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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。

生活習慣病受診サポートサービス
生活習慣病に関するご相談にお答えしたり、医療機関を紹介・手
配するなど、生活習慣病の早期治療、重症化予防をサポートいた
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。

T1506-0316-16-2200

●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/ 特集

ストレスチェック制度・実務上の
ポイントと意義を考える
〈株式会社 産業医大ソリューションズ代表取締役社長　医師　亀田高志〉

最先端レポート
うつ病に“冷たい”日本の職場環境
国際意識調査で判明
健康キーワード
新オレンジプラン
法律相談Q&A
SNSに社内事情を書き込む社員
情報漏えいが心配
注意したほうがよいか？

スマートフォン、タ
ブレット向けサイ
トを開設しました。



衛生委員会では技術的な内容とともに	
全体方針や年間計画まで協議し、周知

　ストレスチェック実施に当たり、企業はまず、後述する
する「実施者」同様に「ストレスチェック制度担当者」と
「実施事務従事者」を選任しなければならない。

◆ストレスチェック制度担当者
◦ストレスチェック制度の実施計画の策定やプロセス管理を行う。
◦国家資格を持って職場の健康管理を担当する「衛生管理者」や、
「事業所内メンタルヘルス推進担当者」が望ましいとされる。
◆実施事務従事者
◦調査票の回収やデータ入力などの補助的な作業を担う。個

人情報を扱うことになるため、守秘義務を負う。
◦人事権を持つ人は、この役割に就いてはならないとされてい

る。

　上に挙げたような作業は、「実施者」である専門家
（医師や保健師など）でもできるが、実施者には結果の
評価や結果通知の内容を記載・確認するなどの専門的な
役割があるため、事務的な作業は、人事担当者などが行
うほうが効率的である。
　次に、ストレスチェック制度の実施に必要な実務を図1
に、実際の作業内容と担当すべき人を実施の流れに沿っ
て図2に示す。最初にすべきことは、衛生委員会での事
前準備である。これは、年度が変わる直前の来年3月ぐ
らいまでには終えておきたい。
　衛生委員会における事前準備では、ストレスチェック
のためにどのような質問を選び、基準をどのようにする
かという技術的な内容に加え、全体の方針や年間の計画
まで協議し、周知することが求められている。方針の中

では、「ストレスチェックが不調者の早期発見のための
ツールではなく、個々の従業員のレベルと、職場単位の
両方で、未然防止のために行うこと」をうたう必要があ
る。また、ストレスチェックの回答・入力内容は、上司や
同僚に見られては困る機微な情報になるため、個人情報
としてしっかり管理することも強調しなければならない。
　そのほか、次のような内容を方針に加えておくと、本
来のメンタルヘルス対策の目的や目標にかなったものと
なる。

◦ストレスや不調への問題意識と対策を企業として行うことの
意思表示

◦ストレスチェックや不調者への対応を規定等の形で文書化し、
従業員への周知に努めること

◦規定等に定めた手順どおりにストレスチェックや不調者への
対応を行うこと

◦産業医等の専門家を積極的に活用すること
◦ストレスチェックや不調者への対応の結果を継続的に評価し、

改善策を講じていくこと
◦妥当と判断される範囲内で予算や人員を準備すること

　本来、こうした方針は事業者の責任として社長名で出
されるべきあり、そのほうが効果も高いのだが、往々にし
て難しいものである。そこで次善の策として、人事担当
役員名で出しても同等の効果が期待できる。それすら難
しい場合は、法的な要求事項の一つである衛生委員会の
年間方針として示すことができる。
　方針を検討する段階では、「なぜ、ストレスチェックを
行うのか」ということを、関係者間でよく考えていくこと
が重要である。そうしないと単にコンプライアンスを満
たすだけのチェックになってしまう（この点については後
述する）。
　技術的な内容については、以下のような事項を審議し、
内部規定に落としこんだり、議事録に残したりすること
が必要だ。

①ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
②ストレスチェック制度の実施体制
③ストレスチェック制度の実施方法
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤ストレスチェック受検の有無の情報の取扱い
⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法

⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の利用
目的及び利用方法

⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関す
る情報の開示、訂正、追加及び削除の方法

⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関す
る情報の取扱いに感ずる苦情の処理方法

⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⑪労働者に対する不利益な取扱いの防止
※詳細は、厚生労働省「指針」を参照のこと
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

事前準備を契機として	
衛生委員会のテコ入れを

　ところで、ここで問題となるのが、多くの企業で衛生
委員会が十分に機能していないという現状である。厚生
労働省「平成24年労働者健康状況調査」によると、メン
タルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合は47.2％
と半数を割っており、さらにそのなかで、衛生委員会に
おいてメンタルヘルスケアについて調査審議しているの
は28.9％に過ぎない。厚生労働省は、「当面のメンタル
ヘルス対策の具体的推進について」（労働基準局長通
知・平成21年3月）で、衛生委員会でのメンタルヘルス
対策の調査審議の徹底を強調しているが、そのことさえ
周知されていないだろう。
　このように一般的に軽視されてきた衛生委員会だが、
労使で社員の健康について話し合う場を持つということ
は、非常に意義があることだ。ストレスチェックの事前準
備は、衛生委員会のあり方を見直す良い機会とも言える。
もし、これまで開催していない場合は、事業所のトップ
とストレスチェック制度担当者、実施事務従事者に加え、
労使半々の割合で委員を選出し、打ち合わせを始めてほ
しい。
　そして、「労働者の心の健康の保持増進のための指
針」（平成18年3月：通称・メンタルヘルス指針）を参照
しながら、ストレスチェック制度の進捗も含めて、心の健
康づくりの計画を策定していただきたい。

　ストレスチェック制度については、去る4月15日、根拠法である労働安全衛生法の関連省令、告示、指針が発表され、同
月20日と5月7日には企業向けの説明会も開催された。また、厚生労働省のウェブサイトには「労働安全衛生法に基づくス
トレスチェック制度実施マニュアル」と「ストレスチェック制度Q&A」が公表されている。そこで今回は、制度の詳細が明
らかになる中で、企業でストレスチェックを実施するに当たり、具体的に必要となる実務のポイントや、経営陣や人事がス
トレスチェック制度の本当の意味を理解する重要性について、述べてみたい。

ストレスチェック制度・実務上のポイントと意義を考える特集

医師　亀田高志
株式会社 産業医大ソリューションズ
代表取締役社長

図1　ストレスチェックの実施に必要な実務（例）
①受検する人たちのリストの作成
②受検の案内の作成と送付
③未受検者の把握と受検の勧奨
④マークシートなどの記入用紙の配付と回収（あるいは、PCな

ど端末への入力準備）
⑤受検者からの回答の入力作業
⑥評価結果を含む個人の結果出力・封筒詰・送付（あるいは、e

メールの送信）
⑦医師の面接指導の申し出の受け付け
⑧面接指導のスケジュール確保
⑨その他

図2　ストレスチェックにおける作業の流れ・内容・担当者

ス
ト
レ
ス
チ
ェッ
ク
の
実
施
計
画
の
策
定

外
部
委
託
す
る
際
の
契
約
の
調
整

調
査
票
の
選
定・評
価
方
法
の
決
定

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル・日
時
の
周
知

調
査
票
の
配
付
と
記
入
場
所
の
確
保

受
検
し
な
い
社
員
へ
の
勧
奨

受
検
し・調
査
票
に
記
入・入
力

記
入
後
の
調
査
票
の
回
収・確
認

必
要
時
に
は
デ
ー
タ
入
力
作
業

評
価
基
準
に
よ
る
高
ス
ト
レ
ス
者
の
選
定

職
場
単
位
で
の
集
団
ご
と
の
分
析

産
業
医
な
ど
に
よ
る
評
価
結
果
の
確
認

社
員
へ
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェッ
ク
の
結
果
通
知

会
社
側
へ
の
集
団
ご
と
の
分
析
結
果
報
告

面
接
指
導
対
象
者
へ
の
申
し
出
の
勧
め

（会社側の対応＝その他の事務）
ストレスチェック制度担当者
人事権があってもできる

（個人情報を取り扱う＝実施の事務）
実施者・実施事務従事者
人事権があると不可

ストレスチェックにおける作業の流れ

事前準備 調査票
記入前 記入

社員

調査票の記入後
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面接指導の実施に当たっては	
過重労働面談が参考になる

　こうした事前準備を踏まえて、チェックと面接指導
の実施に入るわけだが、ここで参考となるのが、過重
労働についての医師による面接指導である（表参照）。
　この両者は、法的な根拠があることや、従業員の希
望が前提であること、面接指導で確認する内容など類
似点がある。従来から過重労働面談を実施してきた企
業では、そのシステムをベースにすると良いだろう。
　一方で相違点もある。過重労働の場合、面談の対象
者は時間外労働時間でスクリーニングされて選定され
るのに対し、ストレスチェック制度では、実施者の評
価結果で決定する。さらに大きな違いは、過重労働面
接の場合、会社側は面接指導を受ける対象が誰なのか
を把握できるが、ストレスチェックでは、本人が面接
指導を申し出るか、結果を会社に伝えてもよいと同意
しない限り、誰が高ストレス状態にあるのかを把握で
きない。
　ご存じのとおり厚生労働省は、標準的なアンケート
として「職業性ストレス簡易調査票」を推奨している。
これは1988年に米国労働安全衛生研究所から論文発
表された「職業性ストレスモデル」と呼ばれる理論を
基に、日本の専門家が旧厚生省の助成金を受けて、研

れるか、また外部機関側の医師等が自社の産業医との
連携を構築する能力があるか、実績を示してもらうこと
が重要である。さらに自社の産業医に面接指導まで依頼
できない状況も念頭に、外部機関にそれができるのかも
確認したい。加えて、実施事務従事者の役割も担っても
らえる余地があるのかも、予め知っておきたいところだ。
　社内に大きな健康管理部門を持たない企業では、スト
レスチェック制度の仕組みづくりや運用を社内のリソー
スだけでまかなうのは簡単ではない。EAP（従業員支援
プログラム）を専門とする企業など外部機関に委託する
ことが、現実的な選択となるだろう。

特集

究・開発したものだ。57項目（簡易版は23項目）の
質問項目から成っており、それらは以下に示すように、
「仕事のストレス要因」「ストレス反応」「周囲のサ
ポート」の3つに大別されている。

＜仕事のストレス要因＞
◦時間内に仕事が処理し切れない
◦自分のペースで仕事ができる
◦部署内で意見の食い違いがある　等
＜ストレス反応＞
◦ひどく疲れた（疲労）
◦不安だ（不安）
◦ゆううつだ（抑うつ）
◦そのほか、食欲不振や不眠　等
＜周囲のサポート＞
◦上司、同僚に対して：どのくらい気軽に話ができますか？　

困ったとき、頼りになりますか？　等

　受検者は、機微で人間関係に影響し得る微妙な内容
を回答する。たとえば、「上司に気軽に相談できる
か」という質問に対し、「そうだ」と回答し、それが
経営者や管理職の意に反する場合には、解雇や雇い止
めのような不利益をこうむる恐れがある。
　そのため、個人のストレスプロフィールと評価結果
が正直に回答した人の不利益とならないよう、健康診
断とは異なり、会社側には本人の同意がなければ返さ
れない仕組みとなっているわけである。

外部機関の医師等に「共同実施者」に	
なってもらうことがスマートなやり方

　図3は、受検者から見た、ストレスチェックの流れであ
る。結果通知には、仕事のストレスや心身の状況、周囲の
サポートの程度がわかりやすく図示された「ストレスプロ
フィール」、高ストレスがどうかの評価結果、ストレス対
処に関するアドバイスも併記される。高ストレス状態の人
の一部には、面接指導を勧める記述が含まれ、会社側に
面接指導の希望を申し出る方法が記載される。
　しかし、中にはストレスチェック結果について、何らか
の相談をしたいにもかかわらず、面接指導の申し出をし
ない人もいる。前述のとおり、申し出をした時点で、自分
の評価結果とストレスプロフィールを会社側に通知する
ことに同意したと見なされるからだ。
　こうしたケースを想定し指針では、ストレスチェックの
結果について、会社に通知されることなく相談できる窓口
を設けるのが望ましいとしている。社内に保健師や看護
師、心理職（精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床
心理士等）などに相談できる環境があれば、結果通知に
はその相談方法が、面接指導の申し出の方法とともに記
載されることになる（図3「高ストレス状態である」の⑥）。
自社にそうしたリソースがない、または不足している場合、
外部機関に相談窓口の運営を依頼することも良いだろう。
外部機関への委託は「会社に知られたくない」という相
談希望者の心理的抵抗も、より軽減させるはずだ。
　ところで、ストレスチェック制度では図4に示すように、
産業医に対して多くの役割が期待されているが、図4の1
や4の役割まで引き受けてくれる産業医は、現実には少
ないだろう。こうした実情を踏まえると、産業医の業務
の外部委託も検討するケースも増えてこよう。その場合、
外部機関の医師等に、自社の産業医の「共同実施者」に
なってもらうことが、スマートなやり方だと考える。共同
実施者となれば、社内外の人材で組織したチームでスト
レスチェックのデータを共有し、該当する従業員への対
応も速やかに行うことができる。
　外部委託する際は、自社の産業医が共同実施者にな

ストレスチェック制度・実務上の
ポイントと意義を考える

表　医師の面接指導のポイント（過重労働のケースとの比較）
過重労働に対する医師の面接指導 ストレスチェック後の医師の面接指導

類似点

法的根拠：労働安全衛生法 第66条の8関係 法的根拠：労働安全衛生法 第66条の10関係

希望が前提 希望が前提

医師が面接指導で確認する事項：
対象者の①勤務状況②疲労の蓄積の状況③それ以外の心身の状況
を確認。保健指導を行い必要なら受診を勧める

医師が面接指導で確認する事項：
対象者の①勤務状況②心理的な負担の状況（抑うつ症状も）③周囲
のサポート状況④心身の状況を確認。保健指導を行い必要なら受診
を勧める

相違点

対象：
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えた時間外労働時間が1
月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合。時間
外労働時間が把握されていれば、会社は誰かを知ることができる

対象：
ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判定された場合。本
人が高ストレス状態という結果を受け取ったことを申し出ない限り、
会社は誰なのかを知ることができない

図4	ストレスチェック制度の流れと産業医の役割

図3　ストレスチェックの結果が出てからの流れ
実施者による結果評価

以下の3つから判断
①心身のストレス反応
②職場のストレス要因
③周囲のサポート

高ストレス状態ではない

結果通知
①ストレスプロフィール
②評価結果
③セルフケアのアドバイス

高ストレス状態である

①ストレスプロフィール
②評価結果
③セルフケアのアドバイス
④相談窓口の紹介
⑤面接指導の申し出の方法
⑥面接指導ではない相談窓口

紹介

面接指導以外の
相談対応

面接の希望

希望者に対する産業医等に
よる面接指導の実施

1.ストレスチェック実施（アン
ケートの配付、記入、判定、通
知）
◦評価（判定）
◦通知内容の確認
◦健康相談や面接指導の案内

2.産業医等の医師の面接指導
の実施（個人への対応）
◦勤務状況の聴取
◦保健指導
◦就業に関する指導
◦（必要時）受診指導

4.職場単位での分析と改善活動
（職場への対応）
◦分析方法と改善活動への
　提案、支援

3.産業医の意見提出と職場側
の配慮実行（個人への対応）
◦就業上の措置に関する
　意見の提出
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ないことにも留意されたい。たとえば、成果主義を導
入した職場では、その副作用として、評価の対象にな
らない業務を誰が担うかで揉め「役割上の葛藤や不明
確さ」が生まれている。加えてグローバル化が進む昨
今では、「本業消失」と呼ばれる現象が大企業でも起き
ており、その中で働く人は、「仕事の将来の不安定さ」
を感じずにはいられないだろう。こうした要因や反応
は、簡易調査票では測定できないのである。
　このように、改良の余地が残るストレスチェック制
度だが、職場環境について職場内で話し合ったり、考
えたりするきっかけとして、大きな意味を持つと考え
る。たとえば簡易調査票には「上司が信頼できるか」
という類の質問がある。集団分析の結果、その点数が
低ければ、そのことをきっかけに、上司と部下が話し
合いを始めることができるかもしれない。あるいは
図6のマトリクスで、ストレスチェックが「形式的な実
施にとどまる」という象限に位置している会社ならば、
経営陣は「社員が思ったことを率直に口にできる環境」
を、いかにつくっていくか考えるべきだろう。
　それは、上司と部下の関係性や各職場など個々の問
題にとどまらず、経営陣が、これから会社をどんな組
織にしていくか、ひいては何を目的に企業活動をして
いくかという大きな問いにもつながるはずである。冒
頭、「方針を検討する段階では、『なぜ、ストレスチェッ
クを行うのか』ということを、関係者間でよく考えて
いくことが重要である」と述べたのは、そういうこと
である。
　ストレスチェックは、社員や職場のストレス状態を
測定することで、組織全体のあり様を浮き彫りにする。
コンプライアンスの遵守だけを目的に実施するのは
もったいない。ぜひ、自社の現状と今後を見渡すツー
ルとして活用していただきたい。

改良の余地が残るストレスチェック制度だが	
職場で話し合うきっかけとして重要

　12月1日の法施行を前に、ストレスチェックに対す
る関心は高まっているが、重要なのは、企業の中で一
次予防から三次予防までのメンタルヘルス対策の体系
がきちんと構築されていることであり、その体系の中
に、ストレスチェック制度をいかに実効性あるものと
して組み込むか、ということである。このことは、厚
生労働省の指針でも強調されている。
　ただ、ここまで述べてきたとおり、ストレスチェッ
ク制度を完璧に運用することは非常に難しく、多くの
企業では暗中模索が続くだろう。
　また、そもそも職業性ストレス簡易調査票自体、完
全なものではなく、測定できない要因や反応が少なく

面接指導前の業務調整は	
「不利益な取り扱い」に当たる

　チェック実施後、会社側や上司にとって、高ストレ
ス状態と判定された社員にどう対処するかは、気にな
るところだろう。自分の部下が高ストレス状態で面接
指導が予定されたと聞いた時点で、先手を打って業務
調整しようとする管理職もいるかもしれない。しかし、
こうした面接指導を経ない業務調整は、「不利益な取
り扱い」に当たることに注意してほしい（図5）。
　ストレスチェック制度では、面接指導を行って、医
学的な評価や、その結果、就業に関する意見が出され
て、はじめて業務調整について検討して良いことと
なっている。加えて、業務調整は、その意志を踏まえ
て該当する社員とよく話し合って実行する必要がある。
ストレスチェック制度ではまた、面接指導を申し出た
ことを理由に、該当する社員に不利益な取り扱いをす
ることも禁じている。
　部下が高ストレス状態の判定を受けたり、面接指導
を受けるとなると、上司は居心地が悪いかもしれない。
しかし、ストレスチェックは本来、メンタルヘルス不
調の未然防止のためにある。高ストレス状態に該当す
る部下は早めに医学的な評価を受け、業務調整するに
しても、医学的根拠に基づく合理的な対応ができると、
考えたほうが良いだろう。

対象人数、受検人数、面接実施人数で	
わかる企業の“ブラック度”

　ストレスチェック実施後は、毎年、ストレスチェッ
クの「対象人数」「受検人数」「面接指導の実施人数」を、
所轄の労働基準監督署に報告することが、企業に対し
義務付けられている。実はこの数字から、その会社の
メンタルヘルス対策について姿勢、ひいては会社の組
織風土が一目瞭然となることにも、注意してほしい。
　図6は、対象人数で受検人数と面接指導の実施人数
を割った数値を、縦軸と横軸に配したマトリクスであ
る。それぞれの象限に属する企業の傾向は、以下のよ

うに読み取ることができる。

■右上の象限：ホワイト企業　ストレスチェック受
検者の中で、縦軸（受検する割合）と横軸（面接指導を
受ける割合）の双方が高い、右上の象限に属する企業
では、社員は気軽にストレスチェックを受検でき、か
つ正直に回答し、素直に面接指導を希望できる環境に
あると見なされる。ひいてはストレスチェックを含
めたメンタルヘルス対策全般に、真剣に取り組んでい
る姿勢が見てとれる。いわば“ホワイト企業”だ。

■左下の象限：ブラック企業　受検率、面接指導を受
ける割合がともに低い企業では、会社側は社員に対し
なるべく受検しないよう仕向け、社員は不利益を被る
心配があるから受検もせず、面接指導も受けない、“ブ
ラック企業”である可能性が高いといえる。

■左上の象限：形式的な実施　受検率は高いのに、面
接指導を受ける割合が低い企業は、形式的な実施にと
どまっている可能性が高いと推測される。この場合、
従業員がチェックに正直に回答していないために、高
ストレス状態との判定が少ないか、高ストレス状態と
の判定でも、面接指導はやめておこうという雰囲気が
従業員の側にあるのかもしれない。

■右下の象限：ストレスチェックがクレームの窓口に
受検率が低いのに、面接指導を受ける人の割合が高い
右下の象限は希なケースだが、「受検するからには実
情を伝えたい」と、ストレスチェックを「自分を守る
機会」と従業員がとらえている可能性がある。つまり、
ストレスチェックが、いわばクレームの窓口となって
いるかもしれない。

　ストレスチェック制度はそもそも、職場ストレスか
ら自殺やメンタルヘルス不調に至ったとする労災申請
の数が増えていることから導入されたものだ。した
がって、なるべく多くの人が受検し、面接指導を受け
るべきである――という制度の趣旨は、指針にも明記
されている。労働基準監督署にとっては、年1回の報
告から “ブラック（ホワイト）企業判定”ができてしま
うことだろう。

かめだ・たかし
1991年産業医科大学医学部卒業。11年間の産業医経験の後、産業医
科大学講師を経て、2006年の産業医大ソリューションズ設立より現職。
日本内科学会認定内科医、日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサル
タント、日本医師会認定産業医。

図5	ストレスチェックの結果通知以降の対応
該当する部下

高ストレス状態との結果通知 扌	産業医による面接指導の申出

産業医

産業医による面接指導の実施 扌	就業上の措置への意見の提出

会社側（人事部門→管理職）

産業医の意見の聴取 扌	就業上の措置の実行

×不利益な取り扱いの禁止

×面接指導を経ない業務調整の禁止

図6	ストレスチェック受検者と医師による面接指導
の人数から見た「ブラック」度

真剣に取り組んでいる
ホワイト企業

チェックがクレームの
窓口と化している

形式的な実施に
とどまる

取り組む気持ちが
ないブラック企業

亀田高志著「管理者のためのメンタルヘルス・マネジメント」（労務行政研究所）より引用改変

高

低

高低

受
検
す
る
割
合面接指導を受ける割合
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最先端レポート

　日本での調査は、昨年2月、過去12カ月間に従業
員もしくは管理職であった16〜65歳の成人を対象
にオンラインで実施、1,000人から有効回答を得た。
それによると、今までにうつ病と診断された人の割
合は、16カ国中14位の10.0％。その100人に聞いた
ところ73人が「うつ病が原因で仕事を休んだことが
ある」と回答し、休職日数は平均79日だった。
　「一般的にうつ病に関すると考えられる特徴や症
状」については（図1）、有効回答1,000人のうち、「気
分の落ち込み、悲しい気持ち（もの悲しさ）」（73％）、

「睡眠障害、不眠症」（55％）、「日々の活動に対する
関心の喪失」（53％）が上位に来ている一方、「物事を
決められない」（17％）、「忘れっぽい」（8％）といった
症状を挙げた人は少ない傾向が見られた。本調査の
日本版監修を務めた国際医療福祉大学医療福祉学
部教授の上島国利氏はこの結果について、「うつ病
の症状は個人差があるため、うつ病の様々な症状を
よりよく理解することが、職場におけるうつ病を考
えるうえで大切」としている。
　また、自分の職場にうつ病の人がいることを把握
している341人に、その対応を聞いたところ、「自分
に何か役に立てることはないかと尋ねた」と回答した
人の割合は16％と16カ国中最低だった（図2）。他の
15カ国は29〜67％を示しており、際立った低さとい
える。その一方で「何もしない」という回答は16カ国
中最高の40％に達した。ちなみに他の15カ国では4
〜20％に止まっている。
　さらに各国の管理職に、「うつ病の社員に対して
会社がおこなっている（行った）サポートを、全体的
にどのように評価しているか」と聞いたところ、日本
は「非常に良い」「かなり良い」を合計しても21.0％で、
これも16カ国中最低だった。
　この結果について前出・上島氏は「日本のうつ病へ

の対応の遅れ、企業のうつ病に対するサポート不測
が浮き彫りになった」としたうえで、「うつ病に関し
ては予防から発症後の職場復帰への対応まで、包括
的なメンタルヘルス対策を充実させることが求めら
れていると考える。職場のうつ病について社会全体
が正しく理解し、一人でも多くの患者さんの早期改
善につながることを期待している」としている。
　うつ病対策は、いまや企業の人事部門にとって避
けて通ることのできない課題である。今回の調査結
果を踏まえ、一般社員への啓発も含め、対策を見直
してみてはいかがだろうか。

うつ病に“冷たい”日本の職場環境
国際意識調査で判明
　デンマークに本社を置く製薬企業・ルンドベック社は先ごろ、日本を含む世界16カ国、計約16,000人を
対象とする「職場でのうつ病の影響調査」の結果を発表した。それによると、日本では同僚がうつ病を患っ
ても何もしない人が4割に達し、自社のうつ病社員へのサポート制度に満足している管理職も2割に過ぎ
ないなど、他国に比べうつ病の人に冷たい、日本の職場環境が浮き彫りとなった。 オレンジプランを発展	

7つの柱を掲げる
　厚生労働省は去る1月27日、認
知症施策推進総合戦略「新オレン
ジプラン」を公表した。
　新オレンジプランは、「認知症
の人の意思が尊重され、できる限
り住み慣れた地域のよい環境で自
分らしく暮らし続けることができ
る社会の実現を目指す」という基
本的考え方の下、厚生労働省が関
係府省庁と共同して策定した。団
塊世代が75歳以上となり、高齢者
の5人に1人、約700万人が認知症
になると推測される2025年まで
に取り組む具体的施策が盛り込ま
れている。13年度から実施されて
いる「認知症施策推進5カ年計画
（オレンジプラン）」を発展させ
た内容で、以下の7つの柱を掲げ
ている。
①認知症への理解を深めるための
普及・啓発の推進

②認知症の容態に応じた適時・適
切な医療・介護等の提供

③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさ
しい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療
法、リハビリテーションモデル、
介護モデル等の研究開発及びそ
の成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の
重視

新オレンジプランKeyword

健康キーワード

認知症700万人時代を見据え
省庁横断で策定した総合戦略

｢初期集中支援チーム」の	
全市町村への配置目指す
　この７つの柱の中で、特に重視
されているのが、「医療・介護等
の連携による認知症の方への支
援」「認知症予防・治療のための
研究開発」「認知症高齢者等にや
さしい地域づくり」の3点である。
　医療・介護の連携については、
認知症発症初期の段階から支援
するため、専門医の指導を受けた
保健師、看護師が自宅訪問して相
談や支援にあたる「初期集中支援
チーム」を2018年までに全ての
市町村に配置する予定だ。また医
療・介護従事者の対応力向上のた
め、かかりつけ医向けの認知症対
応向上研修を、17年度末までに6
万人に実施する。さらに地域にお
ける医療・介護の連携のコーディ
ネーター（認知症地域支援推進
員）を、18年度末までにすべての
市町村に配置する。
　研究・開発については、20年ご
ろまでに、全国1万人規模の追跡
調査を実施し、認知症のリスクを
高めるたり軽減させる因子を明ら
かにし、効果的な予防法の確立を
目指す。また日本発の新薬（認知
症根治薬）の治験も始める。
　地域づくりについては、正しい
知識と理解をもって認知症の方・
家族を支援する認知症サポーター
を、17年度末までに800万人養成
（現在の養成目標600万人から引

き上げ）するとともに、徘徊等に
対応する見守りネットワークの構
築、詐欺など消費者被害の防止等
を、省庁横断的に実施する。

働き盛りの介護離職	
防止や若年性認知症の	
対応に期待
　新オレンジプランに対しては、
「省庁横断のプランにもかかわら
ず、数値目標が掲げられているの
は厚労省関連だけ」「認知症者の
精神科病院への長期入院を避ける
先進各国の風潮に反し、精神科の
役割が強調されすぎている」など
の批判も聞かれるが、国が認知症
対策に本腰を入れて取り組む姿勢
がうかがえることは確かだ。
　企業にとっては、団塊世代が高
齢者となってきている中、働き盛
り世代の介護離職を避けるうえで、
仕事と介護の両立支援が望まれる。
　また、従業員自身が若年性認知
症やその前駆段階であるMCI（軽
度認知障害）を発症するケースも
出てこよう（本誌27号参照）。そ
うした事態を踏まえれば、若年性
認知症施策の強化や、予防・治療
法の研究開発にも期待したい。運
輸業など、若年性認知症やMCIを
持つ従業員の存在が特に大きなリ
スクとなる企業は、早期発見・早
期介入の対応を真剣に検討する必
要もあろう。
　新オレンジプランを契機に、官
民挙げての認知症対策の本格化が
期待されるところだ。

忘れっぽい

物事を決められない

体重や食欲の変化

日々の活動の計画を立てることが困難

理由もなく泣き出す

集中力低下

日々の活動に対する関心の喪失

睡眠障害、不眠症

気持ちの落ち込み、悲しい気持ち（もの悲しさ）

8％

17％

20％

22％

37％

38％

53％

55％

73％

16
29

39
39
42
44
48
48
51
53
53
55

56
57

67

日本
韓国
ドイツ
イタリア
中国
フランス
米国
カナダ
デンマーク
英国
ブラジル
トルコ
スペイン
南アフリカ
オーストラリア
メキシコ

56

図1　うつ病に関する認識
Q.以下に挙げる特徴や症状のうち、あなたが一般的にうつ病に関連
すると考えるものは何ですか。(n=1,000)

図2	うつ病への対応
Q.従業員がうつ病になっていると知って、その時あなたはどうしま
したか？【自分に何か役に立てることはないかと尋ねた％】
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SNSに社内事情を書き込む社員
情報漏えいが心配
注意したほうがよいか？

　ある女子社員が、会社のことをSNSにいろいろ書き込んでいます。
　上司に対するちょっとした愚痴や飲み会での出来事など取るに
足らない内容なので放置してきましたが、先日、同じSNSの会員で
ある別の社員が、「彼女が、会社の新しいプロジェクトについて書
き込んでいましたが、大丈夫ですか？」と言ってきました。
　すぐに彼女に問い質すと「会員しか見られない設定だから大丈
夫」と開き直ります。しかし、その会員から情報漏えいする可能性
もあります。
　SNSの使用禁止までは行き過ぎでも、「会社のことは書かない」
という確約はとりたいところです。こうした処置に何か法的問題は
ありますか？　ご教示ください。

Question

就業規則に秘密保持義務が定められている場合、
秘密保持の誓約はとれる

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。

書き込み先の SNS の閲覧権限が
会員に限定されているとしても、自
社社員以外の者が見ることができる
以上、秘密保持義務違反の可能性が
あります。

秘密保持義務違反があり、就業規
則に秘密保持義務を明記している
場合には、会社は、営業上の秘密を
書き込むことを制限できるため、秘密
保持の誓約をとらせることに法的問
題はありません。ただし、SNS の利
用自体を制限することはできません。
①社員の秘密保持義務
　法律上、労働者が在職中に知り得
た企業秘密一般について秘密保持義
務を負うことを定めた明文がありま
せん。そこで、就業規則上の規定で

「在職中及び退職後においても、業務
上知りえた会社、取引先等の機密を

漏洩しないこと」等と秘密保持義務
を課していることが多いでしょう。

しかし、就業規則等で明示されて
いないとしても、労働者は、労働契
約の存続中は、その付随義務の一種
として使用者の営業上の秘密を保持
すべき義務を負っています。
　東京高裁昭和55年2月18日判決は、
採掘販売業・鉱山土木機械製造販売
業等を営む会社において、組合員か
つ政党細胞であった労働者が会社経
営再建の3か年計画（生産機種、機種
ごとの月産台数、月産金額、機械喧嘩、
企業日、販売収入、収支等の具体的
数字や職員制度の変更が盛り込まれ
たもの）を他の政党細胞に配布した
事案において、「労働者は、労働契約
にもとづく附随的義務として、信義
則上、使用者の利益をことさらに害

するような行為を避けるべき責務を
負うが、その一つとして使用者の業
務上の秘密を洩らさないとの義務を
負うものと解せられる」と判示して
います。
②秘密保持義務に違反した労働者に
対する使用者の法的対応

　労働者が秘密保持義務に違反し
た場合、使用者は当該労働者に対し
て懲戒処分、債務不履行・不法行為
に基づく損害賠償請求（民法415条、
709条）、秘密漏えいの禁止を求める
請求――をすることになります。
　懲戒処分について前掲東京高裁
55年2月18日判決は、会社の懲戒解
雇（懲戒事由は「業務上重要な秘密を
他に洩らし又は洩らそうとした者」）
が有効であると判断しています。
　次に、債務不履行・不法行為に基
づく損害賠償請求について、東京地
裁平成14年12月20日判決は、高級
化粧品の販売業を営んでいた会社の
労働者が、開発中の石鹸の成分、コ
スト、着色等の付加価値の有無、刺
激性の強弱等のデータを競業他社に
提供した事案において、約140万円
の債務不履行に基づく損害賠償請求
を認めました。
③不正競争防止法

不正競争防止法では、労働者が使
用者から取得しまたは開示された営
業秘密について、労働関係の存続中
及び終了後を通して、その不正な使
用・開示について差止請求などの法
的救済が規定されています。

営業秘密を不正の競業その他の不
正の利益を得る目的で、又はその保
有者に損害を加える目的で使用ない
し開示する行為は、営業秘密に関す
る不正行為とされ（同法2条1項7号）、
使用者は、かかる開示・使用行為を
差止め（同法3条1項）、損害賠償請求

（同法4条）、侵害行為を組成した物の
廃棄または侵害行為に供した設備の
除却（同法3条2項）、信用回復の措置

を求める（同法14条）ことができます。
ここで、営業秘密とは、ⅰ秘密と

して管理されている（秘密管理性）、
ⅱ生産方法、販売方法その他の事業
活動に有用な技術又は営業上の情報

（有用性）であって、ⅲ公然と知られ
ていないもの（非公知性）をいいます

（同法2条6項）。
前記の付随義務に基づく秘密保

持義務の対象となる情報についても、
同法の営業秘密の考慮要素が参考に
なるでしょう。
④本件の検討
　本件では、「新しいプロジェク
ト」が書き込まれた SNS が会員限
定であり、閲覧権限が限定されて
いるとしても、自社社員以外の者
が当該 SNS 会員である場合は自
社以外の者も知り得るため、秘密
保持義務違反になり得ます。
　そして、そのプロジェクトが秘
密として管理され、生産方法、販
売方法その他の事業活動に有用な
技術又は営業上の情報であって、
公然と知られていない場合、これ
を書き込んだ労働者は秘密保持義
務に違反している可能性が高いと
いえます。
　これに対して会社としては、就
業規則に秘密保持義務が明記され
ていれば、当該記事の削除を求め、
今後同様の記載をしないように誓
約書の提出を求めることができま
す。ただし、SNS の利用は私生活
上の行為であるため、その利用自
体を制限することはできません。
　さらに、このような会社の警告、
求めに誠意ある対応をしない労働
者に対して、会社は懲戒処分や裁
判手続きによって該当ページの削
除を求める仮処分（民事保全法23
条2項）を申し立てることが考えら
れ、損害が生じた場合には損害賠
償請求（民法709条）をすることが
できます。

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
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