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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、部署毎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為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名医がメディカルコンサルテー
ションやセカンドオピニオンを実施、専門医の紹介も行います。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

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。

T1209-0316-6-2000

●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、合わ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｣を一般公開しました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/

特集

うつ病と自殺
～減らない自殺者、増え続けるうつ病
最先端レポート
職場ストレスから起こる
「適応障害」とは
健康キーワード
交流分析とエゴグラム
法律相談Q&A
嫌いな社員に対し、露骨に態度で示す社員がいる。
職場内の雰囲気にも悪影響が出ているが、
どう対処すればいいか？
離婚で3歳の子どもを引き取った
男性社員が出張等、
主要な業務をできないという。
退職してもらうことは可能か？



減らない自殺者、増え続けるうつ病

　WHO（世界保健機関）が世界的に自殺予防対策を推進するために、毎年9月10日を世界自殺予防デー

としていることをご存じでしょうか？　これに合わせ、日本では9月10日からの1週間を「自殺予防週間」と

し、国、地方公共団体が連携して自殺予防の啓発活動を行っています。自殺者数はここ10年以上、毎年3万

人を超えており、一向に減少傾向が見られません。一方で、その大きな要因とされているうつ病の患者数は、

右上がりで増え続けているというのが現状です。

　そこで本誌においても、自殺予防に少しでもつなげるために、自殺とうつ病の関係について特集します。

　これまで、私たちの健康を脅かすものとして「がん」
「心臓病」「脳卒中」「糖尿病」が四大疾病といわ
れ、とくに注意を払う必要があるとされてきた。現
在もそれに変わりはないが、最近ではこれに「精神
疾患」が加わり、五大疾病といわれるようになって
いる。これは、新しい国民病といわれる「うつ病」や、
そのうつ病をはじめとするこころの不調が大きく関
係している「自殺」が増加し、深刻な社会問題に発
展していることが背景となっている。
　警察庁が毎年発表している自殺に関する統計に
よると、昨年（平成 23 年）の自殺者数は 3万651
人で、前年にくらべてわずかながら減少したものの、
平成10 年から14 年連続で３万人を超える状況が
続いている。自殺未遂者は、その10 倍いると言わ
れている。
　この3万人超という自殺者数は、同年の交通事
故死者数（4,612人）との比較、国内の死因別の
順位で自殺が 7位となっていること、主要 7か国
のなかで日本の自殺率がもっとも高いことなどから、

いかに多いのかがわかる。

　自殺者を性別で見ると、近年では女性の比率が
少しずつ高くなってきているものの約 7割が男性で
ある。また、年代別では中高年の比率が高く、40
〜 60 代が全体の約半数を占めている。
　その点も関連するが、自殺の原因・動機について、
もっとも多いのが「健康問題」だ。なかでも、うつ
病などの気分障害が多数含まれることがわかってい
る。「健康問題」のほか「経済・生活問題」「家庭問題」
などが続いているが、これらの問題にもうつ病など
のこころの病いが大きく関係していると考えられて
いる。経済的問題などを理由に、本人が自分の意
志で自殺を選択したものと考えられがちだが、「自
殺をするしか解決方法はない」と思い込んでしまう
その背景に、うつ病が潜んでいるケースが少なくな
い。
　そのうつ病だが、厚生労働省が 3 年ごとに実施
している「患者調査」によると、うつ病などの気分
障害の患者数は、平成 8 年に43.3万人だったもの

うつ病と自殺特集

平成10年から14年連続で3万人を
超える自殺者は、社会問題に発展 自殺に大きく関係するうつ病は、

12年で倍以上に増加

が、平成 20 年には104.1万人に膨れ上がっている。
12 年間で倍以上に増加しているわけだが、「患者
調査」は医療機関を受診した患者数であり、うつ
病になったとしても必ずしも医療機関を受診しない
であろう現状を考えると、実際にはさらに多くのう
つ病患者がいることが容易に推測される。

　このように、自殺者の大きな減少傾向は見られず、
自殺に関係するうつ病は逆に増加傾向にあることか
ら、今、「がん」「心臓病」「脳卒中」「糖尿病」といっ
た生活習慣病に匹敵するほど、うつ病をはじめとす
るこころの病いは大きな問題となっているのである。

■自殺者数の推移

■自殺の原因・動機 ■うつ病患者数の推移
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資料：内閣府自殺対策推進室、警察庁生活安全局「平成 23 年中における自殺の状況」より

資料：内閣府自殺対策推進室、警察庁生活安全局「平成 23 年中における自殺の状況」より

健康問題
（身体の病気、うつ病など）
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（負債、生活苦など）
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（親子関係、夫婦関係の不和など）

14.5％
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  職場の人間関係など）
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資料：厚生労働省「患者調査」より
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　さらに、うつ病の人は落ち込んだ気分をやわら
げたり、不眠を解決するためにアルコールの力を借
りようとする傾向がある。どんなに飲んでもうつ病
が治るわけではなく、逆にアルコールには睡眠の質
を低下させる働きがあるため熟睡感を得にくくなり、
不眠症状は続いてしまう。そして、その不眠を解決
するために飲酒量が一層増えるなど、うつ病と関係
する不眠、アルコール依存は、お互いに悪影響を及
ぼし合うのである。
　アルコール依存は、うつ病と並んで自殺と関連が
深いことで知られ、とくに働き盛りの中高年男性の
自殺者にはアルコール関連の問題を抱えている人が
多いという調査結果も出ている。アルコール依存の
人は、高い頻度でうつ病が併発しており、両方が
合わさると社会生活や人間関係に支障が出るだけで
なく、自殺の危険性がさらに高まることも指摘され
ているため、とくに注意が必要となっている。

　自殺をした人の直前のこころの健康状態を調べた
データによると、その大多数が、うつ病をはじめと
する気分障害、アルコール依存症、統合失調症など、
なんらかのこころの病を抱えていたことがわかった。
　うつ病は、さまざまな生活体験に、責任感が強い、
生真面目、几帳面、競争心が強く1人でがんばり
過ぎる、周囲に気を遣い過ぎるといった性格や考え
方が相互に影響し合うことで、「こころのエネルギー
が低下する」病気である。自殺の原因や動機とも重
なるが、がんや糖尿病などの身体の病気による苦痛
のほか、職場での人間関係や長時間労働などによ
る過労、失業による生活への不安、介護や子育て
による疲労、いじめなど、さまざまな悩みによって
心理的に追いつめられていくことがきっかけとなり

発症する。
　多かれ少なかれ誰でも日常に悩みやトラブルを抱
えているものだが、およそ15人に1人が生涯に一
度はうつ状態を経験するといわれているほど身近な
病気である。しかし、無理を重ねると症状が進み、
深刻な状態を招きかねない。
　うつ病になると脳内の神経伝達物質などにトラブ
ルが生じ、「マイナス思考」に代表される認知のゆ
がみ（悲観、無価値感、自責感など）が生じる。そ
うなると、正常な判断ができない状態になり、問
題解決のための選択肢はいくつかあるにも関わらず、
「自殺をするしか解決方法はない」というような思い
込みがどんどん強くなっていってしまうのだ。
　このような心理状態に陥るため、心理的に追い込
まれた末に自殺を選択してしまうわけで、自殺の多
くは必ずしも本人の自由意志で死を選んだわけでは
ないのである。

　実際にうつ病になると、何ごとに対しても意欲が
なくなる、悲観的にとらえる、気分が沈みがちにな
る、判断力・集中力が低下する、感情をコントロー
ルできなくなる、自分を責めるといった精神症状が
見られるようになる。
　また、頭痛、肩こり、腹痛、下痢、食欲低下など
の体調不良が長引いたりするなど、原因不明の身体
症状が現れることもある。検査を受けてもとくに異
常が見当たらないのに、これらの不調が長引くよう
な場合は、うつ病が原因となっている可能性もある。
　このほか、疲れているのになかなか眠れなくなっ
たり、寝ても早朝に目覚めてしまったり、何度も途
中で起きたり、睡眠障害が現れることも多いといわ
れる。

うつ病による認知のゆがみにより
「自殺をするしかない」と思い込む

うつ病に不眠、アルコール依存が
合わさると、自殺の危険が高まる

特集 うつ病と自殺

■自殺とこころの病気の関係
おもなうつ病の症状

資料：Forster.P.&Wu.L 2002 年

気分障害
（うつ病）
30.5％

物質関連障害
（アルコール依存症を含む）
17.1％統合失調症

13.8％

パーソナリティ
障害
12.3％

その他の診断
22.3％

診断なし　4.0％

身体面
□不眠　□食欲不振　□頭痛　□めまい
□吐き気　□腹痛　□便秘　□下痢
□倦

け ん

怠
た い

感　 □体重減少　など

感情面
□気分が沈む
□感情をコントロールできなくなる
　（涙もろい、イライラするなど）
□自分を責める
□死にたくなる　など

意欲面
□やる気が起きない
□集中力、判断力、決断力、記憶力などが低下

する
□物事への興味や関心がなくなる　など

無職者
（就業経験あり）

自
　
殺

被雇用者

自営者

無職者
（就業経験なし）

学生

自殺に至るまでの経緯とこころの病気

いじめ 進路の悩み学業不振＋学校の人間関係（教師と）

配置転換 過労＋職場の人間関係 うつ病

職場のいじめ うつ病

子育ての悩み 夫婦間の不和 うつ病

DV 生活苦うつ病＋離婚の悩み 多重債務

連帯保証債務 倒産 離婚の悩み＋将来生活への不安

身体疾患 休職 失業 生活苦 多重債務 うつ病

事業不振 生活苦 多重債務 うつ病

介護疲れ 事業不振 過労 身体疾患＋うつ病

資料：特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク「自殺実態白書2008」より
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　現在、うつ病には、休養と服薬を中心に、心理
療法、認知行動療法などを合わせた有効な治療法
があり、精神科や心療内科を受診すれば心身を楽
にすることが可能である。しかし、つらい状態が続
いているのに、「こんなことくらいで病院には行けな
い」「精神科には行きにくい」などと、受診をためらっ
てしまう人が、いまだ少なくないようである。この
状態を放置して対応が遅れると、回復まで時間が
かかったり、最悪の場合は自殺を選択するという危
険が高まってしまうため、ほかの生活習慣病と同様、
早期発見・早期治療がたいへん重要な病気なので
ある。
　とはいえ、うつ病になると正常な判断ができなく
なるため、うつ状態にあることに自分で気づくこと
はなかなか難しいといえる。自殺を考えている人は、
さらに視野が狭まっているため、客観的に自分のこ
とを判断するのは、まず無理といっていいだろう。

　そこで、うつ病から自殺につながる悪循環を断つ

ため政府が策定した「いのちを守る自殺対策緊急プ
ラン」では、「気づき」「つなぎ」「見守り」をキーワー
ドに、命を守るために周囲の人が協力をし、支え合
うことが必要不可欠としている。
　「気づき」とは、家族や仲間のこころの不調を示
す変化に気づいて、声をかけ、話を聞いてあげるこ
と。自殺を考えている人は、悩みを解決できず死を
選択しながらも、こころのどこかで救いを求めてお
り、意識はしていなくても、その言動に何らかのサ
インを発している（右頁下表参照）。実際に自殺した
人の家庭や職場では、あとからそうしたサインに気
づいたという人も多くいるという。周囲の人たちが
そのサインに気づき、手を差し伸べて話を聞いてあ
げることができれば、こころを軽くし、自殺を予防
する大きなポイントとなる。
　次に「つなぎ」とは、うつ病などのこころの病気
が疑われたら、早めに専門家に相談して治療をする
ように促すこと。自殺者の多くが、うつ病などの精
神疾患を抱えているが、受診をして治療をせずに悩
みや問題の解決方法を見いだせないまま、死を選ん
でしまうケースが少なくない。早期に医療機関を受
診し、専門家のもとで治療を受けることが重要なこ
とから、家族、友人、上司、同僚などが連携をとり
ながら、専門家に相談、受診するように環境を整え

ることが大切となる。
　最後に「見守り」が重要である。うつ病から完全
に回復するのには時間もかかり、また自殺を思いと
どまった場合でも、もとの生活に戻るためには時間
が必要である。こころの異常に「気づき」、専門家に
「つなぎ」、それですべて解決するわけではない。う
つ病は、いったんよくなったとしても、また同じ悩
みやそれに関わる別の悩みがこころの負担となるこ
とも決してめずらしくはない。本人がそれを乗り越
えるまで、長期にわたり周囲の人の理解と支えが必
要となる。とくに職場などでは、全員がうつ病など
に対する正しい知識をもち、共通理解のもと、うつ
病を持つ人を温かく見守り、支えていく姿勢をとる
ことが大切となる。
　こうした周囲1人1人の「気づき」「つなぎ」「見守り」

が、うつ病と自殺の予防につながっていくのである。

　生活習慣病をはじめとするからだの病気と同じよ
うに、現代におけるこころの病気はいつ誰に起こっ
ても不思議ではない。とくにうつ病、それに大きく
関係する自殺の問題は、早期に気づき、適切な介入
やケアをすることで十分に防ぐことができることが
わかっている。
　仮に起こってしまったら、遺族は言うまでもなく、
友人、職場など周囲への影響は計り知れない。う
つ病と自殺の問題は他人事ではなく、みんなの問題
だということを認識し直し、できることから取り組
んでいくことが大切である。

早期発見・早期治療が重要だが、
自分の状態に気づくことは困難

「気づき」「つなぎ」「見守り」が
自殺予防のキーワード

うつ病と自殺はみんなの問題
できることから取り組むことが大切

特集 うつ病と自殺

1 うつ病の症状がある

2 原因不明の身体の不調が長く続いている

3 飲酒量が増えた

4 投げやりな態度（危険な運転、失踪、治療拒否など）が目立ち、安全や健康が保てない

5 仕事の負担が急に増えた、長時間労働が続く、大きな失敗をした、職を失った

6 職場や家族からのサポートが得られない、職場や家庭で孤立している

7 本人にとって価値のあるもの（職、地位、家族、財産など）を失った

8 重症の身体の病気（がん、糖尿病など）にかかった

9 自殺を口にする

10 自殺未遂におよぶ
（厚生労働省「自殺予防の十箇条」より作成）

こころの不調を示す「自殺のサイン」に気づき、声がけし、真剣に話を聞く。

家族や友人、職場の同僚などと協力しながら、できるだけ早い時期に、電話相談などの相談
窓口や、相談・受診ができる専門家や医療機関を勧める。

本人の立場や気持ちを理解し、長い目で温かく見守り、支えていく姿勢をとる。

自殺予防のキーワード

こんなサインに注意！

気づき

つなぎ

見守り
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　適応障害とは、大きな環境の変化にうまく適
応できないときに、ストレスが心身に影響を及
ぼす病気である。発症の原因は、職場、家庭、
学校など、人と人とが触れ合う場に多く潜んで
いるが、なかでも、職場での発症率は高いと
されている。では、職場においては、その原因
は何なのだろうか。
　適応障害の場合、職場のストレスの中でも特
に「仕事環境の変化」と「人間関係」が大き
な発症要因とされている。たとえば就職、配
置転換、転勤、昇進などでは、仕事環境が大
きく変わることへのストレスと、人間関係が一
新されることによるストレスが同時に発生する。
そこに新業務へのプレッシャーや、仕事量の増
加なども加わり、少しずつ心身が疲弊していく
ためである。
　そう聞くと、「そんなストレスは日常茶飯事。
それくらい乗り越えないと」と思われる人もい
るかもしれない。しかし、人は常に心身とも
に健康なわけではなく、疲弊しているときには
ストレスをうまくコントロールすることができず、
職場に行くのがつらくなることもある。この状
態が続いてしまうのが、職場における適応障害
である。
　さて、適応障害の症状だが、不眠、倦怠感、
食欲不振、吐き気、頭痛、動悸、腹痛などの
身体症状と、不安、抑うつ、焦燥、過敏、混
乱などの精神症状が代表的。人によっては、と
きに攻撃的になることもある。社会的には、遅
刻・欠勤・早退が増え、無理に出社しようとす

ると途中で嘔吐したり、会社のビルが見えた時
点で足が進まなくなるなど、出勤が困難になる
ことも。そして、人間関係や社会的立場が悪化
してしまうと、引きこもってうつ状態となる場合
もある。
　こうなると、もはや休職も仕方なしという状
態だが、職場での適応障害の場合、「休職す
ると急に元気になる」というのが特徴の一つで、
休職してゆっくり休んでいる間は元気だが、い
ざ復職となるとまた体調を崩してしまう。仮病
のように見られがちだが、そうではない。明ら
かにその職場に原因が存在し、職場ではつら
いものの、職場以外ではまったく問題ないとい
うことなのだ。うつ病と大きく異なるのはこの
点である。
　このように、適応障害はストレス原因がはっ
きりしているため、まずこのストレスを排除する
ことが治療における重要なカギとなる。職場環
境を調整したり、カウンセリングを受けて心理
面を整理するなど、今後の仕事や生活に向け
て心身のエネルギーを蓄えることも必要である。
また、不安が強い場合には、医師による薬物
療法も効果がある。
　適応障害は、完治する前に復職すると、振
り子のように再発をくり返すといわれている。
長い目で焦らずに完治させる必要があるが、そ
のためには、職場の理解と協力のもと、よい
職場環境を築けるように人とうまくつき合う術
や、その中で自己実現するためのソーシャルス
キルを身につけることも大切である。

最先端レポート

職場ストレスから起こる
｢適応障害」とは？
　現在、多くの職場で精神疾患を抱える人が増加しているが、うつ病が大きくクローズアップされるな
か、適応障害もかなりの数を占めていると考えられている。適応障害とはどんな病気なのか。ここでは
おもに職場環境が発端となって起こる、職場における適応障害について考えてみたい。

交流分析の理論から	
性格を５つの部分に
　性格診断テストとして知られ
る「エゴグラム」（Egogram）は、
精神科医エリック・バーンによっ
て創始された「交流分析（TA）」
（Transactional Analysis）とい
う心理療法から生まれています。
　交流分析では人間の性格（自
我）は３つの部分（自我状態）から
なると考えます。P（Parent:親）と
A（Adalt：大人）とC（Child：子ど
も）です。
　バーンの弟子であるジョン・E・
デュセイは、さらにPを批判的な親
CP(Critical Parent)と養育的な親
NP(Nurturing Parent)、Cを従順
な子どもAC(Adapted Child)と自
由な子どもFC(Free Child)に分け、
性格をこれら５つの自我状態から
なるとして、各自我状態の強弱やバ
ランスを調べることで自我の構造
や性格、行動の特徴を分析できる
と考え、「エゴグラム」（構造分析）
を考案しました。

５つの自我状態をグラフ化	
したのがエゴグラム
　自分では意識していませんが、考
えたり、会話をしたり、行動したり
するとき、この５つの自我状態が働
きます。たとえば、職場で上司に叱

責されている人を見たときの反応
を各自我状態に分けて例を挙げて
みます。
CP「緊張感がないからだ！　叱責
されて当然だ」
NP「最近疲れてるみたいだな。大
丈夫だろうか」
A「彼の仕事のミスは自分の仕事に
関わっているだろうか」
FC「うひゃー彼、大変だー」
AC「しっかりしないと僕もしかられ
ちゃう」
　たいていの人は、これらの自我
状態のいくつかが強く、いくつかが
弱くなっています。この各自我状態
のバランスにより、その人の性格が
決まってくるというのが交流分析
の考え方です。その各自我状態の
強弱とバランスをグラフで示した
のがエゴグラムです。

質問で5つの自我状態の	
強弱とバランスを調べる
　一般的なエゴグラムは質問紙法
で、CP、NP、A、FC、ACの傾
向を調べる50問程度の質問に答
えてもらい、各自我状態の合計点
をグラフ化します。有名な東大式
エゴグラム（TEG）は50問の質
問に答えると、各自我状態の得点
から行動パターンが、グラフの形
から自他肯定タイプ、自己犠牲タ
イプ、自己主張タイプなどのタイ

プがわかるようになっています。
　このようにエゴグラムを調べる
ことで、性格や行動の特徴を知る
ことができ、また何がストレスに
なるのかも見えてきます。自己
チェックにより、自分の特性に気
づき、改善したい部分をセルフコ
ントロールすることも可能です。

精神医療・教育・産業・	
結婚相談などでも活用
　エゴグラムの活用方法は自己
チェックだけではありません。組
織のメンバーの性格特性を知るこ
とで適材適所に配置したり、リー
ダータイプか従順であるかなど構
成員の自我状態を見て組み合わせ
るなど、組織づくりにも役立ちま
す。そのため、メンタルヘルスや
学校でのクラス運営、チームの構
成や人事採用などの産業場面で活
用されていたり、結婚相談所で相
性をみてカップリングに役立てる
ことなどもあるようです。
　インターネットで無料で体験で
きるエゴグラムもあります。興味
のある方はぜひ一度試してみてく
ださい。

交流分析とエゴグラムKeyword

健康キーワード

エゴグラムは自己性格診断や
苦手なストレスの把握、組織内の各人の適性や
組織づくりに活用することができる
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嫌いな社員に対し、露骨に態度で示す
社員がいる。
職場内の雰囲気にも悪影響が出ているが、
どう対処すればいいか？

離婚で3歳の子どもを引き取った男性社員が
出張等、主要な業務をできないという。
退職してもらうことは可能か？

や人間関係などの職場内の優位性
を背景に、業務の適正な範囲を超
えて、精神的・身体的苦痛を与え
る又は職場環境を悪化させる行為
をいい、その行為類型の１つとして、
「無視」も規定されております（参
照：http://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi/2r98520000021hkd.html）。
本件行為はこれに該当する可能性が
あります。
　そうしますと、会社としては、む
しろ当該社員の行為について対応し
ないことによって、毛嫌いされてい
る社員に対するパワーハラスメント
を放置したということで、会社がそ
の社員に対して安全配慮義務違反と
して損害賠償責任を負う可能性もあ
ります。
　したがいまして、会社としては、
本件のような問題に対して、積極的
に対応することが求められていると
いえます。
　では、会社は、どのように対処す
ればよいでしょうか。
　まずは、当該社員や行為を受けて
いる社員（以下、「対象社員」とい
います。）、その同僚、上司から事
実関係をヒアリングし、その事実関
係及び問題点を正確に把握すること
が必要です。その上で、当該社員に
対して、当該行為がパワーハラスメ
ントにもなりうる行為であることか

　会社は、企業秩序を定立し、維持
する権限を有し、企業秩序を維持確
保するため、これに必要な諸事項に
ついて規則をもって一般的に定め、
あるいは具体的に労働者に指示、命
令することができます。そして、こ
の企業秩序の定立・維持権限の中に
は、良好な職場環境を維持すること
も当然に含まれます。
　本件については、職場内において、
ある社員が一部の社員を毛嫌いし、
露骨に態度に出して、無視などをし
ており、その結果、職場内が殺伐と
しているとのことですので、会社と
しては、企業秩序及び職場環境を維
持するために、当該社員に対して業
務命令を行うことができ、それに違
反した場合には業務命令違反となる
と考えられます。
　また、本件の事情からしますと、
単に企業秩序の維持という視点のみ
ならず、毛嫌いされている社員に対
するパワーハラスメントの防止とい
う視点も重要かと思われます。
　すなわち、「職場のいじめ・嫌が
らせ問題に関する円卓会議ワーキン
グ・グループ報告」によれば、パ
ワーハラスメントとは、同じ職場
で働く者に対して、職務上の地位

Answer

ある社員が一部の社員を毛嫌いしていることを露骨に態度に出し、困っ
ています。朝の挨拶などでも自分の嫌いな社員には反応せず、必要最低
限の事務連絡以外は無視というか、言葉で交流しようとしません。その
ために職場内が殺伐とした雰囲気になってきています。何度か注意をし
ましたが、態度を改めないので何らかの対処が必要とは思うのですが、
ことはあいさつとか日常の会話に関することですので、業務命令違反と
していいのか、どのように対処すればいいのか悩んでいます。

Question

離婚で3歳の子どもを引き取った男性社員がいます。営業部所属で出張
等、いままではよく出かけていってもらったのですが、しばらく出張は不
可、勤務時間も保育園で子どもを預かってくれる以上の時間は無理だと
いいます。他部署への配転も検討しましたが、この不況のため、どの部
も人員が余っている状況で、いままでのような勤務ができないようであ
れば退職してもらいたいのですが、可能でしょうか。

Question

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。

Answer

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

ら早急に改善するよう求めるべきで
しょう。場合によっては、その部署
の上司や会社の人事部長などの立会
いの下で、当事者間で話し合いを持
つことも考えられます。
　それでも当該社員が態度を改めな
い場合には、業務命令違反として、
懲戒処分（戒告、減給等）を採るこ
とも考えられます。なお、懲戒処分
については、就業規則にしたがって
行われることが必要となります。
　裁判例においては、本人の執務態
度、上司及び同僚に対する無礼並び
に協調性欠如のため、職場の規律を
乱し、円滑な職務遂行を阻害してい
るとして懲戒解雇事由に当たると認

めたものがあります（大阪地裁平成
4年3月31日）が、本件の場合には、
職場内の雰囲気に悪影響が出るにと
どまっており、職務遂行を阻害して
いるとまではいえないと思われます
ので、懲戒解雇は難しいかと思われ
ます。
　実際の行為態様等によっても異な
りうるとはいえますが、まずは、戒
告等の比較的軽微な懲戒処分を採る
ことを検討すべきでしょう。
　その他、当該社員と対象社員との
折り合いが悪いということであれば、
配転についても検討すべきかと思わ
れます。

　本件のような社員の育児に関して
は、育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律（以下「育児・介護休業法」
といいます。）による規制がありま
す。
　例えば、育児・介護休業法24条1
項によりますと、事業主は、その雇
用する労働者のうち、その小学校就
学の始期に達するまでの子を養育す
る労働者に関して、子の年齢に応じ
て同項各号に定める制度又は措置に
準じて、それぞれ必要な措置を講ず
るよう努めなければならないと規定

されております。
　また、育児・介護休業法10条に
よりますと、事業主は、労働者が育
児休業申出をし、又は育児休業をし
たことを理由として、当該労働者に
対して解雇その他不利益な取扱いを
してはならないと規定されておりま
す。
　上記のような育児・介護休業法の
規定及び趣旨に鑑みれば、会社には、
少なくとも小学校に入学するまでの
子の育児を担う労働者については、
その就労状況や業務内容等に関して
特に配慮することが求められている
といえます。
　したがいまして、本件では、当該
社員が育児休業を申し出たわけでは

ありませんが、育児・介護休業法
10条の趣旨に鑑みても、当該社員
が「しばらく出張は不可、勤務時間
も保育園で子どもを預かってくれる
以上の時間は無理」と申し出たこと
をもって、会社が当該社員に対して
一方的に退職させることは難しいと
いえます。
　当該社員によりますと、「しばら
く出張は不可、勤務時間も保育園で
子どもを預かってくれる以上の時間
は無理」ということですが、離婚を
する際に子どもの生活環境について
どのような配慮をしたのか、両親等
の協力の有無などについて事実関係
を確認し、本当に全く出張を行うこ
とができないのか等、今後の就労条
件を当該社員と話し合うことが肝要
であろうかと思われます。その際に
は、ファミリーサポートセンター等
の育児をサポートする団体などを紹
介することも考えられます。
　また、他の部署も人員が余ってい
るという状況であるとしても、現在
の部署よりも他の部署の方が望まし
いということであれば、配転を検討
する必要もあろうか思われます。な
お、その際には、当該社員の子の養
育の状況に配慮する必要があります
（育児・介護休業法26条）。
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