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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、部署ごと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。

T1303-0316-8-2100

●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

「職場のパワーハラスメントに
関する実態調査」公表される
調査結果からパワハラ予防・解決のためのヒントを探る

最先端レポート
糖尿病とうつ病
健康キーワード
医療計画
法律相談Q&A
インターネットの掲示板に
会社に対する誹謗中傷の書き込み
解雇した元社員にどう対応したらいいか？



図1　過去3年間のパワハラ相談件数
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図2　相談のうちパワハラに該当した件数
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※0件に「現在も過去もパワハラに
関する相談はない」、「パワハラに
関する相談を受け付けていない」
を含む

（回答：全員 n=4,580、％） （回答：過去3年間にパワハラに関する相談があった企業 n=2,083、％）

調査結果からパワーハラスメント予防・解決のための
ヒントを探る
　厚生労働省は昨年12月、国として初となる「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」を公表しました。
　調査からは、パワーハラスメント（以下パワハラ）の発生状況だけでなく、パワハラが発生しやすい職場の傾向
や、パワハラの予防・解決のために効果的な取り組みとは何か、ということも見えてきます。
　今回は調査結果を紹介しながら、パワハラの予防・解決のためにどうすれば良いのか、そのヒントも探ってみ
ます。

調査は「企業調査」と「従業員調査」に分かれており、
企業調査は従業員（正社員）30人以上の企業1万7,000
社を、従業員調査は民間企業に勤務している者9,000
人を対象とした。2012年7月から9月にかけて企業と
従業員それぞれにアンケートを実施し、その結果を分
析したものである。回答数は、企業調査で4,580社、従
業員調査はインターネット調査により全数9,000人か
ら回答を得た。
　なお、調査において、職場におけるパワハラをどう
定義したかについては、厚生労働省「職場のいじめ・
嫌がらせ問題に関する円卓会議」における概念整理に

基づき、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位
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」としている。

「過去3年間に1件以上相談受けた」	
45.2％の企業が回答

■発生状況
　まず、職場におけるパワハラの発生状況を見てみる。
　企業調査において、「過去3年間に1件以上パワハラ
に関する相談を受けたことがある」と回答した企業は

「職場のパワーハラスメントに関す る実態調査」公表される特集

図4　（企業調査）パワハラに関連する相談
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図3　過去3年間のパワハラについての経験の有無
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図5　（従業員調査）あなたが受けたパワハラの内容
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（回答：過去3年間にパワハラに関する相談があった企業 n=2,083、％） （回答：過去3年間にパワハラを受けたことがある者 n=2,279、％）

（回答：全員 n=9,000、％）

45.2％（図1）、そのうち実際にパワハラに該当したの
は70.8％（全体の32.0％）となっている（図2）。

一方、従業員調査では25.3％の者が過去3年間に「パ
ワハラを受けたことがある」と回答している。「勤務
先で、パワハラを見たり、相談を受けたことがある」は
28.2％、「パワハラをしたと感じたり、パワハラをし
たと指摘されたことがある」は7.3％だった（図3）。ま
た、自分自身が過去3年間にパワハラを受けた者を年
代別に見ると、もっとも多いのは30歳代の27.2％。以
下、40歳代25.7％、50歳代以上24.8％、20歳代23.3％
の順になっている。

パワハラの内容については、企業調査、従業員調査

ともに「精神的な攻撃」がもっとも多かった（図4・5）。
性別、年代別に見ると、女性や20歳代で「人間関係から
の切り離し」「個の侵害」が高い一方、男性や30歳代で
は「過大な要求」が高くなっている。

パワハラの加害者と被害者の関係を見ると、企業調
査、従業員調査ともに「上司から部下へ」（企業77.0％、
従業員77.7％）が圧倒的に多い。以下、企業、従業員
調査ともに「先輩から後輩へ」（企業23.2％、従業員
15.7％）、「正社員から正社員以外へ」（企業17.4％、従
業員10.8％）と続く。上位者から下位者への行為が大
半を占めていることが、浮き彫りとなった。
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特集
｢職場のパワーハラスメントに
関する実態調査」公表される

上司と部下のコミュニケーションが	
少ない職場ではパワハラが発生しやすい

■従業員規模別・業種別
　次に、従業員規模別・業種別の発生状況を見てみる。
　従業員調査において、過去3年間にパワハラを受けたこ
とがある者の比率を勤務先の従業員規模別に見ると、もっ
とも高いのは従業員100～299人の企業の27.4％。次い
で1,000人以上の企業の26.9％と続く。ただ、もっとも少な
い99人以下の企業でも25.0％であり、規模による大きな
差は見られない（図6）。

業種別で見ると、金融業、不動産業の27.6％がもっと
も多い。以下、サービス業26.7％、製造業26.1％と続く
が、もっとも少ない「卸売業・小売業 宿泊業、飲食サービ
ス業」でも23.3％である。業種による差も、あまり見られない

（図7）。
■パワハラが発生する職場の特徴
　次に、パワハラが発生する職場の特徴について見て
みる。
　企業調査では「上司と部下のコミュニケーションが少な

い職場」がもっとも多く、半数を占める（図8）。
　一方、従業員調査ではパワハラ経験者と未経験者の差
が大きい項目を、パワハラが多い職場の特徴を示すものと
して着目している（図9）。その結果、「残業が多い／休み
が取り難い」「上司と部下のコミュニケーションが少ない」

「失敗が許されない／失敗への許容度が低い」などが挙
がった。
　なお、「正社員や正社員以外（パート、派遣社員など）な
ど様々な立場の従業員が一緒に働いている」は、パワハラ
経験者と未経験者の差が少ないものの、いずれも高い割合

（経験者46.0％・未経験者38.1％）となっており、現在の
職場に共通する特徴といえそうだ。

パワハラ経験者の回答で多いのは	
「悩みを会社、上司に伝えにくい」

■上司とのコミュニケーションの状況
　さて、企業調査、従業員調査のいずれでも、「上司と部
下のコミュニケーションが少ない職場」が、パワハラが発生
する職場の特徴として挙がった。そこで従業員調査におけ
る職場のコミュニケーションに関する項目について、パワハ
ラ経験者と未経験者との比較で見てみる。
　「悩み、不満、問題と感じたことを会社に伝えやすい」と
いう質問に対しては、経験者は「あまり当てはまらない」「全
く当てはまらない」の合計が64.0％に達しており、未経験
者の35.9％と比べると、2倍近い差となっている（図10）。

「悩み、不満、問題と感じたことを上司に伝えやすい」と
いう質問に対しては、経験者は「あまり／全く当てはまらな
い」の合計が57.9％、未経験者は31.9％と、やはり経験者
と未経験者とでは2倍近い差となっている（図11）。
　同僚とのコミュニケーションに関する項目もほぼ同様の
傾向となっている（図12・図13）。ただ、パワハラ経験者、
未経験者ともに、「同僚同士のコミュニケーションが円滑
である」「仕事以外のことを相談できる同僚がいる」に対
し、「非常に当てはまる」「まあ当てはまる」とする回答は
多い。会社や上司に比べれば、同僚との間には比較的、コ
ミュニケーションがとれている傾向が見られる。
　パワハラを予防するうえでは、「会社や上司に対する相談
のしやすさ」が重要であることを、よく示す結果といえよう。

（回答：全員、％）

（回答：全員、％）図6　従業員規模別
（従業員調査）過去3年間にパワハラを受けた

図7　業種別

全体（n=9,000） 25.3

99人以下（n=3,583） 25.0

100～299人（n=1,287） 27.4

300～999人（n=1,140） 25.5

1,000人以上（n=2,306） 26.9

全体（n=9,000） 25.3

金融業、不動産業（n=606） 27.6

サービス業（n=2,740） 26.7

製造業（n=1,985） 26.1

運輸、情報通信業（n=862） 24.1

建設業（n=441） 24.0
卸売業・小売業 宿泊業、
飲食サービス業（n=1,406） 23.3

その他（n=960） 23.0

図8 （企業調査）パワハラに関する相談が
 ある職場に共通する特徴
上司と部下のコミュニケーションが
少ない職場

正社員や正社員以外など様々な立場
の従業員が一緒に働いている職場

残業が多い／休みが取り難い職場

失敗が許されない／失敗への許容度
が低い職場

他部署や外部との交流が少ない職場

様々な年代の従業員がいる職場

業績が低下／低調な職場

従業員数が少ない職場

従業員の年代に偏りがある職場

従業員同士がお互いに干渉しあわな
い職場

従業員数が多い職場

中途入社や外国人など多様なバック
グラウンドを持つ従業員が多い職場

従業員間の競争が激しい／評価と業
績との連動が徹底している職場

その他

パワハラに関する相談があった職場
に共通する特徴はない

51.1

21.9

19.9

19.8

12.3

11.1

10.9

9.4

7.6

6.3

6.2

5.7

4.2

5.0

10.1

図9 （従業員調査）職場の特徴
 （パワハラ経験別）
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ー 9.2

38.1
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35.2
17.8
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30.5

31.1
27.5

29.7
11.8

29.0
20.0

28.8
17.8

28.2
16.8

16.0
12.9

15.1
9.6

8.3
6.9

6.7
2.2

2.6
1.0

3.4
12.6

経験者と
未経験者の差
（ポイント）

図10　悩み、不満、問題と感じたことを会社に伝えやすい
非常に
当てはまる

まあ
当てはまる

どちらとも
いえない

あまり当て
はまらない

全く当て
はまらない

（回答：全員、％）

現在の職場での
パワハラ経験者
（n=2,150）

2.0 14.1 19.9 31.4 32.6

現在の職場での
パワハラ未経験者
（n=6,850）

3.8 25.3 35.0 23.3 12.6

図11　悩み、不満、問題と感じたことを上司に伝えやすい
非常に
当てはまる

まあ
当てはまる

どちらとも
いえない

あまり当て
はまらない

全く当て
はまらない

現在の職場での
パワハラ経験者
（n=2,150）

2.4 20.3 19.4 27.9 30.0

（回答：全員、％）

現在の職場での
パワハラ未経験者
（n=6,850）

4.8 32.2 31.1 20.7 11.2

図12　同僚同士のコミュニケーションが円滑である
非常に
当てはまる

まあ
当てはまる

どちらとも
いえない

あまり当て
はまらない

全く当て
はまらない

現在の職場での
パワハラ経験者
（n=2,150）

6.0 30.0 29.4 21.9 12.7

現在の職場での
パワハラ未経験者
（n=6,850）

（回答：全員、％）

8.7 39.9 33.7 12.2 5.5

図13　仕事以外のことを相談できる同僚がいる
非常に
当てはまる

まあ
当てはまる

どちらとも
いえない

あまり当て
はまらない

全く当て
はまらない

現在の職場での
パワハラ経験者
（n=2,150）

8.4 29.1 22.6 21.2 18.7

現在の職場での
パワハラ未経験者
（n=6,850）

（回答：全員、％）

7.8 31.2 30.9 18.1 11.8

（回答：過去3年間にパワ
ハラに関する相談があっ
た企業。但し、簡易版調査
票対象企業を
除く n=1,571、％）
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　パワハラの予防・解決のためには、1年未満の短期
の取り組みでも、それなりの効果は上がる。しかし効
果をさらに上げるためには、粘り強い取り組みが必要
といえそうだ。

パワハラ予防・解決の取り組みを	
進めるための3つの視点

　報告書は、調査結果を踏まえ、パワハラの予防・解
決のための取り組みを進めるうえでの3つの視点をま
とめている。最後にそれを簡単に紹介する。
①企業全体の制度整備（相談窓口の設置と活用の推進、
パワハラの理解を促進するための研修制度の充実等）

図14　（企業調査）職場のパワハラの予防・解決のための取り組みの実施状況

実施している 現在実施していないが取り組みを検討中 特に取り組みを考えていない

全体（n=4,580） 45.4 21.1 33.1

99人以下（n=1,218） 18.2 20.3 60.9

100～299人（n=672） 40.3 25.0 34.1

300～999人（n=2,038） 53.9 22.7 23.2

1,000人以上（n=621） 76.3 13.4 10.1

（回答：全員、％）

　パワハラが管理職から部下に向かって行われるケー
スが多い現状を考えれば、うなずける結果といえる。
ただ、従業員99人以下の企業では、管理職を対象とし
た講演や研修会を実施したと回答したのは41.0％に
過ぎない。また、取り組みの実施事項数の平均値も、
1,000人以上の企業が3.7個であるのに対し、99人以
下の企業では2.3個となっている。
　こちらも、企業規模による差が見られる結果となっ
た。

短期の取り組みでもそれなりの効果	
ただ長期化するほど効果は上がるのも事実

■取り組み実施期間別の効果の実感について
　では、こうした取り組みで効果は出たのだろうか？
企業調査において、実際に実施している取り組みで効
果を実感できたものについて、取り組み実施期間別に
見ると、いずれの取り組みでも、実施期間が長いほど
効果を実感している比率が高くなる傾向が見られる

（図16）。たとえば、多くの企業で実施している「管理
職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施し
た」を見ると、取り組み1年未満で「効果が実感できた」
としたのは65.5%。それが1～3年未満・71.2％、3～
5年未満79.1％、5年以上だと83.9％まで上昇する。他
の取り組みも、おおむね同じ傾向だ。

特集
｢職場のパワーハラスメントに
関する実態調査」公表される

取り組みとしてもっとも多いのは	
管理職対象の講演や研修会

　続いて、パワハラの予防・解決のための企業の取り
組みについて見てみる。
■実施状況
　企業調査において、職場のパワハラの予防・解決の
ための取り組みを実施しているかとの設問に対し、全
体では45.4％の企業が「実施している」と回答してい
る（図14）。「現在実施していないが取り組みを検討中」
を含めると、66.5％にも達する。
　しかし、従業員99人以下の企業では、「実施してい
る」は18.2％に過ぎず、「検討中」20.3％を含めても
38.5％と4割に達しない。一方、1,000人以上の企業で
は76.3％が「実施している」と回答、「検討中」13.4％
を含めると、89.7％とほぼ9割に達する。
　パワハラ予防・解決のための取り組みは、企業規模
によりかなり異なっているといえる。
■実施している取り組み
　実際に実施している取り組みを企業調査で見ると、

「管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を
実施した」が64.0％ともっとも多く、「社内規定に盛
り込む」「啓発資料の配付・掲示」「一般社員を対象とし
た講演や研修会」と続く（図15）。　

図15 （企業調査）パワハラの予防・解決のために
 実施している取り組み

職場におけるコミュニ
ケーション活性化等に
関する研修・講習等を
実施した

管理職を対象にパワハ
ラについての講演や研
修会を実施した

就業規則などの社内規
定に盛り込んだ

ポスター・リーフレッ
ト等啓発資料を配付ま
たは掲示した

一般社員を対象にパワ
ハラについての講演や
研修会を実施した

トップの宣言、会社の
方針に定めた

アンケート等で、社内
の実態把握を行った

社内報などで話題とし
て取り上げた

64.0
41.0

53.9
65.1

78.5

57.1
48.6

62.0
57.5
57.6

40.7
23.9

41.0
40.3

49.4

38.0
27.0
32.1
37.3

47.7

33.7
29.3
35.8

31.8
38.2

23.6
21.6
19.9
23.0
28.1

20.5
14.9
19.6

19.8
13.1
15.5
18.4

28.3

18.5
28.9

全体（n=2,080）

300～999人（n=1,099）
1,000人以上（n=474）

100～299人（n=271）
99人以下（n=222）

（回答：取り組み実施企業、％）

図16 （企業調査）パワハラの予防・解決のために
 実施している取り組みで効果を実感できたもの
 （取り組み実施期間別）

3～5年未満
5年以上

1～3年未満
1年未満

一般社員を対象にパワ
ハラについての講演や
研修会を実施した

53.3
69.7
72.0
72.0

管理職を対象にパワハ
ラについての講演や研
修会を実施した

65.5
71.2
79.1
83.9

アンケート等で、社内
の実態把握を行った

45.5
55.7

68.8
63.9

職場におけるコミュニ
ケーション活性化等に
関する研修・講習等を
実施した

47.4
58.5

54.1
68.1

就業規則などの社内規
定に盛り込んだ

29.2
47.9
47.7

56.2

ポスター・リーフレッ
ト等啓発資料を配付ま
たは掲示した

31.7
39.6

50.2
54.2

社内報などで話題とし
て取り上げた

44.4
40.5
48.5
48.5

トップの宣言、会社の
方針（CSR宣言など）
に定めた

36.2
53.8
59.2
59.6

（回答：各取り組みの実施企業、％）
※本質問における母数は、「管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した」など各取り組みを実
施していると回答した企業としている。例えば「管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した」の

「1年未満」について見ると、実施企業84社のうち、65.5％に当たる65社が効果を実感した取り組みとして「管理
職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した」をあげたことを意味する。

　相談窓口については、単に設置するだけでなく、活
用されるような仕組み、解決につなげるアクションを
促すような仕組み（職場）づくりも必要。
②職場環境の改善
　職場におけるコミュニケーションを活性化しつつ、
パワハラが生じにくい環境とともに、相談がしやすい
環境を作り出す。上司や同僚にパワハラの相談があっ
た場合の対応等のあり方も検討しておく。
③職場におけるパワハラへの理解促進
　労使の話し合いのもと、会社としてパワハラについ
ての考え方を整理し、意識啓発を進める。
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　糖尿病患者は、うつ病を併発しやすいと言われて
おり、それを示すさまざまな研究データも発表され
ている。
　たとえば国立精神・神経医療研究センターの奥
村泰之氏は、糖尿病とうつ病の併発について調
べた39の研究を、メタ分析により統合した結果、
糖尿病を患う人のうち、うつ病を併発している人
は11.4％、うつ病を併発している疑いがある人は
31.0％であったことを明らかにした。一般の人のう
つ病の発症率は数％と言われているので、これは明
らかに高い数字である。
　また九州大学の岩瀬正典氏は、2型糖尿病患者の
うつ症状について、一般の地域住民の正常耐糖能者
と比較検討した結果、うつ症状は糖尿病患者のほう
が正常者より2.6倍多く認められることが判明した。
　糖尿病の治療には長い時間がかかる。その間、食
事療法や運動療法、薬物療法を毎日規則正しく続け
ていくことが求められる。糖尿病患者が、うつ病を
発症しやすい理由として、QOL障害に伴うストレス
が挙げられるだろう。
　「食べたいのに食べられない」「なぜ、定期的に
通院しなくてはいけないのか」など、糖尿病の治療
に伴いQOL（Quality Of Life；生活の質）の低
下を感じることを、QOL障害と呼ぶ。QOL障害に
よって治療そのものが患者にとってストレスになっ
てくる。
　ストレスは、血糖値を上げるホルモン分泌を促す
のに加え、インスリン抵抗性を高める（インスリン
の効き具合が悪くなる）ため、血糖値が上がってい
く。それがまた、患者のストレスを高めてしまう―
―という悪循環に陥る。今後への不安や医療費がか

さむことへの不安も、こうしたストレスを強くする
要因となる。
　ストレスにさらされると、誰でも気が滅入ってく
るが、それが長引くとこころも体も疲れ果ててやが
てはうつとして症状に表れる――。うつ病と糖尿病
の関係は、おおむねこのようなものととらえて良い
だろう。
　前出・奥村氏の研究では、うつ病を併発すると、
糖尿病に起因する合併症の併発率と、合併症が悪
化する可能性が指摘されている。とくにうつ病との
関連が強い順に合併症を挙げると、性機能障害、糖
尿病神経障害、糖尿病腎症、大血管障害、糖尿病網
膜症の順となっている。
　この研究では、うつ病を併発することによるネガ
ティブな影響として、医療費が4.5倍上がること、
糖尿病のセルフケアの治療遵守率が悪くなり血糖コ
ントロールが悪化すること、QOLが悪化すること、
死亡率が1.6倍上がること、なども明らかになってい
る。
　では、このような悪循環を断ち切り、うつ病を解
消するにはどうすればいいのだろうか？　結局のと
ころ食事制限や薬物療法による低血糖症などのＱ
ＯＬ障害を受容することしかない。そのうえで、自
分の置かれた状態を、単に「障害」ととらえるので
はなく、これからの人生における「自分づくり」にど
う生かしていくか、という自省的、哲学的な問いに
よって乗り越えていくことが必要だろう。一人で抱
え込まずに糖尿病友の会に入会して、同じ悩みを持
つ人と語り合うのも良いかもしれない。ただ、うつ
の症状があまりに重い場合は、精神科の医師の診察
を受けることも必要である。

最先端レポート

糖尿病の治療に伴うQOL障害が
ストレスを起こし長引くストレスが
「うつ病」を発症させる

　糖尿病の患者はうつ病を引き起こしやすく、うつ病を併発すると、血糖のコントロールの悪化、糖尿病
に起因する合併症も進行する傾向が強まると言われている。今回はそうした糖尿病とうつ病の関係を調
べた研究結果を紹介する。

4疾患に精神疾患が加わり	
「5疾病」時代へ
　医療計画とは、各都道府県が医
療提供体制をどのように構築して
いくかを示す基本方針のことで、
医療環境の変化に対応するため5
年ごとに見直されます。2013年
度は見直しの年に当たり、各都道
府県では12年度中に策定作業や
パブリックコメントの募集を行い、
この4月から新しい計画をスター
トさせています。
　医療計画の根拠法は医療法であ
ることから、国（厚生労働省）が法
律に基づいた指針をつくり、各都
道府県はそれをベースに策定しま
す。
　第1次医療法改正（1985年）で
導入された医療計画は当初、地域
ごとの入院ベッド数の規制など量
的管理が主な内容でした。
　しかし、第5次医療法改正（07
年）で「質を評価する医療計画」が
打ち出されたのに伴い、前回（08
年）の医療計画見直しで、がん、脳
卒中、心臓病、糖尿病の4疾病に関
する重点対策が医療計画に盛り込
まれました。
　今回の医療計画見直しのトピッ
クは、何と言っても4疾病に「精神
疾患」が加わり5疾病となったこ
とです。昨年、「4疾病時代から
5疾病時代へ」といった見出しで、
新聞等で大きく報じられたことを
覚えている方も多いことでしょう。

医療計画Keyword

健康キーワード

「患者数が多く死亡率も高い」精神疾患に
国を挙げて対策に取り組む姿勢を打ち出す

新たな国民病・糖尿病より	
はるかに多い患者数
　精神疾患が医療計画に盛り込ま
れることになった背景には、精神
疾患患者が急増している現状があ
ります。
　厚生労働省が実施した08年の
患者調査によると、精神疾患の患
者数は約323万人に上ります。これ
を従来の4疾病と比較すると、たと
えば、「新たな国民病」と呼ばれる
糖尿病（約237万人）をも大きく上
回っています。中でも特に増えてい
るのが、認知症とうつ病などの気
分障害です。前者は人口の高齢化、
後者は職場での増加などが影響し
ていると思われます。
　さらに言えば、年間約3万人に上
る自殺者の約9割が精神疾患にか
かっていた可能性があるとの研究
結果もあります。
　医療計画に盛り込まれる疾病は、
患者数が多く、死亡率が高いため
に医療提供体制整備の優先順位の
高い疾病です。精神疾患はまさに
「患者数が多く、（自殺者数も勘案
すれば）死亡率も高い」疾患となっ
ています。医療計画に盛り込まれ
たのも、当然のことと言えるでしょ
う。

機能分化と連携で	
患者を継続的にケア
　では、新しい医療計画によって
今後、地域の精神科医療はどう

なっていくのでしょうか？
　簡単に言えば、個々の医療機関
がその機能を明確化し、それぞれ
の機能を生かした連携体制が構築
されていきます。たとえば精神科
を持つ、地域の中核的な病院は急
性期の入院医療に重点的に対応し、
退院後は精神科のクリニックによ
るデイケアや訪問診療・訪問看護
で対応する。こうした連携により一
人の患者を継続的にフォローして
いく――というイメージです。
　ただ、精神疾患はうつ病や統合
失調症、認知症など多様であり、治
療やケアのあり方も一様ではあり
ません。対応できる医療機関やス
タッフの数も地域によって大きな差
があります。
　厚生労働省は、精神疾患に関
する医療計画の目指す方向として、
「住み慣れた身近な地域で基本
的な医療やサービス支援を受けら
れる体制」をうたっていますが、そ
れが全国津々浦々に広がるまでは、
まだ時間がかかりそうです。
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図　5大疾病患者数の推移
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インターネットの掲示板に
会社に対する誹謗中傷の書き込み
解雇した元社員にどう対応したらいいか？

では不法行為に該当する可能性が高
く、会社に金銭的損害が発生した場
合には、その賠償を請求することも
可能となります。
　裁判例においても、本件のような
ケースで書き込みを行った元社員に
対して、会社及び取締役に対する損
害賠償の支払いが命じられています
（東京地裁平成14年9月2日判決）。
　当該社員に対しては、その行為が
刑事上の犯罪又は不法行為に該当す
ることを伝え、直ちにこれらの違法
行為をやめるよう書面をもって請求
し、場合によっては書き込んだ内容
に誤りがあったことを何らかの形で
公表してもらうことも検討すべきと
いえます。
（2）書き込みへの対応（書き込みの削
除）
ア　書き込み放置のリスク
　昨今のインターネット社会では、
取引先、入社希望者（就職活動中の

（1）元社員への対応（刑事告訴、損害
賠償請求訴訟の検討等）
　会社と社員との関係は基本的に信
頼関係に基づいて成り立っています。
しかし、社員個人の資質のみならず、
職場環境や、人事考課、人事処分、
残業、業務命令などを通じて、会社
と社員との関係が悪化しているケー
スが少なからず見受けられます。本
件はその関係悪化が究極的となって
しまった事例といえます。
　当該社員による誹謗中傷や事実無
根の風説の書き込み行為は、刑法上
の名誉毀損罪（刑法（以下、法律
名略）230条）、侮辱罪（231条）、
信用毀損罪、業務妨害罪（233条、
234条）等に該当する可能性があり、
その場合には刑事告訴も視野に入れ
なければなりません。また、民事上

Answer

先日、無断欠勤や職務放棄を繰り返していた社員を、就業規則に則って
解雇しました。
この社員は解雇予告した当日から、毎日数百万人が閲覧するインター
ネットの巨大掲示板に当社に対する誹謗中傷の書き込みを始めまし
た。「業務は多忙で休日はほとんどない」「朝7時から夜中の2時、3時ま
で働かされる」など事実無根の内容です。解雇予告したことについても、
「納得できず社長に抗議すると、懲戒解雇にすると言われ同意にサイン
しろと恫喝された」と、まったく事実に反し、しかも社長、専務個人の批
判までする始末です。
この場合、元社員にどのように対応したらよいでしょうか？また、会社と
してこのような書き込みにどのように対応したらよいでしょうか？

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。

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

学生）及び株主等、会社にとっての
利害関係者がインターネットを使用
して会社に関する情報を取得してい
る現実があります。そうしたところ、
このような書き込みを放置すること
は会社の社会的評価や信用を毀損す
ることにつながりかねません。
イ　会社としての対応策
　そこで、会社としては、インター
ネット掲示板のサイト管理者に対し
て当該書き込みの削除を請求するこ
とを検討する必要があります。
　削除を求める方法は、大別致しま
すと、3つあります。
①サイト管理者に対して「メール又

は当該掲示板上の削除専用ページ
を用いて」削除要請を行う。

②サイト管理者に対して「（一般社
団法人テレコムサービス協会所定
の書式等の）書面にて」削除要請
を行う。

③サイト管理者を相手方（債務者）
として、「裁判所に対して、削除
仮処分の申し立て」を行う。

　いずれの手段を用いる場合であっ
ても、当該書き込みが会社の権利を
侵害（名誉毀損、信用毀損等）して
いることを会社側（削除請求者側）
で説得的に主張していくことが必要
となってきます。
　そして、上記①から③の順に、各
手続に要する「コスト」（時間及び
費用）は増大する半面、（削除が認
められる）実効性が高いこととなり
ます。また、①から③の手続きは、
必ずしも段階を踏む必要はなく、最
初から③の削除仮処分の申立てを行
うという方法も可能です。
　したがって、まずは①又は②の手
続きを行った後、サイト管理者側が
削除に応じないのであれば、③の手
続きを検討するという手順を踏まれ

ても宜しいかもしれません。
　なお、③の手続きは裁判所を介す
るものですが、（最低でも半年以上
の期間を要する「訴訟手続き」とは異
なり）「仮処分」という比較的簡易迅
速な方法で行われ、大半のサイト
管理者は、当該「仮処分決定」に従
い、書き込みの削除に応じること
が通常となっています。
　その結果、①当該書き込みが「2
ちゃんねる」掲示板上で行われてい
たら、裁判所に対する仮処分申し立
てから最短で「2日間」で削除が完了
しますし、②「2ちゃんねる」以外の
掲示板であっても、最短で「10日間」
程で削除手続が完了します。
ウ　最後に
　上記で述べた事項はあくまで一般
論ですので、各掲示板や各書き込み
内容によって実効性の高い個別具体
的な対応を検討することが必要と
なってきます。
　会社側のご担当者で、自社の権利
を侵害するような書き込みを発見さ
れましたら、弁護士に相談し、対応
されることを検討されてみてはいか
がでしょうか。

10 11


