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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。
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●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
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最先端レポート
精神障害による労災の申請・認定件数
昨年度、過去最多を記録
健康キーワード
心的外傷後成長（PTG）
法律相談Q&A
派遣先でセクハラした社員
懲戒解雇できるか？



は間違いありません。
　企業が考えなければならないことは、「従業員の大き
なストレスになっている職場内のコミュニケーションを円
滑にするための環境整備である」ことが専門家からも指
摘されています。
　以上のことを経営者が理解し、少しでも早くアクショ
ンを起こすことが、企業の成長を維持する上で重要な要
素となります。

働き盛り世代には	
企業側からの働きかけが不可欠

　企業の成長に従業員の健康は大切な要素ではあります
が、従業員自らで取組を進めるのは困難です。
　働き盛り世代では、自らの健康や病気の予防に対する
優先度は、仕事や子育て、介護といった事柄に比較して
相対的に低くなりがちです。二の次、三の次になってい
る自らの健康づくり。従業員の健康状況は、実際どのよ
うなものでしょうか。
　数十万人の企業の従業員の健診データで、１歳ごとの
健康状況の推移をとらえると、20・30代ではBMIや腹囲
の値は急激に上昇し、肥満化がもっとも進む年代である
ことがわかってきました。その後、加齢とともに動脈硬
化が進行し、生活習慣病の発症リスクが高まります。生
活習慣に関しても、病気のリスクを高める、運動不足や
頻回飲酒といった習慣をしている人の割合は、退職後よ
りも現役時のほうが高いことが示されています。たとえ
ば、飲酒の影響を受ける肝機能の状況を示す検査値は、
60代以降に改善することが全国的に示されています。
　それでは、健康づくりに対する意識は働き盛り世代で
は低いのでしょうか。「今後、健康のために運動をしよう
と思っている」という質問に対する意向をある自治体の
40代と60代で比較すると、既に実行している割合は60
代で50.1%と高い一方で、関心がある、運動を始める準
備をしている割合は40代でそれぞれ39.9%、35.1%と高
くなっていました（図２）。なお、運動にまったく無関心
である割合は、40代、60代それぞれで2.7%、4.5%にと
どまっていました。

なぜいま企業が取り組むのか

　従来の職場での健康管理は、労働者の安全と衛生につ
いての基準を定めた労働安全衛生法のもと、「職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職
場環境の形成を促進する」ことを目的として実施されて
きました。つまり、従業員に怪我や病気がなく、企業活
動を継続するための守備的な取り組みです。
　ところが、先進的な企業が導入を始めた健康経営は、
これまでの健康管理の延長線上にあるものとは異なる
“攻め”の取り組みです。一言でいえば、従業員を企業
が成長するうえでの貴重な“資産”ととらえて、従業員
の健康増進を人的な資本に対する“投資”として捉える

考え方であり、“投資”を戦略的に行うことで、プラスの
収益を実現するという前向きな経営です。
　これまで、「健康づくりを進めるにはコストがかかる
（から取り組まない）」というお話は耳にしました。確か
に、従業員のために健康を“管理”するという従来の発
想であればそうなります。しかし、それを企業が成長す
るための“投資”ととらえれば、「初年度はこの程度の投
資から始めよう」と決めるなど、その範囲でできる取組、
おカネをかけない工夫をすることが可能です。
　それでは、なぜいま攻めの健康経営が重要なのでしょ
うか。その背景には、わが国の社会構造や社会環境の大
きな変化に企業が影響を受けており、現在の健康づくり
の取組を続けているだけでは、医療コストの企業負担が
増大したり、労働生産性が下がる恐れが高まっているこ

とがあります。
　たとえば、心血管系の疾患に関しては、加齢や生活習
慣の影響で動脈硬化が進行し、病気になりやすくなりま
す。40代前半の男性は30代前半に比べて、心筋梗塞な
どの心疾患の死亡率は３倍も高く、50代前半では７倍と
なっています（図１）。つまり、従業員の年齢構成は、生
活習慣病のリスクを測るひとつの重要な指標になります。
　労働力人口に占める60歳以上の割合の推移をみる
と、2010年の17.9％から、2020年の19.4％、2030年
の22.2％へと増加していくことが見込まれています。少
子高齢化の進展や定年延長といった社会環境の変化に
伴って、職場集団ではこれから平均年齢は上昇を続けま
す。したがって、これからの企業には、年齢構成の変化
に伴って生活習慣病になるリスクを高める構造的な課題
が内在するのです。また、加齢に伴って従業員個々の健
康格差は広がっていくことから、平均年齢があがる職場
ほど、健康づくりの重要性が増すのです。健康づくりに
熱心な職場と熱心ではない職場の間で、健康格差が大き
くなっていく時代になります。
　次に、社会環境の変化は、メンタルヘルスにどのよう
な影響を与えているでしょうか。
　労働者健康状況調査（厚生労働省）によると、従業員
の半数以上が「職場で強いストレスを感じている」と回
答しています。ストレスの内容としては、仕事の量、仕
事の質、職場内の人間関係の３つが男女ともに上位です。
職場の人間関係によるストレスは、男性が感じるストレ
スでは２位、女性では１位となっており、従業員にとって
最もストレスを感じる要因であることがうかがえます。
　人間関係のストレスは、コミュニケーションの問題とと
らえられます。近年のIT化の推進や雇用の流動化などを
背景に、職場内のコミュニケーションが希薄になってい
ることが指摘されています。また、コミュニケーションの
問題の特性は、従業員自身のメンタルヘルスを害するだ
けでなく、従業員相互、上司および顧客との円滑な意思
疎通や連携に支障を生じ、業務の効率や企業の生産性に
大きな影響を与えることです。したがって、企業が成長
するうえで、積極的に取り組むべき経営課題であること

　政府の「日本再興戦略」を受けて、すべての健保組合は保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定・実施すること
になりました。「日本再興戦略」ではまた、「企業にとっても、本来、社員の健康を維持することは、人材の有効活用や保険
料の抑制を通じ、会社の収益にも資するものであるが、こうした問題意識が経営者に浸透しているとは言い難い」ことが指
摘され、「日本再興戦略」改訂2014では、健康経営、および健保組合と事業主の協働（コラボヘルス）の促進が強く打ち出
されています。

データヘルス計画とコラボ ヘルス特集

古井祐司
東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット 特任助教
ヘルスケア･コミッティー株式会社 エグゼクティブ･フェロー

図１　心疾患の死亡率
30代前半の死亡率を１としたときの性・年齢階級ごとの心疾患の死亡率を示しています。加齢とともに、死亡率が高くなっていま
す。（厚生労働省人口動態統計に基づき作成）
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　このように、運動をする意向は働き盛り世代でも高い
ことから、健康づくりをするハードルを下げることが重
要になります。たとえば、日々の仕事の動線上に、健康
づくりにつながる仕掛けができると良いわけです。
　一方、働き盛り世代でも心筋梗塞や脳梗塞といった重
大な病気が発症している様子が見えてきました。そして、
重症疾患を発症した従業員の3人に2人は治療を受けて
いないことがわかりました。健診を受けていても、自らの
リスクを認識せず、医療機関への受診や生活習慣の改
善といった行動に結びついていないのです。労働安全衛
生法に基づく事業所健診を毎年“自動的”に受けている
従業員にとっては、健診を受けることが目的化されてしま
い、健診を受けた後の行動変容には結びつかないようで
す。実際、健診を受けている人の約70％が自分の健診結
果を見ていない、覚えていない状況です。この状況は、健
康群、リスク群、要医療群ごとに大きな差はなく、健康状
況にかかわらず意識変容が起こっていません。
　健康群では、健診を受けても、その90％は健康行動に
至りません。そして、年間で9％の人に血圧・脂質・血糖な
どの何らかのリスクが生じています（リスク群に移行）。
　リスク群の人、たとえば特定保健指導対象者のうち
80％の人はプログラムに参加せず、年間で７％の人が治
療が必要な値まで悪化します（要医療群に移行）。
　要医療群は、3人に2人は医療機関を受診せず、合併
症の高リスク者に移行します。
　このように、多くの従業員は健診を受けても意識づけ
がされていないため、必要な行動変容に至らず、身体状

　ひとつは、先述したように、働き盛り世代では、日々の
仕事や生活に追われ、健康は二の次になりがちで、自ら
の健康をじっくり考え、実践する機会は必ずしも多くは
ないという点です。したがって、事業主が職員を重要な
経営資源と捉え、積極的な健康投資を進める方向に、医
療保険者からも事業主に働きかけることに意義がありま
す。「この職場で働いていたらいつの間にか健康になっ
た」「この会社の職員は皆、元気ではつらつとしている」。
データヘルス計画では事業主と一緒に進めることで、そ
のような職場を創っていくことを目指します。
　もうひとつは、職場における健康格差の存在です１）。
最近の特定健診データなどの分析により、業種・業態に
よってなりやすい病気が大きく異なることがわかってきま
した。
　営業・販売員、システムエンジニア、夜勤のある職員な
どそれぞれで健康リスクの内容や顕在化する時期が異
なっていました。これは、その仕事、あるいは職場に特
有の生活習慣があり、自らの健康にマイナスに影響する
「働きグセ」があることを示唆しています。したがって、職
場の特徴を知り、働き方や生活習慣を少しだけ工夫して

特集

況が悪化していると考えられます。
　ところが、特に自覚症状もなく、日々の仕事に邁進して
いる働き盛り世代にとって、自分は重大な病気とは無縁
であると考えがちです。特に、若年ほどその傾向が高い
ことが予想されます。ところが、壮年期における健康づ
くりの重要性に対する意識を新たにするデータがありま
す。総死亡に占める突然死の割合を年齢階級別に見ると、
20代後半以降では40～44歳が最も高いのです（日本災
害医学会会誌,1997）。しかも、突然死のうち心疾患が
70％、脳血管疾患が16％と生活習慣病の重症化がその
大半を占めており、壮年期を含めた健康づくりの重要性
がうかがえます。
　以上より、働き盛り世代にこそ健康づくりが必要であ
ることはわかりましたが、同時に、従業員自らでは取り組
みができない状況も明らかになりました。したがって、企
業側から従業員に積極的に働きかけることが不可欠な
のです。

健保組合、協会けんぽが	
企業の取り組みを支援する

　政府の新たな成長戦略で、「保険者は、健康管理や予
防の必要性を認識しつつも、個人に対する動機付けの方
策を十分に講じていない」ことが重要な課題とされまし
た。
　成長戦略では、この課題を解決する方向性として、「予
防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくり」として、
健保組合や協会けんぽなどの医療保険者に「データヘ
ルス計画」の策定および実施を求めることになりました。
“データに基づく科学的なアプローチにより保健事業の
効果・効率をあげる”データヘルス計画。この新たな仕組
みは、企業が取り組む健康増進活動をどのように変える
のでしょうか。
　健保組合や協会けんぽは本年度より「データヘルス計
画」に取り組んでいます。これは、レセプト・健診データ
を活用して個人や職場の特性（健康課題）を明示し、企
業が自社の課題に応じた対策を立案し、実施することに
資するものです。

　2008年度に導入された特定健診制度により最小限
の健診項目は全国的に統一化されました。結果データも
電子的に標準化され、健保組合や協会けんぽに蓄積さ
れています。したがって、健保組合や協会けんぽに尋ね
れば、自社の健康課題がわかるだけでなく、同業他社に
比べた特徴も明確になります。実際、医療保険者は企業
（事業所）ごとの健康状況をレーダーチャートやグラフ
にして整理し、健康対策に生かしてもらおうと動き始め
ました。
　また、集団（事業所）の特徴だけでなく、個人（社員）
の健康状況についても同性・同年代と比べるなど、個々
の心に響きやすいプログラムを提供しやすくなりました。
　医療保険者がデータヘルスを進める上で鍵となるの
は、事業主との連携です。昨春改訂された「保健事業の
実施等に関する指針」でも、事業主との協働を図ること
で、加入者が健康づくりに自主的に取り組みみやすい環
境、保健事業に参加しやすい職場環境の整備や意識づ
けを図ることを求めています（図3）。なぜ事業主との連
携が重要なのでしょうか？　これには、働き盛り世代に
おける２つの構造的な特徴が挙げられます。

データヘルス計画と
コラボヘルス

図３　データヘルス計画の構造
保健事業の基盤としてデータヘルスに位置づけられた加入者への「意識づけ」と「職場環境の整備」は医療保険者と事業主との協働
が起点となります。

図２　運動をする意向の状況（40代と60代との比較）
「今後、健康のために運動をしようと思っている」という質問に対
する意向。既に実行している割合は60代が高く、関心がある、運
動を始める準備をしている割合は40代が高くなっている。無関心
である割合は、40代、60代ともに数％にとどまっている。

無関心期 関心期 準備期 実行期

40代 2.7% 39.9% 35.1% 22.3%

60代 4.5% 27.0% 22.7% 50.1%

【土台】
保健事業の
基盤

【１階】
健康課題の
把握

【２階】
個別事業の
実施

「意識づけ」
「職場環境の整備」

健康課題の把握、事業目的の設定、個別事業の選択

健診 保健
指導

受診
勧奨

重症化
予防 GE促進 …歯科
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　厚生労働省でも、2015年6月より「安全衛生優良企業
公表制度」をスタートさせました。これは、労働安全衛生
に関して積極的な取組を行っている企業を認定・企業名
を公表し、社会的な認知を高め、企業に積極的な取組を
促進するための制度です。企業も求職者や取引先などへ
のアピールに活用することができ、求職者も安全・健康
な職場で働くことを選択することができます。
　このように、金融、市場、人材などあらゆる視点から従
業員への健康投資を促す仕組みが導入されており、今後、
医療保険者の役割の重要性は増していきます。

参考文献･書籍
１）古井祐司「早死にする仕事、長生きする仕事-働き方を変えれば寿命は10年延び

る！」マガジンハウス,2014
２）企業経営者向けリーフレット「働き方とメタボの関係とは？」東京都,2014

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/10/DATA/20oar400.pdf
３）古井祐司「社員の健康が経営に効く」労働調査会,2014
４）Boles, M., Pelletier, B., & Lynch, W. (2004). The relationship between 

health risks and work productivity.JOEM,46(7),737-745.
５）「データヘルス計画作成の手引き」厚生労働省,2014

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html

おわりに

　データヘルス計画では、医療保険者が職場における
健康づくりの“ハブ”となることで、事業主だけでは難し
かった健康課題の共有や取組を進めやすくし、他事業
所・他組合との比較で効果的な方法の検討にも寄与する
と考えられます。
　また、最近、社員への健康投資を社会的に評価する動
きが加速しています（図４）。
　経済産業省「『健康経営』による健康・医療の産業化
調査事業（2010-2012年度）」（統括・古井祐司）では、
日本政策投資銀行と予防専門機関のヘルスケア・コミッ
ティーが協働で「DBJ健康経営格付」を2012年春に商
品化し、これまでに数十社の評価および融資を進めてい
ます。これは、「健康経営評価」の結果を非財務情報と
して積極的に取り込み、融資条件に反映させる初めての
仕組みです。
　2015年3月には、「日本再興戦略」による取組の一環
として、経済産業省は東京証券取引所と協働で「健康経
営銘柄」22社を初めて選定し、公表しました。これは、投
資家にとって魅力ある企業を紹介するもので、企業の健
康投資を促すインセンティブとなることを目指しています。

みることで、病気の予防や健康増進につながる余地があ
るのです。働き盛り世代にとって、一日の多くの時間を過
ごす職場は健康づくりのフィールドにもなります。
　東京都健康推進プラン21（第二次）の「職域における
健康づくり部会（部会長・古井祐司」では、「業種に特徴
的な生活習慣」と「メタボ該当者の割合」に着目し、企業
経営者向けリーフレット「働き方とメタボの関係とは？」２）

を作成しました。このような、働き方や生活習慣が似てい
る業態・業種ごとに支援をするやり方も有用です。
　実際、大企業、中小企業を問わず、健診データに基づ
き健康リスクの背景になっていた職場環境を見直したこ
とで、１～３年程度で集団の健康リスクが改善した事例
が報告されています３）。
　いずれにしても、データヘルスに実行性を持たせるに
は、働き盛り世代が持つ構造的な課題を解決する視点
から、医療保険者と事業主との連携が不可欠になります。

健保組合、協会けんぽと	
事業主との連携が進むポイント

　データヘルスの効果をあげるうえで、事業主が保健事
業の必要性を理解し、医療保険者と一緒になって取り組
んでもらうことは大切です。事業主の意識や行動をどの
ように促せば良いのか、事業主との連携を進めるポイン
トを２つの視点から整理します。
◆自職場の特徴を知る
　自職場の職員の健康状況を知り、その職場の健康課
題を認識することは、健康施策を進める起点になります。
2008年度の特定健診制度の導入に伴って、医療保険者
には電子的に標準化された特定健診データが蓄積され
たことで、それぞれの職場で健康状況を捉えることが容
易になりました。多くの健保組合や協会けんぽ支部では、
適用事業所相互の比較を示すことで、事業所の意識を高
める試みが既に広がっています。
「データヘルス計画」では、事業所間にとどまらず、健保
組合相互でも比較は可能であり、他組合との比較によっ
て自組合の特性が明確になります。他事業所および他組
合との対比は経営者・管理者の意識に響きやすいだけで

なく、環境や生活習慣が似ている職場との比較が、有効
な一手を考えるうえで有用となります。
　実際、健保組合とともに健康経営に取り組んでいる複
数の企業では、同業他社に比べて病気のリスクを有して
いる従業員の割合が小さい構造であることが示され、そ
の状況を知った同業他社の経営者が触発され、全社的
な健康づくりを始める決心をした事例が増えています。
　また、欧米の先行研究では、健康リスクが増えると労
働生産性が低下することが示されています４）。健康リス
クの数が増すと、体調不良によるアブセンティーイズム
（欠勤による生産性の損失）やプレゼンティーイズム
（出勤していても生産効率が低下）が高まるというもの
です。ちなみに、プレゼンティーイズムとアブセンティー
イズムについては、日本でも各企業が調査・研究を始め
ており、経済的損失の試算等も行っています。国立国際
医療センターでもプレゼンティーイズムを客観的に評価
できるWHOの「健康と労働パフォーマンスに関する質
問紙」の日本語版を出しています。
　いずれにせよ、超少子高齢化や定年延長に伴う従業員
の平均年齢の上昇などを背景に、職場における健康づく
りの重要性は一層高まると考えられます。
◆これまでの取組を生かす
　事業主が大きな投資をせずに第一歩を踏み出せるこ
とも取組のハードルを下げます。
　2014年10月に示された「データヘルス計画作成の手
引き」（厚生労働省）５）では、既存事業の棚卸しが効果的
な対策検討の起点になるとしています。これは、資源を
有効活用する視点だけでなく、これまで取り組んできた
事業を生かすことで、職場における受容性を担保すると
いう狙いもあります。また、事業主、医療保険者それぞれ
の事業を棚卸しすることは、相互の役割分担を検討し、
連携を進めるうえでの素材となります。
　事業主と医療保険者の関係者が顔を合わせる機会が
増えると、互いの課題を共有したり、共通の目標に向かっ
て協働しやすくなります。事業主に産業保健スタッフが
いる場合にも、医療保険者から課題の共有や対策検討
を一緒にする機会を積極的に設けていくことが大切です。

ふるい ゆうじ
東京大学大学院医学系研究科修了、医学博士。東京大学医科学研究所な
どを経て、2004年、同大学医学部附属病院22世紀医療センター助教、
およびヘルスケア・コミッティー株式会社代表取締役就任。2012年から
は健康経営を普及する研究拠点を同大学政策ビジョン研究センター内
に創設、同助教就任。厚生労働省、経済産業省、自治体、保険者団体など
で委員を務める。専門は予防医学、健康医療政策。

図４　社員への健康投資を社会的に評価する動き
事業主（企業等）の健康投資を社会的に評価し促す動きが加速しています。医療保険者と事業主が協働して、職場の健康課題の可視
化や有効な対策を実施することを推進しています。

社会的評価のメニュー 実施主体 実施開始

DBJ健康経営格付融資
企業の健康経営の取組を評点化し融資条件（特別金利）に反映

日本政策投資銀行
ヘルスケア・コミッティー 2012.3月

健康経営銘柄
経営的な視点で健康管理を戦略的に実践する企業を業種毎に選定

経済産業省
東京証券取引所 2015.3月

金利優遇サービス
協会けんぽ福島支部が定める「健康事業所宣言」事業に取り組む事業所および従業員
の金利を優遇

福島銀行
全国健康保険協会福島支部 2015.4月

安全衛生優良企業公表制度
労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定・公表。求職者や取引先
などへPR

厚生労働省 2015.6月

特集
データヘルス計画と
コラボヘルス
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最先端レポート

　厚生労働省では、平成14年から年1回、「過労
死等の労災補償の状況」を発表している。過重な
仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事によ
る強いストレスなどが原因で発病した精神障害の
状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と
認定し労災保険給付を決定した支給決定件数など
を、年度ごとに取りまとめたもので、平成26年
度分は去る6月25日に公表された。以下、精神障
害の状況について見ていく。
　昨年度の精神障害による労災補償の請求件数
（図1）は、前年度比47件増の1,456件、うち自殺
（未遂を含む、以下同）の請求は36件増の213件
で、いずれも過去最高を記録した。一方、支給決
定件数（図2）は前年度比61件増の497件。うち自
殺は36件増の99件で、こちらも過去最多となっ
ている。
　業種別で請求件数がもっとも多かったのは、「社
会保険・社会福祉・介護事業」の140件だった。以
下、「医療業」（95件）、「道路貨物運送業」（84件）
と続く。支給決定件数の最多は、「道路貨物運送

業」の41件で、以下、「社会保険・社会福祉・介護
事業」（32件）、「医療業」（27件）、「飲食店」（25件）、
「総合工事業」（18件）などとなっている。
　職種別では、「専門的・技術的職業従事者」と「事
務従事者」の両者で請求件数の約5割、支給決定
件数の約4割を占める。年齢別では、請求件数・
支給決定件数ともに「40～49歳」が最多で、請求
件数、支給決定件数ともに全体の3割程度を占め
ている。中間管理職の置かれたストレスフルな状
況が垣間見える結果といえそうだ。
　時間外労働時間数（1か月平均）別支給決定件数
では、「過労死ライン」とされる月80時間以上の
件数が約4割、160時間以上が1割強となってお
り、労災認定に時間外労働が影響している実情も
浮き彫りとなっている。
　精神疾患による労災認定基準は、平成23年に
見直され、労災の対象などが整理されている。厚
生労働省では、これによって申請者が増え、認定
までの期間も短くなってきたことが増加につな
がっている、との見方を示している。

精神障害による労災の申請・認定件数
昨年度、過去最多を記録
　昨年度、仕事のストレスなどによる精神障害で労災認定された件数が497件に達し、過去最高を記録し
たことが、厚生労働省の調査でわかった。また、このうち自殺や自殺未遂をした人は99件で、こちらも過去
最多だった。件数増には、精神疾患による労災認定基準の見直しも影響しているとの見方もあるが、働く
人のメンタルヘルスが、依然として深刻な状況にあることは間違いない。 トラウマの経験を	

良い方向に変化させる
　大きな災害や事件事故、虐待、あ
るいは大きな病気やケガなどに
遭うと、人の心は傷つき、様々な
心身の症状が出て、日常生活に
も支障を来すようになる。これが
PTSD（Post Traumatic Stress 
Disorder）である。
　一方、冒頭に挙げたような「危
機的な出来事や困難な出来事」を
きっかけとした精神的なもがき、闘
いの中から、人間的な成長を経験
することを、心的外傷後成長（PTG: 
Posttraumatic Growth）と呼ぶ。
　PTGは、1996年にアメリカの心
理学者TedeschiとCalhounが提
唱した新しい概念である。
　1990年代半ばまでの心理学で
は、PTSDに見られるように、心的
外傷後のストレス障害などに焦点
を当てるのが主流だった。しかし、
Tedeschiらは調査の結果、トラウ
マを経験した人の中には、良い方向、
成長を遂げるような方向に変化す
るケースもあることを見出し、それ
がPTGの概念へとつながった。
　33号の本コーナーで紹介した「レ
ジリエンス」とともに、いわゆる“ポ
ジティブ心理学”の流れの中で生
まれてきた概念といえる。ちなみに、
PTGとレジリエンスの違いとしては、

「トラウマ発生時点から、その人を
守るレジリエンスに対し、PTGはネ
ガティブな体験をした後に、遅れて

心的外傷後成長（PTG）Keyword

健康キーワード

つらい出来事による精神的なもがき、
闘いの中から人間的成長を果たす

現れることが多い」「逆境にうまく対
応することを意味するレジリエンス
に対し、PTGは災害体験後の成長
を指す」などと指摘されている。

東日本大震災における	
「絆」もPTGの一つ
　Tedeschiらは、危機的あるいは
困難な出来事を経験した人が、そ
れをきっかけとして、どのように変
わったかを測定するための「外傷
後成長尺度」を開発した。この尺
度を使用した研究により、心的外
傷後の成長は、以下のようなもの
とされている。
◆他者との関係　「他者に頼るこ
とは、自分の弱さ」という考え方を
克服。必要な時には他者に頼って
よいという感覚を持てるようにな
ること。
◆精神性的変容　存在や霊性への
意識の高まり。
◆人生に対する感謝　「毎日を感
謝して過ごす」というような感覚。
◆新たな可能性　「人生は、自分
の力でより良くすることができる
こと」への気づき。
◆人間としての強さ　困難を乗り
越えた自信のようなもの。
　たとえば、先の東日本大震災で
は、「絆」の重要性がメディアや
人々の間で再認識された。これも
PTGの一つといえそうだ。被災し
た自治体職員のPTGに関する筑波
大学による研究＊1でも、「人との絆
の大切さを感じるようになった」と

の選択肢に対する肯定率がもっと
も多かった。
　肯定率が高かった選択肢とし
てはそのほか、「自治体職員であ
ることに誇りを感じるようになっ
た」「人のやさしさを感じるよう
になった」などがある。そのほか、
「『死』ということを強く意識する
ようになった分、毎日を大切に生
きるようになった」「身近な人がそ
こにいてくれることがありがたいと
思うようになった」といった回答も
あった。
　いずれも、前述した「他者との関
係」「精神性的変容」「人生に対す
る感謝」「新たな可能性」「人間と
しての強さ」を示すものといえよう。
　長崎ウエスレヤン大学の開浩一
准教授は、研究成果を基に、つらい
出来事からどのように考え、行動
するとプラス変容（PTG）するのか、
そのヒントを下記＊2のとおり挙げて
いるので、参考にされたい。
①安全な場所に移る　現在ストレ
スを引き起こす場所にいるならば、
そこに留まらず新天地を目指した
方がいい場合があるかもしれない。
③人の手助けに感謝する　感謝の
気持ちは人への思いやりに変わる
かもしれない。
④何か行動に移してみる　そこで
気づいたことがプラスに変わる糧
となるかもしれない。
⑤あせらず時の流れに身を委ねて
みる　いつか出来事を冷静に見ら
れる日が来るかもしれない。
⑥出来事をプラスの視点で考えて
みる　本当にプラスに変わるかも
しれない。

図1　精神障害の労災補償請求件数の推移 図2　精神障害の労災補償支給決定件数の推移

＊1　桑原裕子・髙橋幸子・松井豊 「2014 東日本大震災で被災した自治体職員の外傷後成長」 筑波大学心理学研究,47,15-23.
＊2　開浩一（2006）.「Posttraumatic Growth（外傷後成長）を促すものは何か―変容過程に視点を置いて―」『長崎ウエスレヤン大学現代社会学部紀要』4(1)，75―84.
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派遣先でセクハラした社員
懲戒解雇できるか？

　人材派遣会社の者です。当社の男性社員Aが、派遣先のB社で
女性社員Cさんに対して、「職場のことについて、いろいろと教え
てほしいので今度夜にお食事でもいかがですか」と数回口頭で誘い
ました。Cさんは明確に断ってはいたものの、次第にAが Cさん
に話しかける頻度が増えていきました。
　CさんはAがあまりにもしつこいうえ、一度食事に行けば誘いが
なくなると考え、Aと食事に行ったそうです。ところが、食事を終
えバーでお酒を飲んでいたところ、突然AがCにキスを迫り、胸を
触ってきたとのことでした。Cさんは上司に相談した結果、当社に
対し「Cが迷惑に感じている。セクハラ行為をやめさせてほしい」
と連絡が来ました。それを受け人事がAと話し合いをしたものの、
AはまたCさんに口頭で食事に誘ったようです。
　B社の怒りは、「Aを辞めさせろ」というほどエスカレートしてい
ます。当社としては大事な顧客であるB社をつなぎとめるために
は、Aの懲戒解雇も考えざるを得ませんが、その場合、何か問題が
あるでしょうか？　そもそもAの行為はセクシュアルハラスメン
トに当たるのでしょうか？　ご教示ください。

Question

懲戒解雇も可能だが、その際は
弁解の機会を与えるなど適正手続きを図ること

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。

　Aが Cを食事に誘う行為自体
はセクシュアルハラスメント（以
下「セクハラ」といいます。）には
当たりません。一方、キスを迫り、
胸を触る行為は、セクハラに当た
ります。Aのセクハラ行為が強
制わいせつ罪にもあたりうるほど
の悪質な行為であることに鑑みれ
ば、懲戒解雇をすることも可能で
す。その際は、Aに弁解の機会を
与え、詳細な事実関係の調査をす
るなどの適正手続きを図ることに
注意が必要です。

①セクハラとは
　セクハラとは、一般的には、望
まれない性的行為や社会的に望ま
しくない性的行為を意味しますが、
これを明確に定義、禁止する法律
はありません。
　ただし、その定義については、
性的言動に対する事業主の講ずべ
き措置を規定する雇用の分野にお
ける男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（以下「均等
法」といいます。）11条1項が参考
になります。

均等法11条1項
　事業主は、職場において行わ
れる性的な言動に対するその雇
用する労働者の対応により当該
労働者がその労働条件につき不
利益を受け、又は当該性的な言
動により当該労働者の就業環境
が害されることのないよう、当
該労働者からの相談に応じ、適
切に対応するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上必要
な措置を講じなければならない。

　まず、「職場」とは、通常就業し
ている場所に限られず、職務を遂
行する場としての取引先、飲食店、
出張先、車中や職務の延長として
の宴会なども含まれます。
　次に、「労働者」とは、事業主が
雇用する労働者の全てをいいます。
「労働者」には、正規労働者や女性
以外に、非正規労働者（パート、契
約社員、派遣社員等）、男性も含ま
れます。
　そして、「性的な言動」とは、性
的な内容の発言及び性的な行動を
いいます。前者の例としては、性
的な事実関係を尋ねること、性的
な内容の情報を意図的に流布する
ことなどが挙げられ、後者の例と
しては、性的な関係を強要したり、
ヌードポスター等わいせつな図画
を掲示したりすることなどが挙げ
られます。
②セクハラをした場合の法的リス
ク
◆セクハラをした者の法的リスク
　セクハラをした者は、セクハラ
を受けた労働者から不法行為に基
づく損害賠償請求（民法709条）を
受ける可能性があります。
　また、セクハラをした者は、懲
戒事由に該当する場合、会社から
懲戒処分を受ける可能性もありま
す。ただし、懲戒処分には社会通
念上相当であることが要請され、

これを欠く場合は、懲戒処分が無
効となります（労働契約法15条、
16条）。そして、この社会通念上
の相当性は、①比例原則（行為の
性質、態様に応じた重さの処分を
すべき原則）、②公平性の原則（同
じ規定に同じ程度に違反した場合
は同じ程度の処分をすべき原則）、
③適正手続の有無等から判断され
ます。
◆セクハラをした者が所属する会
社のリスク
　会社は、セクハラを受けた労働
者から使用者責任に基づく損害賠
償請求（民法715条1項）及び職場
環境調整義務違反に基づく損害賠
償請求（民法415条）を受ける可能
性があります。
◆セクハラの判断要素
　裁判例では、当事者の関係、行
為の場所・時間、態様・程度、相
手の対応等の諸事情を総合考慮し
て社会的相当性を超えるときにセ
クハラによる不法行為に基づく損
害賠償責任を認めています（金沢
セクシュアルハラスメント事件、
名古屋高裁金沢支判平成8年10月
30日）。
③本件の検討
◆食事に誘った行為について
　本件では、Aの派遣先会社にお
ける派遣先会社（別会社）社員に対
する行為が問題となっていますが、
派遣先会社は職務を遂行する場で
あるので「職場」といえます。
　そして、「労働者」である女性社
員Cに対して、食事に誘う行為は
「性的な言動」には当たりませんの
で、食事に誘う行為はセクハラに
は当たりません。なお、裁判例（東
京地裁平成12年4月14日判決）で
は、懇親を図るための飲みの場で
「あなたと飲むとおいしいね」「今
度お好み焼きを食べに行きましょ
う」と発言したことについて、そ

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

の意図、勧誘の程度、発言内容等
からみて到底セクハラ行為といえ
るものではないと判断しています。
◆キスを迫り、胸を触る行為につ
いて
　Aと Cは食事に出掛けていま
すが、これはAと Cが同じ職場
の者として懇親を図るためのもの
であるので、バーは「職場」に当た
ると考えられます。
　そして、Cにキスを迫り、胸を
触ったAの行為は、性的な行動で
あることが明らかであり、「性的
な言動」に当たります。
　したがって、この行為はセクハ
ラに当たると考えられます。なお、
同様の行為が問題となった裁判
例（京都地裁平成13年3月22日判
決）でも典型的かつ悪質なセクハ
ラ行為に当たるとして、慰謝料だ
けでも150万円の賠償義務を認め
ています。
　派遣元会社としては派遣社員A
の懲戒処分を検討することになり
ます。Aのセクハラ行為が、強制
わいせつ罪にも当たるような悪質
性の高い行為であることに鑑み
れば、Aに処分歴がないとしても、
懲戒解雇をすることに合理性、相
当性があり有効に懲戒解雇ができ
るものと考えられます。ただし、
本人に弁解の機会を与え、関係者
からの事情聴取など詳細な事実調
査を行い、適正手続きを図ること
に注意をする必要があります。
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