、産業保健推進センターとの

連携がさらに重要となる。 

 

６ 産業医による労働衛生リスクアセスメントの推進 

（労働衛生分野のリスクアセスメントの普及とそれに基づく職場環境や作業

条件の改善を推進する専門職として産業医を位置づけること） 

現在、事業場におけるリスクアセスメントが推進されているが、産業安全や

化学物質の分野が先行しており、その他の職場環境や作業条件に関するものは
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今後の課題として後回しになっている。しかし、物理的要因、感染症、過重労

働に加えて心理的ストレスなどの要因も、労働者にとっての重要な健康リスク

である。これらの心理的な要因は、化学物質のリスクアセスメントとは異なり、

個々の労働者ごとの個人差を適切に考慮する必要がある。たとえば、職場の心

理的なストレスの大きさには、設計開発、品質管理、顧客のクレーム対応など

「業務そのものの性質に内在する要因」、一人に多くの異なる責任が集中してい

る状態、部下の業務の実態をよく把握していない上司、人間関係が悪い部署な

ど「組織や配置の状態が抱える要因」、そして、まじめな性格、ストレス耐性、

家族の支援など「本人の要因」、などが複雑に関係している。そこで、高温環境、

重量物の運搬、病原体を取り扱う業務、過重な負担感のある業務、職場の人間

関係等の心理的ストレス等に関するリスクアセスメントを開発して推進する際

には、個人ごとの健康状態や遺伝的背景等に関する健康リスクについても考慮

する必要があることから、産業医が積極的に関与して推進する必要がある。 

このようなことから、日本医師会は、国に対して、先行している化学物質要

因や物理的要因に関するリスクアセスメントの推進に加えて、物理的要因や心

理的要因などに関しては、職場環境のリスクアセスメントに労働者の個人差を

加味した新たな健康障害のリスクの評価方法について検討を進めること、また、

中小企業においても利用可能なコントロール・バンディングの手法を取り入れ

たひな形を作成することについて、要望することが望ましい。 

また、現在、労働衛生分野のリスクアセスメントの結果は、衛生委員会など

で開示される制度になっているものの、労働者が理解できるような言葉や方法

で、わかりやすく提供されているとはいえない。したがって、産業医学に関わ

る事項については、産業医が、適切なリスクコミュニケーションのあり方を考

えながら労働者に伝達する必要がある。 
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このように、労働者の健康状態に加えて、職場環境や作業条件についても理

解している産業医は、個々の労働者の個人差を考慮したうえで行う労働衛生分

野のリスクアセスメントの普及とそれに基づく職場環境や作業条件の改善を推

進することができる唯一の専門職である。 

したがって、産業医は、職場における労働衛生分野のリスクアセスメントを

推進し、さらに労働者ごとに健康障害のリスクの大きさとその対処法について

のリスクコミュニケーションの推進についても深くかかわることが望ましい。

そして、日本医師会は、国に対して、事業者が行う労働者の健康に関するリス

クマネジメントを支援する専門職と位置づけた産業保健制度の整備を推進する

よう要望することが望ましい。 

 

７ 産業医等による健康情報の取扱い 

（職場における労働者の健康情報は医療職が取扱うこと） 

現在、労働安全衛生法が規定する健康診断結果は、非医療職である人事担当

者等が管理しているのが実態である。本来、健康情報は、医療職が管理すべき

ものであり、厚生労働省の通達（平成 16 年 10 月 29 日付け基発第 1029001 号）

でも医療職が加工して非医療職に提供することが記載されている。 

したがって、将来は、診断書等をはじめ、労働者個人の健康情報は産業医や

保健師、看護師が保管することとし、人事担当者には就業管理上必要な情報に

加工して、具体的な就業制限の内容や期限などの情報に変更して、労働者に提

供するように徹底されることが望ましい。 
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II 近年の労働衛生政策の変更事項に対応するための当面の方策 

 

１ 地域産業保健センター事業の受託方式の変更 

地域産業保健センター事業は、産業医の選任義務のない小規模事業場の労働

者の健康管理を推進することを目的に、平成 5 年度から国が労働基準監督署を

単位として地域医師会に委託する方式で 10 年以上にわたって運営され、健康

相談窓口の設置による個別相談の受付、事業場訪問による産業保健指導、産業

保健情報の提供等の活動を通じて、地域の産業保健活動に貢献してきた。 

ところが、平成 19 年下期に、突然、平成 20 年度からの国の政策が変更され、

地域医師会に限らず受託を希望する団体が企画競争に応募する方式に変更され

た。さらに、平成 22 年度には都道府県単位で企画競争に応募する方式に変更

された。これらの変更は、国が主導したものであり、日本医師会の意見を反映

したものではなかった。また、従前から、地域産業保健センター事業を推進す

るために多くの郡市区医師会が自らの費用で経費を補填してきたが、近年は、

会計処理において各地の労働行政機関と会計検査院とで経費の支出基準に関す

る解釈の違いが生じて、医師会が支出した経費の一部の返還を求められる事態

も生じた。その結果、一部の県では、現在の方式では地域産業保健センター事

業を円滑に推進することが困難になったなどとして、企画競争に応募しなかっ

た。 

平成２３年度まではすでに決定していた事項であって国の方針どおりにする

として、平成２４年以降については、以前のように、労働基準監督署を単位と

して地域医師会が小規模事業場に勤務する労働者の健康管理を含む医療活動を

積極的に担当することが望ましい。本来であれば、郡市区医師会が、各医師会

の圏域の小規模事業場の労働者の健康管理を支援することが望ましいが、現行
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の地域産業保健センター事業については、都道府県の単位の事業となっている

ことから、すべての都道府県において都道府県医師会が地域産業保健センター

事業に応募することが望ましい。 

さらに、日本医師会は、地域産業保健センター事業について、現行制度のよ

うに、国が実施内容を決めて企画競争方式により都道府県医師会等に委託させ

る事業として実施するのではなく、地域の医師会が地域ごとの特徴を踏まえて

企画して実施する小規模事業場等における産業保健活動を支援する事業に対し

て国からの補助金や交付金を受給する制度に組み替えるよう、国に対して要望

することが望ましい。 

一方、実際の地域産業保健センター事業を適切に実施するためには、地域ご

との歴史と文化や、地場産業の特徴等を理解し、地域産業保健センターと商工

会議所や商工会とが情報交換することにより、コーディネータや登録産業医が

十分に活動ができる環境を整えることが望ましく、そのためには郡市区医師会

が地域ごとに担当する必要がある。 

このような事情から、都道府県医師会と郡市区医師会は、次の方針にしたが

って協力することが望ましい。 

（1）各都道府県医師会と個々の郡市区医師会は、地域産業保健センター事業

に関して相互に協力することを文書で定めること 

（2）各都道府県医師会と個々の郡市区医師会は、地域産業保健センター事業

の担当理事及び事務担当者を明確に定めること 

（3）都道府県内の郡市区医師会が一堂に会して都道府県医師会が主催する「地

域産業保健センター事業連絡協議会」を少なくとも 6 カ月ごとに一度は開催す

ること 



 

14 

さらに、コーディネータや労働局と調整のうえ、都道府県医師会と郡市区医

師会とがそれぞれ分担して実施すべき具体的な協力内容については以下の内容

が考えられる。 

（1）都道府県医師会は、地域産業保健センター事業の事務局を都道府県の医

師会館または産業保健推進センターの館内に置くこと 

（2）都道府県医師会は、都道府県全体の総括コーディネータを選任すること、

また、従来の地域産業保健センター事業の管轄地域にとらわれずに郡市区医師

会の活用も考慮に入れた合理的に設定した地域ごとに担当する地域コーディネ

ータを選任すること 

（3）都道府県医師会は、総括コーディネータに、各地域コーディネータを指

導させ、各地域における地域産業保健センター事業の活動の内容を把握させ、

毎月の実績を集計させ、地域産業保健センター事業の事務局に報告させること 

（4）郡市区医師会は、当該地域の登録産業医等やコーディネータ等の専門職

が地域産業保健センター事業の一環として実施する活動について、日ごろから

地域コーディネータとともにその内容の把握に努め、専門職が事務局に活動費

用（謝金、旅費）を請求する書類に記載した活動内容を確認し、その実績を記

録し、保管すること 

（5）郡市区医師会は、管轄地域における地域産業保健センター事業の活動に

ついて、毎月の実績を集計し、地域コーディネータを通じ、地域産業保健セン

ター事業の事務局に報告すること 

（6）地域産業保健センター事業の事務局は、都道府県内の登録産業医やコー

ディネータ等の専門職または郡市区医師会から提出された活動費用（謝金、旅

費、庁費）の請求書について、記入漏れなどの不備の有無等を審査し、適切と

判断したものを承認すること 
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（7）地域産業保健センター事業の事務局は、承認した請求書に基づいて、請

求元の専門職や郡市区医師会に対して直接に活動費用を支払い、それらの記録

を保管し、国に必要な報告をすること 

（8）地域産業保健センター事業の事務局は、3 カ月ごとに予算の執行状況をと

りまとめて、適切に活動の推進を図ること 

さらに、日本医師会は、認定産業医を養成し、その生涯研修を推進する際に、

地域における小規模事業場の労働者に対する健康管理を担当することの重要性

とその具体的な手法について積極的に研修を行うことが望ましい。また、都道

府県医師会は、認定産業医の生涯研修において、各都道府県内の特徴を踏まえ

ながら、地域医師会における小規模事業場の労働者の健康管理についての取り

組み事例に関する実地研修や報告会等を実施することが望ましい。 

 

２ 都道府県産業保健推進センターの縮減 

都道府県産業保健推進センターは、常時 50 人以上を使用する事業場におけ

る産業医等による産業保健活動を支援することを目的に、平成 5 年度から平成

15 年度にかけて労働者健康福祉機構によって全国に 47 センターが設置され、

産業医からの相談への専門家による回答、産業医への産業保健関係の図書等の

貸出し、産業医への行政や専門分野の情報の広報、地域の産業保健に関する実

態の調査等の活動を実施してきた。その運営に関して、都道府県医師会は、積

極的に協力し、センター所長または運営協議会の委員を選考して密接に関与し

てきた。特に、産業保健推進センターが実施する医師を対象とする研修会は、

日本医師会の認定産業医のための生涯研修会として位置づけることによって多

くの参加者を集めながら定期的に開催されてきた。また、近年は、大企業の専

属産業医と中小企業の非専属産業医との交流を推進し、地域における産業医相



 

16 

互のネットワークを形成する重要な機能を果たすようになってきた。特に大き

な都市を有しない県では、唯一、産業保健推進センターが産業医を対象とする

研修を行ってきた経緯があり、より重大な役割を果たしていると思われる。 

ところが、平成 22 年度になり、厚生労働省は国からの交付金を削減するた

めに「省内仕分け」を実施して、平成 23 年度から 3 カ年で 32 センターを廃止

して 15 センター程度に縮減する方針が閣議決定された。これらの変更は、政

治主導で行われた行政刷新会議における事業仕分けの結果を踏まえて、厚生労

働省の政務三役が決定したものであり、日本医師会は反対を表明してきた。 

産業保健推進センターが縮減され、一つのセンターが複数の県を担当すれば、

都道府県の境界を超えて事業を展開することになる。その結果、地域医療活動

の中で産業保健分野だけについて、他県の産業保健推進センターが人事の一部

や経理などの業務を担当することとされているが、これは事実上不可能なこと

である。隣県同士であっても、産業医と相談員には日常的な交流はなく、相談

員は他県等の産業、政策、地域の実情等を知らないことから、専門的な相談を

適切に実施することができない。また、労働局は都道府県単位に設置されてお

り、それぞれ独立して人事や予算が管理され、政策が企画され、事業が報告さ

れている。これらのことから、産業保健推進センターの日常的な活動を都道府

県の境界を超えた形態で実施することは難しく、さまざまな混乱を招く原因に

なると予想される。産業医が担当事業場の労働者の健康を確保するうえでは、

都道府県ごとに産業医の活動を支援する機能を維持し、むしろ発展させる必要

がある。 

特に、現在、労働者健康福祉機構は、厚生労働省内の事業仕分け結果を踏ま

えて、行政の指導の下で、平成 23 年度には秋田、山梨、福井、鳥取、和歌山、

佐賀の 6 県で産業保健推進センターを廃止し、さらに縮減するための準備を進
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めているが、多数の県において産業保健推進センターを廃止することは当該県

における労働者の健康の確保をめざす活動をないがしろにする誤った施策であ

る。都道府県の違いによって労働者の健康を差別することは許されないという

意見がある。 

したがって、日本医師会は、厚生労働省が掲げた産業保健推進センター縮減

の方針に反対し、すべての都道府県医師会が独立に関与できる形態に戻すよう

求め続けるべきである。 

 

３ メンタルヘルス対策支援センター 

平成 21 年度、国は、職場におけるメンタルヘルス対策への独自の取組みが

困難な事業場を対象とした対策として、メンタルヘルス不調の予防から復職支

援まで、職場のメンタルヘルス対策を総合的に支援することを目的に、メンタ

ルヘルス対策支援センターを設置した。その際、ほとんどの都道府県において、

労働者健康福祉機構が受託し、産業保健推進センター内にこのセンターが設置

された。メンタルヘルス対策支援センターでは、事業者、産業保健スタッフ等

を対象に、個別相談への対応、助言や指導、職場の管理職に対する教育、相談

機関の登録や公表等の活動を開始した。しかし、この事業は、現時点では、単

年度ごとの事業とされているため、中長期的に発展的な企画を立てることがで

きない。産業保健活動におけるメンタルヘルス対策の重要性や、多くの事業場

にはメンタルヘルスに関する専門家等が存在しないことを考慮すれば、事業場

に対するメンタルヘルス対策の支援は、今後、さらに必要性が高いと考える。 

ところが、平成 23 年度になり、北海道において、平成 22 年度には活発な活

動を行っていた北海道産業保健推進センターではなく、主に医師ではない者が

メンタルヘルス対策を事業として推進する別の団体がこの事業を受託した。こ
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のような団体では、労働者の健康管理を支援するうえで、医学的に適切な助言

や指導ができない懸念がある。短期間での契約先の変更は、産業保健活動で必

須の継続的な活動を阻害するものであり、担当者の意欲を失わせ、さらには予

算上でも備品等の整備等のため余分な費用がかかる。そして、何よりも対象者

である労働者を戸惑わせることになることが懸念される。契約先を変更してま

で実績のない団体に委託を決定した経緯は不可解であり、これまで北海道産業

保健推進センターに対して協力してきた北海道医師会に対して、今回の経緯に

ついて納得できる説明をするべきであると考える。もし、このような団体が産

業保健活動に積極的に参入した場合には、認定産業医制度が崩壊する可能性が

ある。 

 

４ 地域産業保健センター・産業保健推進センター・メンタルヘルス対策支援

センターの３センター一括運営 

今後も産業保健推進センターの縮減が継続されるようであれば、日本医師会

は、全国の都道府県医師会に対して、産業保健推進センターと地域産業保健セ

ンターの２つの事業を一体化して、都道府県単位で地域ごとの産業保健活動を

支援するための新たな活動拠点を設け、都道府県ごとに効果的かつ効率的な産

業保健活動の推進を図るよう指導することが望ましい。 

加えて、日本医師会は、都道府県医師会に対して、上記のような２つの事業

の一体化に加え、メンタルヘルス対策支援センター事業についても併せて一体

的に推進することについても検討するよう指導することが望ましい。 

また、日本医師会は、これら 3 センターの一括運営に関して実務上必要な指

針を整備することについても検討することが望ましい。 
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なお、これらの事業を推進するうえで、日本医師会は、前述のように、国に

対して、地域における産業保健活動を支援する事業を行う目的の補助金の受給

を要望するべきである。 

 

５ メンタルヘルス研修 

国は、メンタルヘルス対策を推進する一環として、産業医等の産業保健専門

職に対するメンタルヘルス研修を実施している。しかし、前述のごとくこの事

業は、単年度ごとに企画される事業であり、複数年度にわたる課題を設定する

ことができず、発展的な企画を立てることができない。産業保健活動における

メンタルヘルス対策は非常に重要であり、それ故に多くの産業保健専門職がメ

ンタルヘルス対策について研修を受ける必要があることを考慮すれば、産業保

健専門職に対するメンタルヘルス研修は、今後、将来にわたって必要性が高い

と考える。 

したがって、日本医師会は、産業医学研修の生涯研修として、メンタルヘル

スに関する一次予防と事例への対応等が円滑にできるように、産業医の資質の

向上をめざして積極的に研修を行うことが望ましい。また、メンタルヘルスに

関する研修は、すべての産業医にとって、特に受講が勧奨される重要な課題と

位置付けて、都道府県医師会や郡市区医師会がメンタルヘルス研修を積極的に

開催するよう促すことが望ましい。 

 

６ 健康診断機関等の専門医集団が産業医の職務を契約する方式の導入 

平成 22 年 11 月、厚生労働省「事業場における産業保健活動の拡充に関する

検討会」は報告書を公表した。そして、同年 12 月に労働政策審議会が厚生労

働大臣宛に建議した内容には、この報告書をもとに、ストレスに関連する労働
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者の申し出を受けてメンタルヘルスに関する面接指導を実施する新たな枠組み

として、「産業医有資格者、メンタルヘルスに知見を有する医師等で構成された

外部専門機関を、一定の要件の下に登録機関として、嘱託産業医と同様の役割

を担うことができるようにする。」こと（以下、外部専門機関方式）が記されて

いる。この方式は、そもそも安全衛生分科会において、国がメンタルヘルス対

策を急ぐあまり、産業医とメンタルヘルス対策に対応できる医師との連携の一

つの方法として建議されたものであり、日本医師会が発意したものでもない。 

外部専門機関方式の具体的な内容については明確になっていないが、厚生労

働省は、外部専門機関として登録される機関として、精神科や心療内科等の専

門医の集団を有する健康診断機関等を想定している。また、厚生労働省は、日

本医師会に対して、この方式は、事業者が外部専門機関と契約するか、あるい

は個別に産業医と契約するかを選択できる制度と説明しており、事業者がこれ

らの健康診断機関と契約すれば産業医を選任したものとみなす制度とは異なる

と説明しているが、両方の説明の具体的な相違はわかりにくい。そして、外部

専門機関方式を導入するに際して、現在、産業医の選任義務を規定している労

働安全衛生法第 13 条を改正することはないと説明している。日本医師会は、

今後、この方式の具体的な内容の検討過程を注視し、事業場を熟知する医師が

産業医として選任される現行の制度を堅持していくよう提言すべきである。 

また、外部専門機関方式では、行政が外部専門機関を指導・監督することに

よって、その質の向上を図るとともに、登録された外部専門機関が選任されて

いる産業医と実質的な連携を確保するよう指導することが も重要である。 

現在、産業医の業務を適正に評価する方法論は、現在、必ずしも確立されて

いるとは言えないが、外部専門機関の業務の改善に資する指導・監督を行うに

あたっては、産業保健活動の質を的確に評価することができる医師が一定の関
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与を行うことが有用であると考えられる。日本医師会は、国に対して、外部専

門機関の評価には専門的な医師が関与すべきであることを強く提言すべきであ

る。 

また、日本医師会は、行政が行う指導・監督とは別に、外部専門機関方式で

登録される外部専門機関を対象に、都道府県医師会等が独自に評価や監査を行

うことについて検討し、外部専門機関の質の確保に向けた自主的な取組を進め

ることが望ましい。 

仮に、産業医の選任義務を維持したままで、外部専門機関方式が導入された

場合には、外部専門機関に所属する医師は、遠隔地から来所することが多く地

域の医療体制や実情を理解していないままに就業に関わる判断や指導を行う懸

念があるし、また、これらの機関の医師は個々には毎月職場を訪問するとは限

らない。地域の医療機関の医師が事業場を担当する場合と比べて、外部専門機

関の医師は頻繁に交代して、事業場との意思の疎通を欠く懸念がある。したが

たって、この方式を具体的に立案する際には、精神科や心療内科等の専門医が、

地域の医療提供体制や実情、事業場の業務等を十分に理解していないままに就

業に関わる判断や指導を行うことがないよう、工夫する必要がある。また、外

部専門機関として認定された健康診断機関においては、職場環境の改善や労働

者の保護をめざした判断や活動よりも、健康診断の実施による収益を優先し、

産業医の職務がその機関が健康診断業務を継続して引き受けることを目的とし

た活動に傾倒することがないよう、注意深く見守る必要がある。実際、現状で

も健康診断機関の多くは、収益性の高い健康診断を効率的に実施しようとする

ことに関心が深く、事業場の人事担当者に対して労働者の健康を確保するため

の措置についてきちんと助言、指導、勧告をするなどの産業医の本質的な職務

を実施していることが非常に少ないとの指摘がある。 
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加えて、現実には、メンタルヘルスや化学物質管理等のようなさまざまな分

野を専門とする医師の人数は限られていると考えられるが、健康診断機関等が

適切な人数の専門医を確保することは現実には非常に困難であると予想される。

したがって、一人の医師が必要以上に多くの事業場を担当することがないよう、

契約する事業場数について、一定の制限を設けることが望ましい。行政による

指導・監督についても、事業者が提出した実績報告書等の文書類の確認だけで

はなく、選任された産業医の業務の実態を適切に把握できる仕組みとなるよう、

必要に応じ改善を求めることが必要である。 

一方、事業者は、外部専門機関を利用するほうが有利と考えて、従来から選

任されてきた地域の産業医との契約を打ち切ったり、不適切な外部専門機関と

契約したりする可能性があり、事業場と地域医師会との連携が衰退して、労働

者に対する産業保健サービスの低下が危惧される。 

日本医師会は、これまで培われてきた産業医の制度を崩壊させたり、労働者

の健康の確保のための活動に逆行させたりすることがないよう、労働者の健康

管理について、外部専門機関に対して慎重に指導・監督するよう、国に要望す

ることが望ましい。その上で、日本医師会は、産業医が担当する事業場におい

てメンタルヘルス対策を適切に推進することができるよう認定産業医の研修を

充実させるよう努めることが望ましい。 
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III これからの産業保健サービスのあり方に関する提案 

 

１ 認定産業医の養成とその活躍の場の確保 

日本医師会は、昭和 40 年代から産業医学の研修を推進し、平成 2 年からは

認定産業医の制度を確立し発展させてきた。平成 24 年 1 月 31 日現在、その養

成人数は 83,426 人になり、全国における労働者数が 50 人以上の事業場のみな

らず、平成 4 年から産業保健委員会が提言を続けているように 30 人以上の事

業場のすべてにおいて産業医を選任することができる規模となった。すでに、

一部の地域では、すでに認定産業医を取得しても事業場と契約を結ぶことがで

きない医師がいる現状も生じている。また、認定産業医の制度は、5 年ごとの

更新制度を有しており、専門的な医療分野において生涯研修が も体系化され

ている制度の一つである。 

したがって、日本医師会は、今後も、認定産業医のための基礎研修及び生涯

研修の機会の確保に努め、積極的に認定産業医を養成し続けるとともに、国に

対して、労働安全衛生法施行令を改正して、常時使用する労働者が 30 人以上

の事業場のすべてにおいて産業医の選任を義務づけるよう求めるべきである。

さらに、日本医師会は、将来は、すべての労働者に産業保健サービスを提供す

ることをめざして、認定産業医が活躍できる場所を確保するための方策を推進

するよう提案する。 

 

２ 認定産業医の資質向上 

近年、労働者の健康面の就業適性を適切に判断し改善を図る等の産業医の職

務は、労働者自身の健康と就業の維持はもとより事業者の安全配慮義務の適切

な履行にとっても益々重要になっている。とりわけ、事業場の規模が小さいほ
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ど職場環境や作業条件に制約が多く、一層高度な判断が必要な場合が多い。 

したがって、日本医師会は、認定産業医がこれらの重要な役割を担っている

ことについての自覚を持って職務を遂行するように、（1）認定産業医のうち生

涯研修を受講して資格を更新する者の割合を増やすよう努めたり、（2）産業医

として確実に実施しなければならない事項やあるべき姿について認識を高めた

りするよう努める必要がある。そのために、日本医師会は、日本医師会認定産

業医に対し、倫理指針、行動ガイドライン、好事例集等を示すことや問題のあ

る事例について必要な指導をすることが必要である。都道府県医師会や郡市区

医師会は、日本医師会と協力して、管掌する地域における認定産業医の認識及

び活動の資質が向上するよう努める必要がある。 

 

３ 地域医師会、都道府県医師会、日本医師会の３者による認定産業医データ

ベースの相互活用 

近、メンタルヘルス不調の問題が増えている事情から、地域産業保健セン

ターに産業医の紹介を求める依頼において、産業医の専門性を理解せずに、短

絡的に、精神科領域の医師（以下、精神科医師等）を希望する企業が増えてい

る。その際、臨床専門科目ごとの認定産業医の名簿を企業側に開示してしまう

と、事業者が少数の精神科医師等を選んで直接に交渉することが予想され、結

果的にそれまで関わってきた医師との関係が損なわれたり、地域における産業

医や専門医との連携などに混乱を生じたりしかねない。これらの精神科医師等

は、産業医として選任されることを負担に思い、産業医としての契約に応じな

い可能性もあるので、選任する産業医を探す事業場は、個別の医師と直接に交

渉するのではなく、必ず地域医師会と地域産業保健センターに連絡し、当該地

域の医療や医師の事情を考慮して適切な医師を推薦することが望ましい。精神
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科領域以外の医師を産業医として紹介した場合でも精神科領域については連携

態勢があること等を説明したうえで選任することについて理解を求める必要が

ある。特に、前出のような事業者に対しては、産業医と精神科医師等との役割

分担や連携について助言することが望ましい。 

そこで、都道府県医師会は、産業医学基礎研修を受講して認定産業医を取得

した個々の医師について、（1）認定産業医の更新状況、（2）専門科目、（3）契

約を交わしている事業場の名称・所在地・連絡先、（4）所属する地域医師会に

ついて、等の情報を調査した上で、そのデータを電子化し、日本医師会で一括

管理することを提案する。日本医師会は、保有するサーバに認定産業医のデー

タベースを保存して、そのセキュリティを管理する。地域医師会は、地域にお

ける事業場に関して、「新たに産業医の選任義務が生じた事業場の情報」や「健

康診断結果について意見を述べる医師を確保すべき事業場の情報」などを労働

基準監督署などから取得し、一方で、日本医師会から該当地域周辺における認

定産業医に関する情報を取得し、郡市区医師会または都道府県医師会が設置し

ている産業保健委員会において適切と考えられる認定産業医を紹介する仕組み

を確立するよう提案する。認定産業医の紹介に際しては、未契約の認定産業医

を優先し、産業医活動の拡大を図ることが望ましい。 

 

４ 地域医師会による産業医未選任の事業場に対する産業医選任の勧奨 

常時使用する労働者数が 50 人未満の小規模事業場においては、産業医を選

任する義務がない。また、常時使用する労働者数が 50 人以上の事業場であり

ながらもさまざまな制約から産業医を選任していない事業場がみられる（表 2）。

平成 22 年度の労働安全衛生基本調査によると、産業医の選任率は 87.0％であ

り、平成 12 年度の 75.8％や平成 17 年度の 75.4％と比較して改善しているが、



 

26 

50～99 人の事業場で 80.9％にとどまっている。 

表 2 産業医等の選任率 

（単位：％）

区分 総括安全 安全衛生

衛生管理者 委員会等

1000人以上 95.4 87.5 98.8 99.8 99.8
500～999人 89.9 84.7 98.2 98.7 98.1
300～499人 83.3 88.8 98.1 99.3 99.0
100～299人 ・ 84.3 94.0 95.8 92.8
50～99人 ・ 73.4 80.4 80.9 78.8

平成22年 86.6 77.9 86.0 87.0 84.7
平成17年 90.5 80.4 80.4 75.4 76.2
平成12年 87.1 73.6 76.6 75.8 74.2
平成 7年 87.3 72.4 75.2 73.6 74.9

安全管理者

事業所規模

衛生管理者 産業医

 

出典：平成 22 年度労働安全衛生基本調査報告 

 

労働安全衛生法が産業医を選任しなければならないとする罰則付きの義務を

規定していながら、多くの事業場が違反している現状は看過すべきではない。

平成 22 年度労働安全衛生基本調査によれば、産業医を選任していない事業場

がその理由として挙げたものは、多い順に、「産業医の委託費用の負担の余裕が

ない」が 25.0％、「選任する義務があることを知らなかった」が 24.9％、「近隣

に引き受けてくれる医師がいない」12.0％となっており、一部の事業者は労働

安全衛生法に基づく義務そのものを認知していないという実態が指摘されてい

る。日本医師会は、国に対して、労働基準監督署を通じて、産業医の選任義務

に違反している事業場に対する是正勧告を徹底するように強く要望すべきであ

る。また、郡市区医師会は、すべての事業場が産業医を選任するよう、地域ご

との労働基準監督署との連携を密にすることを提案する。 
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５ 地域医師会における産業保健支援グループの構築 

全国の各地域において、事業場が医師に産業医を依頼しやすくするように、

郡市区医師会は、圏域における地区ごとに、郡市区医師会の会員である産業医

及び産業保健に関する経験と知識のある保健師や労働衛生技術の専門職等の専

門職によって構成された「産業保健支援グループ」（仮称）を予め構築しておく

ことを提案する。産業保健支援グループでは、産業医を選任していない事業場

に保健師等が訪問したり、労働者等からの個別の健康相談を受け付けたりする

などして、事業場が産業保健の効果を実感できるような活動を実践して、産業

医が選任されるよう指導する。郡市区医師会は、このような産業保健支援グル

ープの長として「グループ地区総括産業医」（仮称）を選任する。グループ地区

総括産業医は、未だ事業場と契約を結んでいない認定産業医や契約している事

業場数が少ない認定産業医が優先的に選任されるよう指導する。 

50 人未満の小規模事業場は、産業保健活動の意義や産業医が労働者の健康に

寄与することの重要性について認識していないことが多い。そこで、小規模事

業場の産業保健活動に必要な費用は、地域産業保健センター事業の活動費用を

支出できるようにする。地域産業保健センター事業の改革に合わせて、地域産

業保健センターがこの「産業保健支援グループ」を運営することが考えられる。 

なお、産業保健支援グループによる支援は、すでに産業医契約を結んでいる

事業場については対象から外し、支援を受ける事業場についてもなるべく個々

に産業医を選任するよう指導するものとする。 

 

６ 都道府県医師会と産業保健推進センター・メンタルヘルス対策支援センタ

ーとの連携ならびに地域における認定産業医の活用 

都道府県医師会は、平成 22 年度から一部を除いて受託している地域産業保
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健センター事業に加えて、今後、国が重点的に予算を配分するメンタルヘルス

対策支援センター事業を受託することに努めて、小規模事業場を中心とする事

業者に対する機能的かつ効率的な産業保健体制を構築すること、および、事業

場規模にかかわらず地域保健と連携したメンタルヘルス体制を構築することを

支援することを検討するよう提案する。 

近年、産業医に期待される役割が多様化しているが、中でも産業保健推進セ

ンターとメンタルヘルス対策支援センターは、個々の認定産業医が各事業場や

個々の労働者の事例について相談を受けた場合に、 新の知見、資料、技術な

どを供与する機能を有している。また、これまで、都道府県医師会は、産業保

健推進センターと協力して認定産業医のための産業医学研修を推進してきた。

労働行政が都道府県ごとのまとまりがあることを考慮すると、都道府県医師会

とこれらのセンターとの連携は、今後、一層重要になる。その際、産業保健推

進センターは、産業医をはじめとする産業保健専門職からの相談に回答する機

能を有する唯一の社会資源であることから、日本医師会は、現在の産業保健推

進センターの機能を有する組織が各都道府県に将来とも堅持されるよう関係団

体などとともに努力することが望ましい。また、産業保健推進センターにおい

ては、登録医からの相談を受けるなど、地域産業保健センターの事業を推進す

ることや、これまで収集した書籍、ビデオ、DVD に基づいて独自に企業向け

の教育資料を作成すること、などが期待される。そして、産業保健推進センタ

ーが、今後、地域の産業医活動との連携を深めて効果的な機能を発揮するよう、

近い将来に、都道府県医師会が産業保健推進センターの機能を担うことについ

ても検討するよう提案する。 

なお、この場合、それに要する十分な予算措置を講じ、国から都道府県医師

会に対して交付することが必要である。 
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７ 各地域における診療各科の専門医の総合的なネットワークの構築 

認定産業医の専門診療科目を見ると、メンタルヘルスの専門家を含む多くの

診療各科の専門医がいることがわかる（別添）。郡市区医師会は、将来、日本医

師会において電子化されて保存されるデータを利用すれば、地域ごとに産業医

の専門診療科目を把握できる。その上で産業医に関する総合的なネットワーク

を構築すれば、産業医が担当する労働者の疾病について、これらの専門医のネ

ットワークに相談したり受療を勧めたりすることを通して、地域の産業医を支

援することが可能となる。なお、認定産業医の専門診療科目を記載したデータ

ベースは、「地域医師会、都道府県医師会、日本医師会の 3 者による認定産業

医データベースの相互活用」の項（24 ページ）で記載したように、事業者に開

示するのではなく、郡市区医師会と地域産業保健センターが連携しながら活用

すべきである。 

 

８ 小規模事業場の産業保健に関する国による基本方針策定の要望 

これまで、厚生労働省は、小規模事業場においては労働災害の発生率が高く、

産業保健活動も低調であることを認識して、地域産業保健センター事業、小規

模事業場産業保健活動支援促進事業（産業医共同選任事業）、団体安全衛生活動

援助事業（たんぽぽ計画）などをはじめとする補助金の支給によって小規模事

業場の産業保健活動を支援するための政策を推進してきた。しかし、 近、政

府の指導などにしたがって、これらの補助金を打ち切ったり目的を縮小したり

している。その結果、厚生労働省の小規模事業場の産業保健活動を推進するた

めの政策そのものが縮小されている。 

そこで、日本医師会は、国が、これからの小規模事業場の産業保健に関して、

わが国においてこれまで継続されてきた活動を一層発展させるような基本方針
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を策定するよう要望すべきである。具体的には、小規模事業場の産業保健活動

を活性化するために効果的な活動内容を検討し、そのために必要な予算を確保

し、活動を推進し、定期的に評価して、見直しを行うといった体系的な取り組

みを行うことを要望する。このような基本方針の策定に当たっては、日本医師

会が深く関与し、都道府県医師会や郡市区医師会が担う役割について意見を述

べることができるよう期待する。 

 

９ 大規模事業場との連携の確保 

大規模事業場においては、産業医学を専門分野とし、主に産業医の職務のみに

従事している医師を雇用している。日本医師会は、地域における産業保健活動

を推進するために、これらの専門的な産業医との交流を推進し、日常的に発生

する産業保健に関する課題について相互に相談ができるような体制を構築する

ことが重要である。日本医師会は、これらの専門的な産業医との交流について

は生涯研修の単位として認定することを提案する。また、地域医師会は、産業

保健委員会などにこれらの専門的な産業医を委員または顧問などとして選任す

ることを提案する。
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      認定産業医 診療科目別人数  

                  （平成 23 年 12 月 2 日現在） 

診療科 人数 診療科 人数 

内科 52,653 外科 13,718

呼吸器内科 8,979 呼吸器外科 677

循環器内科 12,931 循環器外科（心臓・血管外科） 634

消化器内科（胃腸内科） 20,791 乳腺外科 364

腎臓内科 614 気管食道外科 435

神経内科 2,706 消化器外科（胃腸外科） 627

糖尿病内科（代謝内科） 1,215 泌尿器科 1,591

血液内科 274 肛門外科 3,753

皮膚科 4,274 脳神経外科 1,515

アレルギー科 3,279 整形外科 7,525

リウマチ科 2,600 形成外科 551

感染症内科 281 美容外科 131

小児科 11,920 眼科 898

精神科 3,906 耳鼻いんこう科 938

心療内科 2,985 小児外科 445

精神神経科 1,074 産婦人科 1,698

神経科 1,228 産科 298

小計 131,710 婦人科 875

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 7,888 性病科 130

放射線科 4,205 皮膚ひ尿器科 344

麻酔科 2,618 小計 37,147

病理診断科 58 臨床研修医 82

臨床検査科 70 全科 324

救急科 288 その他 3,737

小計 15,127 無 586

  小計 4,729

  合計 188,713

＊ 認定産業医延べ人数：83,074 人   

＊ 失効、死亡を含めた全ての認定産業医取得者を対象  

＊ 科目人数は、重複を含む    


