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研究要旨

わが国では、労働者の多くが中小企業・小規模事業者に勤務しており、職域におけるメンタル
ヘルスの改善、リワーク支援を広めるには、中小企業への働きかけを強めなければならない。本
研究では、①中小企業において、一次予防のために、社員研修会で使用できる分かりやすい資料
の出版 ②復職後のフォローアップツールの改訂、③社会保険労務士を対象とする中小企業にお
ける包括的なメンタルヘルス対応に関する講演会の有効性の確認を目的とした。その結果、①昨
年度作成されていた一次予防研修に関する資料に基づいて、一次予防資料が出版された。②４名
の社会保険労務士からの聞き取りに基づいて復職後のフォローアップツールの改訂資料が改訂さ
れた。③社会保険労務士を対象とする中小企業における包括的なメンタルヘルス対応に関する講
演会の有効性が確認された。一次、二次、三次予防の資料について、社会保険労務士等への普及
を進めることによって、我が国の中小企業におけるメンタルヘルス施策が、大きく進む可能性が
ある。

研究目的

２０１２年の中小企業庁の統計、２００８年の国税庁
の統計によれば、中小企業・小規模事業者の数
は、３８５万社、全産業に占める割合は９９．７％、
株式会社で働く社員の７６．９％が中小企業・小規
模事業者に勤めていると推計される。

職域におけるメンタルヘルスの改善、リワー
ク支援をわが国全体に広めるには、中小企業に
おける勤労者を対象にしなければならない。

本研究では
①中小企業において、一次予防のために、社員
研修会で使用できる分かりやすい資料の出版
②復職後のフォローアップツールの改訂
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昨年度作成されていた資料について、中小企
業のメンタルヘルスに携わっている社会保険労
務士からの聞き取りに基づく改訂
③社会保険労務士を対象とする中小企業におけ
る包括的なメンタルヘルス対応に関する講演会
の有効性の確認、を目的とした。

研究方法

①一次予防資料の出版

昨年度作成されていた中小企業の社員研修会
で使用できる、集団認知行動療法の理論を背景
としたメンタルヘルス一次予防のスライド、ス
ライドに関する説明、一次予防研修の稟議書の
作成方法などを、すべて収めた書籍を執筆し、
刊行した。
②復職後のフォローアップツールの改訂

昨年度作成されていた資料について、中小企
業のメンタルヘルスに携わっている社会保険労
務士４名からの聞き取りを行い、それに基づい
て資料の改訂を行った。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

今回の研究で作成された、一次予防の研修資
料、二次、三次予防のために使用できるツール
に基づいて、平成２７年１１月６日徳島、平成２７年
１１月１６日仙台で、社会保険労務士を対象とする、
中小企業におけるメンタルヘルス管理について
のセミナーを行い、セミナーの前後で、メンタ
ルヘルス管理に関する自信などについて、アン
ケート調査を行った。
（倫理面への配慮）

社会保険労務士を対象とする調査について
は、ＮＴＴ東日本関東病院倫理委員会の承認を
得た。

研究結果

①一次予防資料の出版

昨年度作成されていた、一次予防資料のスラ
イド１３０枚に基づいて、資料１にあげた書籍を

刊行した。
この書籍は
•メンタルヘルスの専門用語を使わない
•親しみやすさを増すために、マンガ仕立て

にする
•難しい漢字は使わない

などを方針として、高卒で特に学業の成績がよ
くなかった中小企業の社員でも理解できること
を目指した。

各スライドには、説明の参考として「メモ」
と付け加えてあり、メンタルヘルスの専門家で
はない中小企業の担当者や社会保険労務士で
も、社員研修会で使用しやすいように配慮され
ている。
②復職後のフォローアップツールの改訂

中小企業の健康管理に携わってきた社会保険
労務士４名によって、作成されていた資料につ
いての聞き取りを行い、昨年度作成されていた
資料を改訂し、本人が体調を自己申告するシー
ト（資料２）と企業側が業務状況を評価するシー
ト（資料３）が改訂された。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

今回の研究で作成された、一次予防の研修資
料、二次、三次予防のために使用できるツール
に基づいて、平成２７年１１月６日徳島、平成２７年
１１月１６日仙台で、社会保険労務士を対象とする、
中小企業におけるメンタルヘルス管理について
のセミナーを行い、セミナーの前後で、資料４
を用いたアンケート調査を行ったところ１０１名
から回答が得られた。回答について、Wilcoxon
の符号付き順位検定を行ったところ、いずれの
項目についても、有意水準０．１％でセミナーの
効果が確認された。

考察

①一次予防資料の作成

現在、企業におけるメンタルヘルスの一次予
防に使用できる資料は、極めて限られている。
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（Imamura ら ２０１５、うつ・不安ネット）ま
た、これまでに発表されている資料は、すべて
メンタルヘルスの専門用語が使用されており、
中小企業の社員の一次予防研修資料として適切
であるかについて、疑問がある。今回刊行され
た資料は、中小企業の一次予防資料として有力
な選択肢となる可能性がありて、今後、理解度
や効果について検証を行う必要がある。
②復職後のフォローアップツールの改訂

中小企業のメンタルヘルスについては、社会
保険労務士が大きな役割を担っていると考えら
れる。今回ツールについて、４名の社会保険労
務士から聞き取りを行うことができ、それに基
づいて資料が改訂されたことには、大きな意義
があると考えられる。今後、これらの資料の有
用性について、今後検証を進める必要がある。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

今年度行われた社会保険労務士を対象とする
セミナーについて、有効性が確認されたことは、
大きな意義を持つと考えられる。一次、二次、
三次予防の資料を整理し、社会保険労務士等へ
の普及を進めることによって、我が国の中小企
業におけるメンタルヘルス施策が、大きく進む
可能性がある。

結論

①一次予防資料の出版
昨年度作成されていた一次予防研修に関する

資料に基づいて、書籍が刊行された。
②復職後のフォローアップツールの改訂

４名の社会保険労務士からの聞き取りに基づ
いて資料が改訂された。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

社会保険労務士を対象とするセミナーの有効
性が確認された。一次、二次、三次予防の資料
について、社会保険労務士等への普及を進める
ことによって、我が国の中小企業におけるメン
タルヘルス施策が、大きく進む可能性がある。
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