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ストレスチェック導入で改めて考える
企業で行うべきメンタルヘルス対策とは？

２０１５年１月２９日

14：00－１５：３０

半田市医師会健康管理センター

日本ガイシ株式会社

産業医 中元健吾

n-kengo@med.uoeh-u.ac.jp

本日の内容

●安全配慮・産業保健について

●企業が行うべきメンタルヘルス対策

●ストレスチェックの実施と対策
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労働安全衛生法の目的（第1条）

この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止の

ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主

的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的

計画的な対策を推進することにより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する。
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事業者と労働者の関係
（労使対等の法則）
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労
働
者

労務の提供

賃金の支払

安全配慮義務

自己保健義務
※従業員自身が自分の健康に注意

事
業
者

重要事項

『企業が行うべきこと（安全配慮義務）』

『社員が行うべきこと（自己保健義務）』

の明確化
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事業者としての安全配慮義務

①労働者を業務上疾病や事故発生の危険から

予防すること

②業務による作業関連疾患の悪化防止をすること

③職場や寮などでの集団感染の予防をすること

※健康管理を通して各労働者の個人リスクに

見合った職務管理を推進することが重要
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産業保健の目的

●働く人々すべての身体的、精神的および社会的

健康を最高度に維持増進させる。

●労働条件に起因する健康障害を防止し、健康に

不利な諸条件から雇用中の労働者を保護する。

●労働者の生理学的および心理学的特徴に適合する

職業環境に労働者を配置し、健康を維持する。

●仕事と人との適合を図る。

（国際連合のWHO/ILO合同委員会 1995年改訂）
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産業保健の目的

①労働現場から業務起因性の健康障害や労働災害の発生を

防止すること【業務上の疾病防止管理】

②労働者の生理的特徴に適応する職業的環境に労働者を

配置すること【労働適正管理】

③健康に不利な諸条件から雇用中の労働者を保護すること

【労働能力損失管理】

※・仕事を人間に適応させること。

・各人の適性に基づいた適正な就業を達成させる

こと
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メンタルヘルスを取り巻く現状

9
10

産業保健における
メンタルヘルス対策の現状
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メンタルヘルス対策に関する施策の経過

昭和63年（1988）事業場における労働者の健康保持増進のための指針

平成11年(1999) 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断

指針について

平成12年(2000) 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針

平成14年(2002) 職場における自殺の予防と対応（平成22年8月改訂）

平成16年(2004) 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援

の手引き(平成21年3月改訂)

平成17年(2005) 労働安全衛生法改正(面接指導の義務化ほか)

平成18年(2006) 労働者の心の健康の保持増進のための指針

平成20年(2008) メンタルヘルス対策支援センターを設置

平成21年(2009) 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断

指針の一部改正

平成23年(2011) 心理的負荷による精神障害の認定基準について
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４つのケア
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産業保健活動における
メンタルヘルス対策の考え方
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メンタルヘルス対策の評価項目

1次予防

・メンタルヘルス不調者数・率（×）

・メンタルヘルス相談件数（×）

2次予防

・新規休業者数・率（○）

・就業上の措置の必要な社員数・率（○）

3次予防

・1年以内の再休職率（○）

・疾病休業日数（○）
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メンタルヘルス不調とは？
（労働者の心の健康の保持増進のための指針）

精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、

ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活

および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の

問題を幅広く含むもの

↓

精神疾患の有無あるいはその種類によらず、何らかの精神面の不調

により、生活などの多少なりとも支障が生じている状態。

疾病性（確定診断、重症度、治療法）より事例性（本人や周囲に

どのような困難、問題が生じているか、またその背景にどのような

事柄があるかなど）を重視した視点に立った概念
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メンタルヘルス不調の概念
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一定の診断基準を
満たす精神障害

ストレス過多、診断基準
までは満たさない精神面の
問題により、以下のような
状況に陥っている例
・出勤が困難である
・仕事の効率が落ちている
・人間関係の問題を起こし

ている
・周囲に強い心配をかけて

いる、など

メンタル不調者への対応
—言わない、しない方がよいこと

1．叱責、非難は避ける

｢そんな事でどうする｣｢いつまで、そんな事を言っているのだ｣

｢自分の立場がわかっているのか｣

2．無理に励まさない

｢頑張れ｣｢気合いを入れて乗り切れ｣｢君は重要なポストにおり、

期待されている｣

３．気持ちや気分の問題にしない

｢そんなの気の持ち方の問題だ｣｢気にしないことが大事｣

｢気分転換してみたら｣

４．努力の問題にしない

｢もっとしっかりしないと｣｢努力が足りない｣

５．無理に行動を促すことをしない

｢運動してみたら｣｢旅行してみたら｣｢思い切って・・・したら｣ 18



メンタル不調者への対応
—した方がよいこと

1．まず声をかけて、うつの症状やストレスの内容について聴く

｢疲れているように見えるけど、仕事は順調にいっているの？｣

｢最近残業が多いようだけど、十分睡眠がとれているの？｣

｢問題解決のメドはたっているの？｣

２．次に自分としても、できる範囲内で援助を行う気持ちは

持っていることを伝える。

３．ストレスの原因が、仕事の負担や職場の人間関係など職場と

関係している場合

①上司と相談することを勧める。

②産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護師など）と先に

相談することを勧めても良い。
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メンタルヘルス対応は誰が
難しくしているのか？

『産業医・産業看護職』

『精神医療』

『メンタルヘルスビジネス企業』
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メンタルヘルス対応でのポイント

『メンタルがよいか悪いか』ではなく、

『働けているかどうか』の視点が重要！

働けていればメンタルが悪くても会社には関係ない

働けているのに、『メンタル』について会社から

干渉されるのは、偏見を招く可能性あり！

（例：健康診断における現病歴の『精神疾患』にチェック

が入れば面談を行う）
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産業保健職がメンタル不調者を
呼び出して面談する目的は何ですか？

（面談時間での状況）

労働者は労務の提供を行っていない

会社は賃金の支払いが行っている
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メンタルヘルスもその他の疾患も
企業における対応は同じ！

①働けているか否か？（業務遂行能力）

②現在の問題点は何か？（事例性）

③現在の問題点を考慮して対策・就業上の配慮を

どのようにすべきか？（職場改善・適正配置）
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ストレスチェックを考える

24



ストレスチェックの趣旨・目的

■労働安全衛生法改正の背景

・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は

高い状況で推移

・精神障害の労災認定件数が３年連続で過去最多を更新等

■ストレスチェック制度の目的

・一次予防を主な目的とする

（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）

・労働者自身のストレスへの気付きを促す

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
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ストレスチェックの概要①

○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※１による

心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレス

チェック）※２を実施することが事業者の義務となる。

（労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務）

※１：ストレスチェックの実施者は、医師、保健師のほか

一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を

含める予定。

※２：検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」

（57項目による検査）を参考とし、今後標準的な

項目を示す予定。検査の頻度は１年ごとに１回と

することを想定。 26

ストレスチェックの概要②

○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人

に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止

※一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知

○検査の結果、一定の要件※３に該当する労働者から申出が

あった場合、医師による面接指導を実施することが事業者

の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは

禁止

※３：要件は、高ストレスと判定された者などを含める予定
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ストレスチェックの概要③

○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ

就業上の措置※４を講じることが事業者の義務となる。

※４ 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、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行うこと。
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ストレスチェックの検討事項

１ ストレスチェックの実施について

①ストレスチェックの実施方法

②ストレスチェック項目

③同意の取得

④ストレスチェック実施後の対応

⑤集団分析と職場環境の改善

２ 面接指導について

３ 労働者に対する不利益取扱いの防止について

４ 外部機関への委託

5 実施状況の行政への報告
30



ストレスチェックの実施について
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①ストレスチェックの実施方法 その１

○ ストレスチェックは、１年以内ごとに１回以上実施

（一般健診と同時実施も可能）。 調査票によることを基本とする。

※ストレスチェックは労働者に受診義務なし

ストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票は別回収

ストレスチェック票は記入漏れ等の確認せず別回収（回収箱の設置）

労働者自身で回収箱へ調査票を入れる

○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、

一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
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①ストレスチェックの実施方法 その２

○ 実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなる

ことが望ましい。

※安全配慮義務（事業者の義務）に関する意見を述べる立場にある

産業医は実施者になるべきではない。

産業医は労働者からの面談申し出がない限り行動できる立場にない。

※実施者は『外部機関』がベスト！！

ただし、実施者・事業者でストレスチェックの運用方法は十分協議

特に『結果の通知内容・同意取得方法』を協議

○ 労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。

※実施目的は一次予防。
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②ストレスチェック項目

○ ３つの領域

「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」

を含めることを必須とする。

○ 標準項目は、旧労働省委託研究により開発された、

『職業性ストレス簡易調査票（57 項目）』とする。

なお、中小規模事業場等向けに、より簡易な項目も示す。

○ 標準項目を参考としつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする

※・メンタルヘルスビジネスに騙されるな！！

・コストをかけず『職業性ストレス簡易調査票（57 項目）』を

行うのがベスト！！
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③同意の取得

○個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の

労働者の同意の取得は、以下の方法に限定

（事前同意やストレスチェック実施時の同意は不適当）。

・結果の本人への通知後に個々人毎に同意の有無を確認。

・本人から面接指導の申出があった場合に、同意があった

ものとみなす。

※実施者からの労働者への結果の通知の際、同意書を同封

同意書の提出先は実施者とする

実施者は同意のあった労働者の結果を事業者へ送付

35

④ストレスチェック実施後の対応 その１

○個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、

実施者に行わせる

（実施者による保存が困難な場合は、実施事務従事者

（実施者を除く）に保存させることも可能）。

※外部機関が結果を保存

保存期間は事業者・外部機関で検討（5年間が適当）

36



④ストレスチェック実施後の対応 その２

【労働者本人への通知方法】

○ 労働者への結果通知に際して、実施者から労働者に対し、

個人のストレスチェック結果のほか、以下の事項を伝える

ことが適当。

① セルフケアのためのアドバイス

② 面接指導の対象者であること（対象となった場合のみ）

③ 事業者への面接指導の申出方法

37

労働者への結果通知内容

・結果通知内容によっては、結果通知後、

医療機関受診者数が増加する可能性高い

・不要な薬物治療患者の増加

↓

●ストレスチェックは自分の生活・仕事を見直すきっかけ

●ストレスチェックの判定結果で薬物治療を要する労働者

はいないと考えるべき

※・軽症うつに薬物治療は効果なし

・薬物治療が必要なレベルは、ストレスチェック以外

の機会で受診している
38

高ストレス者への結果通知内容

①ライフスタイル（睡眠、食事、運動）を見直す

睡眠時間の確保は最重要

②メンタル不調の原因となっているストレス要因の見直し

・業務軽減 ・業務内容の見直し

・職場の人間関係の改善 ・仕事外の要因の対策

※多くの場合、①・②の見直し、対策で改善

③①、②の対策を講じても症状継続する際（約1ヶ月）は、

最寄りの医療機関受診

※決して①・②の対策を講じず医療機関受診を行っては

ならない（医療に頼らず自分で治す）
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生活習慣見直しのキーワード

・生活リズム

・睡眠：7-8時間睡眠、質と長さの追求

・食事：トリプトファン・イミダゾールペプチド等

・運動：リズム運動・心拍数120/分以下・夕方の運動

・コミュニケーション

会話の重要性

思いやりを形成するアクション

Notice：相手の苦難・悩みに気づく

Feel：相手の心理的・感情的な痛みを共感する

Respond：悩みや痛みを和らげる行為をする
40

医療機関情報について

●あいち医療情報ネット

●こころのドクターナビ

（愛知県精神病協会）

●リワーク研究会

（リワークプログラム実施医療機関掲載）

●愛知県精神保健福祉センター

●こころのくすり箱

※１ヶ所だけの医療機関情報提示は、治療がうまくいかなかった場合、

会社責任を問われる場合があるので注意。
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こんな医者には注意しましょう
●初診時に10分以内で診察が終了してしまう

→正しく診断するには、最低でも30分程度は必要

●復職までの治療計画について説明する気がない

→ゴールとなる患者の社会復帰を考えていない

●薬の副作用について聞いても説明しない

→副作用についての説明は基本中の基本

●初診時に3種類以上の抗うつ薬を処方する

→1種類の抗うつ薬で様子をみるのが基本

●十分な説明なしに薬の量がどんどん増える

→漫然と治療を行っている可能性が高い

●抗うつ薬を2週間以内かつ頻繁に変更する

→通常、抗うつ薬の効果が出るのは2週間以降

１つでもあれば要注意。３つ以上なら転院を検討。
42



④ストレスチェック実施後の対応 その３

○高ストレスと評価された者のうち、面接指導の申出を

行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧奨

を行うことを推奨。

※・面談指導の申し出をしなければ一次予防ができない

わけではない

・ストレスチェックの目的は、『ストレスへの気づき』

『ストレス対応の実践』

・推奨＝良いこととは限らない

労働者の自立を妨げてはいけない！！

43

④ストレスチェック実施後の対応 その４

○相談窓口を広げ、相談しやすい環境を作り、適切な対応を

行うため、産業医と連携した保健師、看護師等による相談

対応も推奨。

※・相談は産業保健スタッフに限る必要なし

・人事・管理監督者に労働者が相談しても構わない

（ラインケア）

44

④ストレスチェック実施後の対応 その５

○医師の面接指導を経ずに、ストレスチェックの結果や

保健師、看護師等による相談対応の結果だけで就業上の

措置を講じることは不適当。

※産業保健スタッフが対応するのであれば、事業者は

医師の意見をもって就業上の措置を講じる

（健康診断の事後措置と同様）

45

④ストレスチェック実施後の対応 その６

○事業者が入手した個人のストレスチェック結果に

ついては、就業上の措置に必要な範囲に限定せず、

そのまま上司、同僚等に共有することは不適当。

※労働者のアクションなくして行動してはいけない

46

⑤集団分析と職場環境の改善

○ ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、

集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を

事業者の努力義務とする。

※・『努力義務＝義務＝実施したほうが良い』とは

限らない

・分析結果に基づく職場環境の改善方法を誤ると、改善

しなければならないということで職場の疲弊感に

つながる可能性あり

○ 集団分析結果は原則として本人同意なく事業者が把握

可能であるが、10 人未満の集団では、分析対象となる

労働者全員の同意がない限り不適当。 47

２ 面接指導について

○ 面接指導は、労働者から申出があった後遅滞なく

行うことが適当であり、当該事業場の産業医等が

実施することが望ましい。

○医師からの意見聴取内容

・就業上の措置の必要性と講ずべき措置に係る意見を聴く

・就業上の区分（通常勤務、就業制限、要休業）等に

関する意見及び職場環境の改善に関する意見を聴く

48



実際の運用方法

①ストレスチェックの実施（検査項目の選定）

②労働者への結果の通知

不要な受診・患者を防ぐ

『生活習慣・ストレス要因改善が第１』

③面接指導の実施

申し出のあった者以外は実施しない

④面接指導後、医師は就業上の措置に関する意見を述べる

⑤事業者は医師の意見に基づき、就業上の措置を決定

49

ストレスチェックにおける考え方

●ストレスチェックは

『自分の生活・仕事を見直すきっかけ』

●早期発見・早期治療の機会にしてはならない

安易な医療機関受診が患者のレッテル張りとなる

●生活見直しのポイントは

『睡眠・食事・運動』

●職場内外でのコミュニケーション見直し

社会・地域とのつながり増やす（ストレス対処能力向上）
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ストレスチェックのポイント

①一次予防が目的（ストレスへの気づき促進）

・二次予防ではない

②Simple is best

・過度な勧奨はしない

・産業保健スタッフの関与は最小限に

51

企業におけるメンタルヘルス対策

・働きやすい職場づくり（人事・職場主導）

・健康管理は自己管理（自己保健義務）

自己管理能力向上に対するサポート

・労務管理の視点からの対策

（安全配慮義務）

・メンタルヘルス情報の提供

ストレスチェックを機に企業における産業保健のあり方を
見直してみましょう！
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