
独立産業医の先駆けとして
想定外の歩み

株式会社 服部産業医事務所

産業医

代表取締役 服部泰
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独立産業医の定義

• 産業医を専業、本業としている

• 雇用されていない

• セカンドキャリアではない
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プロフィール

産業医

代表取締役 服部 泰 - Yasushi Hattori -

＜経歴・資格＞

1986年 産業医科大学医学部卒業

新日本製鉄㈱八幡製鉄所に専属産業医として入社、13年間勤務

当初2年間企業立病院内科で臨床研修

労働衛生コンサルタント

日本産業衛生学会専門医

医学博士

日本産業衛生学会指導医

1999年 服部労働衛生コンサルタント事務所を設立

2006年 株式会社 服部産業医事務所に組織変更 現在に至る。
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想定外の歩み その１

産業医になる
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「さんぎょうい」

• 作業環境管理

• 作業管理

• 健康管理
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三行医？
変換



想定外の歩み その２

独立する
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独立の経緯

• 専属産業医経験、各資格取得

• 中小企業を含め、広く産業保健の担い手になる

• 将来への不安
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絶滅危惧種
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想定外の歩み その３

人を雇う
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会社概要

＜本社＞

〒808-0136 北九州市若松区花野路2丁目11-3

TEL (093)742-2204 FAX (093)230-4688

＜折尾オフィス＞

〒807-0825 北九州市八幡西区折尾4-29-35-305

TEL&FAX (093)230-4688

＜従業員数＞

常勤 5名 (産業医 1名 保健師 2名 産業カウンセラー 1名 事務 1名)

非常勤医師 14名
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業務内容

産業医

職場巡視、安全衛生委員会出席、健康診断事後措置、健康相談、
長時間労働者に対する面接指導、
その他労働安全衛生法に基づく活動、労働衛生診断と改善指導

保健指導
健康管理

健康診断結果に基づく保健指導、保健師による健康相談、

健康教育、健康講話、メタボリック症候群対象の特定保健指導、
企業内健康管理体制づくりのコンサルテーション

メンタルヘルス
カウンセリング

メンタルヘルス相談、カウンセリング、長期休業者の復職判定面談、
ストレスチェックと事後フォロー、メンタルヘルス教育、
企業内メンタルヘルス体制づくりのコンサルテーション
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延べ出務回数 1096回/年

保健指導58社出務回数延べ190回延べ1042人（2017年度）
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契約先企業の分布
＜企業数＞ 109社 124事業所

＜企業エリア＞

平成30年4月1日 現在
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契約先企業の業種

• 建設業 12社

• 製造業 43社

• 電気・ガス・熱供給・水道業 1社

• 情報通信業 7社

• 運輸業、郵便業 14社

• 卸売業、小売業 8社

• 金融業、保険業 5社

• 宿泊業、飲食サービス業 1社

• 医療、福祉 5社

• サービス業 12社

• 公務 1社

計 109 社
平成30年4月1日 現在
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• 鉄鋼業 4社

• 化学工業 12社

• 輸送用機械器具製造業 13社

日本標準産業分類
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管理対象労働者数
約16,500人



契約先企業の特徴

• 多種多様な規模、業種→分散によるリスク低減

• 地域性

• 必要としてくれるところ

安請け合いはしない
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業務の運営

• 産業保健チーム
産業医
保健師
産業カウンセラー
事務スタッフ

• 少数精鋭、効率主義 ～ IT ・クラウドの活用
• 専門家へのアウトソーシング

弁護士、司法書士、税理士

社労士、IT企業
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保健師・産業カウンセラーとの連携

統括管理

作業環境管理

作業管理

健康管理

健康教育

労働衛生教育

・健康診断の事後措置判定
・健康診断結果に基づく
保健指導
・過重勤務労働者の面談
・高ストレス者の補助面談
・復職後の面談
・事業所依頼・本人希望の
カウンセリングや健康相談

・衛生講話
・メンタルヘルス講話

・職場巡視同行
作業環境・
作業の確認

・安全衛生委員会出席

16株式会社服部産業医事務所



就
業
制
限
等
の

措
置
判
定

健康診断後の事後措置

健康診断区分のふるい分け

保健指導対象者の選定

カウンセリング

保健指導
生活習慣・治療状況等の確認

カウンセリング指示

保健師

産業カウンセラー

産業医

産業医
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会社が目指すもの

• 社会貢献 含納税

• 客先からの信頼

• 社業の発展、社員の幸福
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ある日の産業医の１日

8：30 メールチェック及びブログ作成後に各契約先企業へ訪問。

9：30～11：30 Ａ社 職場巡視（化学工場でのパトロール６か所）

Ｂ社 新規取り扱い化学物質のリスクマネジメント
（同じ構内で移動）今まで何度も現場に足を運んでいたため
作業をイメージしやすく適切なアドバイスをすることが出来た。

13：20～14：20 Ｃ社 職場巡視・現場パトロール（生産ライン）
前回の指摘事項の改善が行われておらず、少し残念に思う。

メール確認
３日以内に復職面談の依頼あり→日程調整のメール送信。

15：00～16：30 Ｄ社 安全衛生委員会へ出席。
インフルエンザ流行に向けて注意喚起（社員の関心も高い）。

17：15～18：00 事務所にてスタッフと打ち合わせ（明日の予定確認 他）
保健指導結果の報告を受け、就業制限その他の指示を出す。

18：00 退社（ジムにて体力作り）

■１日を終えて 盛りだくさんの内容の１日であったが、どうにか体力はもち、帰りに
ジムへ行くだけの余力はあった。

19株式会社服部産業医事務所



20株式会社服部産業医事務所



21株式会社服部産業医事務所



22株式会社服部産業医事務所



仕事の流儀

• スピーデｲーに対応する

• まずは現場に足を運ぶ

• 柔軟に対応する
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独立に求められる資質

• 健康
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• 自己管理、自己責任の意識

• 収支を考えられる



忖度
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独立産業医のやりがい

• 多種多様な規模、業種を担当できる

• 自分の裁量で仕事ができる

• 組織にしばられず、独立性がある

• がんばった分は報酬に反映される
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今後の展望・課題
• 独立産業医の増加

社会的認知度の上昇
キャリア・ビジネスモデルの確立
ネットワークの構築 ⇒

• 産業保健の形を大きく変える可能性
嘱託産業医の担い手として
嘱託産業医の専門性の向上
名ばかり産業医の減少

• 事業存続・継承の問題
産医大卒業生の就学資金返還免除機関認定？
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独立産業医部会？



これから独立を考えている人のために

• 産業医としてキャリアを積む

• ネットワーク、横のつながりを持つ

• 経済的に自立できる見通しをたてる
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想定外の歩み

• 産業医になる

• 独立する

• 人を雇う
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•
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ご清聴に感謝申し上げます
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