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11本心身|実学会では，� 1991{Iーの第� 321n lt体jJIltiiii会からコ・メデイカルスタッ，'� 

フを対象としたシンポジウムやワ ー クショッブが継枕して 1)~Hm され， 心JIH峨の 

iHli'j1: ljしてきた.出� 571 ibi!会で、 J'f に活;f "ド;:imy ，'iij はいわゆるストレスチェック;[，I

l江が Ij~J ~fì され， ストレス l'I '，J !illのザ〈 ，心''1けたシステムがスタ ー卜するrílj予防に 

身|矢 fjt に出わる心JI1!臓にはどのような社会 I'r'~叫 l ily と ， :~! !Wがある かについてワ ー

クシ ョップを間HIHした.

働")1イドの2014)より，ーセンタIl柄引別世llk7:í11-;:;~J(担;γ1:パ11花1:rはじめに� 

I: 川する事業行に対してみ務づけ)fflをfi働1のヅ.1'人以50により11:法の改f:W安全� 

られたストレスチェック� ;IJIJJ文の制介とともに，心掛|人l料|欠のい恒u内な|則り のほ

かに心.fIj!職に ij1(1}DI/~ 

とィ与えられるが，別段|析では心j:lj.!jf，訟はililj)立の主施行にはなれず，今後公II.忠心J[[:lliI[

;IJIJl支がス トレスチ ェック ;l llJ山の '1 ' でとーのような役~ilj を礎{リで きるのか， 公 lit心 

よる I~ :jストレス行に対するf1i1 友が/j1ttは'r<:山なf立咋IJになる

''1i'iIIiの費成カリキュラムのJlH に|刈余iiCゆ点 (特(こ心身|え"j:， :f.J : >J"XHiflj<?)の判� IIIJI

lJJE1り人れられるかが官製と jわオLる，などス トレスチェック� ;[i

された� 

村守先生のセッションでは，現状では''1センタ ーのCBT&EAPいて，札幌1ut

iの|吋ltl1点が41宅Jlt!

1r

"1lJ

J1や作業カウンセラ ーなとの心� 1:f!Jlでは心''1ストレスチェック制度の� 

役;刊は限定的であるが，今後は I~と (:lli による耐接指噂に先ウ:つ↑111: 出聴取を 11 的と

iの〕目出Htμθ立;工うことが与えられるため，ストレスチエツク制1j職がJI[!院などを心(IIIした� 

巾礼凶:iII 来監忠作ゾでで、ある職J削y1;

Jl川L心、心J '11下判と� i

峨のj1-1う

可|りIJ:とさ才れLた� 七EザfJに刈してt汗行炉行B?f わ行 う|呼台能'I"門:のある 月[1け1:による|“凶山fI川|リiJ左安2について，fI山|人'l/tNi

't 

についてロールプレイ形式て}j肢の進めi(1 1むしたJ5'J.の似"控を� φ

以後に� 11本A?:I~~ I |人jfl の松~!f より，公lit心 m!J:l l i法成立iil;Hhri似，防~liJlt;é ; C、出 

の粁j曲解説 とともに ， 公 lbtl心 J'I !n~i がノ〉後ど の ような機能を 県たすことが!日Jí与 さ

のワ ークを行った.

[!J出心lれているかについてや，公� 'r:lliがiiiUl!するための川出)1，， t¥UがJjt，f (と 今後の，w:
/J¥された.

11;jt者のストレス今川のワ ー クショップでは勤労' 'ljに取り� *むための心J1iJ.職の� 

l出回について，公認心;Ij!白1[ii[J1j皮を意識 した ワークショップを� ii'うことで，心身|災

で心開寸:の県たす職務について考えるき っかけとなった.''1僚の� 

(え:a 仏、 ~!f佼った) 
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lワークシヨ� Yプ:スト山対向身医学と心理学の新展開

ストレスチェック制度における心理職の役割
ーストレスチェックとチェック後の而接を体験する一

負術が1"¥jしミと� 'FIJI却iされた労働点(以|、¥1":1スト

* * 

抄f*・2(151113) jより� 'J::J1 j;iliされたストレスチェック;IJ度。)'1'で臨床心理� 1:や虚業カウンセラー

'.i

*.

fl

中村 亨*/坂野雄二� 

司法のtrlう役などの心J1t ]l土限定的であるものの.'XfJ5を行うにあたって，ストレスチェ ックにお

いてl'

た而後を，心JIJ!臓がiJうことがJまえられる. このため，心開司法は，医nili凶i桜の伎鑑づけを介むス

トレスチェッ 夕刊山氏やストレスチェyクの阪に!IJ~ l ら れる倹úについてと?S~ とともに. JI.lj)d，'i 

械の保護を存惚Lたluit支のi住め/jをはにつける必要がある.

本ワ ー クショッフ では ス ト レスチヱック ;1111ばと t~'nluJ! 11 となって い る職業門ーストレ ス 的場 f制

I"j:ストレ スと判定された労働行に対する|災削iによるIlrit産指叫に先立つtl'f報聴取を� 1J(i'~とし

官票について慨説するとともに，医師に よる� j筏m 主ーのぷイン前の情報隠取を日的とした取itへ午ii'， 

トを強思!した.
 

Key words :ストレスチエヅク;IJ!IJえ心jljl.臓の役割
 

ストレスチェ、ソク制度の概要と心理臓の

位置づけ

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制

50い1'-門に開始された.これに1-'12年2015!支が 

名以上の労働'lî行を使川するーj-i: Æ~場においては， 

;:;.;11!H史川する労(励行に刈していえnl[i，保(住師など

.1倣~' I'i:ストレス附易訓:ff.烈

H'd多~)J義務とされている ) . 

ストレスチェック� aiIJ){[の主� 11的は，労!勤行の

メンタルヘルスイ~~If，jを未然に防 11:すること( . 

次予防)であり，ヅif!邸~ 1号 I~I 身の ストレ スへの気

づきを促すとともに ， ス ト レスの出 I)~I と な る職

場環境の改苦を行うことをねらいとしている.

また，I宍l':'lil師岐によ って必安 と判断さ れた場合

には医療機|瑚への受診勧奨がfJわれるなど，メ 1ぜUI[ilによる心開的なI't]1 度を出射するための検f'，¥0) 1. 削接ら� "

査 (ストレスチエ ツク)を夫施すること，およ ンタルヘルス不調岳の� IT'-則発見とその対!，じ(二 チェックを� Li
び，検査の結果，一定の要{'I:に抜、'iしストレス 次 予防)と いう要ぷも合まれている.なお， 4~ '1"1:ストレスli'. 

レス者)から巾 LtJ¥があった� i幼什には， rí~ 印 lì に

よる l町接指導 (以下， 1矢師I(ii]妾)を実施し|天� 

rliliの，立見を踏まえて必裂な業務� 1:のHlri置を，;，1'1じ

るこ とが事業者の義務となった (';Îl~;1日t使J+J する

労働将が� 50人来満の官業場については当分の� 

1 ス トレスチェックを実施できるでは，'1史のIJJ;[， 

者(以ド，XJ出荷)は，� Jみ日rli，保他削i，および，

定の研修を受けた干守護師.� ;fi1t~'f~f埋福十l上I:tこ 

ス トレス者ーに副院指導を行iEられており ，|収 

い. 半業者へ業務上のtl守閣に閲する怠μを述べ

ることができるのは医師のみとなっている.

また，本制JJ;〈では，メンタルヘルスという� jド

tionnaire :BJ 
う際のポイシ

ストレスチエ...

尚ストレス者

ーニストレス手

職場におけ る1る

常にデリケートな問題を取り倣うため� .M人情i.iU:111法人事長牢医� 
01i絡先 ・中村 ヤ. 〒002-8053北海道札幌市北区

鰍路IIIj筏路� 288-1-206) 
報の保誰が徹底されてい る.側人の ス トレ ス 的 長11t~，f :[K ( こ

労働者によ ろ直接通知さ れ，守秘、チェックの結果は受検者に|科学部11**北海道医療大学心型

級会が'iL札幌� CBT & EAPセンターiJl る副円，� ~..~~ 
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義務をもっ実施者，および実施者の指示で'~~施

のお務に併わる実施事務従事者以外の者が，本

人のrriJj立を判ることなく結果を閲覧することは

できない.労働者がl垣日Ili而肢をqlし!l¥たときに

は， ぶ業ー将l立当該fI色|人のス トレスチェック料収

を把似し， lui院を行った医師から業務，1'，のJ，IJ;聞

に|射するJS比を聴取するが， 事業者は，入手し

たストレスチェ ックの結裂や医師からのぷ凡な

どのfI，~人↑自械を厳 rfiに管理しなければならない.

ところで，職場のメンタルヘルス対策を行う

にあたり，すでに臨休心J1TI'1ーや庄業カウンセ

ラ←なと"(J )心叫臓が7，~勤している . これら心J'H

職がストレスチェック制度の'1'で行うことがで

きるのは， 0)ストレスチェックの料以下IJiとのた

めの補助的耐接，②従業日からの中11.淡対jι ω
職場l攻占の意見 ・s)J-;=jーを行うことに|自られてい

る.しかし，本;/ilJl丘の中で実務を行うにあたり，

l当ストレス行への|正川|向I主に先立つ刑事Ii収集の

瓜i桜(以ドド lìÍj I (IÎ桜)や r'~ 印 l i í出技後の フォロー

を，心Jl~時事カ1行う ことが与えられる . このため，

心f叩[訟には，ストレスチェック制度やストレス

チェック の際にJIJし=られる t検査の知識を学ぶと

ともに，ストレスチェックailjJJtI~ の医師|両iJ主の

位置づ'(1や制人↑15報の保護を引邑したi両院の)止

めん・などを身につけることがぶめられる. そこ

でイiワークショップでは，ストレスチェックと

17~ 自rti l rl i接の l慨嬰を説明するとともに，ストレス

チェックを行う際，牒準項11となっている職業

fl:ストレス問:jhJ;ll，'ij町出 (Briefjob Stress Ques-

tionnaire : BjSQ)のが;!棋を)円いて事liilI 自 i接を ~i

う際のポイントを整即する.

セラ ー

ーJ.、
-"" 
とし

'
b
'
a
a
 

i
 -

-
、'
 '1jl 

-fン

ぺ 労働荷の

ー 、レスへの気
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こ Lている

'さ ~lた場合

ーるなど，メ

エセ })刈}，i5(二

( なお-lド

ー旬.および，

二位福祉上に

ー官接指導 を行

る立見を述べ

っている

Lスという非

ため，個人情

'のス トレス

ュ知され，守秘

ストレスチェックに用いる検査と

高ストレス者の判定方法

ストレスチェックでJTJいられる検fiには， ぐlづ

職助における汁談労働{'i'の心開的なflfL1に|英lす

る噴L1， (2)当該労働者の心理的負担lによる心即

的自党症状に閲するJ頁目， ③職場における他の

労働1i'による当該労働占-への支援に|期する羽目
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のいずれも合めるものと Æめられており，打I~焚

されている検汽として BjSQが挙げられてい

るJ)l) BjSQ は57JfiL 1からなる灯IHj紙検官(附

UI各月以では 23Jfj 1 1)で， LJJイ1:'J rのストレス叫1/、1，

②心身のストレス jえ J必出修前j~1大!という::3 1/;1 

子で ，fi，~}ぷされた多 '~dl 倹任である .

検査の結果，せ)r心J'll的なuねによる心身の

"':W，iJ)¥!こ|則する.1:.1.11-1Jの合計J判[li点数が113い，

(2} r心則的な負tl.[による心身の |ι11'，i;~，E状に|則す

るJf!llJの介社，WflJJiJ，'，i，数がー定以上で職場に

おける、111液ジi1'励 行の心JlIl的な í~!.j:iJ，の}JJ(1)，1に11りす

るJf[11 J と rJ臨場における他の労働おによる叶

ぷ労働占への支援に|到する川口」の什，n-d、li(iUiJ，'，(、

放が押しく l:古い，のいずれかに該当したとき，

叉-般有は111，11ストレス仔と 1寸ぷされ， I'~: r:lliによる

1M t主指導の対象となる.

ストレスチェック後の医師mi接

ス トレスチェックの結以は本人にIi'U;;:)凶主IIさ

れるが， lfljストレス首が・H業行に|天削lui院のq1

し tl '，を行ったときには，受，t~!.fi-は検査結以を 'H

業者へ提供することにliリぶしたとみなされ，・Ji:

業ぷーからの ffく ~!(i によって|災 Ólli による I(JÍf走が~ j'わ

才Lることになる.

医師i山妾では， 'HB'ijに'-jJ業者や本人から，所

属や役1[，品などの1.1>1，:情報とストレスチェックの

結果，ス トレスチェックを実施する目前 1カJJ

聞の勤務状ì~G (労働時間，時間外 ・休U労働u寺

間，労働11数，深ィ長 ・交代勤務の有M，業務内

容など)なとeの11'1械が収集される- 1天仰は判拘

に収集した的幸I~ と， ノド人から聴取した①当該労

働-fi-の勤務の状況(業務 1-，のス トレスについ

て)，G〉心JII!的な仇-tltの状況はJlうつ症状などに

ついて)， (おその他の心身の状況(生活押悦 ・ 3~~

1，~j について)を総介的に，lffilli し ， 生活や働き プJ

の指導 ・肋， j(保他指導)を行うとともに，必

要と判断される場介には'，~l/"W~療機閥への受，;会

勧奨(受診荊噂)を行う .
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fJi接はストレスチェッ 2.事前面れている. しかし，� 'Ji:liiil

クの実施の事務には合まれないため，� 

では本人のがi県加04の� I，il

た，ス トレ スチェ ックのあ!i胤の{米作は，� 

または ' J ト;;.~ .f'í 7){m1うした )~j/Ui ']1:務l/t'H円がff

う .こ のため，品iif _ ~~

{止が1'iは， I欠i':ililMlぷのJ)↓l始後，

fl市|人の川県を山口する ことはできない� 

委託)!i'~業|欠や |夫jf，f機関の |矢印Iíが|矢 印 lí 1( 1I.j主を行

うJ幼子i，pí'~ 業|矢としての業務や1診断業務がある 

'1'で，� 'HliijO)'I/け1t似出から� I(JINHt深までのすべ

てを行うこと は特効ではない� .そこで，1災I':lli以

外のスタッフが。� fi‘liijlflif完を行うことで，� It(:11iは� 

1(1Ij主fl'P+主に民� '1'することができる� . 'Hlìíj l(IÎf~ 

心JI~臓による事前而接 

ぷが必'!l!となる. 4
F ある.ス

'Hliijr(lI怯 クライニ

ま 

'):J包(i めらオl ど，

|己制lま r

の似行将ではない')~胞'Jr務 る.� 

H本人の� ぷなく� 

. 心血!UII

は，ス トレスチェ ックにかかわってい る仇i他� 

(:lli，打謹� (:lli， :f1 'HII'j~~fill~' ， i r.1I:1:にIJIIえ，� 'n業財や� 

1 )~jM機|見l に所属する 心.fll!臓がf jうことが!日ln'さ

れる.� 

主を行う際のポイントを まとめil(lI1tii'Hに1"以

3)ストレスチェックの結果を説明し，感想を聞 し〉ただきf

く� クライ ヱ

*h 以 を ， ~I VJ し， !岳fJ.lなどをIlHくことから始め たします. 

るとスム ーズに進みやすい. また，ス トレス Co:こ

CCfI:THのス くのです.Jチェックのあ'f~~から ， トレ ス ~I大|は 

lでのや り取りの仰'1'のl'長li1(.実際のるとと もに� 

')iJ'¥.liijlui1j(' 主のJSノi"iI'のロールプレイを

・.f1113くないが， ストレスJ 4Jfには，� : うに，え比;がl(JiL21 T あ� 

'j(以外のストレスがある� IIJIi8'ltやト'i1!!.Jをもって だければととして，

小した. いる IIJ能性をIJfえながらrtr川をする よと!� ~2Jス Cl :は� . 

トレス'1ノ、|がかなり!l! 'j'， ~ 

1.事前面接のポイント レス hj.J.むがそれほとVli くな ~lJt}{ì(こは，刷イ| 、 (. J ればな ら号

f 

I "}にもかかわらず， スト Co: I面3 ‘

1)画祭の目的と個人情報の扱いを説明する. 川)ffiがなくても� .将米自''1に他wを1irlすI'JfiB'I''j:の だ

と

め

る

・

決

り

き

す

て

辿 

で

ま

し

)1l1~ì ; lノ、ll，'tあることを与え，ストレス� 

慨を抗める， というように，ストレ'jiつながる↑'i械の似，h山|人11や，1'1句11怯の� :J5についRlや守陥;住

て I t~ ll り 1 '9るこ と は ， クライアントのイ"氏� .~?'J!~ スチェックの ñ~， 'i以を ‘Hlìíjl(1Ï伎の '1 ' で、 ì ，íi川 する こ

を緩和し，その後のl(li践を1'1i'i'Jに進めるために ともγ仲間~!í.iをがJギfI''1(こ j止めるうえで役にひ;つ. 

大切である.� 4) 質問だけではなく，適宜要約を行う.

I(li
のカウンセリングや十11 ，\災対}，i:.;と 1，什ι を;，必ら す� L)ょに~

て

， 

s

た に

ち

か
・・
す

α
犬で L

2)心理職へのストレスチェ ックの結果提供につ ']f.自ij1(lIj主で‘は.日付、IY :'Hのストレスや心 Co:そー、JなイI

いて本人の同意を確認する.� 身の状態といった|どI'lIIi1(II怯で、昨� 1沼する� 3つωJ(j ここ でお! 一叫� 

P~ r: l lj l(li肢を 1] 1 し 11 '， ることは ， 'JI主将へのスト 11に|弘|辿するいiHtに}JIIえ，� {IγH以外の'l:i円の怯 さ;flていまi

i1(1 、と みな され，iLU，l供のJJ4レスチェックの判別� jE、とfHUJ 

肢をu う |災I':lliへも ~;Ili~~が出供される.しかし . 必叫がある.I，ilじ，l，1i)t'!:iについてのみ刈FlI1をあLけ

I'JHlIIil去の� 111し川が，� 1I!Ti)J 的に・J~lìíjl(l if~ ることや 川!川山� Cl :よみ� -(jjj を行う i

「な ど IIIIML~ い↑l'n~{を.山 られた II!J' 11 'd で li~ 昔、す る

心fII!峨への品山県民{jbの|バ"j/:;J:とはならず，心� sj!臓 jjl'l''11ニnll'.Jを余地り .ilよし続けある. またfカがllHi起'叫 

にストレスチェ ッ クのあI I ，~~・ を f!.tfJtすること への ると，機械的なI(U怯に なってしまいがちであ ていただきて

1，iJ i立を確認する ことが必必である. る.クライエン トカ� '1(IJ.j主を受けてよかった」

Co:
‘ ま十，� 

'ii

査を行う 心Jlj!臓がストレスliijI(IIj'11 '

IJあCo:jが，迎行叫わりながらl|民にÍI'~、日tX:甘，n必jb!り，務従事斤になっていた場介'HI!i}ij.fチェックの'� 寸

も，� 'Jiliijj(lIt定では出� 以JAJイJtOJ1，ij)~，~をねることが を人れ，話題をコントロールすることが大切で� すると，ス� 

なお と感じられるような1(1ìt主を行うことがín~'であ Cl :は、4
，� 

必叫とィ号えられる.実施� :ヲEJqHi'Jト.f'i'(，:I:ストレス ある.� ね.それな

チェックの')-iJ.血の� '+H芳を1 iJ るけれども.iうために.本人の� 1，� 

ぷを仰ることなく結以を� IIH覧する ことがI沼め ら� 上司の� )jに

心身|民57:-':0.9. 2U17I1.¥'09J6 Vol.57:-Ju.9.2110 -



トレスチェッ

'二重ち，τnliiil明技

.長:とな る. ま

前;1:，，~施11-

L守IlPH者がfi

，七い実施事務

トへの同意なく

f工い.

ーしき 感想を聞

lことから始め

ストレス

レス ~V~I は

f?には，{I: 

J勾を もって

F こと ，②ス

'ず，ス ト

二.土，現在は

す "f能性の

づすJ:).::.1こ

Lこ.ストレ

て'i.f;)IJする こ

『て{をに立つ

でフ

レスや心

.3つの項

パ:川の様

て山策する

J話をあtけ
こI:iきする必

ー.lj.!dしあ，'d:t
bがちであ

てよ カ、ったJ

-口市型であ

. l虚官盟約

ニがノミ切で

_'117 心身 I~

2 事前面接の実際

クラ イ エン 卜 の O 氏氏;!はま ;叫:，:5;業業t ~職哉の 30 代リ山j上，性|

ある.ストレスチェックの111以，1)(!':llil(!i肢を納

められ，受けてみるこ とにした.ロールプレイ

はJ'1 L'.制介が終 fしたとこ ろから始められてい

ア:J. 

心.Pl!lf，故(以|イ Co): 0さん，今11はいらして

いただきありがとうございます.

クライエント(以 fC1) :よろしくお前il>い

たします.

Co:この後に|欠!':lliがおliAを|出かせていただ

くのですが， 1 :J~nlli との 1(11協がスムーズ(こ j江むよ

うに，あらかじめいろいろおl市を ('iJわせていた

だければと }J.'，l>ます.よろしくおKu'1いします.

CI:はい，よろしくお願いします.

Co : 1(li 践 の市山県は I:J~rllliが会社に桜山ーしなけ

ればならないのですが，~~~~'(fr (こは何人情報は

できるだけ，1ませないように 111くことになってい

ます.どのようなことを#くかは，医師iと判1，淡

してiJとめていくことになりますので，ノテはMJっ

たilllりにliAしていただければとjUいます.

Cl:ちょっと，会社に1;11られるりは・.. J¥.丈

夫ですかね?

Co:そうですよね，気になり ますよね.夜、が

ここでお|出きするいIH1は，例人'fl'iN<として仙it設

されていますので，山ったとおりお伴えいただ

ければと足"l当ます.よろしくお断!し=します.

→ ( ' J 十 Il íjl(!i fよ:のポイン卜 、 l ~] 

CI:よろしくお仰い 3します.

Co:まずはス トレスチェックの品r'i~~ をみせ

ていただきたいのですが，よろしいですか?

→ [・Hliijl(li拡=のポイン卜(2;]

CI:はし 3

Co: ありがとう ございます.こ の結果を 1 1 ~ t~ 

す ると ， ス ト レス jえ J， ~;がちょ っと 伯ìl 、ょうです

ね.それなりに{Iー'Ftま1'1分のペースでできてい

るけれども， i上'J;:官が多すぎる ことと I 1川iJ-((，iや

1'. IiJの}jに，j:11談しにくい，というtJi出が11'，てい

¥101. 57 N(). 9. 2()) 7 1心、J:;I)、

るようですね. この1山県を l.!，て， 0さんはどう

出われましたかソ→ ('j(liijl(IH主のポイントコ)]

CI:そうですね.ずっとこんな訓 fーなので，

よくわからないですけど・ぺ作段はミーティン

グの後，みんな外へ日業に1'"て，それぞれflー・Ji

をやっていますので， 人(二十1j， l~汁ーる H引 r"d tまない

ですね

Co:なるほど， 他の}jもそれぞれ1'1分の仕'J( 

で忙し くて トIj， l~~ したいなと 山つでも， チャン

スがないというか， 11.'jU'dカql>ULないというこ と

なのですね.みなさん，イ1:'jf7'J'忙しいのですね.

CI:そうですね.tりくみにfJつで も， みんな央

約を11足って きたliJiばかりで，そこでは 「つ ら

し>Jって，なかなか，f l>にくいですね.

Co:なるほど， (1/'が:11.(し》わけではないのだけ

れど， 1本! ったことを ，川，i~z しにくいなと!也じられ

るのですね.ストレス勺て こんなものかなと感

じ，ストレ スの l.'XJ ~;が強めのようですが，身体

の，il，'J;'が忠弘、とか， KL分がすぐれないとか司不

安がIJUlし過とか，や'J7'J>i'，ぷじることはありました

か? → ( ，]!: liij 1(1If去のポイントぶ】

CI:そうですね. (I:'Jトですから来ではないと

Jι し 3 ますけれど.やっ ぱり I IíTf/lL~がルーし 当日があt く

と，イL'Hに行 くのが嫌だと T?Jうことがあります

ね

Co:イ1:・jトだから大変なのは-(1:々 がないとは

Jιうけれど，(1 : 引に u くのが姉だと!li.~ じる こ と

もあるのですね. II ，R IIl~が)、~l ~ )というと，十11j!とが

かなり出くなることもあるということですか γ

Cl: そうですね，外で'r;;~~ して，会社に))とっ

てから 間行をまとめたり して，'hlf ~七カ')記 くなる

ことがあfihYiありますね.

Co:川H与ごろまで残られるのですか?

Cl:まあ，会社を山るのが1011年を1"1ってしま

うこともあり ますね.111.く仰れと怒られるので

すけど.

Co: 11ft'は外に11¥ていて，反ってから (1:・li・を

十;り11¥したり， ~rr;fiを作ったりしないといけない

ということなのですね.

937 



l
Cl :そうですね. どうしてもお平等さん相手な

ので，なかなか決まった時間に終わるとは限ら

な いものですから後1I栴)

まとめにかえて

ストレスチェック制度て、は|垣f[1]iItliJ安のi↑lしIH

は労働円のおjL1に委ねられている.メンタルヘ

ルスイ日間の J~防には.雨i ストレス汗に|欠・師 1M接

を受けてもらうことが大切であるが，lllストレ

いI(li接スキルをもっ心哩臓の市川が則{与される.

本ワークショップについて巾針すべき利益相反は
ありません
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In the stress check system enforced sin仁Eυecember 2015. the roles of clinical psychologist and indllstrial COlln 

selor are limited.Ho¥Vever，thev are expected to have an interview to collect basic infonnalion from individuals who are 

diagnosecl as highly stre凶secl，prior to the meclical interview by physicians. They are requestecl to know the stress 

check svstem，to conclllct acleqllate assessment，日ncl to master holl'to interview.In this ¥Vorkshop，we introclllcecl the 

olltline of the stress check system and BriefJob Stress Qllestionnaire，and cliscuss巴d the role of psychologist 
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