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平成28年度メンタルヘルスセミナー　〈シリーズ第6回〉

プログラム

日 時： 平成 28年 11月9日（水）　13：30～ 17：00（開場13：00）

会 場： 浜離宮朝日ホール

◎主 催 :

明るい職場づくりを目指して！



2000年早稲田大学大学院文学研究科心理学専攻博士後期課程修了、博士（文
学）。臨床心理士。早稲田大学文学部心理学教室・助手、広島大学大学院教育学
研究科心理学講座・専任講師、同助教授、オランダ ユトレヒト大学社会科学部社
会・組織心理学科客員研究員を経て、2007年4月より東京大学大学院医学系研
究科精神保健学分野 准教授（現職）。2014年4月より南オーストラリア大学・労働
者の健康と安全に関するアジア太平洋センター客員准教授。専門は精神保健学、
行動科学。主な著書に「ワーク・エンゲイジメント：ポジティブ・メンタルヘルスで
活力ある毎日を」（労働調査会 2014年）など。

本セミナーのポイント

　昨年12月1日に改正労働安全衛生法に基づくストレスチェッ
ク制度が施行になり、少なくとも労働者数50人以上の事業場
では、年に１回、ストレスチェックを実施し、その結果を各労働
者に示してセルフケアに役立たせること（義務）、高ストレス者
から申出があれば医師による面接指導を行って就業上の配慮
を行うこと（義務）、集団分析の結果を職場の環境改善に活か
すことが必要になりました（努力義務）。このような法制度の改
正があった際には、各企業は多大なエネルギーをかけて対応
することが求められるわけですので、今回のストレスチェック
も、ただ単に法令遵守をするということではなく、より有効に
活用したいものです。
　ストレスチェックの基本的な目的は、メンタルヘルス不調の
一次予防にあります。しかし、一次予防といっても予防の取組で
ある以上、常にその先に疾病があることを意識したものであり、
その成果の享受者も一部にとどまるといった限界があります。

そこで、本セミナーでは、これまでも一貫して職場のメンタルヘ
ルス活動のポジティブ側面に焦点を当てて検討してきました。
昨年は、ストレスチェック制度が施行される直前に、ストレス
チェック制度を一人ひとりの労働者の活力向上、ポジティブ
メンタルヘルスに繋げる方策を探りました。今年度もそのよう
な方向性を引き継ぎ、ストレスチェックを多くの労働者が活き
活きと働け、職業生活の充実を感じられるような組織、その結
果として高い生産性を挙げられるような組織の開発に繋げる
ための方策について検討してみたいと思います。

1. はじめに
　労働安全衛生法の改正により、精神的不調の第一次予防を
主な目的としたチェックが法制化されました。本セミナーで
は、ストレスチェックを戦略的に活用した組織の活性化につい
て、その考え方と進め方、今後の方向性について言及したいと
思います。

2. 職場環境改善の考え方と進め方
　職場環境改善の一般的な流れは、（1）ストレスチェックを使
用した職場環境の評価、（2）改善計画の作成と実施、（3）ストレ
スチェックの再実施による改善効果の評価、のサイクルで行わ
れます。平成24年労働者健康状況調査によると、職場環境等
の評価および改善に取り組んでいる事業所は、メンタルヘルス
ケアに取り組んでいる事業所の約26％に留まっています。現在
行われている職場環境改善の主な視点は、精神的健康を阻害
する職場のストレス要因を同定し低減することで、精神的不調
の予防を図ろうとするものです。

3. 従来の職場環境改善の課題
　これまで展開されてきた職場環境改善対策を概観すると、
次のような課題が認められます。(1)健康リスク値の高い職場
のみを選んで職場環境改善を行うと、管理監督者が改善への
意欲を低下させたり、問題を隠すようになる。(2）ストレスの低
減を前面に出すと、職場メンバーの動機づけの維持が難しくな
り、「ストレス対策がストレスになる」と言われるようになる。
また、ストレス（リスク値）の低い職場では、従業員の主体的な

関与が少なくなる。

4. ストレス対策＋活性化対策へ
　近年の職場のメンタルヘルス活動では、精神的不調の予防
からさらに視野を広げ、精神的健康のよりポジティブな側面
（ワーク・エンゲイジメントなど）の向上を図ることが国際的な
潮流となっています。これらの潮流の中でストレスチェックを活
用し、ストレス対策とともに活性化対策を進めることが有用と
考えられます。

5.おわりに
　活性化対策は、産業保健部門と経営部門とが協調し、共通
の目標と枠組みを有することでスムーズに展開することができ
ます。その際、労働者の健康を重要な経営資源ととらえ、組織
経営の中に健康支援を取り込み、個人と組織の活性化を図る
という視点は、わが国のストレスチェック制度をより有効に機
能させ、中小規模事業所への普及展開を図るうえで重要とな
ると思われます。今後、具体的な対策手法やツール類の開発、
好事例の蓄積が望まれます。

1986年産業医科大学医学部卒業。エクソンモービル医務産業衛生部統括部長
等を経て、2003年に産業医科大学 産業医実務研修センター所長（教授）就任、
2005～2011年産業医科大学副学長。2012年より同大学産業生態科学研究所
教授を兼務。日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント。専門分野は産
業医学。著書には「成果の上がる健康経営の進め方」（労働調査会）他多数。現
在、政府の次世代ヘルスケア産業協議会・健康投資ワーキンググループ主査と
して、健康経営の推進に取組んでいる。
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東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野 准教授
島津 明人

参加者の皆様へのメッセージ

（平成28年度）



1995年、名古屋大学大学院教育研究科教育心理学専攻後期博士課程単位取得
退学。2014年、米国NTL Institute組織開発certificate program修了。南山短
期大学人間関係科専任講師を経て、2000年より南山大学人文学部心理人間学
科の助教授、現在、同学科教授、同大学人間関係研究センター長。OD Network 
Japan代表理事。専門は組織開発、人間関係トレーニング（ラボラトリー方式の体
験学習）、グループ・ダイナミックス。組織開発の実践者養成やコンサルティングを
通して、さまざまな現場の支援に携わるとともに、実践と研究のリンクを目指した
アクションリサーチに取り組む。著書に『入門 組織開発～活き活きと働ける職場
をつくる』（光文社新書）。

１． 個人へのアプローチと関係性へのアプローチ
　何らかの問題を解決し、よりよくする取り組みには、①個人にアプ
ローチしていく場合と、②グループや組織の関係性に働きかけるア
プローチをしていく場合、があります。たとえば、①不登校の子ども
に個人カウンセリングをする場合と②家族に働きかけていく家族療
法を行う場合、①コミュニケーション研修を実施して従業員１人ひ
とりのコミュニケーション力を高めようとする場合と②職場や部門
間の対話会などを実施する場合、などです。
　ストレスチェックでは、ストレスが高い人に対して産業医の面談を
するという、個人に対するアプローチと、集団分析の結果を用いて
職場改善に取り組むという、職場に対するアプローチが想定されて
います。そして、後者の、職場に対するアプローチは、組織開発が得
意とするところです。

２． 組織開発とは
　組織開発は、「組織の健全さ、効果性、自己革新力を高めるため
に、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程」
と定義されています（ウォリック, 2005）。まず、組織開発では、健全
さ（＝信頼関係や関係への満足度）と効果性（職場や組織の目標を

達成する協働関係）を高めることを目指します。そして、関係の質を
高めていくためには、自分たちの関係性を自ら理解し、変革していく、
自己革新力が必要と考えています。関係の質は、空気のように目に見
えにくく、変化するものなので、当事者が自分たちで気づき、働きか
け、関係の質を高めて維持していくことが必要だと想定しています。
　組織開発の具体的な手法としては、ファシリテーション、チーム・
ビルディング、プロセス・コンサルテーション、データ・フィードバッ
ク、個人や組織の強みを伸ばすＡＩ（アプリシエイティブ・インクワイ
アリー）などがあります。

３． ストレスチェックの集団分析を用いた組織開発のアプローチ
　ストレスチェックの集団分析を用いていく場合、診断型組織開発
の考え方を応用することができます。集団分析の結果を職場や部署
のメンバーにフィードバックし、その結果を基にメンバーが対話をし
て、現状の関係性に気づいていきます。気づきが共有された後に、関
係性をよくしていくための取り組みの計画をしていきます。本日はそ
の取り組み方をお話します。

南山大学人文学部心理人間学科  教授
南山大学人間関係研究センター長

中村 和彦
◇基調講演講師

1995年産業医科大学医学部卒業。1997年東京電力株式会社入社し、福島第一原子
力発電所専属産業医として従事。2006年自治医科大学講師／財団法人救急振興財
団救急救命研修所教授を経て、2010年医療法人社団こころとからだの元氣プラザに
入職。博士（医学）、日本産業衛生学会指導医、日本内科学会認定内科医、労働衛生
コンサルタント（保健衛生）。

　2015年12月、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が
施行されました。医療法人社団こころとからだの元氣プラザ（以下、
元氣プラザ）では、ストレスチェック実施機関（以下、実施機関）として、58
法人、31,501人のストレスチェックを実施（2016年9月末）しました。
この制度は、産業医がストレスチェック実施者（以下、実施者）として積
極的に関わることが社会的に期待されています。しかし、産業医の

中には消極的な医師もおり、実施者を実施機関に依頼する事業所
もあります。元氣プラザは、法令の主旨に基づき産業医が実施者と
して関わる事業所のみ、ストレスチェックを受託することとました。
産業医業務に費やせる時間に制約がある事業所もあり、実施機関
である元氣プラザがサポートさせて頂いた事業所もありました。本
セミナーでは、元氣プラザの取組の発表をさせて頂きます。

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ
産業保健部長

猪狩 和之

1989年藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）に入社。光エレクトロニクス研究所
（現光電子技術研究所）に配属され光通信システムの研究に従事。主に受動型光部
品、基板型光導波回路、白色LED、光インターコネクションの開発を経て、2011年より
コーポレート企画室ヘルスケア・ソリューショングループを立ち上げグループリー
ダー、2014年より人事・総務部健康経営推進室副室長。2016年８月よりフジクラ健康
保険組合健康推進部長を兼務。経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資
WG専門委員。

　当社では、２０１３年１月から健康経営の施策を全社に展開し、現
在ではグループ各社にもその範囲を広げています。当社の健康経営
のゴールは、「社員は活き活きと働いている」会社グループの実現で
す。この視座からは、疾病制御や不健康行動の抑制などのネガティ
ブ面の対処も重要な活動の一つですが、決して活動の主軸ではあり
ません。年齢や性別もちろん国籍や疾病の有無等様々な属性にか
からず、これら多様な社員のポジティブなメンタル面にフォーカス

を当て、社員が活き活きと働ける就労環境を実現の活動を継続的
改善していくことが活動の主軸となります。ストレスチェック制度の
集団分析も経年分析をすることで、この活動のKPIとなり得る貴重
なデータです。今回のセミナーを通じて、皆さんとともにこのストレス
チェック制度活用方法を深掘りしていきたいと思います。

株式会社フジクラ  人事部 健康経営推進室 副室長
兼 フジクラ健康保険組合 健康推進部長

浅野 健一郎

医師、日本産業衛生学会専門医、労働衛生コンサルタント。2001年産業医科大学卒
業。以降、臨床研修を含む臨床の場を経験し、2005年より上場企業（製造業、サービス
業、コンサルティングファーム、印刷業、省庁、地方自治体、障害者特例子会社など）の
産業医活動を行っている。主な著書・寄稿に「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」
（日本実業出版社）「Ｄｒ カワシタの誌上健康診断・心得帳」（jin-jour 財団法人 労務
行政研究所）「Ｄｒ カワシタのやもやま相談室」（安全と健康 中央災害防止協会）など。

「ストレスチェックは形骸化する可能性はないか？」
　健康管理を企業の人事戦略等の一環として考える企業が多い中
で、ストレスチェックは、本来の目的よりも、法令遵守やコストに加
え、情報の流通が限定されるなどの問題から、本来のメンタルヘルス
対策の目的からずれた実施内容となっているのではないか？と感じ

ざるを得ないことが散見されます。
　どのようにすれば、今後、ストレスチェックが形式だけの施策となら
ず、意味のある施策にできるのか？は、最初の数年にかかっています。
意味のある活動にするために、今一度、その目的を明確にしましょう。

河下労働衛生事務所

河下 太志
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人事・労務管理スタッフ、メンタルヘルス推進担当者、衛生管理者、医師、　　保健師・看護師等の皆様に役立つ実践セミナー

◎13：30 ～ 13：35

◎13：35 ～ 13：50

◎13：50 ～ 14：50

◎14：50 ～ 15：05

◎15：05 ～ 15：25

◎15：25 ～ 15：45

◎15：45 ～ 16：05

◎16：05 ～ 16：20

◎16：25 ～ 17：00

◎17：00

講　演『産業医の立場から』
　　　河下 太志

～ 休　　憩 ～

基調講演　『活き活きと働ける職場づくりと組織開発のアプローチ』
中村 和彦　 

産業医科大学  産業生態科学研究所  教授
産業医科大学  産業医実務研修センター長

明るい職場づくりを目指して！

河下労働衛生事務所

講　演『人事の立場から』
　　　浅野 健一郎 株式会社フジクラ  人事部健康経営推進室  副室長

講　演『実施機関の立場から』
　　　猪狩 和之 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

主催者挨拶

　　　及川 孝光　  

オープニング

　　　森　 晃爾

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ  統括所長

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野　准教授

司    会

　　　島津 明人

コメント
　　　島津 明人

クロージング

       　及川 孝光

パネルディスカッション

　　 　『ストレスチェックを追い風に、明るい職場づくりを考える』

      　　　　司 会： 森  晃爾、島津 明人
　　　パネリスト：  中村 和彦、河下 太志、浅野 健一郎、猪狩 和之

【ストレスチェック事例紹介】

南山大学人文学部心理人間学科  教授
南山大学人間関係研究センター長


