
T-PEC
EAP
NEWS

32
2015年1月15日

Vol.「安心」をお届けするティーペックの各種サービス

本　　社 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目2番1号 Sビル TEL. 03-3839-1100（代） FAX. 03-3839-1156
営業本部 〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6番10号 台和上野ビル TEL. 03-3839-1100（代） FAX. 03-3839-1101
新宿支店 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2番13号 新宿TRビル TEL. 03-3839-1130（代） FAX. 03-5371-0831
品川支店 〒108-0075 東京都港区港南1丁目7番18号 DBC品川東急ビル TEL. 03-3839-1540（代） FAX. 03-3450-7037
大阪支店 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目6番6号 ミラータワービル TEL. 06-6226-5611（代） FAX. 06-6233-8758
URL	 http://www.t-pec.co.jp/

2015年1月15日　第32号　　発行／ティーペック株式会社
※本紙掲載記事の無断転載・複製を禁じます。

ティーペック
EAPニュース

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。Web、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。

T1412-0316-14-2100

●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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健康経営をはじめよう
経営管理と健康管理の両立で生産性向上をめざす
〈特定非営利活動法人 健康経営研究会　理事長・岡田邦夫〉

最先端レポート
アルコール依存症は109万人
厚労省研究班が推計を発表
健康キーワード
加齢男性性腺機能低下症候群
法律相談Q&A
叱責がパワーハラスメントに
当たるか心配

スマートフォン、タ
ブレット向けサイ
トを開設しました。



健保財政健全化とコンプライアンス遵守	
の視点からも健康経営は必要

　このような職場環境の変化を背景とした心身両面にわ
たる不健康な社員の増加は医療費の増加も招き、健保
組合の財政は、今や破たんの危機に瀕している。健康経
営は、健保財政の健全化の意味からも求められているの
である。
　健保財政健全化は健保組合だけでなく、そこに出資し
ている企業にとっても焦眉の課題だ。健保財政が悪化す
れば企業の負担が増すだけでなく、保険料率も上げる必
要が出てくる。そうなると賃金を上げても実質的な給与
は下がり、社員のモチベーションや会社に対するロイヤリ
ティ（帰属意識）も低下し、生産性に影響してくるからだ。
後述するように、社員の高齢化が避けられない今後は、
なおさら問題は深刻となり、企業の存続にまで関わって
くる。

　社員の健康管理がコンプライアンス上の義務として
課せられているという点においても、健康経営の実践が
求められる。労働安全衛生法によって、健康診断の実施、
およびその結果の記録から労働者への通知に至るまで、
罰則付きで規定され、企業の規模に応じて産業医等の
常時雇用なども義務付けられている。それは企業にとっ
て大きな経営上の問題でもある。健診費用は企業規模
によっては莫大なものとなるし、企業利益に（少なくとも
直接）関与しない人材を雇用しなければならないからで
ある。さらに、法第69条において「積極的な健康づくり」
が事業者の努力義務として規定されている。
　設立以来、細 と々活動を続けてきた健康経営研究会
であるが、一昨年あたりから問い合わせが急に増えてき
た。社員の心身の疾病や障害による弊害が、多くの企業
や健保組合にとって看過できないほどに重大な問題と
なってきたからであろう。またここに来て、政府系金融機
関や行政も健康経営に注目し始めている（資料2）。

はじめに
　これまで、社員の健康管理や健康づくりは企業にとっ
て福利厚生的な位置づけであり、そのためにかかる費用
は、「支出」「コスト」であった。これに対し健康経営は、
社員の健康を重要な経営資源ととらえ、健康管理・健康
づくりに戦略的に「投資」する取り組みのことをいう。そ
の取り組みにより、生産性や創造性の向上をはじめとす
るさまざまな効果が期待できる（資料1参照）。
　そもそも健康経営とは、私が理事長を務めている
NPO法人「健康経営研究会」が考え出した言葉である。
この研究会は、企業社員の健康を考える目的で、健康保
険組合や健診機関の関係者、産業医、精神科医、企業
経営者などによって2006年に設立したものだが、母体と
なる集まりは03年ごろから活動を開始していた。
　産業医活動を35年にわたり実践してきた私の感触だ
が、このころから日本企業の職場風土、職場環境は大き
く変質してきたように見える。

　それまでの日本企業は社内コミュニケーションが密で、
それが社員の心身の健康に対しプラスに働いていた。た
とえば上司は部下の家族構成やその現況も把握したうえ
で、指導に当たり、異動や転勤にも配慮した。社員同士
も一つの目標に向かって、互いに競争しつつ協力すべき
部分は協力していた。
　ところが1990年代以降、新自由主義の台頭を背景と
する雇用の流動化（＝非正規雇用者の増加と正社員の減
少）と成果主義の導入によって、正社員は時間外労働が
増えノルマも過大なものとなった。短期的な業績や成果に
よって処遇が決められ、目標に満たない者は賃下げや格下
げ、ひいては解雇の憂き目に遭う。正社員といえども常に
解雇の不安に怯え、上司と部下、社員同士は互いを思いや
る余裕をなくしていった。社内コミュニケーションは欠如し、
急速なIT化の伸展がそれに拍車をかけた。
　こうした職場環境の変化が、パワーハラスメントやいじ
めを増やし、メンタルヘルス不調やそれを原因とする休
職者、退職者の増加を招いたのは間違いない。

　最近、健康経営という言葉をよく聞くようになった。勤労者の間では、以前からメンタルヘルス不調をはじめ
とする心身両面の疾病が増え続けているが、それが企業活動や健保財政に深刻な影響を及ぼし始めている。社
員の健康管理・健康づくりにおいて、これまでとは異なる、新たな考え方、手法が求められていると言えそうだ。
「健康経営」はそのための重要なキーワードとなる可能性を秘めている。今回は、早くから「健康経営」を提唱
してきた岡田邦夫氏に、その内容や方法論を示してもらった。

健康経営をはじめよう
経営管理と健康管理の両立で生産性向上をめざす

特集

岡田邦夫
特定非営利活動法人 健康経営研究会　理事長
大阪ガスグループ健康開発センター　統括産業医
プール学院大学教育学部教授／健康・スポーツ科学センター長

資料1　NPO法人健康経営研究会による「健康経営の定義」
　企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな効果が期待できる、との基盤に
立って、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することを意味している。
　従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の削減のみならず、生産性の向上、従
業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントと
しても重要である。従業員の健康管理者は経営者であり、その指導力の下、健康管理を経営戦略に則って
展開することがこれからの企業経営にとってますます重要になっていくと考えられる。

資料2　政府系金融機関と行政の「健康経営」に対する取り組み	
■日本政策投資信託銀行・健康経営（ヘルスマネジメント）格付
日本政策投資銀行は、独自の評価システムにより健康経営に優れた企業を
選定し、通常より低い金利で融資をする「健康経営格付」融資を実施してい
る。2012年から始め、14年11月現在、23の法人に対し健康経営格付に基づ
いた融資が実施されている。
同行のウェブサイトによれば、特定健診の導入や事業者によるメンタルチェッ
クの義務化など企業の自社従業員への健康配慮や将来的な労働人口の減少
を受けた人的生産性向上の必要性の高まりといった社会情勢を踏まえ、健康
経営の概念を普及・促進させるべく、同制度を導入したと説明している。「健
康経営格付」の専門手法を導入した融資メニューは世界初という。

日本政策投資銀行ホームhttp://www.dbj.jp/
 > DBJの金融サービス > 融資 > 評価認証型融資 > DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付

■経済産業省・健康経営銘柄の選定
経済産業省は14年10月27日、東京証券取引所と共同で、従業員の健康管理について経営的視点でとらえ
て戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定すると発表した。東証に上場する約3,400
社を対象に約100の質問の調査票を送付。その結果を14年度中にとりまとめ公表する予定だ。健康経営銘
柄の公表を通じ、従業員の労働環境の改善や医療費抑制につながるのが狙いという。
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　健康経営の実現のためには、両者が歩みよってワー
ク・ライフ・バランスをつくっていく姿勢が欠かせない。
ただ、主導するのは企業側だろう。社員は命令されれば、
仕事を断るのは非常に難しい。ましてやIT化が進む現在
は、どこにいても24時間仕事ができるようになり、結果
的に社員が帰宅後や休日も拘束されるケースがよく見ら
れる。
　労働時間短縮のための業務見直しや効率化、制度の
整備など、企業側が率先して取り組んでほしい。
■空間への投資
　空間への投資とは、職場環境のハード面改善のための
投資である。その視点としては「ソーシャルキャピタルの
充実」および「物理的環境の改善」の2つが想定される。
　ソーシャルキャピタルの充実のためには、たとえば、敷
地内全面喫煙とし喫煙室を廃止するかわりに、談話室を
設けるのも良い。違う部署の管理職同士が、「談話」とい
うインフォーマルな場面で本音を話し合えは、フォーマル
な会議の場よりも、有益な結果を生み出す可能性もある。
　物理的環境の改善としては、人間工学的に好ましい照
明やイスの導入、快適な空調の検討などが該当する。こ
の両者への投資が相まって活力のある職場づくり、生産
性の向上に結びついていく。

経営トップの決断、	
リーダーシップが重要

　健康経営が成果を上げるためには、以上、述べてきた
ような対策を、経営トップが先頭に立って本気で取り組
むことが何より重要である。
　私が産業医を務める大阪ガスを例にとって説明したい。
当社では喫煙ルームを廃止し、全館禁煙を実施している。
産業医の立場としてその必要性は以前から訴えてきたが、
実現できたのは経営トップの一声のおかげだった。産業
医や看護師・保健師といった産業保健スタッフがいくら
禁煙を説得しても、社員には切実に響かない。しかし経
営トップが決断し声を上げさえすれば、社員はそれに従
うのが日本の企業社会である。こうしたあり方には異論
もあろうが、健康を実現するためには、ある程度の強制

特集

健康経営の投資効果
　冒頭、健康経営は「投資」であると述べた。投資であ
る以上、その効果が明らかでなければならない。以下、
健康経営による投資効果について説明する。
■リスクマネジメント
　健康経営研究会の前身である会合を始めたきっかけ
の一つに、いわゆる「電通事件」があった。広告代理店の
若手社員が長時間労働の末に自殺、遺族が会社側の責
任を追及して提訴し、最高裁判決で企業に億を超える損
害賠償が科せられた事件である。
　この判例は、企業に対して安全配慮義務違反を理由
とする損害賠償が認められた日本初のものであり、これ
をきっかけに、社員の健康管理への配慮不足が、企業に
とっていかに大きなリスクになるかが認識されるように
なった。
　長時間労働による労働者の脳心臓疾患の発症、業務
起因性のメンタルヘルス不調による労働災害や民事賠償
責任追及は、企業イメージの低落に直結する。不買運動
やマスコミによるバッシングなど、実際の経営上の問題
につながる可能性も否定できない。“ブラック企業”の烙
印を押された会社が、新入社員の獲得に苦慮したり売り
上げの低迷に苦しんでいたりする事例を見れば、そのダ
メージの大きさが想像できるだろう。
　こうしたリスクを未然に回避し、企業イメージをアップ
させて質の高い労働力を確保するという観点から、健康
経営の実践は、今や企業にとって避けて通れない経営課
題といえる。
■社員の生産性の向上
　不健康な社員が増えると、休職者・退職者の増加とと
もに、会社全体の生産性やパフォーマンスも当然低下す
る。昨今では、プレゼンティーイズムの蔓延による損失
もクローズアップされている。
　もし、不健康な人ばかりがいる会社はどうなるのか？
　たとえばプロジェクトチームをつくっても、リーダーが
途中で脳卒中により倒れるかもしれない。新しいリー
ダーも過重労働で休職すれば、プロジェクトは途絶して

しまうだろう。そもそも会社がそんな状態ならば、まず健
保組合がパンクしてしまうに違いない。
　労働力人口の減少によって定年延長は不可避の情勢
となっており、近い将来、企業には多くの高齢社員が在
籍することになる。何の対策も講じなければ、企業は生
活習慣病やがんを発症する社員、あるいは、運動機能が
低下した社員を大量に抱えることになるだろう。そこでど
のような事態が出来するか―。糖尿病の合併症のため
に頻繁に透析を受けなければいけない社員がいる、抗が
ん剤治療のために週3日休む社員がいる、転倒や転落事
故が増える……。こんな状態でアクティブな企業活動が
展開できるのか、そして健保組合が存続できるのか、非
常に疑問である。
　こうした事態を防ぐために今から健康経営を実践し、
社員には若いころから健康づくりに励んでもらうのであ
る。高齢化しても社員全体の健康度は底上げされてい
るから、職場における創造力、生産性は維持できる。高
齢社員の豊富な知識や経験も存分に生かされ、また若
い世代に継承されるため重大な事故も予防できるだろう。
これぞまさに、重要な先行投資といえよう。
■社員個人の幸福の実現
　退職後の豊かなセカンドライフはいかにして築くかは、
高齢化が急速に進むわが国において、きわめて重要な課
題である。健康経営はその視点を大切に考えている。
　心身ともに健康で最後まで勤め上げた社員は、退職
後は地域社会に戻り、その地域の社会資本を活性化さ
せる。それは企業にとって大きな社会貢献となる。退職
時に「良い会社に勤められて良かった」という社員なら
ば、退職後はその企業の良い顧客になるという、大きな
メリットも見逃せない。

「人間」「時間」「空間」	
3つの「間」への投資

　では、効果的な健康投資とは、どのようなものだろう。
投資すべき対象を象徴的に、3つの「間」への投資と表現
したい。それは以下に示すように「人間」「時間」「空間」
である。

■人間への投資
　人と人との「間」、すなわち社内コミュニケーションの
向上に対する投資である。管理監督者研修で、コミュニ
ケーションの理論を教え、部下との意思や感情の疎通を
スムーズにすることなどが該当する。
　心身の健康の維持・向上を図るうえで、コミュニケー
ションの果たす役割は非常に重要だ。過重労働の面接を
しても、嫌々働いている人と、上司とのコミュニケーショ
ンがうまく取れている人とでは、まったく様子が異なる。
前者は本当に疲れ果てている。後者の場合、残業するに
しても、仕事の意義などを上司がきちんと説明し納得し
て働いているためか、疲れもあまり感じられず、上司を気
遣う余裕すら見せる。そういう職場はチームワークが良く、
生産性もパフォーマンスも高い。
　私は一時、産業医として過重労働対策に傾注したが、
こうした事例を見るにつけ、現在では社内コミュニケー
ションの不足が、メンタルヘルス不調をはじめとする健
康問題の根本にあると考えるようになった。また、企業
側が社員の健康管理に投資していても、社員の側にそれ
が伝わっていないことがある。この現象を「乖離現象」と
呼ぶが、健康経営研究会の取り組みの中で、乖離現象の
ある企業は生産性が低いこともわかってきた。ここでも
原因は企業側と社員とのコミュニケーション不足である。
健康経営では社員の認識・評価も重要な要素となる。企
業の取り組みを社員に周知するなど、乖離現象をなくす
ための取り組みも、人間への投資といえる。いずれにせよ、
健康経営に基づく投資効果を十分に上げるには、コミュ
ニケーションの活性化は必要不可欠なものである。
■時間への投資
　時間への投資とは、労働時間とプライベートの時間を
きちんと分けること、すなわちワーク・ライフ・バランスに
考慮することである。
　事業者は労働者との契約で、労働者の時間を買ってい
る。買いすぎると健康上の大きな責任を負うことになり、
残業代を未払いにすれば、法的な責任を果たさなければ
ならない。一方、労働者も自分の時間を労働時間として
売りすぎると、その代償として健康障害を被ることになる。

健康経営をはじめよう
経営管理と健康管理の両立で
生産性向上をめざす
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困難だ。しかし各職場レベルでも、トップ（管理監督者）
の一声によって部下の行動も変わる。管理監督者への啓
発も重要である。
　利潤を追求する経営管理と社員の健康管理とは、そ
もそも相反するものである。しかし経営者には、「健康経
営」という視点から経営管理と社員の健康管理を両立さ
せるべく、コンプライアンス、リスクマネジメント、ヘルス
マネジメント、CSRなど多角的な視点をもって、社員の健
康課題に取り組んでほしいと考えている（資料3参照）。
　今日の健康経営論議で言及されることが多いアメリカ
のロバート・Ｈ・ローゼン氏の提唱する「ヘルシーカンパ
ニー」においても、高い業績を上げストレスに強い従業
員がいる企業では、それまで別々であるとされてきた、経
営管理と健康管理を統合的に捉えている。
　そのためにはまず、経営者自ら、自分の健康に配慮す
ることが重要となる。私が携わった中災防の研究調査で
は、経営者が自分の健康に気を使っている会社は従業員
の健康に対する配慮が充実していることが明らかになっ
ている。また、前述した3つの「間」への投資の目的は、
企業風土を変えるということである。そのため投資効果
が出るまでには、さまざまな投資、対策を積み重ねる必
要があり、時間がかかるということにも留意してほしい。

企業の社会的責任を考え	
理想論を言い続けよう

　ある社員が職場不適応となった場合を想定してみる。
その社員を解雇すれば、会社に怨念を抱いて辞めていく
かもしれない。
　一方、その人に合った別の職場を提供する適材適所の
人員配置をするなど「優しさ」をもって対応した場合はど
うか。たとえその人の能力が高くなくても、時間をかけ全
力を尽くして能力と業務内容とのマッチングを精査すれ
ば、適材適所は見つかるものだ。実際、私はそのような対
応をしている。社員は企業の「優しさ」に応え、ロイヤリ
ティは上がり、最大限の能力を発揮する。退職後も顧客
として企業に貢献し、地域社会にも貢献することは前述
したとおりである。阪神・淡路大震災のガス復旧作業の

力が必要であることも確かだ。
　もちろん、健康経営がすべてに優先するわけではな
い。ある対策が投資に対してどのくらいの効果をもたら
すのか。また、さまざまな対策がいかに相乗的に効果を
上げ組織を活性化し、生産性やパフォーマンス向上につ
ながっていくのかを総合的・戦略的に判断して決断を下
すのは経営者である。一方、産業保健スタッフの責務は、
健康診断のデータや医療費の推移、アンケート調査の結
果などに基づき、健康経営のために取り組むべき課題の
メニューや医学的なエビデンスなど判断材料を経営者
に提示することである。
　再び大阪ガスの例を出そう。数年前、新型インフルエ
ンザの流行が懸念された際、BCPの一環として社内各
所に空気清浄機を設置した。ガス会社はいかなる時でも
（たとえパンデミックとなっても）ガスの供給を継続する
社会的責任がある。経営者はまず、このことを踏まえて
空気清浄機によるウイルスの不活化という実利的な効果
に投資しようと決めたと思う。空気清浄機はまた、花粉
症などアレルギー疾患によるプレゼンティーイズム対策

としても有効だ（集中力の低下や、鼻をかんだり化粧を
直したりする時間的なロスを無くすことができる）。経営
者はさらに「会社はここまで社員の健康を考えているの
か」という、社員に対する心理的なPR効果まで考慮した
と想像する。実際、機器が設置された際、社員からは感
嘆の声が上がった。
　ここまでの判断は、産業保健スタッフにはできない。
われわれができるのは、ウイルスの不活化やアレルギー
疾患対策という空気清浄機の効果を経営者に提言する
までで、PR効果までを含めた総合的・戦略的な判断は
あくまで経営者に委ねられている。
　健康経営の“実働部隊”である現場の管理監督者も
健康経営の実践上、重要な存在である、これも私の経験
だが、乳がん・子宮がん検診の受診率が極端に低い事業
所があった。検診の重要性・必要性を現場に出向いて必
死で説得したが、一向に受診率は上がらなかった。それ
が、支社長の「受けましょう」の一言で2倍以上になった
ことがある。産業医として忸怩たるものはあるが、産業
保健スタッフだけで社員の行動変容を促すことは非常に

とき、1日1万人の人員が必要とされた。大阪ガスでは他
の都市ガス会社からの支援要員だけでは足りず、退職し
て1年目の方々に応援に来てもらった。掘削方法や導管
の配置など知識・経験ともに豊富な退職者の方々は、大
きな力となってくれた。社会に対しこのような大きな貢
献ができたのは、退職者にも会社に対する高いロイヤリ
ティがあったためで、それを育んだのは在職中の会社の
「優しい」対応だったと考える。
　企業には「人を育てる」という社会的責任があり、それ
は欧米にはない日本企業の美点でもあった。
　私は産業医として若い社員に接する時、ふと「この社
員が自分の子どもだったら、どう対応するだろうか」と思
うことがある。親としては、自分の子どもが「優しい」企
業に入り、定年まで生き生きと働いてほしいと切に願う。
間違っても、人を使い捨てにするような“ブラック企業”
には入社してほしくない。すべての企業から、パワハラや
いじめ、メンタルヘルス不調、そして自殺がなくなってほ
しい。経営者も、本誌の主要な読者である人事労務担当
者、管理監督者も同じ思いであろう。
　この思いを現実化するためのコンセプトが健康経営
である。健康経営という考え方が広まっていけば、たとえ
“ブラック企業”に入社しても多くの人が声を上げること
で、そうした企業は淘汰されていくはずだ。
　良貨が悪貨を駆逐する―。これが理想論であること
は十分に承知している。しかし、理想の一部でも実現さ
せるためには、理想論を言い続ける必要がある。各企業
の人事労務、産業保健の現場でも、理想論を言い続けて
ほしいと思う。

おかだ・くにお
1982年、大阪市立大学大学院卒業。同年より大阪ガス株式会社
本社産業医、同健康開発センター健康管理医長。2006年に特定
非営利法人健康経営研究会を創設し、理事長に就任。専門は産
業保健、スポーツ医学分野における健康管理。著書に『健康経営
のすすめ』（共著、社会保険研究所）、『安全配慮義務』（産業医
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すべてを俯瞰するのが経営者　　　　　健康経営者

企業リスク　　　損失？
（訴訟、企業イメージ）

 

産業保健スタッフ

専門的支援

職場環境の醸成

従業員

管理監督者

経営者

戦略的構想

利益
生産性
創造力
元気

対応
企業環境（外的、内的）

労働環境、長時間労働

雇用形態（雇用契約）

高齢化、生活習慣病

メンタルヘルス不調

支援

戦略

リスクファイナンス（健康投資）→支出（利益？）

リスク回避
効果的支援のための連携

健康保険組合
外部医療機関

EAP

現状に即した対応
（費用対効果）

医学的対応の限界
（EAPの限界）
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　調査は2013年7月、全国から無作為で抽出され
た成人のうち、同意が得られた4,153人を対象に、
飲酒の習慣や治療経験などについて面接で聞き
取った。同様の調査は、03年、08年にも実施されて
いる。
　同調査から、AUDIT＊による問題飲酒のスク
リーニング検査の結果について見ると、下のような
傾向が見られた（資料参照）。
　▼AUDIT・8点以上（アルコールの危険な使用）／
男女とも03年に比べると減少している。
　▼AUDIT・16点以上（潜在的アルコール依存症
者）およびAUDIT・20点以上（アルコール依存症の
疑い）／08年から横ばいで減少していない。
　また、WHO（世界保健機関）の診断基準・
ICD10によるアルコール依存症該当者は男性1.0%、
女性0.2%だった。03年からの推移を見ると男性
1.5％→0.5％→1.0％、女性0.2%→0.1％→0.2％で、
男女とも08年は一度減少したが、13年で再び増加
に転じた。
　過去に一度でもアル
コール依存症の条件を
満たす「経験者」は男
性1.9%、女性が0.3％
で、男性は約95万人、
女性は約14万人、計約
109万人と推計された。
同様の手法で算出した
08年の値は、約60万
人（男性約52万人、女
性約8万人）だったため、
大幅に増加したことに
なる。

　一方で、現在アルコール依存症で治療中と回答し
た者は、男性0.2％、女性0％で推計数は約8万人に
過ぎない。この結果について調査報告書では、「ほ
とんどのアルコール依存症者が治療に結びついて
いないと推定される」としている。
　報告書はまた、女性の飲酒の増加にも憂慮を示
している。たとえば「1年間で1度でも飲んだ者」の
割合の03年からの推移では、男性86.0％→84.1％
→8 3 . 6％と微 減なのに対し、女 性は63 .4％
→62.5％→63.1％とほぼ横ばいを示している。
　アルコールの問題は心身両面に影響が及ぶ。特
に女性は男性に比べアルコールの影響を受けやす
い。14年6月にはアルコール健康障害対策に関し、
国、地方公共団体等の責務を明らかにしたアルコー
ル健康障害対策基本法が施行された。産業保健の
場でもアルコール対策について、さらに真剣に考える
時期に来ているのではなかろうか。

最先端レポート

アルコール依存症は109万人
厚労省研究班が推計を発表
治療の遅れも浮き彫りに
　先ごろ、厚生労働省の研究班（代表／樋口進・国立病院機構久里浜医療センター臨床研究部）が、最新の全国調
査に基づき、わが国のアルコール依存症患者が109万人とする推計をまとめた。調査からは、前回調査の推計から
大幅に増えたと同時に、そのほとんどが治療を受けていない実態も示唆されている。

“AMSスコア”で	
50点以上は要治療
　女性特有のものと考えられてき
た更年期障害が、男性にもあるこ
とがわかってきた。
　原因は、精巣でつくられるテスト
ステロン（主要な男性ホルモン）の
分泌の減少で、正式名称は「加齢
男性性腺機能低下症候群（LOH：
ロー症候群）」という。
　主な症状は、精神症状（抑うつ、

加齢男性性腺機能低下症候群Keyword

健康キーワード

男性にもある更年期障害
ストレスも大きな要因

いら立ち、神経過敏）、身体症状
（筋力の低下、発汗、睡眠障害、体
脂肪の増加）、性機能の低下（性欲
の低下、勃起不全）などである。
　診断に当たっては、血液中のテス
トステロンの値を測定するだけでな
く、前立腺や精巣の触診、体毛の観
察なども行い総合的に判断する。
　また、うつ病との鑑別が必要な
場合も多いため、スクリーニング
として質問紙が広く用いられてい
る。資料で示した「AMSスコア」は、

LOH症候群の診断で世界的に使わ
れているもので、50点以上は治療
が必要とされる。専門医（泌尿器
科を中心に増えている男性更年期
外来や男性外来など）を受診する
ことが望まれる。
　日本泌尿器科学会・日本Men's 
Health 医学会検討ワーキング委
員会の「LOH症候群診療の手引
き」では、40歳以上で重症（テスト
ステロンが最低ライン＊1未満）の場
合は、ホルモン補充療法が推奨さ
れている。数週間ごとにホルモンを
注射したり、軟膏を陰部に塗ると
いったものだ。中等症や軽症では
漢方薬や食事療法などで対処する。

懸念される仕事の	
生産性への影響
　通常、テストステロンは、加齢に
伴い緩やかに減って、70歳代で最
低ラインに近づく。しかしLOH症
候群の場合、早いと40歳～50歳代
で、この最低ラインを下回ってしま
う。その原因は不適切な食事や運
動不足だが、ストレスも大きな要因
とされている。
　AMSスコアからわかるよう
に、LOH症候群の症状は心身両
面の広範にわたるため、仕事の生
産性への影響＊2が懸念される。思
い当たる症状があったら、生活習
慣の改善や医療機関への適切な受
診が望まれるところだ。

＊AUDIT（オーディット）: WHOの調査研究により作成された、アルコール依存症のスクリーニングテスト

＊１最低ライン：血液1ミリリットルに含まれ
るテストステロンが8.5ピコ・グラム（ピコ
は1兆分の1）

＊２生産性への影響については、本誌第26号
特集「『疾患・症状が仕事の生産性等に与え
る影響に関する調査』を読み解く」も参照

資料　Aging	males'	symptoms(AMS)スコア（札幌医科大学邦訳試案）
点数／1点：なし、2点：軽い、3点：中程度、4点：重い、5点：非常に重い

症状 点数

1 総合的に調子が思わしくない 
（健康状態、本人自身の感じ方）

2 関節や筋肉の痛み 
（腰痛、関節痛、手足の痛み、背中の痛み）

3 ひどい発汗 
（思いかけず突然汗が出る、緊張や運動とは関係なくほてる）

4 睡眠の悩み 
（寝つきが悪い、ぐっすり眠れない、寝起きが早く疲れがとれない、浅い睡眠、眠れない）

5 よく眠くなる、しばしば疲れを感じる

6 いらいらする 
（当たり散らす、些細なことに直ぐ腹を立てる、不機嫌になる）

7 神経質になった 
（緊張しやすい、精神的に落ち着かない、じっとしていられない）

8 不安感 
（パニック状態になる）

9
からだの疲労や行動力の減退 

（全般的な行動力の低下、活動の減少、余暇時間に興味がない、達成感がない、 
自分をせかせないと何もしない）

10 筋力の低下

11 憂うつな気分 
（落ち込み、悲しみ、涙もろい、意欲がわかない、気分のむら、無用感）

12 「絶頂期は過ぎた」と感じる

13 力尽きた、どん底にいると感じる

14 ひげの伸びが遅くなった

15 性的能力の衰え

16 早朝勃起（朝立ち）の回数の減少

17 性欲の低下 
（セックスが楽しくない、性交の欲求がおきない）

合計
訴えの程度　17～26点：なし、27～36点：軽度、37～49点：中程度、50点以上：重度
「加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群)診療の手引き」より
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資料　調査結果の推移（2003〜2013年）
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叱責がパワーハラスメントに
当たるか心配
　同じミスを何度も繰り返す社員がいます。その都度、反省文を書かせたり、
何度も指導したりしましたが、また同じミスをしたので、思わず、他の社員
がいる中で叱責したこともありました。多少、感情的にはなりましたが、あく
までもう二度と同じミスをしてほしくないという気持ちから叱責したもので、
「馬鹿」など人格を否定するような言葉や、「もうやめろ」などといった威圧
的な言葉は発していません。
　ただ、昨今の風潮では、この程度の叱責でもパワーハラスメントに当たる
のではないかと、少し心配になっています。実際の判例などを踏まえて、ご教
示いただければ幸いです。

Question

業務上での指導・叱責であっても、パワーハラスメントに当たる可能性が
指導・叱責の理由、目的、内容、態様・方法などを総合的に考慮し判断を

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。

①パワーハラスメントについて

　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
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ます

（平成24年1月30日、厚生労働省「職

場のいじめ・嫌がらせ問題に関する
円卓会議ワーキング・グループ報
告」）。なお、上司から部下に行われ
るものだけでなく、先輩・後輩間や
同僚間、さらには部下から上司に対
して様々な優位性を背景に行われる
ものも含まれます。
　パワーハラスメントの主な行為類
型としては、下のとおりです。

②裁判例の検討

　本件では、社員のミスに対して、
他の社員のいる中で叱責したとのこ
とであり、上記 (2)「精神的な攻撃」
の類型に該当しうるものと考えられ
ますが、同様の類型の行為を行った
事案についての裁判例を、「資料2」
でご紹介します。

③本件に関する検討

　「資料2」の裁判例に鑑みれば、叱
責がパワーハラスメントに該当する
か否かについては、叱責の理由（行

為の重大性や頻度）、叱責の目的（感
情的な叱責であったか否か）、叱責
の内容、叱責の態様・方法（場所、時
間、回数）などを総合的に考慮して
判断されることになると考えられま
す。
　本件では、他の社員がいる中で叱
責し、また多少感情的にもなったと
のことですが、同じミスを何度も繰
り返し、何度も指導してきたにもか
かわらず、再び同じミスをしたとい
う事実を受けてなされたものである
こと（叱責の理由）や、嫌悪の感情か
らではなく、あくまで指導目的でな

されたものであること（叱責の目的）、
叱責の言葉自体も、退職を迫るもの
や威圧的なものでないこと（叱責の
内容）、1回限りのものであること

（叱責の態様・方法）に鑑みれば、パ
ワーハラスメントには当たらないも
のと思われます。
　なお、部下への叱責・指導につい
て、少し行き過ぎた可能性があると
感じたときには、事後的にでも叱責・
指導の理由を丁寧に説明し、また場
合によっては謝罪するなど、迅速に
適切な対応をすることも重要でしょ
う。

資料2・「精神的な攻撃」の類型の行為を行った事案についての裁判例
●東京地判平成20年4月15日
　Xの直属の上司が、Xに対して行った以下のような行為についての事案である。
1) 他の社員からの指摘や新人社員研修の講師役の社員からの苦情を聞き、Xが仕事中に居眠りをしているという趣旨の注意をし
た。
2) 就業時間中に、X が喫煙所付近で白い棒状のものを口に加えていたことを受けて、「就労時間中に喫煙目的の外出を行わない
ようにしてください。皆が守っているルールですので、厳守して頂きたく、お願いいたします」などと記載した注意喚起メールを
送った。
3) 顧客の電話が長すぎるという趣旨の注意をするなどした。
　裁判所は、1) 居眠りの指摘について、1回限りで注意したものであり、しつこくしたものではない、2) 喫煙の注意について、仮
に X の主張どおり、禁煙パイポを加えながら社用電話をしていたとしても、第三者からは喫煙をしていたものと見られてもやむ
を得ない一方で、メールも威圧的ではない、3) 長電話についての指摘も、Xの立場に配慮しながら、言葉を選んでなされており、
威圧的でも嫌がらせの意図も見られない――などとして、Xの請求を棄却した。

●東京地判平成21年1月28日
　管理栄養士であった原告が、上司から、職種の変更という基本的な確認作業に行き違いが生じた際に、「1回ダメだと思ったら
ダメなんだよ、私。前にも言ったと思うけれど」と言われたり、「もうあんた要らないよ」、「私、いじめるなら私徹底していじめ
るよ」、「もう一緒にやってるとイライライライラしてくるのよ」などと言われたりした事案について、裁判所は、上司が原告を
指導する必要性については、全く根拠がないとはいえないとした。
　ただし、その態様は、「反復継続して、原告の仕事内容以外の事情も含めて非難し、原告に対する悪感情をぶつけて退職を迫る
というものである」として、全体として不法行為を認定した。

●仙台地判平成25年6月25日（労働判例1079号49頁）
　Xは、新入社員としてよくあるような範囲内のものではあったが、業務中にミスをすることが少なからずあり、同じようなミス
を繰り返すこともあった。
　X がミスをした際には、Y は「何でできないんだ」、「何度も同じことを言わせるな」、「そんなこともわからないのか」と叱責
していた。また、Y は、X のミスが重大であった際には、気持ちが高ぶり、「馬鹿」、「馬鹿野郎」、「帰れ」という言葉を発するこ
ともあったが、それは稀なことであった。X が Y から叱責を受けるのは、X がミスをしたときであり、その頻度は1日に何度も
あったわけではなく、週に2、3回程度であった。
　裁判所は、Y の叱責の態様は、「何でできないんだ」、「何度も同じことを言わせるな」、「そんなこともわからないのか」など
という言葉を怒鳴るというものであり、まれに「馬鹿」、「馬鹿野郎」、「帰れ」などのより厳しい言葉を怒鳴ることもあったが、Y
が X に対して叱責していたのは、Xが何らかの業務上のミスをしたときであり、理由なく叱責することはなく、叱責する時間も5
分ないし10分程度であったこと、また Y は全ての従業員に対して同様に業務上のミスがあれば叱責しており、Xに対してのみ特
に厳しく叱責していたものではなかったこと等に鑑みると、Y の X に対する叱責は、必ずしも適切であったとはいえないまでも、
業務上の指導として許容される範囲を逸脱し、違法なものであったと評価することはできないと判断した。

資料1・パワーハラスメントの主な行為類型

＜類型＞ ＜具体的行為＞

(1) 身体的な攻撃 暴行・障害　　　　　　　　　　　

(2) 精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

(3) 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視　　　　　　

(4) 過大な要求 業務上明らかに不要なことなどを要求

(5) 過小な要求 仕事を与えない等　　　　　　　　

(6) 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

10 11


