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T-PECストレスチェック
メンタルヘルス対策実施のためには、まずは職場の現状把握が必
要です。80問のチェックで、従業員のセルフケアはもちろん、職場
の健康リスク分析を迅速に抽出いたします。その浮かび上がった課
題や問題点にあわせた対策を実施することで、効率的に組織改善
につなげることができます。

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ため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医大の教授、名誉教授クラスの先
生方が総合相談医となり、セカンドオピニオンや必要に応じて優
秀専門臨床医の紹介を行います。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

認知症の「前駆段階」とされる軽度認知障害（MCI）を高精度で判
別するスクリーニングテストをより多くの方に受けて頂けるよ
う、テストシステムのご提供からテスト実施業務まで幅広く支
援します。

軽度認知障害スクリーニングテスト

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。

T1409-0316-13-2100

●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、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話は、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PC、タブレット、スマートフォン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、併せてご容赦願います。

携帯電話、スマートフォンか
らのアクセスは、上記のＱ
Ｒコードをご利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しております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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安全配慮義務の
視点から見た
「ストレスチェック」
コンプライアンス徹底のツールとして、積極的な活用を
〈小笠原六川国際総合法律事務所　弁護士・小笠原耕司／片倉秀次／劉 セビョク〉

最先端レポート
精神疾患の病名表記に指針
健康キーワード
脳卒中と自殺
法律相談Q&A
就業規則違反の転勤命令拒否
どう対応すればいいか？

スマートフォン、タ
ブレット向けサイ
トを開設しました。



いて説明した上で、企業が労働者に対して負う安全配慮
義務（労働契約法第5条）との関係で、ストレスチェック制
度の運用にあたり企業が注意すべき点等につき解説を加
えたい。

ストレスチェックとは

主な目的は労働者のセルフケアを促し	
職場環境の改善につなげること
■ストレスチェックとは
　ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を把握するた
めの、医師、保健師等※1による検査をいう。
　具体的な実施方法としては、被検者の仕事の忙しさや
最近1カ月の状態、被検者とその周りの人との関係（職場
環境）などの検査項目について、自らが回答し、それを医師、
保健師等がチェックをするものである。
　検査項目については、「職業性ストレス簡易調査票」（図
2参照）などを参考とし、今後、指針等において標準的な項
目が示される予定となっている。なお、現在、ストレスチェッ
ク項目等に関する専門検討会が開かれ、ストレスチェック
項目についての検討が進められている。

■ストレスチェック制度の目的
　ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握
することにより、労働者自身のストレスへの気付き（セルフ
ケア）を促すとともに、職場環境の改善につなげていくこと
を主な目的とした制度である。
　ここで注意が必要なのは、ストレスチェックは精神疾患
の早期発見を一義的な目的としているものではなく、あくま
でメンタルヘルス不調を未然に防止するための、セルフケ
アと職場環境の改善を促すものであることである。
■ストレスチェックの内容
　主な内容としては、以下のものが挙げられる（図3参照）。
①企業は、常時使用する労働者に対し、医師、保健師等

によるストレスチェックを実施しなければならない（第
66の10第1項）。なお、従業員50人未満の企業につい
ては努力義務にとどまる※2。 

②企業は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、医師
等からストレスチェックの結果（以下、「チェック結果」と
いう。）が通知されるようにしなくてはならず（同条第2
項前段）、医師等は、当該労働者の同意を得ずにチェッ
ク結果を企業に提供してはならない（同条第2項後段）。

はじめに
　厚生労働省の公表した統計によると、平成24年度にお
ける精神障害の労災認定件数は475件（前年度比150件
増）で、過去最多を記録した。また、平成25年度において
は、精神障害の労災認定件数こそ436件と微減したもの
の、労災請求件数は1,409件（前年度比152件増）と過去
最多を記録しており（図1）、メンタルヘルス問題に対する
注目は、高まっているといえる 。

　そのような中で、平成26年6月25日に、改正労働安全
衛生法が公布され、ストレスチェック（労働者の心理的な負
担の程度を把握するための検査）の実施等が新たに企業
に義務付けられた（平成27年12月1日施行予定）。
　本稿では、このストレスチェック制度の目的や内容につ

　改正労働安全衛生法が成立し、従業員のストレスチェック（労働者の心理的な負担の程度を把握するための
検査）が義務化された。定期健康診断と異なり、今回の改正法には罰則は設けられないが、ストレスチェックを
導入していない企業において、従業員が業務や職場環境に起因する精神障害を発症した場合、安全配慮義務違
反に問われる可能性が高い。
　そこで今回は、このようなストレスチェックにまつわるリーガルリスクを回避するために、企業はどう対応す
ればよいのかについて、小笠原六川国際総合法律事務所の小笠原・片倉・劉弁護士に解説していただいた。

安全配慮義務の視点から見た「ストレ スチェック」
コンプライアンス徹底のツールとして、積極的な活用を
〈小笠原六川国際総合法律事務所　弁護士・小笠原耕司／片倉秀次／劉 セビョク〉
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図3   ストレスチェック制度の概要

図1   精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

図2　職業性ストレス簡易調査票（抜粋）
A	あなたの仕事についてうかがいます。
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1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない 1 2 3 4
2. 時間内に仕事が処理しきれない 1 2 3 4
3. 一生懸命働かなければならない 1 2 3 4
4. かなり注意を集中する必要がある 1 2 3 4
5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ 1 2 3 4
6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 1 2 3 4
7. からだを大変よく使う仕事だ 1 2 3 4
8. 自分のペースで仕事ができる 1 2 3 4
9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 1 2 3 4
10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 1 2 3 4

B	 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。
	 最もあてはまるものに○をつけてください。
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1. 活気がわいてくる 1 2 3 4
2. 元気がいっぱいだ 1 2 3 4
3. 生き生きする 1 2 3 4
4. 怒りを感じる 1 2 3 4
5. 内心腹立たしい 1 2 3 4
6. イライラしている 1 2 3 4
7. ひどく疲れた 1 2 3 4
8. へとへとだ 1 2 3 4 ※1	 ストレスチェックの実施者は、今後省令で定められる予定であり、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士が想定されている。

※2	 これは、従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務が課されていないなど体制が整っておらず、かつ、事業場の規模が小さいため、ストレスチェックの
結果等の取扱いに当たって、労働者のプライバシーに十分配慮した情報管理等を行うことについて懸念があるからとされる（改正労働安全衛生法Q&A集）。
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平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」 （東京医科大学公衆衛生学講座ホームページより）
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③労働者がチェック結果を受けて医師による面接指導を
受けることを希望する旨を申し出たときは、企業は、当
該労働者に対し、医師による面接指導を実施し（同条
第3項前段）、その面接指導の結果を記録しておかなけ
ればならない（同条第4項）。

④面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持
するために必要であれば、企業は、医師の意見を聴き
ながら、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短
縮、深夜業の回数の減少等の措置（以下、「就業上の措
置」という。）を講じなければならない（同条第5項、第6
項）。

ストレスチェック制度の運用上の注意点

ストレスチェックの不実施は許されない

　健康診断の実施については、罰則が設けられている（労
働安全衛生法120条1号・66条1項）のに対して、改正労
働安全衛生法は、ストレスチェックを実施しない場合におけ
る罰則を設けていない（労働安全衛生法120条参照）。
　しかし、企業は、労働者に対し安全配慮義務（労働契
約法第5条）を負っており、対労働者との関係ではストレス
チェックの導入・実施は、安全配慮義務の履行の一環であ
るという側面を有すると考えられる。
　したがって、ストレスチェックの実施義務を負う企業が、ス
トレスチェックをそもそも実施しない場合には、労働安全衛
生法上違法であるにとどまらず、労働契約法上も違法であ
る（債務不履行である）と評価され得ることには特に留意
すべきである。

チェック結果の通知を強制できるか	
個人情報であることに留意した対応が必要

　ストレスチェック制度は、企業が労働者の健康状態を把
握することよりも、労働者自身が自己にかかるストレスや自
己の精神状態を把握することに重きが置かれている。また、
個人のメンタルヘルスに関する情報は、プライバシーに属
する情報として、高度の私事性・秘密性を有している。
　このような観点から、企業は、ストレスチェックを受けた当

該労働者の同意を得ることなく、検査を行った医師等から
チェック結果を取得することはできない。
　ここで、たとえば、企業があらかじめ就業規則等におい
て労働者に対しチェック結果の通知義務を課し、本人の同
意を経ずしてチェック結果を取得することは法律上許され
るかという議論がある。
　この問題については、立法過程においても議論がなされ
ていたところではあるが、今後、指針や通達によって明らか
にされることが待たれる。
　もっとも、ストレスチェック制度の目的や性質等に鑑みれ
ば、企業は、毎回のストレスチェックごとに、企業が医師等
からチェック結果を取得することにつき、検査を受ける労
働者から個別に同意を得ることが望ましいといえるだろう。
　なお、仮に、労働者から個別に同意を得るとしても、当該
同意を得る時期（検査前か、結果通知後かなど）について
も、議論があり得る。より労働者に配慮するということであ
れば、結果通知後に労働者の同意を要するということにな
るとも考えられるが、この点についても、今後指針等により
明らかにされることが期待される。

労働者が会社への通知に	
同意をしなかったとしても、	
安全配慮義務を免れることにはならない
　労働者が企業へのチェック結果の提供を拒んだ場合、
企業は、当該労働者に対する安全配慮義務を免れるので
あろうか。
　近時、注目すべき最高裁判決（平成26年3月24日裁判
所時報1600号77頁『東芝事件』）が下された。
　事案としては、重労働によりうつ病に罹患したとする労
働者が、自身を雇用していた企業を相手に、解雇の無効確
認と損害賠償を請求した、というものである。これに対し、
企業側は、労働者本人が自らの精神的健康に関する情報
を申告しなかったために症状が悪化したのだとして、過失
相殺（民法第418条、第722条）をすべきと反論したもので
ある。
　最高裁判所は、この点に関し、以下のような判旨を述べ
た。

最高裁判所第二小法廷判決平成26年3月24日
裁判所時報1600号77頁
　『上告人（労働者）が被上告人（企業）に申告しな
かった自らの精神的健康（いわゆるメンタルヘルス）
に関する情報は，神経科の医院への通院，その診断
に係る病名，神経症に適応のある薬剤の処方等を内
容とするもので，労働者にとって，自己のプライバシー
に属する情報であり，人事考課等に影響し得る事
柄として通常は職場において知られることなく就労
を継続しようとすることが想定される性質の情報で
あったといえる。使用者は，必ずしも労働者からの申
告がなくても，その健康に関わる労働環境等に十分
な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ，
上記のように労働者にとって過重な業務が続く中で
その体調の悪化が看取される場合には，上記のよう
な情報については労働者本人からの積極的な申告
が期待し難いことを前提とした上で，必要に応じてそ
の業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配
慮に努める必要があるものというべきである。
…（中略）…
　以上によれば，被上告人が安全配慮義務違反等
に基づく損害賠償として上告人に対し賠償すべき額
を定めるに当たっては，上告人が上記の情報を被上
告人に申告しなかったことをもって，民法418条又は
722条2項の規定による過失相殺をすることはでき
ないというべきである。』（太字及び下線は筆者）

　上記最高裁判決（以下、「東芝事件判決」という）は、現
行の労働安全衛生法下におけるものではあるが、判旨及
び上述したストレスチェックの目的からすれば、仮に労働者
が企業に対するチェック結果の提供を拒んだとしても、そ
のことをもって企業の安全配慮義務が免除されるわけで
はなく、また、過失相殺がなされるわけではない※3と考えら
れる。

申し出があれば面接指導を実施しよう	
企業の判断で面接指導を	
実施しないことは禁物
　企業は、チェック結果の通知を受けた労働者であって、
厚生労働省で定める要件に該当するものが（当該要件に
ついては今後施行までに定められる予定。）、医師との面
接指導を申し出た場合には、医師による面接指導を実施し
なければならない（改正法第66条の10第3項）。
　そして、企業は、申し出があったことを理由に、当該労働
者に対し、不利益な取扱いをしてはならない（同項後段）。
なお、ここでいう不利益な取扱いとは、解雇や減給、降格、
不利益な配置転換などを指す。
　上述したように、企業が本条に従った手続きを実施する
ことは、労働安全衛生法を遵守するという意味を有するの
みならず、安全配慮義務の履行という側面をも有する。
　したがって、企業は、面接指導を申し出た当該労働者に
つき、仮に特段変わった様子が見られない場合であって
も、法律の定めに従って面接指導を実施しなくてはならな
い。労働者から申し出があったにもかかわらず企業の判断
によって面接指導を実施しないことは、労働安全衛生法に
違反するのみならず、後々のトラブルにつながりかねないこ
とから、避けるべきである。

就業上の措置の実施・選択には	
慎重な判断が必要
　企業は、医師の意見を勘案しながら、必要があれば、労
働者の実情を考慮して、就業場所の変更等の措置を講じ
なくてはならない。
　改正法第66条の10第6項は、面接指導の実施義務に
ついて定めた同条第3項と異なり、「その必要があると認
めるときは、」という留保を付しており、就業上の措置の実
施の有無及び措置内容の選択について、企業側に一定の
裁量を与えているものと考えられる。
　しかし、当然ながら企業側の裁量も無制限に認められる
ものではない。ストレスチェック制度自体が、医師による関

※3	 もっとも、業務に起因して精神障害が発症した場合につき、過失相殺が一切認められないわけではない。東京高裁判決平成24年3月22日（労働判例1051号40
頁）は、配置転換命令を原因として労働者がうつ病やアルコール中毒等に罹患し、最終的に自殺に及んだという事案において、業務起因性及び企業の安全配慮
義務違反を認めつつも、労働者側も睡眠不足を解消するための自己管理を怠ったとして、3割の過失割合による過失相殺を認めている。また、東芝事件判決自身
も、労働者が、通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性等を有していた場合には、過失相殺規定が適用ないし類推適用されうる余地を残している。

安全配慮義務の視点から見た「ストレスチェック」
コンプライアンス徹底のツールとして、積極的な活用を
〈小笠原六川国際総合法律事務所　弁護士・小笠原耕司／片倉秀次／劉 セビョク〉
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与を定めていることからすれば、企業は、専門家たる医師
の意見を最大限尊重し、医師の意見に従うことが求められ
ているものと考えられる。
　もっとも、就業上の措置を施したとしても、それが不適当
なものであれば、かえって当該労働者の精神障害が悪化
するという事態も想定される。たとえば、過労により精神障
害を発症した従業員に配置転換を命じたところ、異動後の
部署が異動前の部署以上に重労働を課し、かえって精神
障害が悪化した、というような場合である。この場合、配置
転換行為が新たな安全配慮義務違反を構成するというこ
とになりうる※4 。
　したがって、企業は、就業上の措置の実施にあたっては
慎重に判断することが求められ、医師の意見のみならず当
該労働者本人の意見も聴きながら、就業上の措置を実施、
選択することが望ましい。
　また、安易な判断に基づく就業上の措置ではないことを
明らかにするためにも、当該措置に関する企業内の意思決
定の過程を文書の形にして残しておくことが望ましいだろう。
就業規則等で受診義務を	
課すことができるかは未定
　健康診断に関しては、労働安全衛生法は、企業に実施
義務を課す（同法第66条第1項）だけでなく、労働者にも
受診義務を課している（同条第5項本文）。これに対して、ス
トレスチェックに関しては、労働者に受診義務を課す規定
は存在しない。
　それでは、ストレスチェックに関しても、企業は労働者に
対し、就業規則等の定めがなくとも、又は就業規則による
定めがあれば、受診義務を課すことができるだろうか。
　健康診断の受診に関しては、企業は、就業規則等であら
かじめ定めておけば、労働者に対し、健康診断の受診義務
を課すことや、同義務に違反した場合の懲戒処分を下すこ

とができると判示したものがある※5。
　ストレスチェックに関しては、今後の指針や通達の発
表が待たれるところであるが、これまでに述べたストレス
チェック制度の目的からすれば、健康診断の受診に関する
判例法理をメンタルヘルスの場合にそのままあてはめるこ
とについては慎重であるべきであろう。
　ところで、健康診断に関して、企業は、労働者に対し、就
業規則等による定めがなくとも必要に応じて企業の指定
する医師等による健康診断の受診を命ずることができると
考えられている※6（もっとも、企業は、労働者の医師選択の
自由にも配慮しなくてはならない※7）。
　これをストレスチェックについても同様に考えることがで
きるかについては議論があり得るが、「改正労働安全衛生
法Ｑ＆Ａ集」によれば、健康診断と併せてストレスチェック
を実施することは問題なく、また、適切な事後措置や職場
環境の改善につなげるためにも、産業医が実施することが
むしろ望ましいとされており（ただし、ストレスチェックの結
果については、労働者の同意なく企業に提供してはならな
い）、産業医が実施することを念頭に置いておけばよいで
あろう。

結語

企業もストレスチェック制度を	
積極的に活用すべき
　改正労働安全衛生法によりストレスチェックの実施義務
が新たに課されると聞くと、企業にとっては、負担が増すよ
うにも考えられる。
　しかし、企業がストレスチェックを正しく実施し、法律の定
めに従って面接指導や就業上の措置を行うことは、労働
者の精神障害の発生や症状の悪化を防止することにつな
がる。特に、労働者に精神障害が発生し、それが会社の業

【資料】
改正労働安全衛生法第66条の10
（心理的な負担の程度を把握するための検査等）

　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者
（以下この条において「医師等」という。）による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなら
ない。

2　事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査
を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、
あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3　事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮
して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たとき
は、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければな
らない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益
な取扱いをしてはならない。

4　事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければな
らない。

5　事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置につ
いて、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6　事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮
して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の
意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じな
ければならない。

7　厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表
するものとする。

8　厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、
当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

9　 国は、心理的な負担の程度が労働省の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努
めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当
該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

※4	 前掲東京高裁判決参照。同判決は、配置転換措置が安全配慮義務違反を構成し得る点を認めている。
※5	 最高裁判決昭和61年3月13日（民集147号237頁）参照
※6	 東京地裁判決平成3年3月22日（労働判例586号19頁）参照。同判決は、「被用者の選択した医療機関の診断結果について疑問があるような場合で、使用者が右

疑問を抱いたことなどに合理的な理由が認められる場合には、使用者は、被用者への安全配慮義務を尽くす必要上、被用者に対し、使用者の指定する医師の診
察をも受けるように指示することができるというべく、被用者はこの指示に応ずる義務がある」と判示している。

※7	 労働安全衛生法第６６条第５項但書参照。同項但書は、「事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の
医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、」労働者は企業の指
定医等による健康診断の受診義務を負わないと規定している。

特集
安全配慮義務の視点から見た「ストレスチェック」
コンプライアンス徹底のツールとして、積極的な活用を
〈小笠原六川国際総合法律事務所　弁護士・小笠原耕司／片倉秀次／劉 セビョク〉

務に起因する（業務起因性）ものであれば、企業が被る損
害は多額となる可能性が高く、これを未然に防ぐことは極
めて重要である。
　また、仮に、精神障害に罹患したと主張する労働者から
訴訟を提起された場合には、ストレスチェックや面接指導等
を通じて作成した資料が、企業が労務管理を正しく実施し
ていたこと（業務起因性や安全配慮義務違反がないこと）
の証拠となり得ることも考えられるところである。

　そのように考えた場合、ストレスチェック制度の導入は、
企業に対し一方的な負担のみを課すものではなく、むしろ、
企業は、同制度を、コンプライアンス徹底のためのツールと
して積極的に活用すべきであろう。
　企業としては、ストレスチェック制度を安全配慮義務の
履行の一環として位置づけ、同制度の活用を通じて、労働
者の精神障害の発生及び悪化を未然に防ぐという姿勢が
望まれる。
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　ガイドラインの正式名称は、「DSM-5病名・用語翻
訳ガイドライン（初版）」という。DSM（Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders）
とは、アメリカ精神医学会が策定する精神疾患の診
断基準のことだが、これまでDSMには統一した訳語
がなかった。そこで昨年、DSM-5（第5版）が発表され
たのを機に、日本精神神経学会が中心となり、精神関
連15学会が協力して統一した訳語の指針をつくるこ
ととなった。
　ガイドラインで示された主な訳語は、以下のとおり
である（左側が現状 → 右側が新訳語）。

⃝アルコール依存症 → アルコール使用障害
⃝パニック障害 → パニック症
⃝言語障害 → 言語症
⃝学習障害 → 学習症
⃝性同一障害 → 性別違和
⃝解離性同一障害（多重人格）→ 解離性同一症
⃝注意欠如・多動性障害（ADHD）→ 注意欠如・多動症
⃝拒食症  →  神経性やせ症
⃝チック障害群  →  チック症群

　目立つのは、「障害」を「症」に変更したことである。
現状、多くの診断名が「〜障害」となっているのは、
DSMやICD＊1で多用されるdisorder（障害）という
語を直訳しているためである。
　ガイドライン策定の過程では、この点が問題視され
た。disorderを「障害」とすると、disabilityの「障害

（碍）」と混同され、しかも“不可逆的な状態にある”
との誤解を生じることもあるため、全病名で「〜障害」
を「〜症」とすべきという意見があったという。その一
方で、「〜症」とすることは過剰診断・過剰診療につな
がる可能性があるという反対意見も出された。
　これらの意見を踏まえ、児童青年期の疾患と不

安症およびその一部の関連疾患に限り、「障害」から
「症」へ変えることとした。児童青年期の疾病に「障
害」という病名を付けると、「治療不可能」という固定
的なイメージを持たれるおそれがあるだけでなく、実
際に治療効果や社会復帰にも影響するというのが、
その理由である。
　DSM-5で病名自体が変更され、それに合わせてつ
くられた訳語もある。たとえば「アルコール依存症」は、
前述した「障害→症」の流れとは逆行する形で「アル
コール使用障害」とされた。これはDSM-5において、
alcohol dependence（依存症）が、alcohol use 
disorder（使用障害）に変更されたため、そのまま
直訳した。また「性同一障害」は、gender identity 
disorder（障害）からgender dysphoria（神経
不安、身体違和感）に変更されたのに伴い、「性別違
和」となった。
　 社 会 学 者 の 井 手 草 平 氏 は 、電 子 マガジン
SYNODOS＊2において、「パニック障害や社交不安
障害で休暇や休職を余儀なくされる場合を想定する
と、症と障害の表記では会社側に与えるインパクトは
異なってくるだろう。障害表記だと『もう治らないので
はないか』という印象を与える可能性は高い。精神疾
患の診断名一つでその人の周囲の見方が変化する
ならば、症表記にも意義が見いだせる」としている。
　今回のガイドラインには拘束力はなく、症表記が定
着するかどうかは未知数だ。ICDとの齟齬という問
題も残されている。主に研究で使われるDSMに対し、
ICDは医療行政（診療報酬の請求や障害者年金の
申請など）で使われるため、市民への影響はDSMよ
り大きい。いずれにせよ、今回のガイドラインを契機と
して、「精神疾患は治らない」といったような誤解・偏
見が、社会から少しでも払拭されることが望まれる。

最先端レポート

精神疾患の病名表記に指針
児童青年期の疾患等において
「障害」から「症」表記へ変更
　日本精神神経学会精神科用語検討委員会は5月28日、精神疾患の病名に関するガイドライン（初版）を発表し
た。その狙いは、アメリカ精神医学会の診断基準（DSM）の訳語を統一すること、そして精神疾患をもつ患者本人や
家族の不快感や周囲の差別感を減らすこと、わかりやすい表現を用いて精神疾患の認知度を高めることにある。 5年以上経過すると 

死亡リスクの差は無し
　脳卒中の発症後5年以内に、自
殺や不慮の事故（交通事故や転落、
転倒など）で死亡するリスクは、
発症していない人に比べ約10倍
高いことが、独立行政法人国立が
ん研究センターがん予防・検診研
究センターの研究（脳卒中と自殺
および他の外因死との関連につい
て）でわかった。
　今回の研究は、1990年と1993
年に、岩手県二戸、秋田県横手、長
野県佐久、沖縄県中部、茨城県水
戸、新潟県長岡、高知県中央東、長
崎県上五島、沖縄県宮古の9保健
所管内の40〜69歳の住民・約
11.7万人を、2010年まで追跡し
た調査結果に基づいる。
　解析対象となった約9万3,000
人のうち、追跡期間中に脳卒中を
発症したのは約4,800人。このグ
ループの中で、脳卒中発症後5年
以内に、自殺により17人が、他の
外因により34人が死亡した。脳
卒中発症から5年目以降の自殺は
5人、外因死は19人だった。一方、
脳卒中になっていないグループで
は自殺により490人が、他の外因
により675人が死亡している。
　これらの結果を解析した結果
（図）、脳卒中になっていないグ
ループに対する、脳卒中発症から
5年以内のグループにおける自殺

脳卒中と自殺Keyword

健康キーワード

脳卒中発症後5年以内の自殺や
不慮の事故などの死亡リスクは約10倍に

および他の外因死のリスクはとも
に約10倍だった。
　一方、脳卒中発症から5年以上
経過したグループでは、自殺およ
び他の外因死のリスクは、脳卒中
になっていないグループと統計学
的な差は見られなかった。
　また、脳卒中発症後に自殺およ
び他の外因で死亡した者だけを対
象した分析でも、発症後5年以内
の自殺および他の外因死のリスク
が、有意に高いことが示唆された
という。

うつ病や抑うつ状態が 
自殺や不慮の事故を招く
　ではなぜ、脳卒中発症後に自殺
やその他の外因死が多いのか？
　研究報告では、先行研究におい
て脳卒中発症後1年以内にうつ病
リスクが高まることが指摘されて
いることを踏まえ、自殺の原因と
してうつ病を挙げている。
　その他の外因死についても、「う
つ病などで抑うつ状態にあると、

交通事故などの不慮の事故に遭い
やすくなることが示唆されます」
としている。
　脳卒中発症後5年以内に自殺が
多いことについては、脳卒中後の
身体的および認知的な障害により、
不自由な生活を強いられたり、仕
事を続けられなくなったりする心
理的ストレスが、特に発症直後の
時期に大きいためと推測している。

障害の程度を小さくするため	
リハビリの重要性を強調
　こうした結果を踏まえ研究報告
は、自殺および他の外因死の予防
を考えるうえで、以下の2点が重
要であるとしている。
①脳卒中後のうつ病・抑うつ状態
をきちんと把握すること

②脳卒中後のリハビリテーション
により身体的および認知的な障
害の程度を小さくすること

　厚生労働省によると、脳卒中を
含む脳血管疾患患者は約120万人
にも上っている。後遺症が残った
場合の心身のケアや社会復帰のあ
り方は、産業保健や企業の労務管
理上も重要な課題といえるだろう。

＊1 世界保健機関（WHO）が策定する、疾病及び関連保健問題の国際統計分類　＊2 http://synodos.jp/welfare/9225

脳卒中からの期間 脳卒中からの期間
罹患なし 5年以内 5年以上 罹患なし 5年以内 5年以上

脳卒中後の自殺 脳卒中後の他の外因死

図：脳卒中からの期間別の多変量調整相対リスク
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就業規則違反の
転勤命令拒否
どう対応すればいいか？
　当社は転勤が多いため、就業規則に「会社は業務の都合により必要がある
場合は、社員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがあり、
社員は正当な理由なしにこれを拒否できない」と定めています。
　ところが、本社勤務の社員に転勤を内示したところ、「マンションを購入し
たばかりで無理」との理由で拒否されました。本社により近い営業所への転
勤も打診しましたが、これも断られてしまいました。
　この社員は就業規則規定の懲戒事由に当たると思われますが、どのように
対応すればいいでしょうか。

Question

まず、配転命令の有効性を判断
たとえ有効でも懲戒解雇処分は慎重に

Answer

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。 　まずは、当該配転命令が有効かど

うか、業務上の必要性の有無、不当
な動機・目的の有無、従業員に与え
る不利益などをしん酌して判断する
ことになります。
　そして、配転命令が有効である場
合には、業務命令違反として懲戒処
分を行うことが考えられますが、処
分の可否及び処分内容については、
違反の態様、会社が被った不利益の
程度、これまでの懲戒処分の先例な
どの諸般の事情に鑑みて、判断する
ことになります。
　本件の配転命令は有効であると考
えられるところ、上記事情に基づい
て、懲戒処分を行うことになりま
す。
　処分としては、けん責や減給、出
勤停止などが考えられますが、懲戒
解雇処分については、従業員に対す
る不利益が大きいことから、特に慎
重な判断が求められます。なお、懲
戒処分を行う際には、本人に弁明の
機会を与える等、手続的にも配慮す

る必要があります。

① 配転命令について

　本件では、本社勤務の社員に転勤
を内示したとのことですが、かかる
内示は、配転命令に当たるといえま
す。
　ここで、配転とは、従業員の配置
の変更であって、職務内容または勤
務場所が相当の長期間にわたって変
更されるものをいいます。この配転
命令については、一般に就業規則等
に包括的な規定が置かれていること
が多く、かかる規定があれば包括的
な配転命令権が認められます。本件
でも、就業規則に規定があり、この
点では問題ないものと思われます。
　もっとも、判例（最高裁昭和61
年7月14日判決）は、配転命令につ
いて、「使用者は業務上の必要に応
じ、その裁量により労働者の勤務場
所を決定することができるものとい
うべきであるが、転勤、特に転居を
伴う転勤は、一般に、労働者の生活

関係に少なからぬ影響を与えずには
おかないから、使用者の転勤命令権
は無制約に行使することができるも
のではなく、これを濫用することの
許されないことはいうまでもない」
と判断しています。
　そして、「当該転勤命令につき業
務上の必要性が存しない場合又は業
務上の必要性が存する場合であつて
も、当該転勤命令が他の不当な動
機・目的をもつてなされたものであ
るとき若しくは労働者に対し通常甘
受すべき程度を著しく超える不利益
を負わせるものであるとき等、特段
の事情の存する場合でない限りは、
当該転勤命令は権利の濫用になるも
のではないというべきである」と判
示し、業務上の必要性の有無、不当
な動機・目的の有無、従業員に与え
る不利益を考慮し、特段の事情があ
ると判断される場合には、例外的に
転勤命令が権利の濫用になると判断
しています。
　この判例に従いますと、本件で
も、「正当な理由」があるといえる
かについて、
◦業務上の必要性の有無
◦不当な動機・目的の有無
◦従業員に与える不利益
等をしん酌して総合的に判断するこ
とになろうかと存じます。
　本件では、「マンションを購入し
たばかりで無理」との理由で拒否さ
れたとのことですが、それだけの理
由では「正当な理由」に該当すると
はいえないものと思われます。
　また、「本社により近い営業所へ
の転勤も打診した」とのことです
が、労働者に対してより不利益とな
らない場所への転勤を打診している
点については、本件配転命令を有効
とする方向に傾くものとなります。
ちなみに、品川区に居住し目黒区所
在の事業所で就業していた従業員に
対して、八王子市所在の事業所へ
の転勤を命じた配転命令が、権利の
濫用には当たらないと判断した判例

（最高裁平成12年1月28日判決）
があります。
　なお、本件では、採用時に勤務場
所に関する合意がないことを前提と
しましたが、仮にこのような合意が
ある場合には、配転命令が無効とな
る可能性が高くなるといえます。

② 懲戒処分について

　懲戒処分については、労働契約法
第15条に規定があります。

■労働契約法第15条（懲戒）
　使用者が労働者を懲戒するこ
とができる場合において、当該
懲戒が、当該懲戒に係る労働者
の行為の性質及び態様その他の
事情に照らして、客観的に合理
的な理由を欠き、社会通念上相
当であると認められない場合
は、その権利を濫用したものと
して、当該懲戒は、無効とす
る。

　懲戒処分が有効となるためには、
就業規則等に懲戒処分の根拠規定が
あり、懲戒事由に該当することを前
提として、さらに社会通念上相当で
あることを要します。
　本件でも、配転命令違反について
懲戒処分を行う際には、別途、懲戒処
分の相当性を充たす必要があり、その
処分としては、その態様等に応じて、け
ん責や減給、出勤停止などが考えられ
ます。もっとも、懲戒解雇のような不利
益の大きい処分を行う場合には特に
慎重な考慮が必要となります。
　裁判例においては、従業員が会社
からの退職勧奨を拒否した後に、東
京都内の営業所から埼玉県内の本社
への転勤を命じられ、通勤時間が従
来の2倍となること、独身女性であ
ることから、居住している公団に老
後も住み続けたいとして、本件配転
命令を拒否したことから懲戒解雇さ
れた事案があります。
　この事案において、裁判所は、会
社が職務内容に変更が生じないこと
を説明したにとどまり、本件配転後
の通勤所要時間・経路など、従業員

が受ける利害得失を考慮して、合理
的な決断をするのに必要な情報を提
供しておらず、必要な手順を尽くし
ていないから、本件懲戒解雇は性急
に過ぎ、権利濫用に該当するとし
て、無効としました（東京地裁平成
9年1月27日判決）。
　なお、懲戒処分の相当性の判断に
おける考慮事情としては、同じ規定
に同程度に違反した場合には、懲戒
処分も同程度であるべきという公平
性の要請があることから、会社とし
ては先例も踏まえて処分を行うこと
になります。
　また、懲戒処分に関しては、手続
的な相当性を欠く場合にも無効とな
りますので、特段の支障がない限
り、本人に弁明の機会を与える等、
手続的にも配慮することが求められ
ます。
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