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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。

T1212-0316-7-2000

●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/
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アルコール依存と
メンタルヘルス
周囲を巻き込みながら
心身の健康を蝕むアルコール依存

最先端レポート
自殺総合対策大綱
健康キーワード
快適睡眠と睡眠リズム
法律相談Q&A
うつ病の診断を受けた社員が、
病気を理由に身勝手とも思える要求を
提出してきている。どこまで対応すればいいか？
私傷病により休職中の社員に現状報告のために
月1回出社してもらっている。
その際の交通費等の扱いはどうすればいいか？



周囲を巻き込みながら
心身の健康を蝕むアルコール依存
　アルコール依存症になると、社会生活や家庭生活の崩壊を招きかねないだけでなく、生命維持にも影響
してしまうことが知られています。
　そのため、国でもメンタルヘルス対策、あるいは自殺対策の一環として、アルコール問題について啓発
を行っています。社会情勢を反映して女性や高齢者のアルコール依存症が増加していますが、今日的な要
素を踏まえ、多量飲酒が心身の健康にさまざまな影響を及ぼすアルコール問題についてまとめます。

　アルコールは、適量であれば健康効果もあると
いわれ、また人とのコミュニケーションを円滑に
するといった社会的役割としての一面も持ってい
る。最近は、時代の変化、不景気という社会的情
勢、健康志向などもあり、焼酎や発泡酒、そして
いわゆる第三のビールなどの人気が高いようだ。
　しかし、アルコールの種類は何であれ、多量飲
酒が心身にさまざまな悪影響を及ぼすことは、誰
もが知るところであろう。がん、心臓病、脳卒中、
肝臓病、糖尿病といった生活習慣病のリスクが高
まるほか、今日ではうつ病や自殺との関連などメ
ンタル面にも深く関係することが問題となってい
る。
　また、飲酒による暴力、飲酒運転による事故な
ど、他人を巻き込んだ社会的問題として世間を賑
わすことも少なくない。この点は、同じ嗜好品と
してのたばこと大きく異なる点といわれている。

　では、多量飲酒とはどの程度のアルコール量か、
ご存じだろうか？

　アルコールの処理能力には個人差もあるが、日
本人を含むアジア人はアルコールを分解する酵素
であるアセトアルデヒドが少ないと言われ、西洋
人とくらべてアルコールに弱いことがわかって
いる。そのような点も鑑み、厚生労働省では「1
日平均60gを超える飲酒」をわが国における「多
量飲酒」と定義している。この「60g」を純アル
コール量で具体的に表すと、ビールなら中ビン3
本、日本酒なら3合弱、25度の焼酎で300㎖程度
となる。
　アルコール関連問題の多くは、この1日平均
60gを超える多量飲酒者が引き起こしていると考
えられている。
　2008年に厚生労働省が全国の成人を対象に
行った飲酒に関する実態調査では、1日平均純ア
ルコール量で60g以上飲酒する多量飲酒者は766
万人。そのうちアルコール依存症が疑われる人は
予備群を含めて440万人、治療が必要なアルコー
ル依存症患者は80万人と推計されている。こ
のうち実際に医療機関で治療を受けている人は、
2011年の厚生労働省患者調査によるアルコール
依存症患者数が43万人であることから、約半分
であることがわかる。
　また、厚生労働省が毎年行っている国民健康・
栄養調査では、女性の飲酒者の増加も懸念されて

アルコール依存とメンタルヘルス特集

心身への悪影響のほか社会的問題も
引き起こす多量飲酒

1日平均60gを超える多量飲酒者は
700万人超と推計

いる。2010年の毎日飲酒する人の性別データで
は、男性は40代から50代がピークとなっている
のに対し、女性では30代から40代の割合が多く
なっている。ひと昔前にくらべて女性の飲酒者が
増えていることに加え、若年女性の飲酒が増えて
いると考えられることから、今後女性の飲酒問題

が悪化していくことが心配されている。
　また、高齢者においては、定年退職後にアル
コール依存症になるケースが多く、今後高齢化社
会が進むにあたり、高齢者の飲酒が問題になって
くると考えられている。

WHO（世界保健機関）によるアルコール関連問題

アルコール関連問題

親の影響
●胎児性アルコール症候群　●虐待

親の影響
●発達障害
●精神障害
●アルコール乱用
●薬物乱用
●虐待

臓器障害
●肝臓障害
●膵臓障害
●心筋症
●高血圧
●糖尿病
●高脂質血症
●ホルモン異常
●悪性腫瘍

精神・神経障害
●認知症
●意識障害
●末梢神経障害
●うつ病
●嫉妬妄想
●睡眠障害
●性格変化

結婚・家庭問題
●夫婦の不和
●別居・離婚
●暴力
●児童虐待
●家族の心身症
●経済的問題

社会的問題
●飲酒時の暴力　●警察保護
●飲酒運転

職業上の問題
●頻回の欠勤　●休職　●失職
●頻回の転職　●能率低下　●事故

本人の問題
●急性アルコール中毒
●臓器障害
●アルコール乱用
●薬物乱用
●行動障害

■多量飲酒となる純アルコール60gのめやす（厚生労働省）
ビール

（アルコール度数5度） 中びん3本 1500㎖ ウイスキー
（アルコール度数43度） ダブル3杯 180㎖

日本酒
（アルコール度数15度） 3合弱 540㎖ ワイン

（アルコール度数14度） 3/4本 約540㎖

焼酎
（アルコール度数25度） 1.8合 約300㎖ 缶チューハイ

（アルコール度数5度） 4.5缶 約1560㎖

アルコール量の計算式　アルコールの量（㎖）×［アルコール度数（%）÷100］×0.8

出生前・乳幼児期 主として成年期以降

少年期・青年期

例 ビール中びん3本　1500×［5÷100］×0.8=60

アルコール依存症
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コールが切れると「落ち込みやすくなる」ことなどか
ら、うつ病になりやすいといわれている。実際に、自
殺をした人の約2割がアルコール依存症を含む物
質関連障害を患っていたというデータや、アル
コール依存とうつ病を併発している場合は、そうで
ない場合よりも自殺に至る危険が大幅に高くなると
いうデータも出ている。
　では「アルコール依存症」までいかなければ大
丈夫なのかというと、決してそうではないようだ。
依存症まではいかなくてもアルコールの多量飲酒
は、睡眠障害、不安感、うつ状態、イライラ、気
分が落ち着かないなど、さまざまなメンタル症状
を引き起こす。これらの精神症状により、軽度で
あっても自殺という最悪の選択をする危険が高ま
るのだ。
　以上のように、アルコールの多量飲酒・依存は、う
つ病とともに自殺の危険因子として大きく関連する
精神障害と位置づけられている。これまでわが国
においては自殺の危険因子としてうつ病にばかりス
ポットがあたってきたが、2012年8月に閣議決定さ
れた改正自殺総合対策大綱（P12参照）のなかでも、
うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策
の推進としてアルコール依存症を加え、今後取り組
むべき課題としている。

　アルコール依存症は、脳内での飲酒行動に対す
る抑制が利かなくなり、自分でコントロールでき
なくなる精神疾患である。
　まず、飲酒が習慣化すると「耐性」が形成され、
同じ量のアルコールを飲んでも簡単に酔わなく
なっていく。「酒に強くなった」というのがそれ
である。少量では酔わなくなるため、飲酒による
高揚感などを求めてアルコール量が少しずつ増加
していくわけである。
　そして意志の力では行動の制御ができず、今日
は飲むまいと決心してもつい手が伸びてしまった

り、一杯だけでやめようと思っても飲み始めると
止まらなくなってしまうようになる。典型的な連
続飲酒の状態である。
　さらに、アルコールが切れてくると重症度に応
じてさまざまな離脱症状が出現するようになる。
この離脱症状は、中枢神経がアルコールに依存し
ているために生じるもので、アルコールに対する
コントロール障害が起きているかどうかの決め手
となる。
　以上のような状態に陥ることなどから、現在、
WHOではアルコールを麻薬と同様の「精神作用
物質」ととらえ、薬物依存症として診断基準を設
けている（ICD-10）。日本では、はっきりとしたアル
コール依存症の定義はないが、このICD-10をおも

な診断基準として採用しているほか、米国精神神経
学会作成の診断基準（DSM-Ⅳ-TR）も医療現場で
は使用されている。

　アルコール依存症に陥ると、心身にさまざまな悪
影響が及ぶわけだが、とりわけメンタル面への影響
が問題になっており、とくに自殺に結びつくリスクが
高くなることが懸念されている。
　自殺へのリスクに関しては、これまでうつ病が大
きな要因として広く取り上げられてきたが、アルコー
ル依存症との関わりについては、海外においてさま
ざまな調査研究が報告されている。週に250g以上
の大量飲酒により15年後の自殺死亡のリスクが3倍
高まるというものや、アルコールの乱用・依存により
将来の自殺リスクが60～120倍に高まるという報告
などから、アルコール依存症がうつ病とならぶ自殺
の重要なリスクということが明らかになってきた。
　また、アルコール依存症がうつ病と相互に関連
し合うこともよく知られている。うつ病ではつらい
気分を紛らわすための手段としてアルコールを選択
しがちなため、アルコール依存症の人が多く見られ
る。反対に、アルコール依存症の人は「耐性」により
酒量が増える一方で高揚感は少なくなるため、アル

アルコール依存症は、麻薬と同様の
薬物依存症で精神疾患の1つ

依存症までいかずとも多量飲酒の
メンタル面への影響は多大！

特集
アルコール依存と
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■おもなアルコール離脱症状

軽～中等症

自律神経症状 ●手のふるえ　●発汗（寝汗）　●心悸亢進　●高血圧
●嘔気　●嘔吐　●下痢　●体温上昇　●寒気　など

精神症状 ●睡眠障害（入眠障害、中途覚醒、悪夢）　●不安感
●うつ状態　●イライラ感　●落ち着かない　など

重症 ●けいれん発作（アルコール依存症による）　●一過性の幻聴
●振戦せん妄（意識障害および幻覚）　など

■WHOによる診断ガイドライン（ICD-10）
過去1年間に以下の項目のうち3項目以上が同時に1ヶ月以上続いたか、または繰り返し出現した場合
1 飲酒したいという強い欲望あるいは強迫感 

2 飲酒の開始、終了、あるいは飲酒量に関して行動を統制することが困難

3 禁酒あるいは減酒したときの離脱症状

4 耐性の証拠

5 飲酒にかわる楽しみや興味を無視し、飲酒せざるをえない時間やその効果からの回復に要する時間が延長

6 明らかに有害な結果が起きているにもにもかかわらず飲酒 

■アメリカ精神神経学会による診断基準（DSM-Ⅳ-TR）
同じ12ヵ月の期間内のどこかで、以下の項目のうち3項目以上が出現した場合
1 耐性の存在

2 離脱症状の存在 

3 はじめの心づもりより大量に、またはより長期間、しばしば飲酒

4 禁酒または減酒の持続的欲求または努力の不成功

5 アルコール入手、飲酒、または飲酒の作用からの回復に多くの時間を消費 

6 飲酒のために重要な社会的、職業的、または娯楽的活動を放棄または減少 

7 精神的・身体的問題が飲酒によって起こり、悪化していることを知っているにもかかわらず飲酒を継続

アルコール依存症の診断基準

54



　麻薬をはじめとする精神作用物質全般に言えるこ
とだが、アルコール依存症の特徴の一つとして、自
分で心身の異常に気づき、自ら進んで治療に行くこ
とが非常に稀だということがあげられる。アルコー
ル依存者本人はそれを問題と認識していないため、
家族を中心とした周囲の人の説得や半ば強引に治
療につなげるケースがほとんどだという。
　繰り返し述べているように、アルコール依存症は、
自身の健康を蝕んでいき、自殺に至るケースが少な
くない。そればかりか、DV などによる家庭崩壊や
飲酒運転による大事故など、時として周囲にまで大
きな被害をもたらすこともある。
　そうならないようにするためには、ほかの病気と
同様、早期発見・治療が非常に重要になってくる。
早期であれば断酒もしやすいわけだが、その分アル
コール依存症であることに本人も周囲も気づきにく
い。アルコール依存症を早期発見・治療に結びつけ
るためには、やはり症状をはじめとするアルコール
依存症についての知識を持っておく必要があるだろ
う。
　連続飲酒や前頁に挙げたような離脱症状、とくに
手のふるえ、発汗、睡眠障害などは、アルコール依

存症の重要な初期症状と言われるため注意したい。

　アルコール依存症の早期発見ツールとして、医療
現場ではよくスクリーニングテストが使われている。
現在日本では「新久里浜式アルコール症スクリーニ
ングテスト」がもっともよく使用されているが、男性
版と女性版にわかれ、非常に簡便な質問および点
数配分になっているため、アルコール依存症の本人
に病気であることを認識させるため、あるいは家族
が本人の飲酒問題について知るために効果を発揮し
ている。
　このスクリーニングテストはあくまで病気の可能
性があるかどうかのふるい分けであり、アルコール
依存症と確定診断するためのものではないため、疑
わしい場合や不安がある場合は、早めに専門医を
受診するようにしたい。
　最後に、各国のアルコールと自殺に関する興味深
いデータをまとめてみたが、世界的にアルコールが
メンタル面に及ぼす影響の強さがうかがえる。「酒
は飲んでも飲まれるな」という格言があるが、そう
思っていても飲まれてしまうのが、アルコールの怖
いところだ。くれぐれも節度ある飲酒を心がけたい
ものである。

早期発見・治療のためにアルコール
依存症に対する知識習得を 不安な場合はスクリーニング

テストを活用する

■各国のアルコールと自殺との関連データ
アメリカ 最低飲酒年齢を18歳から21歳に引き上げたことで、若年者の自殺死亡率が減少

ロシア ペレストロイカ以後、アルコール販売制限をしたところ自殺死亡率が減少

デンマーク アルコール価格の高騰により消費量が低下し、これに伴って自殺死亡率が低下

ポルトガル 個人の年間アルコール消費量が1リットル増えると男性の自殺死亡率が1.9％上昇

フィンランド 個人の年間アルコール消費量が1 リットル増えると、その年の男性の自殺死亡率が16%増加

日本 アルコールを 1日「３合以上飲む」という者では自殺のリスクが2.3倍高くなる

特集
アルコール依存と
メンタルヘルス

■新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト／男性版（KAST-M）
最近6カ月の間に、以下のようなことがありましたか。

項目 はい いいえ
1 食事は1日3回、ほぼ規則的にとっている 0点 1点
2 糖尿病、肝臓病、または心臓病と診断され、 その治療を受けたことがある 1点 0点
3 酒を飲まないと寝付けないことが多い 1点 0点
4 二日酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことが時々ある 1点 0点
5 酒をやめる必要性を感じたことがある 1点 0点
6 酒を飲まなければいい人だとよく言われる 1点 0点
7 家族に隠すようにして酒を飲むことがある 1点 0点
8 酒がきれたときに、汗が出たり、手が震えたり、いらいらや不眠など苦しいことがある 1点 0点
9 朝酒や昼酒の経験が何度かある 1点 0点
10 飲まないほうがよい生活を送れそうだと思う 1点 0点

■新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト／女性版（KAST-F）
最近6カ月の間に、以下のようなことがありましたか。

項目 はい いいえ
1 酒を飲まないと寝付けないことが多い 1点 0点
2 医師からアルコールを控えるように言われたことがある 1点 0点
3 せめて今日だけは酒を飲むまいと思っていても、つい飲んでしまうことが多い 1点 0点
4 酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようと試みたことがある 1点 0点
5 飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある 1点 0点
6 私のしていた仕事をまわりの人がするようになった 1点 0点
7 酒を飲まなければいい人だとよく言われる 1点 0点
8 自分の飲酒についてうしろめたさを感じたことがある 1点 0点

合計点が4点以上：アルコール依存症の疑い群
合計点が1～3点：要注意群。ただし、質問項目1番による1点のみの場合は正常群
合計点が0点：正常群

判定

合計点が3点以上：アルコール依存症の疑い群
合計点が1～2点：要注意群。ただし、質問項目6番による1点のみの場合は正常群
合計点が0点：正常群

判定

アルコール依存症早期発見のためのツール

「TENVol.23」特集の訂正とお詫び
　前号（TEN Vol.23）の「特集／うつ病と自殺」のP3 中段右のグラフ「うつ病患者数の推移」において、男性と女性の表記が逆になっておりました（黒が男性、灰
色が女性）。謹んでお詫び申し上げます。今後はこのようなミスが出ないように、細心の注意をはらう所存でございます。
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　2011年までわが国の年間自殺者が3万人を超える
状況が14年間続いている。自殺者の増加状況を鑑
み、2006年に自殺対策基本法が制定され、それに
基づき政府が推進すべき自殺対策の指針として、翌
2007年に策定されたのが自殺総合対策大綱である。
　自殺総合対策大綱は2008年に一部改正されたが、
おおむね5年ごとに全体的な見直しが行われることに
なっており、今回、初めて全体的な見直しが行われ、
2012年8月に「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込
まれることのない社会の実現を目指して～」が閣議決
定された。
　タイトルに示されているように、今回の改正では「誰
も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目
標とし、そのための基本認識として、自殺はその多くが
「追い込まれた末の死」で、「防ぐことのできる社会的
な問題」とし、自殺志願者は「何らかのサインを発して
いることが多い」ため、社会的な環境整備や自殺志願
者の周囲の気づきと見守りで防ぐことが可能であると
している。
　そのための当面の重点施策として、自殺予防週間（9
月10日～16日）と自殺対策強化月間（3月）を設定し、
啓発活動とあわせて支援策を実施したり、インター
ネットの活用などによる支援策情報の集約・提供の強
化、早期対応の中心的役割を果たす人材の養成として
弁護士、司法書士、薬剤師、理髪師など様々な分野で
のゲートキーパーの育成の促進、心の健康づくりの推
進などを掲げている。
　職場関係では、心の健康づくりの推進のために、職
場の管理・監督者及び産業保健スタッフや労働者に
対するメンタルヘルスに関する教育研修の実施や労働
者が働きやすい職場環境の整備を図ること、過労死・

過労自殺を防止するために、労働基準監督署によ
る監督指導を強化するとともに、小規模事業場
や非正規雇用を含めた全ての労働者の長時間労
働を抑制するために、労働時間などの設定改善に
向けた環境整備を推進するとしている。また、セ
クシュアルハラスメントやパワーハラスメントに関
する方針の明確化と周知・啓発及び相談窓口の
設置などを挙げており、今後はさらなる対応が必
要と考えられる。
　職場での自殺対策の方向性としては、自殺を
図った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数
がうつ病などの精神疾患にかかっており、なかで
もうつ病の割合が多いことから、メンタルヘルス
対策において、うつ状態にある人の早期発見・早
期治療が中心となるが、うつ病以外のハイリスク
者としては、統合失調症、アルコール依存症、薬
物依存症、病的賭博などが挙げられている。今号
の特集でも紹介したが、アルコールとうつ病、自
殺は関係しやすく、職場においても注意が必要な
分野といえる。
　大綱では、自殺に追い込まれることがないよ
うに「一人ひとりがかけがえのない個人として
尊重され」ることを掲げている。しかし最近、
厚生労働省が発表した「職場のパワーハラスメ
ントに関する実態調査報告書」によると、過去
3年間に職場でパワーハラスメントがあったと
回答した企業が3割にものぼることが明らかと
なった。今後、職場におけるメンタルヘルス対
策において、ハラスメント防止など人権に配慮
した対策の推進もさらに重要になると考えられ
る。

最先端レポート

政府が推進すべき自殺対策の
指針である「自殺総合対策大綱」が
5年ぶりに改正
　自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が、5年ぶ
りに全体的な見直しが行われ、2012年8月28日に閣議決定された。自殺総合対策大綱とはどのようなも
のか、新たな大綱の内容などについて、とくに職場における影響を中心に紹介したい。

　メンタルヘルスにおいて睡眠は
重要な意味を持っています。睡眠は
疲労回復に欠かせないものであり、
睡眠時間の質・量の低下は心身の
健康悪化に直結します。過重労働
が循環器疾患や精神疾患に影響す
ることはよく知られていますが、そ
の何が問題かについて、いくつかの
研究では、過重労働により1日の睡
眠時間がおおよそ6時間未満（5時
間以下）になると循環器疾患のリス
クが高まることが示されています。
　また、メンタルヘルス不調の指標
としても睡眠は重要です。うつ病な
ど精神疾患の症状として、眠れない、
早朝に目覚めてしまうなどの睡眠
障害がよく現れますが、本人、また
周囲にも確認しやすいので、異常の
早期発見・対応に役立ちます。

睡眠の疲労回復効果
　そもそもなぜ睡眠は疲労回復に
役立つのでしょうか。
　睡眠時は横になることで重力の
影響が変わり、骨や筋肉、血流への
負担が物理的に変化します。また筋
肉や脳の活動が停止する一方、夜
間は自律神経系でブレーキの役割
をする副交感神経が優位になるた
め、消化吸収がよくなり、血管が広
がりますので、体の隅々まで栄養分
や酸素が送られ、新陳代謝が活発
に行われます。また姿勢と血管の拡
張により、血圧が正常な人でも一般
的に10～20％は血圧が下がります。
心拍数も低下し、睡眠の質もよくな

快適睡眠と睡眠リズムKeyword

健康キーワード

人体には体内時計が備わっており、
快眠のためにはリズムの活用が効果的です。

ります。成長ホルモンや免疫物質な
ど、疲労回復や健康維持に重要な
生理活性物質も睡眠中に多く分泌
されます。
　これら多くの働きにより、睡眠は
心身の疲労回復に役立っているの
です。

睡眠のリズム
心身の健康のためには、まず睡眠

時間を確保する、忙しいときは睡眠
をしっかりとる日を作るなどの工夫
が必要ですが、睡眠の質を上げる
ためには睡眠のリズムをよくするこ
とも大切です。

私たちの体には体内時計が備
わっており、先に紹介した自律神経
系もこの時計をもとに働いていま
す。また睡眠も主に体を休めるレム
睡眠と主に脳を休めるノンレム睡眠
の2つのリズムがあり、約90分周期
で1晩に4～5回、交互に繰り返され
ています。体のリズムが狂ったり、睡
眠時間が短かったりすると、レム睡
眠とノンレム睡眠のリズムが乱れた
り、とくにノンレム睡眠が浅い状態
で終わってしまうため、睡眠の疲労
回復効果が薄れてしまいます。質の
よい快適睡眠をとるためには、体と
睡眠のリズムを安定させることが大
切です。

体と睡眠のリズムを	
安定させよう
　私たちの体内時計はなぜか25
時間周期で、毎日リセットされてい

ます。効果的にリセットするために
は朝日を浴びることと、胃腸に刺激
を与えることが大切です。朝起き
たらカーテンを開けて朝日を浴び
る、寝起きにコップ1杯の水を飲ん
で胃腸を目覚めさせる、朝食を必ず
とる、などがいいでしょう。また、スト
レッチ体操などで体に刺激を与える
ことも効果がありますが、体が目覚
めていないので、早朝から頑張りす
ぎると血圧の急上昇など循環器病
などの危険がありますので無理を
しないようにしましょう。また、起床
時間や食事の時間に乱れがないと、
体内時計も安定しやすくなります。
　睡眠のリズムを整えるためには
就眠の3時間前には食事を終え、夜
12時前には床につくのが効果的で
す。刺激を減らすことで副交感神経
が活性化しやすく、またレム睡眠・ノ
ンレム睡眠のリズムと深さがスムー
ズになります。

快適睡眠のために
　快適睡眠のためにはその他にア
ルコールを飲みすぎない、寝る2時
間前までに軽い運動をする、38～
40℃くらいのぬるめのお湯にゆっ
たり浸かる、昼寝は30分以内に済
ませる、なども効果があります。また
寝酒は睡眠を浅くし、メンタルヘル
スにも悪影響があるのでお勧めで
きません。夜、眠れないなど睡眠で
悩んでいるときは、精神科などの専
門医を受診しましょう。
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私傷病により休職中の社員に
現状報告のために月1回出社してもらっている。
その際の交通費等の扱いは
どうすればいいか？

うつ病の診断を受けた社員が、
病気を理由に身勝手とも思える要求を
提出してきている。
どこまで対応すればいいか？

要な範囲にとどめるべきでしょう。

　では、その病状報告の際の交通費
等は、どのような扱いをすればよい
のでしょうか。
　病状報告のための出社は、あくま
で休職中になされるものであり、い
わゆる「労務の提供」のためになさ
れたものではないことから、それが
実質的に就労していると評価されな
い限りは、通勤費についても支払う
必要はないものと考えられます。
　そして、賃金につきましても、あ
くまで休職中であり、労務提供がな
されていない以上、支払う必要はな
いものと考えられます。
　他方で、単なる病状報告にとどま
らず、一定の業務を行う等、「労務
の提供」がなされたといえる場合に
は、交通費及び賃金を支払う必要が
あると考えられます。
　この点については、事前に明らか
にしておいた方がよいことから、就
業規則（休職規程）において、病状
報告については、賃金及び交通費を
支給しない旨を明記しておくとよい
でしょう。

　まず、そもそも私傷病により休職
中の社員に対して、病状報告を求め
ることはできるのでしょうか。本人
のプライバシー権との関係でも問題
となります。
　病状の報告というのは、本人のプ
ライバシーに関わる重大な事項につ
いての報告となりますので、本人に
利用目的とその必要性を明らかにし
て、その承諾を得て行うことが望ま
しいといえます。
　本件のように、就業規則において
その旨の規定がある場合には特に問
題がないといえますが、仮に就業規
則上の規定がないとしても、会社が
休職中の社員の健康状態や治療の状
況を知ることは、社員の職場復帰の
時期を判断するために不可欠といえ
ますので、病状報告を求めることが
できると考えられます。
　もっとも、むやみに病状報告をさ
せるということは合理性を欠きます
ので、その頻度については、社員の
職場復帰の時期を判断するために必

Answer

現在、精神疾患（私傷病）により休職中の社員に対し、「休職中は月1回
その状況を報告すること」という就業規則に沿って現況報告をしてもら
うため、月に１回１時間ほど本人の希望の日時に出社してもらっています。
傷病手当を申請していますが、出社の際の交通費というのはどのような
扱いになるのでしょうか。また、この場合は無給という扱いでよいので
しょうか？

Question

うつ病と診断された社員の相談です。30代前半の男性で、近所のメンタ
ルクリニックで「うつ病」の診断書を書いてもらい、上司に提出してい
ます。問題は、「自分はうつ病だから」ということで、メンタルヘルスに
負荷の少ない自分の希望の部署に異動させてほしいとか、時短勤務や週
休3日にしてほしいなど、安易に承諾できない希望を言ってきていること
です。病気ということであれば配慮は必要とは思いますが、精神疾患を
理由にこのような条件を飲んだ場合、職場全体の士気にもかかわります。
このような社員に対してはどのように対処すればよいのでしょうか。

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

　まずは、当該社員が本当にうつ病
にり患しているのかを確認する必要
があります。
　確かに、近所のメンタルクリニッ
クで「うつ病」との診断書が提出さ
れていることからすれば、その可能
性は高いといえるでしょうが、会社
として、その診断に疑問がある場合
には、会社が指定した医師への受診
を求めるという方法が考えられま
す。
　これについては、社員に受診義務
が生じるかという問題が生じます
が、社員の選択した医療機関の診断
結果に疑問があるような場合で、疑
問を抱くことに合理的な理由がある
場合には会社が指定した医師による
受診の指示に応じる義務があるもの
と考えられます（参考：東京地判平
成3年3月22日労判586号19頁）。
　もっとも、トラブルとなることを
防止するという観点からは、就業規
則に受診義務を明示しておいた方が
よいでしょう。
　また、会社としては、主治医から
の医療情報開示や主治医へのヒアリ
ングを行うことも考えられるところ
です。その際には、医療情報開示同
意書等の書面によって、社員から同

意を得ておく必要がありますが、こ
ちらも同様に、就業規則上に事前に
同意するよう規定しておくことが考
えられます。

　では、うつ病であることが確認で
きた場合、会社としては、どのよう
に対処すればよいでしょうか。
　会社には、精神疾患を患った社員
に対して適切な業務軽減措置を図る
など、増悪防止措置を採る必要があ
るといえます。
　しかし、これはあくまで、社員の
病状や当該社員の業務内容、会社の
規模、配転可能性の有無など、個別
具体的な状況から判断しなければな
らないものであり、社員が希望して
いることをもって応じなければなら
ないというものではありません。む
しろ、本人が精神疾患を患っている
ことに鑑みれば、本人の意思より
も、会社の指定専門医や主治医の意
見に従って、自宅療養を含めて適切
な労働環境を設定すべきです。
　ご質問内容によれば、社員が「安
易に承諾できない希望を言ってきて
いる」とのことですが、会社として
は、具体的な状況に鑑みて、社員の
希望を承諾できない合理的な理由を
示したうえで、その他の増悪防止措
置を採ることでもその義務を果たし

たといえると思われます。また、仮
に社員の希望に従う場合であって
も、期間を限定したうえで、その期
間内での病状の変化を見るというこ
とも考えられます。

　もっとも、精神疾患については、
それが悪化すれば、甚大な被害をも
たらすことも考えられることから、
その対応としては慎重なものが求め
られるでしょう。
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