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本研修のねらい

① 研修に積極的に参加して、グループ討議などはできる限り発言し、理解を深める
ようにしてください。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局
まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ
い。

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。

なぜ、本研修が必要か

本研修のゴール

厳しい経済情勢の中、職場において強い不安、ストレス等を感じる社員は約6割にの
ぼっていると言われています。一方で、メンタルヘルス不調者と企業業績との関連性
も明らかになってきています。本日は、メンタルヘルス不調者の対応だけではなく、
職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調の予防まで考えていきます。

① 管理職として、部下のメンタルヘルス保持・増進の必要性を理解
します。

② こころの病気と、病気のサイン・症状について理解します。

③ メンタルヘルスに関して、管理職の役割を理解します。

④ 部下のメンタルヘルス不調の発見と対応方法について、事例研
究を通して理解します。

⑤ 管理職として職場環境を改善するための具体策を考えます。
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メンタルヘルスの基礎知識①

近年注目が高まっているメンタルヘルスですが、なぜ管理職がメンタルヘルスに関
連する知識を学び、職場でメンタルケアをする必要があるのかを学びます。

メンタルヘルスとは

精神疾患を患う人が増加傾向にあり、メンタルヘルスの問題が社会的に注目されています。
企業では、従業員のメンタルヘルスの不調により、生産性やモチベーションの低下、あるいは
欠勤の増加など労働生産性が低下すると言われています。

経済産業研究所の研究プロジェクトにおいて、従業員100人以上の451企業のパネルデータを
分析し、企業とその企業に勤める従業員への追跡調査を実施しました。その結果が下記です。

メンタルヘルス休職者数と企業業績

メンタルヘルスとは、簡単に表すと文字どおり「こころの健康」
です。管理職の皆さんは、部下の「こころの健康」を維持するた
めに、精神的な疲労、ストレス、悩みの軽減や緩和などのメンタ
ルヘルスケアを行う必要があります。

管理職の皆さんは、部下の状況を日常的に観察できる立場で
もあるので、職場での部下の「こころの健康」を把握し、何か問
題があれば対策を講じる必要があります。

出典）黒田祥子・山本勲
「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績－企業パネルデータを用いた検証－」
（2014年4月） 独立行政法人経済産業研究所
＜ https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j021.pdf＞（2018年3月25日参照）
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メンタルヘルスの基礎知識④

管理職（※）の安全配慮義務

管理職（※）には法律的に下記のような義務が課せられています。

※）労働関係法では、管理職ではなく「使用者」という表現になっています。使用者というと、社長や代表者な
どの事業主をイメージしますが、労働関係法でいう「使用者」は、事業主のほかに、「事業の経営担当者」
「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」も含まれています。
「事業主のために行為をするすべての者」に管理職があてはまると判断されることがあります。

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境を形成することを目的として定められています。管理職は、労働災害を防止するために、
労働安全衛生法で定められた最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境をつくり、労働条件を改善す
ることで、労働者の安全と健康を守らなければならない、と定められています。

労働安全衛生法における管理職の義務

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労
働者に対する安全配慮義務（健康配慮義務）を明文化しています。
危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当
然含まれると解釈されています。
労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条（不法行為責任）、
民法第715条（使用者責任）、民法第415条（債務不履行）等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じ
る判例が多数存在します。

管理職（※）の安全配慮義務

安全配慮義務と健康配慮義務に関する判例

事例 システムコンサルタント事件
最高裁判所第二小法廷
平成12年10月13日 労判第791号

電通事件
最高裁判所第二小法廷
平成12年3月24日 労判第779号

概要 Aさんは、ソフト開発会社でシステムエンジニアとし
ての業務に従事していました。入社以来、年間総労
働時間は平均して約3,000時間近くに達していました。
Aさんは、就任してから死亡するまでの約1年間、プ
ロジェクトリーダーとしてプロジェクトの進捗管理、要
員管理、品質管理及び発注元及び協力会社との調
整作業にあたっていました。クライアントと作業者の
間での板挟み状態の中、労働時間だけでなく、精神
的負荷まで強いられることとなりました。その後、Aさ
んは、自宅で倒れ、直ちに病院に緊急搬送されまし
たが、脳幹部出血により死亡しました。

Bさんは、24歳で電通に入社しました。ラジオ局に配
属され企画立案などの業務に携わっていましたが、
長時間残業・深夜勤務・休日出勤などの過重労働
が続いた結果、うつ病になり、自宅で自殺しました。

裁判
の
結果

安全配慮義務を尽くさなかった債務不履行がある
旨主張し、逸失利益・慰謝料等の損害賠償を求め
ました。
第2審は3,200万円の損害賠償責任を認めました。

下記の内容で合意に至りました。
①会社は遺族（両親）に謝罪するとともに、社内に
再発防止策を徹底する。
②会社は一審判決が命じた賠償額（1億2,600万円）
に遅延損害金を加算した合計1億6,800万円を遺
族に支払う。

出典） 『職場のメンタルヘルス』東京都・ポータルサイトを一部変更
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こころの病気を知る②

こころの病気のサイン・症状

こころの病気のサイン・症状を整理しました。部下のこころの病気をキャッチするために活用し
てください。こころの病気の場合は、原因がわかっていない疾患が多いという特徴があり、素人
では判断が難しいので必ず専門医に相談するように促してください。

出典） 『働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳』厚生労働省・ポータルサイトを一部変更

周囲から把握できるサイン・症状

アルコール
依存症

アルコールがいつも体内にある状態が続くと、脳はそれが普通の状態だと認識し、アルコー
ルが抜けてくると、様々な不快な症状が出ます。
①酔いがさめると、次のような離脱症状（禁断症状）が出る。
手のふるえ、多量の発汗、脈が早くなる、高血圧、吐き気、嘔吐、下痢、イライラ、不安感、
うつ状態、幻聴、幻覚
②離脱症状を抑えるために飲んでしまう。

睡眠障害

睡眠障害のサインや症状は大きく分けて、①不眠、②日中の過剰な眠気、③睡眠中に起こ
る異常行動や異常知覚・異常運動、④睡眠・覚醒リズムの問題、の4つにまとめられます。ま
た、いびきや寝ぼけなど、周囲の人から指摘される症状もあります。
日中眠くてしかたがないという症状が見られたり、居眠りをして注意をしたりすることが多いよ
うでしたら、専門医に判断してもらいましょう。

摂食障害

会社生活では発見しにくいかもしれませんが、過食症の場合は、当事者は下記のような症状
を抱えています。
①家族のいない時や真夜中など人のいない時に、短時間のうちに大量に食べることをやめ
られない。
②ストレスを感じると、過食したくなる。
③食べている時は何も考えずにいられて幸せだけれども、食べた後、猛烈な自己嫌悪に陥
る。
④食べ過ぎて太ることが心配になり、のどに指を入れて吐く、下剤や利尿剤を使って無理に
排泄しようとする。

うつ病

周りの人が「いつもと違う」こんな変化に気づいたとき、本人はもしかしたらうつ状態で苦しん
でいるのかもしれません。①表情が暗い、②涙もろくなった、③反応が遅い、④落ち着かない、
⑤酒量が増える などの症状がでます。このような症状があてはまる場合は、まずは専門家
に相談しましょう。

適応障害

抑うつ気分、不安、怒り、焦りや緊張などの情緒面の症状があります。置かれている状況で、
何かを計画したり続けたりすることができないと感じることもあるでしょう。また行動面では、
行きすぎた飲酒や暴食、無断欠席、無謀な運転やけんかなどの攻撃的な行動がみられるこ
ともあります。

統合失調症

統合失調症に多い幻覚や妄想の症状は、本人には現実味があってそれが病的な症状だと
は気づきにくいものです。周りの人が気づくことが、早期発見の第一歩となります。部下に以
下のようなサインがあることに気づいた時には、相談窓口などに相談してみて下さい。
①いつも不安そうで、緊張している。
②悪口をいわれた、いじめを受けたと訴えるが、現実には何も起きていない。
③監視や盗聴を受けていると言うので調べたが、何も見つけられない。
④ぶつぶつと独り言を言っている。
⑤にやにや笑うことが多い。
⑥命令する声が聞こえると言う。
⑦話にまとまりがなく、何が言いたいのかわからない、相手の話の内容がつかめない。
⑧作業ミスが多い。
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こころの病気を知る③

発達障害とは

発達障害は、生まれつきの脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症
状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。成長するにつれ、自分自
身のもつ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれません。

しかし、発達障害はその特性を本人や家族・周囲の人がよく理解し、その人にあった
やり方で日常的な暮らしや学校や職場での過ごし方を工夫することができれば、
持っている本来の力がしっかり活かされるようになります。

タイプ サイン・症状

自閉症
スペクトラム障害

自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害（PDD)が含まれる。1歳を過
ぎた頃からサインが現れ、成長するにつれ症状は変化し、人それぞれに多
様化。思春期や青年期になると、自分と他の人との違いに気づいたり、関係
がうまくいかないことに悩んだりし、不安症状やうつ症状を合併する場合が
ある。就職してから初めて、仕事が臨機応変にこなせないことや職場での対
人関係に悩み、自ら障害ではないかと疑うケースもある。

注意欠如・
多動性障害（ADHD)

7歳までに、多動－衝動性、あるいは不注意、またはその両方の症状が現
れ、そのタイプ別の症状の程度によって、多動－衝動性優勢型、不注意優
勢型、混合型に分類される。多動症状は、一般的には成長とともに軽くなる
場合が多いが、不注意や衝動性の症状は、半数が青年期まで、さらにその
半数は成人期まで続くと報告されており、思春期以降になってうつ症状や不
安症状を合併する人もいる。

学習障害

全般的には知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど特定
の事柄のみ難しい状態を指し、学業成績や日常生活に困難が生じる。有病
率は、確認の方法にもよるが2～10％と見積もられており、読みの困難につ
いては、男性が女性より数倍多いと報告されている。

出典） 『みんなのメンタルヘルス・総合サイト』 厚生労働省 を一部変更
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部下の異常・変化を察知したら②

出典） 『職場におけるこころの健康づくり～労働者の心の健康の保持増進のための指針～』厚生労働省

○遅刻、早退、欠勤が増える

○休みの連絡がない（無断欠勤がある）

○残業、休日出勤が不釣合いに増える

○仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する

○業務の結果がなかなかでてこない

○報告や相談、職場での会話がなくなる（あるいはその逆）

○表情に活気がなく、動作にも元気がない（あるいはその逆）

○不自然な言動が目立つ

○ミスや事故が目立つ

○服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

部下の変化に「気づく」方法

部下の変化に気づくポイントは、「普段との違い」です。普段から、部下の行動を観察すること
により、「普段との違い」を見分けることができます。管理職の１つの仕事として、部下を観察す
ることが大切です。つまり、部下を観察することができていれば、メンタルヘルス不調者の発見
もできるはずです。
部下のメンタルヘルス不調は、下記のような行動が挙げられます。

部下の変化に気づいたときの「声かけ」方法

出典） 『メンタルヘルスのハジメ 中小零細企業のためのメンタルヘルスポータルサイト』を一部変更

【身体面の変化】

○ 最近疲れているみたいだけど大丈夫かな？

○ 昼休みに仮眠を取っているようだけど、寝不足かな？

○ 最近昼飯食べてないようだけど、具合悪いのかな？

○ 服装や身だしなみが少し乱れてきていないかな？

【勤怠面の変化】

○ 遅刻や早退が目立つようだけれど、大丈夫かな？

○ 勤務中の眠気が強いように感じるよ。寝不足かな？

○ 会議中、上の空に感じたけれど、どうかしたかな？

声の掛け方は難しいですが、ポイントは「事実として表れている変化」について、声かけをする
ことです。可能であれば、会議室などの個室を用意して、30分～1時間程度じっくり傾聴してくだ
さい。解釈を入れずに聴くことに集中できれば、部下は自分で感じていることを素直に話し出す
でしょう。具体的には、下記のように声をかけてください。

「大丈夫です」と言われたときは、他者に話したくない場合と、不調に関して自己認
識していない状態の2通りがあります。深く追求せずに経過観察に努め、人事・専門
家につないでください。
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メンタルヘルス不調者の事例研究①

事例研究をしながら、メンタル不調者対応について理解を深めていきます。ある会社
で下記のような状況がありました。あなたが、
①Aさんに注意を払う時期
②Aさんに声かけする時期
③Aさんに専門医の診断や人事部門へつなぐ時期
はどの場面か？ 行数で答えてください。また、その理由を教えてください。

出典） 『働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳』厚生労働省・ポータルサイトを一部変更
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管理職による職場環境改善①

厚生労働省の「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」では、管理職および
産業保健スタッフがそれぞれの立場から職場環境等の改善を通じたメンタルヘルス対策を推
進することが求められています。
平成14～16年度「職場環境などの改善方法とその支援方策に関する研究」の一環として開発
された、職場環境改善のヒント集をご紹介します。

職場環境改善の具体策①

ここでは、メンタルヘルスケア推進にあたり、管理職が実施できる職場環境改善の具
体例について解説します。これらを参考に、実際に職場で実行できる改善活動を整
理していきます。

職場環境改善のヒント集を読み、「すでに実施済み（実施済み）」「やってみたい（実
施希望）」のチェックをしてください。

このヒント集は、職場の従業員の参加のもと、仕事の負担やストレスを減らして、快適に安心して働くた
めの職場環境に関する改善アイデアが盛り込まれています。これらのヒントを分かりやすい表現に加工
しました。
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ダウンロードいただいたテキストは抜粋版です。全ページも閲覧いただけます。下記よりお申込みくだ

さい。

https://www.growthen.co.jp/sample/

※フリーメールや個人でのお申し込み、同業他社様からのお申込みはお断りしております。

サービス詳細について知りたい

概要は、本資料の次ページを参照ください。詳細資料は下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf

研修内製化について知りたい・社内講師を育成したい

研修内製化、社内講師育成、人材育成などをテーマに、定期的にセミナーを開催しております。無料で

すので、お気軽にご参加ください。

https://www.growthen.co.jp/seminar/

モザイクのないテキストや講師用マニュアルを確認したい

モザイクなしのテキストや講師マニュアルについて、閲覧をご希望の場合は、オンラインミーティング

にてご紹介いたします。（オンラインにて30分程度）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

自社でどのように活用していけばいいのか相談をしたい

よくあるパターンは、①初回は弊社にて研修実施し（弊社講師を派遣）、研修の様子を録画 ②弊社研

修動画を参考に貴社にて研修実施、という流れです。

研修を実施される際に弊社がオブザーブすることも可能です（有料オプション）

また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法

についてご紹介することも可能です。（オンラインにて30分～60分）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

購入したい・研修お役立ちツールを利用したい

サービスのご利用につきましては、下記より会員サイトにご登録いただき、ご注文頂く流れとなってお

ります。会員サイトからお見積書の作成も可能です。

http://customer.growthen.com/entry/

会員登録は無料で、研修お役立ちツールのダウンロードや、インストラクター養成講座、人事制度セミ

ナーなど全7本の動画を閲覧いただけます。

コンテンツ・テキスト購入以外では費用は発生いたしませんので、お気軽にご登録ください。

株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

https://www.growthen.co.jp/sample/
https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf
https://www.growthen.co.jp/seminar/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
http://customer.growthen.com/entry/
http://www.growthen.co.jp/


株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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