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研究の目的と方法：	

1． 研究の目的	

•  企業内における新型うつ社員の実態を明らかにする 

•  新型うつ社員にどのような対応がなされたかを聞き取る 

•  対応（うまくいったケース、ダメだったケース）を検証し、新型
うつの予防や職場復帰への環境作りを検討する 

	

2． 研究の方法（調査手順）	

•  企業内で新型うつ社員に対応した社員にグループ形式のイ
ンタビューをした 

•  司会者が進行し新型うつ社員のパーソナリティや主観的世
界の理解、周囲の人のとらえ方や対応を確認した	

•  得られた言語データを修正版グラウンデット・セオリー・アプ
ローチ（木下,2003）により分析した	



参　考	

グループインタビューとは：	

•  調査条件に適合する対象者７〜８人を集め司会者
が進行する	

•  様々な話題について自由に意見交換する座談会形
式の定性調査である	

•  一度に多くの意見を聞けること	

•  参加者が他の人の話しを聞きながら内容を思い出
すこと、対処法や良いアイデアが浮かぶなどの効果
がある	

	



M-GTAとは： 	

•  言語データの分析方法として修正版グラウンデッド・
セオリー・アプローチ （木下,2003）（M-GTA）を採択
した 

•  対応者と新型うつ社員という人間同士の社会的相
互作用を扱ったものである 

•  対応者の対応・行動に対する新型うつ社員の反応
や変化などに傾注した調査である点から、 M-GTA
における分析が適していると考えた 	

	
	

	

	

	

参　考	



インタビュー対象者	
・キャリア支援の勉強会に参加する大企業の社員14名を対象にグ

ルインを実施 

企業規模：約３０名〜約12.５万名 

業　種　　：日本を代表する企業・多業種にわたる（外資含む） 

男女比　　：男性９名、女性５名　　年齢層：３０代後半〜６０代 

立　場　　：上司、同僚、人事、社内CA、社内CC 

特　徴　　：日常的に社員のキャリア支援にあたり、メンタル疾病者

対応や高い面談スキルを持ち合わせている 
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新型うつに見られる特徴	

「新型うつ」とは精神医学的な診断名ではありませんが、通常見られるう
つ症状（例：抑うつ気分、興味喪失、集中力の欠如、食欲・体重の増減、
不眠・過眠、疲れやすい）のほかに、以下のような特徴をもつと言われて
います。 
　　　 
・休日は症状が緩和し，気分転換（旅行や娯楽施設など）へ出かけられ
る。 
 
・「上司が悪い」などの他者への批判や「自分は悪くない」などの他責自
己弁護が多い。 
 
・「うつ」であることを自ら主張する。または「うつ」のため義務や責任の免
除を希望する。 
 
・社会における規範やルールを嫌う。 
 
 

＊松崎・吉野（2011）,樽味（2005）,加藤他（2016）をもとに作成 



新型うつと思われる社員の詳細	

・年齢層：20代〜40代前半・男女比：男性８名、女性６名 
・うつ症状：有り12名、無し2名　 
・診断書提出：有り11名、無し3名　 

・周囲に迷惑な勤怠問題　有り11名、無し3名 
・入社条件：定時7名、中途6名、障害者雇用1名 
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分析手続き＜司会者からの１０の質問＞	

　・事例紹介（背景、年次、環境、自分の立場）	

　・うつの症状	

　・従来のうつとどこが違うと感じたか（身体症状、態度等）	

　・どう対応したか	

　・典型的うつの社内対応について（専門部署、回復までの対応、	

　　処遇等）	

　・事例に対し工夫したこと（会社として、職場として、個人として）	

　・対応後を見ての本人の変化（本人のビフォーアフター）	

　・工夫は成功だったと思うか、失敗だったと思うか	

　・対応についての自己評価	

　・従来型うつでない社員にどのような対応が必要と考えるか	



分析手続き	

①  インタビューで得られた発言のうち，同じ意味を表
す逐語をピックアップ 

 

②  意味のまとまりで概念を生成 

③  生成された概念を分類し，カテゴリー化（理論的飽
和まで②③を繰り返す） 

④  概念同士の関連をチャートにまとめ，「新型うつ」社
員問題対応の流れを表した 



まとめ方の例	

・大カテゴリー11 ・カテゴリー29・概念128 
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結　果	
カテゴリー同士の関連から見た「新型うつ」社員問題対応の流れ 
	

【できなかったこと①】	
・周囲の尽力に気付かせる	
・自分の問題に気付かせる	
・相手の考え方に合わせた	
　説明をする	

	
	
	
	
	
	
	
	
【変化なし】	
・改善なし	
・休職を繰り返す	
	
	
	
	
	

【世の中の変化】	
・主張をしやすい世の中　	
　になった	
・疾病に関する情報の増加	
・SNSが浸透した	
・ダイバーシティの推進	
・グローバル化が進展した	
・健康への意識が高まった	

【異動】	
・異動させる	
	

【医療につなげる】	
・社内の医療スタッフにつながる	
・社外の医療機関につなげる	

【退職に向けた対応】	
・退職勧奨する	
・ゆるやかに押し出す	
・解雇する	
	

【問題に直面させる】	
・ハッキリと言葉で伝える	
・相手の主張を受け入れない	
・問題点を指導する	

2.「新型うつ」社員の企業人としての問題 

7.対応④ミスマッチの解消	
（異動か退職か） 

5.対応②問題の指摘 

8.対応後の新型うつ社員の状態	

	
【課題は残るが業務に支障はな
い】	
・課題がまだ残る	
・今は適応している	
【不明】	
・やめた後はわからない	

8.対応後の新型うつの社員の状態	

6.対応③医療につなげる 

【同僚】	
・苛立つ	
・納得できない	
・否定・拒絶する	
・自分たちが知っている	
「うつ」とは違う	
・理解できない	
・悪影響を受ける	
・困惑する	
⇔同情や配慮をする	

【上司】	
・困惑する	
・納得できない	
・いらない人材とみなす	
・怖がる	
・理解できない	
・お手上げ状態である	
・甘い対応	
	

3.周囲の反応と周囲への影響 

【勤務態度の問題】	
・遅刻・寝坊が多い	
・休みがちである	
・仕事へのモチベーションが低い	
・文句が多い	

【業務遂行上の問題】	
・自己流のやり方しかできない	
・報告・相談の仕方に問題がある	
・パフォーマンスが低い	
・マルチタスクができない	
・仕事ができていないことを自覚	
　していない	
・やりたい仕事しかしない	
・根をつめやすい	

【注意しても直らない】	
・内省を拒む	
・言うことをきかない	
・自分の枠から出てこない	
	
【企業風土に馴染まない】	
・日本的風土への認識が乏しい	
・無神経な振る舞いをする	

【診断書の扱いの問題】	
・外部医療機関との連携が難しい	

【ソフトな接し方】	
・優しくする	
・傾聴する	
・サポートを厚くする	
・責めない	
・気を遣う	
・やんわり態度で伝える	

【社内での情報共有と協働】	
・人事および健康管理スタッフで問題共有し協働する	
・上司や監督者，サポーターに対応の仕方を伝える	

【問題を社内で収めようとする】	
・労使紛争を回避する	
・社名が傷つかないようにする	
・見舞金を支払う	
・労使紛争に備える	
・穏便に対応する	

【自己主張の強さ】	
・押しが強い	
・頑なさがある	
・自己を優先する	
・権利を主張する	
・ルールに精通している	
・べき論が多い	

【有能感・プライドの高さ】	
・学業上は優秀である	
・プライドが高い	
・正解にこだわる	

【対人コミュニケーションの問題】	
・コミュニケーションが拙い	
・攻撃性が高い	
・空気が読めない	
・甘えがある	
・関わる人を選ぶ	
・感情表現が乏しい	

【他責・自己弁護】	
・周りのせいにする	
・自分が悪いと思っていない	
・言い訳がましい	
・自分の非は言わない	
・うつを言い訳にする	
・被害者意識が強い	

【楽しい日常を公開している】	
・楽しんでいることをオープンにする	
（SNS含む）	
・元気そうに見える	
	

【否定への弱さ】	
・否定・反論・叱責を過度に	
　恐れる	
・繊細すぎる	

1.「新型うつ」社員の心理・行動上の特徴 4.「新型うつ」への対応①穏便に	
（トラブル回避） 

図.	「新型うつ」社員への対応を通して見えてきた現状と今後の課題 

※太字は大カテゴリー	
【　】はカテゴリー	
・は概念 

【面接者】	
・違和感を抱く	
・否定的感情を持つ	
・生育上の問題を疑う	
・巻き込まれる	
・自分たちの知っている	
「うつ」とは違う	
・釈然としないが耐えて	
　対応	
⇔・親身になってあげたい	

【組織側の問題①】	
・上司のパワハラがある	
・組織の課題がある	
・社会通念上の期待がある	

10.組織や社会の問題 

【組織側の問題②】	
・上司や人事が丸投げしている 
・理解がない	

10.組織や社会の問題 

10.組織や社会の問題 

10.組織や社会の問題 

9.対応の反省点	

【できなかったこと②】	
・ゆっくりと時間をかけ対応する 
・本人に合う復職プログラムの作成	
・その後のフォローを行う	

9.対応の反省点	

発表７：資料 
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・厳しい環境を乗り越える経験
　をさせる	
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・ゆっくりと時間をかけ対応する 
・本人に合う復職プログラムの作成	
・その後のフォローを行う	

9.対応の反省点	

【今後会社側に必要な努力④】	
・働き方の選択肢を広げる	
・会社外での適応を促す	
　体制づくり	
・復職までのプロセス管理	発表７：資料 



結果の要点（見えた現状）	

１．本人の問題以外に組織や社会の問題が 
　　あげられる 
 

2．背景に世の中の変化があげられる 
 

３．「新型うつ」社員に上司・同僚が関わらない 
 

4．「新型うつ」から復帰は出来るが、もともとの課 
　　題・性質は変わらない 
 



提　案	

今後「新型うつ」問題を改善していくには，「新型うつ」
社員の努力以外に、 

　・組織（環境・制度） 
　・社員（個） 
　・アカデミー（学・医） 

の連携が必要 
 

 

 

 

 

 

	

	

新型	

うつ社員	

組織（環
境・制度）	

アカデミー	

（学・医）	
社員（個）	

研究・情報
の提供 
 
コメディカル
の活用	

様々な働き方に
対応できる組織	

組織・アカデミーと協働
し、主体的に新型うつ
社員に働きかける個人 
	



提　案	

企業内できそうなアイディアフラッシュ 
１）テーラーメイドの人事対応： 
制度は枠と捉え、その中で個々人の社員のニーズ、考
え方、スキル、マインドなどを踏まえたキャリア支援をす
る（枠の中の緩やかな内規） 
 

２）仕事の仕方（自分との対話）の見直し： 

仕事のやり方＝How toだけでなく、仕事における自分
の使命などに気づかせる等、仕事の仕方の中に自分と
の対話を取り入れる 
 



提　案	

３）組織で動くのでなく、動ける個を増やす： 
組織の枠を超え社内で動ける個を増やす。例：キャリ
アコンサルタント、キャリアアドバイザー、メンター、
コーチ等 
 

４）新しい同僚を作ろう: 

生身の人間とのコミュニケーションが難しいならロボッ
トやAIの同僚を作らせる 

 
 
	

	



提　案	

５）人事監査の導入： 
パワハラ等含む労働環境、キャリア支援の在り方の
監査、予防、啓蒙などを監査の視点から行う 
 

６）CHRO（Chief Human Resource Officer）の必要性: 

経営に参画し、自社の成長戦略作りに深く関わる
CHROの位置付けを明確にする 
 

 
	

	



 
 

時代の流れはどんどんスピードを増しています。 
潮目が変わらないうちに、手立てを講じ 
一緒に一歩を進めましょう！	


