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作成趣旨と定義 

【ストレスチェック制度の趣旨】

岡山大学は、「こころの健康宣言」及び「基本方針」を平成２６年１月に発し、メンタル

ヘルス対策を重要な課題として取り組んでおります。

このたび、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働

災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実させるために労働安全衛

生法の一部が改正され、第６６条の１０（心理的な負担の程度を把握するための検査等）に

より、ストレスチェック制度の実施義務化されました。

本学は、このストレスチェック制度が、メンタルヘルス対策及び職場環境の改善に資する

ものとして、積極的に取り組んでいきます。

【目的】

教職員のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）が主な目的です。

本学の教職員が、ストレスチェックを受検することで、自らのストレス状況への気付きを

促し、大学が対処支援を行うことで、メンタルヘルス不調の未然防止を図ること、及びスト

レスチェック結果を集団ごとに集計・分析することにより、職場改善を行うことを目的とし

ます。

【ストレスチェックの定義】 

労働衛生法第 66 条の 10 第１項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて、

規則第 52 条の 9 第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する次の３つの領域に関する項

目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結

果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものです。 

① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

② 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

【用語の定義】 

＊全学ストレスチェック実施者（学長指名） 

本学におけるストレスチェックを実施する者：メンタルヘルス担当産業医・保健師 

＊ストレスチェック事務従事者（学長指名） 

ストレスチェックの実施事務を担う者：保健管理センター勤務職員 

＊面接指導医 ・・・各事業場の産業医ほか・・・メンタルヘルス担当ほか 
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１ 実施手順 

ストレスチェック実施手順チャート図 

ストレスチェック実施概要 
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１．実施手順：本学の教職員（法定の一般健康診断受診対象者）の受検 

【実施通知 → 受検 → 分析 → 面接申出 → 指導 → 就業上の措置 → 職場環境改善】  

 

 事業者･事業場の長･部局長･安全衛生委員会 実施者・実施事務従事者・安全衛生部 産業医・医師 

１  

実施方法・内容、

実施時期 

受検の勧奨等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

ストレス程度評

価・高ストレス者

選定及び面接指

導必要者判定、結

果等通知  

 

 

 

 

３． 

セルフケア 

 

 

 

 

４． 

面接指導の申出 

 

 

 

 

５． 

面接指導等 

 

 

 

 

 

 

(3)対象者への受検勧奨通知を、実施前・

実施期間終了前に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)実施者は、調査票を厚生労働省の提供ソフト

を利用して、分析・判断する。実施事務従事者

は実施者の指示により、結果通知を封筒に封入

し紙媒体で直接本人に送付する。 

 

(2)実施者は、高ストレス者については、面接指

導勧奨通知を送付し勧奨を行う。またストレス

チェックの結果開示の同意の有無の確認を同時

に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果開示に同意があった場合】 

＜ストレスチェック制度に基づく面接＞ 

(1)実施者は申出があった面接対象者と３０日 

以内に面接の日程調整をする。 

 

(2)実施者は、面接の申出があった旨を事業者に

通知するものとし、事業者は申出者に面接指導

を受けさせなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)産業医による面接は、事業場に

よりＩＣＴ（情報通信機器）も利用

可とする。 

 

 

(1)毎年１回（10月実施） 

(2)対象者は本学の教職員（法定の一般健康診断受診対象者） 

(4)ストレスチェックは、全事業場に厚生労働省が提供する「厚生労

働省版ストレスチェックプログラム」を利用し、調査票は「職業性

ストレス簡易調査票」（57項目）を使用する。 

(5)対象者は、受検の手順を確認の上、Web入力・メール送信・学

内便により調査票を実施者に返送する。 

※受検の詳細・手順等は保健管理センターHPに掲載 

(1) ストレスチェック結果の通知を受けた者は、結果及び実施者から

の助言・指導に基づき、ストレスを軽減するためのセルフケアを適 

切に行うよう努める。 

(1) 面接指導勧奨通知を受け取った者で面接指導を希望する者は、 

通知を受け取ってから３０日以内に実施者に申出を行う。 
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 事業者･事業場の長･部局長･安全衛生委員会 実施者・実施事務従事者・安全衛生部 産業医・医師 

５． 

面接指導等 

 

 

 

 

６． 

意見聴取 

 

 

 

 

 

７． 

面接指導後の措

置（就業上の措

置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 

安全衛生委員会

へ報告 

 

 

 

９． 

所轄労働基準監

監督署長へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)事業者は、面接指導が終了して原則 

３０日以内に、面接指導結果報告書兼意 

見書により、結果の報告及び意見の提出 

を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事業者は面接指導の結果、就業上の措

置が必要であるとの意見書が提出された 

場合は、産業医と連携しながら、予め本 

人の意見を聞き、就業上の措置を検討・ 

実施する。 

 

(3)事業者は、就業上の措置の結果、当該

者のストレス状態の改善がみられた場合 

には、産業医の意見を聴取した上で、通 

常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる。 

 

 

 

 

(２)安全衛生委員会は、職場環境の改善に

ついて、調査審議する。 

 

 

(1)事業場の長は、実施状況報告を所轄労

働基準監督署長へ提出する。 

【結果開示に同意がなかった場合】 

＜通常の相談＞ 

(1) 保健衛生担当者が通常の相談を実施。 

※途中から、ストレスチェック制度に 

基づく面接に変更可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)産業医は、面接指導が終了して

から３０日以内に面接指導結果報 

告兼意見書を作成し事業者（事業場

の長、部局長、理事、学長等）に通

知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)産業医は職場改善を図るため、

面接指導の結果を匿名化して事業

場安全衛生委員会に報告する。 
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［職域別（数人以上）ストレス判定］ 

【ストレスチェック実施 → 職域別（数人以上）ストレス判定 → 報告 → 職場環境改善の措置】 

 

 事業者･事業場の長･部局長･安全衛生委員会 実施者・実施事務従事者・安全衛生部 産業医・医師 

 

１． 

集団ごとの

集計・分析 

 

 

 

２． 

集計・分析方

法 

 

 

 

３． 

集計・分析結

果の利用 

 

 

４． 

職場環境の

改善 

 

 

５． 

安全衛生委

員会へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業場の長は、ストレスチェック制

度の実施結果を踏まえて職場環境の改善に

努める。 

 

 

 

 

 

 

(２)安全衛生委員会は、職場環境の改善に

ついて、調査審議する。 

 

 

 

（１）実施者は、ストレスチェック結果

の集団ごとの集計・分析を行う。 

（２）集団の単位は、事業場安全衛生委

員会において決定したものとする。 

 

 

（１）集団ごとの集計・分析は、厚生労

働省マニュアル「仕事のストレス判定 

図」を使用する。 

 

 

 

（１）実施者は、職場環境の改善の観点

から、集計・分析結果を事業場の長に提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）実施者は、匿名化等した集計・分

析結果を事業場安全衛生委員会に報告 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―ストレスチェック実施概要－

職業性ストレス簡易調査票（57項目）

実施者（メンタルヘルス担当産業医・保健師計３名）が、
厚生労働省提供ソフトを利用し分析・判断

文書で直接個人へ結果送付
高ストレス者に面接を勧奨

職域別（数人以上）ストレス判定

実施者が匿名化して安全衛生委員会へ報告

実施者が事業者（事業場の長及び部局長、理事、学長等）に通
知し、事業者が職場環境改善を図る

面接希望者は
実施者へ返信

保健管理センターHP（又はMUSCAT）から各自入力

① 結果開示の同意あり：実施者が事業者（安全衛生部）へ面接申し出について通知後、原則として産業医面接を実施。情報通信機
器利用可。面接結果を実施者が事業者（事業場の長、部局長、理事、学長等）に通知し、事業者が事後措置・職場環境改善を図る。

② 結果開示の同意なし：保健衛生担当者が通常の相談を実施。途中から①に移行可。

年1回、事業場の長が労働基準監督署へ報告

Windows版 Ｍａｃ版 英語版 MUSCAT版

Web入力、メール送信、学内便

個人

期間：20〇○.10.〇～10.〇○
対象者：一般定期健康診断と同じ

第1回は契約上週29時間以上の勤務者
対象者以外の方・期間中に受験できなかった方にはセルフチェックの案内

事務従事者：保健管理センター職員

集団

ストレスチェック相談・苦情窓口（安全衛生部保健衛生管理課）
内線:津島8984
mail: stresscheck@adm.okayama–u.ac.jp

ストレスチェックweb入力相談窓口（情報統括センターヘルプデスク）
内線：津島7232,7236

原本データ管理保存（保健管理センター）

学内職員録を利用

実施者（産業医2名、保健師1名）
Mail: sct@okayama‐u.ac.jp
内線：津島7217 鹿田7487
（メールは実施者のみ閲覧。電話は、保健
管理センター職員対応）



ストレスチェックの⽅法について（MUSCAT 版） 

                                      

① 対象は看護部・医療技術部・薬剤部の職員（雇⽤上週 29 時間以上勤務） 

 

② MUSCAT トップページからリンク「ストレスチェック（MUSCAT 版）」に⼊る。 

 

③ ストレスチェック（MUSCAT 版）からリンク「５分でできる職場のストレスセルフチェック」

に⼊り、ストレスチェックを⾏う。 

チェック結果を印刷する。 

 

④ 印刷されたチェック結果を学内便で保健管理センター⿅⽥室に送付する。 

送付には事前に各部署に配布する「往信封筒」・「プロフィールタグシート」を⽤いる。 

「具体的⽅法についての説明⽂」も事前に配布する。 

 

⑤ ストレスチェックの判定結果⽤紙を受け取る。 

受け取り⽅法は、希望により、「本⼈宛（部署経由の学内便）」あるいは「保健管理センター⿅

⽥室での受け取り」を選択できる。 

 

 

 
 

 



【様式編】 

２ 各種様式 

様式１・・ストレスチェック受検勧奨通知 

様式２・・ストレスチェック受検勧奨通知（期限３日前） 

様式３・・結果通知（実施者からのお知らせ） 

様式４・・結果通知（あなたのストレスプロフィールについて①） 

様式５・・結果通知（あなたのストレスプロフィールについて②） 

様式６・・ストレスチェック面接指導の申出の勧奨 

様式７・・面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書① 

様式８・・面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書② 

様式９・・実施状況報告 

※様式４、５、７、８、９は、厚生労働省様式を利用 



平成○○年９月○○日

各事業場の長 殿 

各部局長 殿 

学  長

 ○ ○ ○ ○

ストレスチェックの実施について（通知）

 このことについて、「岡山大学ストレスチェック制度実施基本方針」に基づき、本学の

教職員（一般健康診断受診対象者）を対象としてストレスチェックを実施します。 

ついては、貴職におかれましては、別添【教職員用通知】を貴事業場又は貴部局所属の

対象教職員に配布するなどにより、受検勧奨方よろしくお願いします。 

なお、対象者で、期間中に海外出張、病気休暇、休職、育児休暇などで受検できなかっ

た者については、復職等により受検が可能になった際に、貴職から当該者あてに、セルフ

チェック（保健管理センターＨＰ上の厚生労働省の「５分間でできるストレスチェック」

平成 28 年 11 月 1 日から掲載予定）を実施いただきますようお知らせ方よろしくお願い

します。 

また、対象以外の者については、上記保健管理センターHP 上の厚生労働省の「5 分間

でできるストレスチェック」を活用し、セルフチェックをするよう周知していただきます

ようお願いします。

 【本件担当：安全衛生部保健衛生管理課企画調整グループ 電話 津島 8984】 

様式１



【教職員用通知】 

《平成○○年度ストレスチェックの実施について》

１．実施目的
本学の教職員が、ストレスチェックを受検することで、自らのストレス状況への 

気付きを促し、大学が対処支援を行うことで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る
こと、及びストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析することにより、職場環境
の改善を行います。 

なお、病院の MUSCAT 版では職域別の分析に限度があることをご了承ください。 

２．入力期間
平成○○年１０月○日（月）～平成○○年１０月○○日（月）

３．対象者
一週間の所定労働時間数が 29 時間以上の職員 

  ※ 対象者で、期間中に海外出張、病気休暇、休職、育児休暇などの事由により 
ストレスチェックを受検できなかった場合は、11 月から保健管理センターの 
HP 上にリンク予定の厚生労働省「５分間でできるストレスチェック」を活用し、
セルフチェックを行ってください。 

４．実施方法・調査票の入力手順
○ 下記、保健管理センターHP からの各自入力になっています。

「ストレスチェック実施プログラム」をダウンロードしてから始めてください。
http://www.okayama-u.ac.jp/user/hokekan/index.shtml 

○ 病院の看護部・医療技術部・薬剤部・医事課の方は、MUSCAT トップページから
入って、入力してください（MUSCAT 版）。 

５．結果の送付 
文書で直接個人宛に結果を送付します。 

＊MUSCAT 版では保健管理センター鹿田室での受け取りも可能です。 

６．結果の取扱 
実施者（メンタルヘルス担当産業医２名・保健師１名）が入力データを取扱い、 

各個人の同意がない限り各個人の結果を事業主を含む第３者には伝えません。 
職域のストレス度分析には、匿名化、平均点利用等、個人を特定できない形で結果

を利用します。

７．ストレスチェック相談窓口等 

各相談窓口 連絡先担当 連絡先アドレス 備考

相談・苦情
安全衛生部保健衛生管理課

（津島8984）
stresscheck@adm.okayama-u.ac.jp

Web入力相談　
情報統括センターヘルプデスク

（津島7232･7236）
※Web入力に関すること
のみご相談ください。

ストレスチェック実施者
(産業医2名、保健師1名）

保健管理センター職員対応
（津島72１７･鹿田７４８７）

sct@okayama-u.ac.jp
※メールは実施者のみ閲覧。電
話は保健管理センター職員が対
応

８．国立大学法人岡山大学ストレスチェック制度実施基本方針 

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id5886.html 



平成○○年１０月○○日

（終了３日前） 

各事業場の長 殿

各部局長 殿 

学 長

〇 〇 〇 〇

ストレスチェックの受検勧奨について（依頼） 

 このことについて、平成○○年９月○○日付けで通知をしていますストレスチェックの

実施期間が１０月○○日（○）までとなっております。 

つきましては、貴職所属教職員に上記期間内に受検するよう勧奨していただくようよろ

しくお願いします。

 【本件担当：安全衛生部保健衛生管理課企画調整グループ 電話 津島８９８４】 
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２０○○年１０月

岡山大学ストレスチェックを受検された皆様

岡山大学ストレスチェック実施者

産業医 大西 勝, 産業医 清水幸登, 保健師 黒木清美 

【ストレスチェックの結果のご報告】

今回受検していただきましたストレスチェックの結果をご報告させていただきます。詳

しくは同封のストレスプロフィ－ル（２枚）をご覧ください。この結果がすべてではござ

いませんが、今後の生活に活かして頂ければと存じます。

 なお、自動分析ソフトを利用しておりますので、多少日本語がこなれていない箇所もあ

りますが、その点につきましてはご容赦ください。

【結果：該当する箇所に✔をしております】

□ 今回のストレスチェックで、高ストレス者と判定されました。

□ 今回のストレスチェックでは、高ストレス者とは判定されませんでした。

【高ストレス者と判定された皆様へ】

高ストレスについて一度相談されることをお勧めします。相談方法には、保健管理セン

ターにおける通常の診察とストレスチェック制度に基づく産業医面接があります。

ストレスチェック制度に基づく産業医面接とは、面接の結果から事業者の責任で事後対

応を行うことまでを含みます。このため面接希望の旨を事業者に連絡することになりま

す。

例えば、まずは受診情報が保護される通常の診察を行い、事後対応を希望される場合に

は、途中からストレスチェック制度に基づく産業医面接に切り替えることもできます。

＜連絡先１＞保健管理センターにおける通常の診察をご希望の場合

保健管理センターまで電話で 内線 津島 7217 鹿田 7487 へご連絡していただき、予

約をお取りください。内容によっては、女性サポート相談室 総合受付 内線 7011 のご利

用もよいかと思われます。

＜連絡先２＞ストレスチェック制度に基づく産業医面接をご希望の場合

ストレスチェック実施者まで原則メールで  sct@okayama-u.ac.jp へ ご連絡くださ

い。このメールは、実施者のみしか閲覧できないようにしております。なお、実施者から

の返信に利用するため、個人の秘密を守れるメールアドレスの記載 をお願いいたしま

す。やむなく電話をご利用の方は、内線 津島 7217 鹿田 7487 へおかけください。保健

管理センター職員が産業医面接の予約をさせていただきます。

様式３

mailto:sct@okayama-u.ac.jp
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長方形



＜具体例・様式例②＞

○ 結果の説明文書例

あなたのストレスプロフィールについて 

●● 殿  社員番号×××× 

ご回答いただいたストレス調査票の結果から、“あなたのストレスプロフィール”を作成しました。この

プロフィールから、あなたのストレスの状態をおおよそ把握していただくことが出来ると思います。結

果をごらんいただき、ご自分の心の健康管理にお役立てください。  

詳しいストレス度や、それに伴うこころの問題については、この結果のみで判断することはできませ

ん。ご心配な方は専門家にご相談下さい。  

あなたのストレス状況はやや高めな状態にあることがうかがわれます。 

ストレスの高い状態が続くと、心や身体がストレスの原因に対して反応し、その結果として、気分が

落ち込む、イライラ感がつのる、疲れる、元気がないといった症状が現れます。このような症状は気分

だけでなく、体の不調として現れてくる事もあります。ストレスは、急に仕事が忙しくなったり、スト

レスの原因となる要素（仕事に関連したものや、ご家庭での問題）が重なると、急にあなたに重くのし

かかってくる可能性もあります。 

あなたの場合、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感が高く、活気が乏しい状態であることが、別

紙2枚のグラフから分かります。  

あなたの仕事でのストレスの原因となりうる因子では、仕事の量的負担、対人関係上のストレスが高

いようでした。  

仕事の量が多い、仕事が厳しいと考えている人は、もう一度自分の仕事量を見直し、上司、同僚と仕

事内容について相談することをお勧めします。周囲の人に協力を仰ぐ事により、事態が解決するかもし

れません。 「仕事のコントロール度」は、自分で仕事の予定や手順を決めることができない時、低くな

ります。例えば、周囲のスピードや上司の予定に合わせて仕事をするとか、急な仕事の変更がよく起こ

るために予定が立てられない状況などです。仕事の進め方を工夫して負担量を軽減することができない

か、自ら見直したり周囲の人と相談したりして考えてみて下さい｡ それが無理な場合は、仕事からスト

レスを多く受けていることを自覚して、勤務時間外や休日はなるべく仕事を持ち帰らず､リフレッシュに

努めましょう。  

また、一人で悩みを抱え込まずに、周囲に悩みを相談することもよいでしょう。また、産業医や専門

家に相談する事も一つの方法です。専門的な助言を受けることによって、自分では気がつかなかった解

決法が見つかることもあるでしょう。  

ストレスチェック実施者 産業医○○○○ 

様式４



 

＜具体例・様式例①＞

○ ストレスチェック結果通知シートの例

（注）このグラフは、中心に近いほどストレスが高いことを示しています。

様式５



様式６

平成○○年１０月○○日

ストレスチェック受験者の皆様へ 

ストレスチェック実施者 

メンタルヘルス産業医

ストレスチェックの受検について（お礼）

 この度は、ストレスチェックを受検していただきありがとうございました。 

受検の結果は、○○月○○日付けで個別に受検された皆様全員に送付しております。 

 今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受験者の方においては、面接指

導の対象となっております。まだ、面接指導の申出をされて居ない方は、この機会に是非

面接指導をお勧めいたしますので、実施者までお申出ください。 

ストレスチェックに関する相談窓口等は下記のとおりになっています。 

ストレスチェック相談窓口等 

各相談窓口 連絡先担当 連絡先アドレス 備考

相談・苦情
安全衛生部保健衛生管理課

（津島8984）
stresscheck@adm.okayama-u.ac.jp

ストレスチェック実施者　 sct@okayama-u.ac.jp
※このメールは実施者し
か閲覧できません。

以  上

 【本件担当：安全衛生部保健衛生管理課企画調整グループ 電話 津島８９８４】 
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⾯接指導結果に基づく医師の意⾒書（１）様式７ 様式７

pf7v2ig2
長方形



⾯接指導結果に基づく医師の意⾒書（２）様式８ 様式８

pf7v2ig2
長方形



1:事業場選任の産業医
2:事業場所属の医師(1以外の医師に限
る。)、保健師、看護師又は精神保健
福祉士

3:外部委託先の医師、保健師、看護師
又は精神保健福祉士

対象年 検査実施年月

事業の
種 類

事業場の名称

事業場の
所在地

在籍労働者数

検査を受けた
労働者数

集団ごとの分析の
実施の有無

産

業

医

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

郵便番号( )

電話 ( )

氏 名

所属医療機関の
名称及び所在地

年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名

㊞

㊞

受 付 印

面接指導を
受けた労働者数

検査を実施した者

面接指導
を実施した医師

1:事業場選任の産業医
2:事業場所属の医師（1以外の医師に限
る。）

3:外部委託先の医師

8 0 5 0 1

元号 年 月

7:平成
→

1:検査結果の集団ごとの分析を行った
2:検査結果の集団ごとの分析を行っていない

年分

年

7:平成
→

元号

労働
保険
番号

人

人

人

様式９



１ □□□で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学的文字･イメージ読取

装置（ＯＣＩＲ）で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り

曲げたりしないこと。

２ 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。

３ 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字

で明瞭に記入すること。

４　「対象年」の欄は、報告対象とした心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「検査」とい

う。）の実施年を記入すること。

５ １年を通し順次検査を実施した場合、その期間内の検査の実施状況をまとめて報告すること。この

場合、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記入すること。

６　「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によって記入すること。

７　「在籍労働者数」の欄は、検査実施年月の末日現在の常時使用する労働者数を記入すること。

８ 「検査を実施した者」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第１項の規定により検査を実施した医師

等について該当する番号を記入すること。検査を実施した者が２名以上あるときは、代表者について

記入すること。選択肢２の「事業場所属の医師（１以外の医師に限る。）」には、同じ企業内の他の

事業場所属の医師が含まれること。選択肢３の「外部委託先」には、健康診断機関や外部専門機関が

含まれること。

９　「検査を受けた労働者数」の欄は、報告対象期間内に検査を受けた労働者の実人数を記入すること

とし、複数回検査を受けた労働者がいる場合は、１名として数えて、記入すること。

10 「面接指導を実施した医師」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第３項の規定により面接指導を実

施した医師について、該当する番号を記入すること。

11　「面接指導を受けた労働者数」の欄は、労働安全衛生規則第52条の15の規定により医師等が面接指

導を受けることが必要と認めたもののうち、申出をして実際に医師による面接指導を受けた者の数を

記入すること。

12　「集団ごとの分析の実施の有無」の欄は、労働安全衛生規則第52条の14の規定に基づき検査結果の

集団ごとの分析の実施の有無について、該当する番号を記入すること。

13　「産業医の氏名」の欄及び「事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名

することができること。

備考



【基準編】 

３ 基準 

基準１・・ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定 

方法・基準 

基準２・・情報通信機器を用いた面接指導の実施について 
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ウ ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準 

○ 個人のストレスの程度の評価方法

 事業者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価を実施者に行わせるに

当たっては、点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況をレーダ

ーチャート等の図表で分かりやすく示す方法により行わせることが望ましい。 

○ 高ストレス者の選定方法

 次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものと

する。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での

調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。 

① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数

の合計が高い者 

② 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数

の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担

の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に

関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者 

実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法

のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他

の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床

心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考え

られる。この場合、当該面談は、法第 66 条の 10 第１項の規定によるストレスチェッ

クの実施の一環として位置付けられる。 

（ストレスチェック指針より抜粋） 

＜解説＞ 

 ストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、衛生委員会におけ
る調査審議を経て、事業者が決定しますが、一方、個々人の結果の評価は実施者が行う
ことになります。 

本人の気づきを促すための方法 

○ 本人のストレスへの気づきを促すため、ストレスチェックの結果を本人に通知す
る際に用いる評価方法としては、個人のストレスプロフィールをレーダーチャート
で出力して示すなど、分かりやすい方法を用いるのがよいでしょう。 

○ 「職業性ストレス簡易調査票」を用いる場合には、「職業性ストレス簡易調査票
を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」4に示されている標準化得点を
用いた方法によることが適当です。 

高ストレス者を選定するための方法 

○ 高ストレス者を選定する場合には、まず、心身の自覚症状があり対応の必要な労

4平成 14 年～16 年の厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「職場環境等の改善等による

メンタルヘルス対策に関する研究」において作成されたもの
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働者が含まれている可能性の高い、「心身のストレス反応」の評価点数が高い者を
選ぶことが必要ですが、「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い者だけを
選ぶと、自覚症状としてはまだそれほど顕著な症状は現れていないけれども、仕事
の量が非常に多い労働者や、周囲のサポートが全くないと感じている労働者など、
メンタルヘルス不調のリスクがある者を見逃してしまう可能性があります。このた
め、上記のとおり、「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上の者であ
って、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が
著しく高い者についても、高ストレス者として選定するようにしましょう。 

○ 「職業性ストレス簡易調査票」を使用する場合の考え方や具体的な基準は以下に
示しますが、独自の項目を用いる場合においてもこれを参考としつつ、各企業にお
いて適切な基準を定めて下さい。 

○ 高ストレス者の選定方法の具体例を以下に示すとともに、その補足説明として
「数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法」を巻末資料に掲載してい
ます。 

＜具体例・様式例＞ 

職業性ストレス簡易調査票を用いる場合の個人結果の計算・出力方法 

○ 職業性ストレス簡易調査票を用いる場合に個人結果を出力するには、標準化得点
を用います。この方法では、調査票全 57 項目に対する 4 段階の回答から、各尺度
（*仕事の負担、コントロール度、疲労感、抑うつ感等のまとまり）に該当する項
目の点数を算出し、その点数を 5 段階に換算して評価をします。標準値は、約 2.5
万人（男性 15,933 人、女性 8,447 人）の種々の業種、職種の労働者のデータベ
ースが基準となって作成されています。 

○ 具体的には、個人の職業性ストレス簡易調査票の各項目の点数を下記素点換算表
の計算欄に従って計算し、得点を算出します。この得点が表の右側のストレスの程
度のいずれに該当するかを読み取ります。詳細な集計方法については「職業性スト
レス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」（URL：
http://www.tmu-ph.ac/topics/pdf/manual2.pdf）も参考としてください。 
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素点換算表（職業性ストレス簡易調査票 57 項目を用いる場合） 

尺度 
計算 

（No.は質問項目番号） 
得点 

男性 女性 

低い／

少い 

やや低い

／少い 
普通 

やや高い

／多い 

高い／

多い 

低い／

少い 

やや低い

／少い 
普通 

やや高い

／多い 

高い／

多い 

上段：質問項目合計得点 

下段は分布(n=15,933) 

上段：質問項目合計得点 

下段は分布(n=8,447) 

【ストレスの原因と考えられる因子】 

心理的な仕事

の負担（量） 
15-(No.1+No.2+No.3) 

3-5 6-7 8-9 10-11 12 3-4 5-6 7-9 10-11 12 

7.2% 18.9% 40.8% 22.7% 10.4% 6.6% 20.4% 51.7% 15.6% 5.8% 

心理的な仕事

の負担（質） 
15-(No.4+No.5+No.6) 

3-5 6-7 8-9 10-11 12 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

4.5% 20.6% 43.4% 25.7% 5.7% 4.9% 17.5% 38.2% 29.1% 10.3% 

自覚的な身体

的負担度 
5-No.7 

1 2 3 4 1 2 3 4 

33.8% 39.3% 18.7% 8.2% 37.0% 33.7% 19.7% 9.6% 

職場の対人関

係でのｽﾄﾚｽ 
10-(No.12+No.13)+No.14 

3 4-5 6-7 8-9 10-12 3 4-5 6-7 8-9 10-12 

5.7% 24.8% 47.5% 17.6% 4.5% 7.3% 26.8% 41.0% 18.4% 6.4% 

職場環境によ

るストレス 
5-No.15 

1 2 3 4 1 2 3 4 

25.1% 38.0% 23.1% 13.8% 17.7% 31.7% 28.8% 21.7% 

仕事のコント

ロール度 
15-(No.8+No.9+No.10) 

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 3 4-5 6-8 9-10 11-12 

5.4% 16.6% 37.1% 32.4% 8.5% 5.5% 16.0% 48.8% 23.3% 6.3% 

技能の活用度 No.11 
1 2 3 4 1 2 3 4 

4.5% 18.2% 49.4% 27.9% 9.1% 26.7% 45.6% 18.6% 

仕事の適性度 5-No.16 
1 2 3 4 1 2 3 4 

6.4% 23.3% 54.9% 15.4% 9.3% 25.9% 49.7% 15.1% 

働きがい 5-No.17 
1 2 3 4 1 2 3 4 

7.3% 24.2% 51.4% 17.0% 13.1% 29.3% 44.5% 13.1% 

【ストレスによっておこる心身の反応】 

活気 No.1+No.2+No.3 
3 4-5 6-7 8-9 10-12 3 4-5 6-7 8-9 10-12 

10.9% 14.3% 41.6% 24.5% 8.7% 13.4% 19.2% 37.3% 21.3% 8.8% 

イライラ感 No.4+No.5+No.6 
3 4-5 6-7 8-9 10-12 3 4-5 6-8 9-10 11-12 

10.3% 20.9% 38.2% 22.7% 7.8% 7.6% 18.2% 45.1% 20.3% 8.8% 

疲労感 No.7+No.8+No.9 
3 4 5-7 8-10 11-12 3 4-5 6-8 9-11 12 

9.7% 12.2% 47.4% 23.3% 7.4% 6.2% 23.2% 40.1% 23.1% 7.4% 

不安感 No.10+No.11+No.12 
3 4 5-7 8-9 10-12 3 4 5-7 8-10 11-12 

8.3% 14.9% 51.9% 17.8% 7.1% 12.3% 15.6% 44.7% 21.6% 5.8% 

抑うつ感 No.13～No.18 の合計 
6 7-8 9-12 13-16 17-24 6 7-8 9-12 13-17 18-24 

15.1% 21.6% 40.6% 16.2% 6.5% 12.4% 18.9% 39.3% 22.3% 7.2% 

身体愁訴 No.19～No.29 の合計 
11 12-15 16-21 22-26 27-44 11-13 14-17 18-23 24-29 30-44 

5.3% 31.0% 40.5% 15.9% 7.4% 8.3% 23.6% 38.6% 21.7% 7.8% 

【ストレス反応に影響を与える他の因子】 

上司からの 

サポート 
15-(No.1+No.4+No.7) 

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 3 4-5 6-7 8-10 11-12 

6.9% 27.0% 32.8% 24.7% 8.7% 7.5% 22.0% 38.9% 26.7% 4.9% 

同僚からの 

サポート 
15-(No.2+No.5+No.8) 

3-5 6-7 8-9 10-11 12 3-5 6-7 8-9 10-11 12 

6.1% 32.4% 39.9% 16.3% 5.3% 8.1% 31.3% 35.3% 17.9% 7.4% 

家族・友人か

らのサポート 
15-(No.3+No.6+No.9) 

3-6 7-8 9 10-11 12 3-6 7-8 9 10-11 12 

6.9% 13.9% 20.3% 28.4% 30.6% 4.4% 10.6% 16.0% 28.6% 40.4% 

仕事や生活の

満足度 
10-(No.1+No.2) 

2-3 4 5-6 7 8 2-3 4 5-6 7 8 

5.0% 12.3% 57.2% 17.4% 8.1% 6.4% 15.4% 57.8% 15.4% 5.0% 
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素点換算表（職業性ストレス簡易調査票の簡略版 23 項目を用いる場合） 

尺度 
計算 

（No.は質問項目番号） 
得点 

男性 女性 

低い／

少い 

やや低い

／少い 
普通 

やや高い

／多い 

高い／

多い 

低い／

少い 
やや低い

／少い 
普通 

やや高い

／多い 

高い／

多い 

上段：質問項目合計得点 

下段は分布(n=15,933) 

上段：質問項目合計得点 

下段は分布(n=8,447) 

【ストレスの原因と考えられる因子】 

心理的な仕事

の負担（量） 
15-(No.1+No.2+No.3)  

3-5 6-7 8-9 10-11 12 3-4 5-6 7-9 10-11 12 

7.2% 18.9% 40.8% 22.7% 10.4% 6.6% 20.4% 51.7% 15.6% 5.8% 

仕事のコント

ロール度 
15-(No.8+No.9+No.10)  

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 3 4-5 6-8 9-10 11-12 

5.4% 16.6% 37.1% 32.4% 8.5% 5.5% 16.0% 48.8% 23.3% 6.3% 

【ストレスによっておこる心身の反応】 

疲労感 No.7+No.8+No.9  
3 4 5-7 8-10 11-12 3 4-5 6-8 9-11 12 

9.7% 12.2% 47.4% 23.3% 7.4% 6.2% 23.2% 40.1% 23.1% 7.4% 

不安感 No.10+No.11+No.12  
3 4 5-7 8-9 10-12 3 4 5-7 8-10 11-12 

8.3% 14.9% 51.9% 17.8% 7.1% 12.3% 15.6% 44.7% 21.6% 5.8% 

抑うつ感 No.13+No.14+No.16  
3 4 5-6 7-9 10-12 3 4 5-6 7-10 11-12 

19.2% 15.7% 37.2% 22.2% 5.7% 15.7% 13.9% 34.9% 30.0% 5.5% 

食欲不振 No.27  
1  2 3 4 1  2 3 4 

71.6%  22.9% 4.3% 1.2% 66.2%  25.8% 5.9% 2.1% 

不眠 No.29  
1  2 3 4 1  2 3 4 

55.6%  31.3% 9.8% 3.3% 52.2%  30.6% 12.2% 5.0% 

【ストレス反応に影響を与える他の因子】 

上司からの 

サポート 
15-(No.1+No.4+No.7)  

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 3 4-5 6-7 8-10 11-12 

6.9% 27.0% 32.8% 24.7% 8.7% 7.5% 22.0% 38.9% 26.7% 4.9% 

同僚からの 

サポート 
15-(No.2+No.5+No.8)  

3-5 6-7 8-9 10-11 12 3-5 6-7 8-9 10-11 12 

6.1% 32.4% 39.9% 16.3% 5.3% 8.1% 31.3% 35.3% 17.9% 7.4% 

 

   ○ 計算した結果はレーダーチャート形式（P52 参照）又は表形式（P42 参照）で
表します。レーダーチャート形式ではレーダーが小さく中心を向いているほど、表
形式では端の影のかかった枠に○があるほど、ストレス状況は良くないことを示し
ています。レーダーチャートと表形式で出力した結果に対する簡単な説明とアドバ
イスを付した文書も同時に作成します。 

   ○ 結果の解釈にあたって：調査票の尺度のうち、「ストレスの要因と考えられる因
子」や「ストレス反応に影響を与える他の因子」も大切ですが、「ストレスによっ
ておこる心身の反応」に問題が多い場合には特に早めに対応することが重要となり
ます。「ストレスによっておこる心身の反応」の 6 つの尺度の中では、｢活気の低下｣
はストレスの程度が比較的低い段階でも認められ、次に｢身体愁訴｣や｢イライラ感｣
や｢疲労感｣、ついで｢不安感｣が続き、｢抑うつ感｣がストレスの程度が最も高い段階
でみられる症状であることが分かっています。したがって、労働者のストレス状況
を観察する場合には「不安感」｢抑うつ感｣に着目し、「不安感」「抑うつ感」の高い
労働者に特に注意していく必要があるでしょう。 

   ○ 国では、職業性ストレス簡易調査票を用いて、労働者個人のストレス状況を把握
しストレスプロフィールを出力できるツールを無料で提供していますので、ご活用
ください。 

 ・「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト 

https://stresscheck.mhlw.go.jp/ 
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   高ストレス者を選定するための方法 

   ＜基本となる考え方＞ 
   ○ 次の①及び②に該当する者を高ストレス者として選定します。 
    ①「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者 
    ②「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕

事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著し
く高い者 

   ○ 上記①及び②に該当する者の割合については、以下の評価基準の例では概ね全体
の１０％程度としていますが、それぞれの事業場の状況により、該当者の割合を
変更することが可能です。 

 

   ＜評価基準の例（その１）＞ 

     この方法は、調査票の各質問項目への回答の点数を、単純に合計して得られる評
価点を基準に用います。このため、特別な手順によらず算出することが可能です。 

 

    職業性ストレス簡易調査票（57 項目）を使用する場合の評価基準の設定例 

    ㋐「心身のストレス反応」（29 項目）の合計点数（ストレスが高い方を 4 点、低い
方を 1 点とする）を算出し、合計点数が 77 点以上である者を高ストレスとする。 

    ㋑「仕事のストレス要因」（17 項目）及び「周囲のサポート」（9 項目）の合計点
数（ストレスが高い方を 4 点、低い方を 1 点とする）を算出し、合計点数が 76
点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」の合計点数が 63 点以上である
者を高ストレスとする。 

 

 
      【概念図】 
      ㋐又は㋑のいずれかに 
      該当する者を高ストレス者 
      と評価する。 
     ※調査票の項目中、満足度に関する 
      回答は評価に含みません。 

 

     

 

 

 

職業性ストレス簡易調査票簡易版（23 項目）を使用する場合の評価基準の設定例 

    ㋐「心身のストレス反応」（11 項目）の合計点数（ストレスが高い方を 4 点、低い
方を 1 点とする）を算出し、合計点数が 31 点以上である者と高ストレスとする。 

    ㋑「仕事のストレス要因」（6 項目）及び「周囲のサポート」（6 項目）の合計点数
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（ストレスが高い方を 4 点、低い方を 1 点とする）を算出し、合計点数が 39 点
以上であって、かつ、「心身のストレス反応」の合計点数が 23 点以上である者
を高ストレスとする。 

      
 

 【概念図】 
      ㋐又は㋑のいずれかに 
      該当する者を高ストレス者 
      と評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ＜評価基準の例（その２）＞ 

     この方法は、調査票の各質問項目への回答の点数を、素点換算表により尺度ごと
の 5 段階評価（ストレスの高い方が 1 点、低い方が５点）に換算し、その評価
点の合計点（または平均点）を基準に用います。分析ツール（プログラム）が必
要ですが、個人プロフィールとの関連がわかりやすく、尺度ごとの評価が考慮さ
れた解析方法です。 

 
    職業性ストレス簡易調査票（57 項目）を使用する場合の評価基準の設定例 

    ㋐「心身のストレス反応」（29 項目）の６尺度（活気、イライラ感、不安感、抑う
つ感、疲労感、身体愁訴）について、素点換算表（P40）により 5 段階評価（ス
トレスの高い方が 1 点、低い方が５点）に換算し、６尺度の合計点が 12 点以下
（平均点が 2.00 点以下）である者を高ストレスとする。 

    ㋑「仕事のストレス要因」（17 項目）の９尺度（仕事の量、仕事の質、身体的負担
度等）及び「周囲のサポート」（9 項目）の３尺度（上司からのサポート、同僚
からのサポート等）の計 12 尺度について、素点換算表（P40）により５段階評
価（ストレスの高い方が 1 点、低い方が５点）に換算し、12 尺度の合計点が 26
点以下（平均点が 2.17 点以下）であって、かつ、「心身のストレス反応」の 6
尺度の合計点が 17 点以下（平均点が 2.83 点以下）である者を高ストレスとす
る。 
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      【概念図】 
      ㋐又は㋑のいずれかに 
      該当する者を高ストレス者 
      と評価する。 
     ※調査票の項目中、満足度に関する 
      回答は評価に含みません。 
 

 

 

 

 

 

 

    職業性ストレス簡易調査票簡易版（23 項目）を使用する場合の評価基準の設定例 

    ㋐「心身のストレス反応」（11 項目）の 5 尺度（不安感、抑うつ感、疲労感、食欲
不振、不眠）について、素点換算表（P41）により 5 段階評価（ストレスの高い
方が 1 点、低い方が５点）に換算し、５尺度の合計点が 11 点以下（平均点が
2.20 点以下）である者を高ストレスとする。 

    ㋑「仕事のストレス要因」（６項目）の２尺度（仕事の量、コントロール度）及び
「周囲のサポート」（６項目）の２尺度（上司からのサポート、同僚からのサポ
ート）の計４尺度について、素点換算表（P41）により５段階評価（ストレスの
高い方が 1 点、低い方が５点）に換算し、4 尺度の合計点が 8 点以下（平均点が
2.00 点以下）であって、かつ、「心身のストレス反応」の 5 尺度の合計点が 16
点以下（平均点が 3.20 点以下）である者を高ストレスとする。 

 
     【概念図】 
      ㋐又は㋑のいずれかに 
      該当する者を高ストレス者 
      と評価する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

    注１）上記の設定例（その１及びその２）は、㋐と㋑の比率を８：２とし、高スト

57 
(4.83) 
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レス者の割合を全体の 10%程度とした場合の例とその評価基準の点数を示した
ものであり、この比率や割合は面接指導の対象者の選定方針や事業場全体の高ス
トレス者の比率を勘案し、変更することが可能です。 

     （巻末の資料に、職業性ストレス簡易調査票を用いた実績データから作成された分布表

を添付していますので、比率や具体的な基準点の設定にご活用下さい。） 

    注２）国では、職業性ストレス簡易調査票を用いて、高ストレス者を選定する分析
ツールを無料で提供していますので、ご活用ください。 

 ・「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト 

https://stresscheck.mhlw.go.jp/ 

 

   調査票に面談を併用する場合 

   ○ 高ストレス者の選定にあたり、調査票に基づく数値評価に加えて補足的に労働者
に面談を行う方法も考えられます。この場合の面談は、ストレスチェックの一環と
して行うことになりますが、実施者以外の者に行わせるときは、その者が職場のメ
ンタルヘルスに関する一定の知見を有する者（実施者として明示された者以外の保
健師等の有資格者のほか、産業カウンセラー、臨床心理士等の心理職）であって、
面談を行う能力がある者かどうかを実施者が責任をもって確認する必要がありま
す。また、この場合、面談は実施者の指名と指示の下に実施し、面接指導対象者の
選定に関する判断は、面談を実施した者に委ねるのではなく、面談結果を踏まえて
実施者が最終的に判断する必要があります。 

   ○ また、医師以外の者が面談を行った場合に、面談の中で早急に対応が必要な労働
者を把握した場合は、まずは産業医につなぎ、面接指導の実施、就業上の措置に関
する意見の提示を受けられるようにすることが必要です。  
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指導の対象者にのみ職場で封書を配布するなどの方法では類推される可能性が
あります。電子メールで通知する、自宅に封書で郵送する、全員にストレスチェ
ック結果を封書で通知する際に併せて面接指導の対象者である旨の通知文も同
封して通知するなどの配慮が必要です。 

    ○ 労働者の個別の同意がなければ、事業者に通知することは禁止されています。
また、第三者に結果を漏らすことも法律で禁じられています。労働者の同意取得
の方法などの留意事項は後述の P105 を参照してください。 

   通知する内容 

    ○ 実施者から労働者に対し、以下の事項を通知します。このうち、ア①～③につ
いては、必ず通知しなければならないものであり、イ及びウは通知することが
望ましいものです。 

     ア 個人のストレスチェック結果 

      ① 個人のストレスプロフィール（個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、
図表等で示したもの。次の 3 つの項目ごとの点数を含むことが必要。） 

・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 

・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 

・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 

      ② ストレスの程度（高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果） 

      ③ 面接指導の対象者か否かの判定結果 

      注１）ストレスチェックの目的や結果の見方についても改めて説明するとよい
でしょう。 

      注２）検査結果は概ね検査前の１か月間の状況を示したものであり、本人の自
覚に基づく評価であること、ストレス反応自体は多かれ少なかれすべての
労働者が示すものであり、高ストレスであること自体が必ずしも心身の健
康障害を意味しているわけではないことも説明するとよいでしょう。 

      注３）面接指導の対象者については、面接指導を受ける意義などについて説明
するとよいでしょう。 

 
     イ セルフケアのためのアドバイス。 

     ウ 事業者への面接指導の申出方法（申出窓口）。 
       ※アで面接指導の対象とされた者に限る。 

      注１）以下のことについて説明するとよいでしょう。 

       ・ 面接指導を申し出た場合には、ストレスチェック結果を事業者に提供す
ることに同意したものとみなされること、面接指導の結果、必要がある
場合は就業上の措置（時間外労働の制限、配置転換など）につながる可
能性があること。 

       ・ 面接指導を申し出たことに対して不利益な取扱いをすることは法律上禁
止されていること。 
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       ・ 面接指導に要する費用は事業者が負担しなければならず、労働者が負担
する必要はないこと。 

      注２）面接指導の申出がしやすくなるように、事業者に申出る際の窓口を産業
医などの産業保健スタッフとすることや外部機関とすることも可能です。
その場合、申出のあった旨を事業者に伝えることをあらかじめ労働者に伝
えておきます。 

    ○ 上記のほか、必要に応じて以下の事項についても通知するとよいでしょう。 
     ・ 面接指導の申出窓口以外の相談可能な窓口に関する情報提供（社内の産業保

健スタッフ、社外の契約機関の相談窓口、公的な相談窓口等の紹介）。 

     ・ 結果通知時に、結果の事業者への提供についての同意の有無を確認すること
にしている場合は、そのための文書。  
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 ＜具体例・様式例①＞ 

○ ストレスチェック結果通知シートの例 

 

 
 

（注）このグラフは、中心に近いほどストレスが高いことを示しています。 
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ついては、ストレスチェックの実施事務従事者に限って可能です。 

   ○ 本人の同意により面接指導が必要であるという評価結果を事業者が把握してい
る労働者に対しては、必要に応じて、申出の強要や申出を行わない労働者への不利
益取扱いにつながらないように留意しつつ、事業者が申出を勧奨することも可能で
す。 

   ○ 面接指導を受けるかどうかは、あくまで勧奨を受けた本人の選択によりますが、
制度の実効性を増すためには、事業場において面接指導が必要と判断された労働者
ができるだけ面接指導を申し出るような環境づくりが重要です。 

   ○ 事業場では、特に以下の点に留意する必要があります。 
    ① 情報の流れの明確化 
      労働者が安心感をもてるよう、図表などのわかりやすい方法により、個人情報

保護に関連する事項、即ちストレスチェックの結果（個人のストレスプロフィー
ルやストレスの程度の評価結果）、面接指導の必要性の有無、面接指導の内容な
どが、どのような経路でどの範囲に伝えられるのかを明らかにしましょう。 

    ② 手続きの簡素化と秘匿化 
      面接指導を勧奨された労働者が面接を申し出る際には、できるだけ簡単な手続

きで申し込めるようにしましょう。申し込み手続きは周囲の者に知られることな
く完了できるように配慮しましょう。窓口を明確化し混乱のないようにしましょ
う。 

      また、面接指導のため労働者が職場を離れることが想定されるため、面接指導
の実施日時等の情報は労働者の上司と共有しておく必要があります。 

    ③ メンタルヘルス教育 
      メンタルヘルス指針にあるように、日頃よりメンタルヘルスケアについて正し

い知識を付与することが、労働者からの面接指導の申出の割合を高め、周囲の者
の理解を得るのに役立ちます。例えば、産業医等面接指導を実施する医師が、メ
ンタルヘルス教育の一部を担当すれば、労働者により親しみやすくなるでしょう。 

   ○ 実施者は、面接指導を申し出なかった人も相談できるよう、相談対応、専門機関
の紹介などの支援を必要に応じて行いましょう。 
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情報通信機器を用いた面接指導の実施について 

 

出典：情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条の８第

１項及び第 66 条の 10 第３項の規定に基づく医師に

よる面接指導の実施について（平成 27 年９月 15 日

付け基発 0915 第 5 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本的な考え方 

  法第 66 条の８第１項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把

握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と

面接し、労働者とのやりとりやその様子（表情、しぐさ、話し方、声色等）から労働者

の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報

を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を

把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うこ

とが望ましい。 

  一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、

必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるもので

はない。 

  ただし、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況の確認や

必要な指導が適切に行われるようにするため、以下２に掲げる事項に留意する必要があ

る。 

 

２ 情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項 

（１）面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。なお、以下のい

ずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける

労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければ

ならないこと。 

  ① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。 

  ② 面接指導を実施する医師が、契約（雇用契約を含む）により、少なくとも過去１年

以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理

に関する業務を担当している場合。 

  ③ 面接指導を実施する医師が、過去１年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視

したことがある場合。 

（注）以下の考え方と留意事項は、労働安全衛生法第 66条の８第１項の
規定に基づく医師による面接指導（いわゆる長時間労働者に対する面接

指導）及び同法第 66条の 10第３項の規定に基づく医師による面接指導
（いわゆるストレスチェック制度における面接指導）をテレビ電話等の

情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。 
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  ④ 面接指導を実施する医師が、過去１年以内に、当該労働者に直接対面により指導等

を実施したことがある場合。 

（２）面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。 

  ① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるも

のであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。なお、映像を

伴わない電話による面接指導の実施は認められない。 

  ② 情報セキュリティ（外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止）が

確保されること。 

  ③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、

容易に利用できること。 

（３）情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たす

こと。 

  ① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行

った上で、事前に労働者に周知していること。 

  ② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることが

ないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。 

（４）情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した

場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携し

て対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が

整備されていること。 
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