
大田広域市におけるメンタルヘルス対策についての訪問調査に関する報告書 

 

平成 24年 3月 22 日 

労働衛生専門委員会 友常祐介 大井雄一 

 

１. はじめに 

 近年の日本国においては、うつ病患者数の増加や、年間 3 万人を超える自殺者数など、メンタル

ヘルス不全が社会問題化している。労働者を取り巻く環境の悪化の影響もあり労働者のメンタルヘ

ルスも問題化しており、休業者数の増加、休業期間の長期化、復職時の対応の困難さなどが社会的

関心事となっている。 

 国公立の研究機関が多数存在している筑波研究学園都市においては、機関の連携を円滑にするた

めの筑波研究学園都市交流協議会に労働衛生専門委員会を設置しメンタルヘルスケアの充実を図る

ための様々な企画・立案・対策等を実施しているが、いまだ多くの課題がある。特に、研究学園都

市に滞在する外国人研究者のメンタルヘルスケアについては、言語、文化、医療保険の問題などか

ら利用可能な医療資源やケアの方法についての情報に乏しく、十分な対応が実施できていないと考

えられる。 

 そこで、筑波研究学園都市でのメンタルヘルスケアの充実と外国人研究者のメンタルヘルスケア

に関する情報を得るため、日本と同様にメンタルヘルスが社会問題化しているとされる大韓民国に

ある研究学園都市、大田広域市において、労働者のメンタルヘルスおよびメンタルヘルスケアの実

態調査を行った。 

 

２. 日程および訪問先 

2012 年 3 月 20 日～2012 年 3月 22日 

 

日時 発着地名 

3 月 20日   12:30 

          15:10 

日本発（成田国際空港 OZ101 便） 

大韓民国着（仁川国際空港） 

3 月 21日   10:00  

             13:30  

          15:00 

KAIST（カウンセリングセンター、ストレスクリニック）訪問 

ETRI訪問 

大田市西区精神保健センター 訪問 

3 月 22日   15:10 

               17:20 

大韓民国発（仁川国際空港 OZ106 便） 

日本着（成田国際空港） 

 

 訪問者：筑波研究学園都市交流協議会 労働衛生専門委員会 

  友常祐介（筑波大学医学医療系 助教） 

  大井雄一（高エネルギー加速器研究機構 産業医） 

  



 

３. 基本的事項 

１）韓国におけるメンタルヘルスの概要 

 国全体として患者数が増加傾向にある。医療保険制度における疾病名として最も患者数が多いの

は「神経症性障害・ストレス関連性障害及び身体表現性障害」の 818,907 人（2010 年）、次に患者数

が多いのは「気分障害」の 644,160人（2010 年）であり、その傾向は 2004 年以来不変である。一方、

別の統計（精神疾患実態力学調査、2006 年度）によれば、すべての精神障害を対象とした 1 年有病

率は 12.9%であり、うち、有病率、推定患者数とも最も高い疾患は「アルコール使用障害」となって

いる。 

 自殺者数についても増加傾向にある。1990 年には 3,251 人であったが、2000年には 6,444 人、2010

年には 15,566 人と急激に増加している。性別では男性が女性の約 2 倍と男性の方が多い。好発年齢

については、1990 年前半においては男女とも 20歳代前半にピークがあったが、以後徐々にピークが

高年齢化し、2010 年では 40歳代にピークがある。自殺率においては、高年代ほど高い傾向にある。 

 自殺問題については特に、2010 年の OECD の自殺率統計において 2 位の日本（人口 10 万人あた

り 19.7 人）を超え第 1 位（人口 10 万人あたり 28.1 人）となっている。これらの背景から近年の韓

国における自殺問題は社会問題として急速に注目を集めており、2011 年 3 月には「自殺予防及び生

命尊重文化造成のための法律」が制定されるなど、大きな社会的関心事となっている。 

   これらの状況に対応するため保健福祉部（日本の厚生労働省）が 2012年 4月に「精神健康増進総

合対策」を策定し、全国民を対象に精神健康と精神疾患について検査する方針であると発表してい

るが、プライバシーの保護などについての懸念が上がっている。 

  

２）韓国における産業保健制度の概要 

 「産業安全保健法」（日本における「労働安全衛生法」にあたる）により、事業場の規模によって、

保健管理者を置くことが義務付けられている。保健管理者となれるのは医師、看護師のほか、産業

衛生指導者等、定められた資格・経験をもつものである。 

 

３）大田広域市について 

 大田広域市（テジョンこういきし）は、大韓民国の都市。忠清南道の道庁所在地（広域市自体は

道に所属しない）。韓国で 5 番目の大都市である。5区と 79行政洞よりなる。面積は 539.64km²（つ

くば市は 284.07km²）で人口は 1,438,778 人（2004 年時点）（つくば市は 2012 年 2 月時点で 216,221

人）である。 

 大田広域市では科学 EXPOが 1993年に開催されたほか、市内の儒城区にハイテク団地「大徳研究

団地」を有するなど科学技術都市として知られる。1973 年に研究学園団地として指定された大徳研

究団地は、KAIST（旧称；韓国科学技術院）や韓国電子通信研究院（ETRI）など政府・民間の研究

所 100 以上が集中しており、原子力や宇宙開発、生命工学などの研究を行っている。また特許庁や

統計庁など首都機能の一部が大田に分散されており、韓国鉄道公社の本社も置かれている。 

 

４. 各訪問先における調査内容 

１）KAIST カウンセリングセンター 

 KAIST（旧称；韓国科学技術院）は韓国における科学技術研究の中心的役割を担う国立大学であ



る。カウンセリングセンターは KAIST の学生を対象とし相談業務を請け負っている KAIST 内の一

部署である。今回、Chief of Professional Counseling Researcher の Park Soon-Whoan氏にご対応頂いた。

構成は専門相談員が 6 名、パートタイム相談員が 2 名、事務担当が 1 名である。相談件数は前年度

は 2600 件程度であったが、増加傾向にあり今年度は 3,000 件を超える見込みであるとのことであっ

た。相談内容としては、憂うつ、不安、人間関係の悩み、将来の進路について、などが主な内容と

のことである。 

 KAIST 内にはクリニックおよび健康管理室もあり、クリニックでは医療保険を使った診療を、健

康管理室では軽微な体調不良に対するケアなどを行っているとのことである。カウンセリングセン

ターではこれら施設と連携をとり、専門的治療が必要と思われるケースは随時紹介するようにして

いるものの、件数はそう多くないとのことであった。 

 職員や研究員に対しても窓口は開かれているが、時間的余裕がないこと、センターで想定してい

る対象が学生であることがおそらく理由となり、実際に相談に訪れる人は少ないということであっ

た。しかしながら一般企業、特に大手企業においては精神相談の専門員を雇う傾向にあるようだ、

との見解を頂いた。留学生等、外国人からの相談については、KAIST における講義の共通語が英語

であることもあり、専門スタッフが英語で対応しているとのことであった。 

 また、2011年には 4人の学生の自殺があり、大きく報道もされるなど注目を集める事態となった。

今後の自殺予防対策の一環及び相談件数の増加を反映し、対面相談時間の延長（18時から 21時）の

ほか、24 時間体制で対応可能な電話相談窓口を開設するなど、相談者のニーズへの対応を進めてい

るところであり、また一般の大手企業でもメンタルケアを重視する傾向にある、とのことであった。 

 

２）KAISTクリニック 

 KAISTクリニックは、KAIST内にある、主に学生を診療対象とした医療機関である。Operation Team 

Leader の Jeong In Duk氏、精神科常勤医の Bumseok Jeong氏にご対応いただいた。KAIST内ではカ

ウンセリングセンターが先に立ちあげられ、クリニックは 2010 年完成、診療は 10 月より行ってい

る。診療科は精神科のほか、内科や小児科、家庭医療科、皮膚科、歯科など、学生が利用する頻度

の高い診療科がある。患者数は年間約 41,000 人であり、9 割方が学生である。学生の健康管理につ

いては法律等により義務付けられているものではなく、学内の方針で行っているとのことである。

予算は約 29億ウォンであり、学校の財政で賄われている。医療費については、自己負担する必要が

ある。 

 精神科においては、１）診療、２）健診、３）原因の探索を柱として業務を行っているが、2011

年春の自殺問題を受け、精神科の医師を非常勤から常勤へ体制を強化し、現在も体制を整えている

最中であるとのことであった。診療内容については、訴えとしては憂うつ、不安や不眠、消化不良

など、ストレス性の症状が多く、症状の重さは様々であるとのことであった。背景として、KAIST

の学生は一般にはかなり優秀であるが、失敗を経験していない人が多く、環境の変化にうまく適応

できない状況があるようだ、とのことである。悩みの内容は学部生と修士・博士課程で異なり、学

部生は成績の不安と成績低下による学費負担増の心配、恋愛の悩みなどが多く、修士・博士課程で

は論文執筆に関する悩みが多いとのことである。外国人の相談はそう多くないものの、相談の際に

は英語での診療となる、とのことであった。 

 健診業務については、韓国では今年から全国民に対してメンタルチェックを行うことが義務化さ

れる予定、とのことであった。KAISTにおいては、7,000 人という学生の人数も考慮し、アンケート



によりメンタルチェックを行っている。アンケートの結果は個人のみに通達しており、症状の重さ

に応じて受診の勧奨を行っている。症状の重い場合には本人の了承の上、両親に通知することもあ

るが、常に本人の意思とプライバシーを尊重する方針で行っている。教員に伝えたりするようなこ

とはないとのことであった。 

 また原因探索においては、生物学的要因、社会的要因の双方が考えられ、現在は社会的要因を中

心に検討しているものの、それだけが原因とは考えにくいとのことであった。また、学生自身の心

理や症状を表現する表現力が不足していることにより、医療者が状態を正確に把握できていない可

能性もあるとのことであった。 

 職員等によるクリニックの利用については、自身の問題が大学側に知られてしまう可能性などか

ら、心理的抵抗感がかなり高いと考えられ、あまり利用する人はないが、中には相談に来る人もい

るとのことであった。 

 Bumseok Jeong氏からは、筑波研究学園都市は大田広域市とよく似た環境であることから、共同研

究なども視野に入れた今後の情報交換や意見交換についての提案を頂いた。 

  

３）ETRI（韓国電子通信研究院） 

 ETRIでは、Health Care Officeの Lee Kyung Hee看護師に対応頂いた。ETRIは、情報・通信・電子

分野の研究開発を行う政府系機関であり、正職員が 1894 名（研究・技術職が 1739 名、管理部門が

155 名）、契約職員が約 500 名である。 

 健康管理体制については、看護師が常駐しており、医師が 1回/週（2名が隔週）で訪問しており、

主に身体面の相談に対応している。また、健康診断については、義務と定められた内容に加えて様々

な項目を大学病院クラスの医療機関で実施している。 

 当該機関においては、数年前よりメンタルヘルスケアに関心が持たれており、ヘルスケアオフィ

スが中心となり以下の対策を講じており、相談件数の増加や相談の内容の多様化など一定の成果が

出ているとのことであった。 

・ Heath Care Officeでの個別相談対応 

・ ストレス調査（毎年 50名程度のサンプル抽出） 

・ 研修会、e-learningでの教育 

・ スポーツによるコミュニケーションの機会の確保（月に 1回程度、職場単位） 

・ EAP導入による外部相談機関の確保 

 Lee Lyung Hee看護師のこれまでのメンタルヘルスケアからは、職員のストレス要因として、ETRI

と競合する相手が増加していること（以前は Samsung くらいであったが、同様の研究開発を行う機

関が増加）、外部資金の獲得が難しくなっていること、短期間で結果を求められていること、金融危

機以降、人材の流動性が大きくなったこと、仕事や家庭で求められる役割が多様化し責任が増大し

ていることが挙げられるとのことであった。また、職員の多くが高学歴（技術・研究職の 44％が修

士、53％が博士）であり、ETRIに就職するまでは成功を収めてきたが、個人主義が強く対人関係が

円滑に保てずにチームでの成果が出せないといった職員が多い傾向に感じるとのことであった。 

 個別の相談対応から組織的な介入に繋げることは全くないとのことで、これによって職員とHealth 

Care Officeとの信頼関係が構築され、相談件数を増やすことにつながったと考えていた。 

 外国人研究者については、東南アジアからの研究者が多いが、言語の問題もあり Health Care Office

で継続して対応することはなく、周囲の研究者のサポートを得ながら外部医療機関への相談を促す



とのことであった。 

４）大田市西区精神保健センター 

 大田市西区精神保健センターでは、Psychiatric Mental Health Practitioner の Park-In Ah看護師に対応

頂いた。大田市西区精神保健センターは地域保健所の建物内に設置されているが、独立した機関で

あり、国から 50％、市から 25％、区から 25％の資金を調達して運営されている。構成については、

センター長がコンニャン大学附属病院の精神科医が兼任し、1回/週の勤務、その他、看護師が 2 名、

社会保健福祉士が 3名となっている。 

 業務は慢性の精神疾患患者のフォローアップ（治療状態の確認と社会復帰支援）、メンタルヘルス

（疾病管理、予防の両方の観点から）についての住民、家族対象の教育などを行っている。 

 職域のメンタルヘルスケアは中心的な業務ではないが、住民対象の相談会（精神障害に関するこ

とから気軽な悩みに関する相談まで幅広く実施）を定期的に実施した際に、職場のストレスに関す

る相談が多かった。また、メンタルヘルスの問題で職場を休業する労働者も認めており（データは

なし）、リハビリを実施して復職する労働者もいるが、人事労務担当者が対応に困るケースや、複数

回繰り返すことにより、職場の許容度が低下する、本人が退職を選択するといったことで同一の職

場に復帰しない（できない）ケースも認める（保健所でもメンタルの問題で休業し、職務を調整し

復職した労働者がいるが、保健所という、疾病に対し理解のある職場であったという要因が大きく、

仮に一般企業であった場合は復職は難しかっただろう、とのこと）。 

 これらのことから、職場におけるメンタルヘルスケアのニーズがあり、職場内でも Care Center を

設置し、プライバシーを守りながら対応していく必要があると考えているとのことであった。 

 外国人からの相談件数は少ないが、センターで継続的に対応することはなく、各関係団体の通訳

を通して、外部医療機関に紹介することになっている（傾向としては、北朝鮮からのいわゆる脱北

者、東南アジアの女性との国際結婚による妻、子供への対応などがあるとのこと）。 

 

５. まとめ 

 今回の各機関の訪問により、韓国における職域でのメンタルヘルスケアに対する潜在的なニーズ

は大きいと考えられた。しかし、事業者責任で実施される健康管理の範囲が日本と比べて狭く、職

場の問題として介入するということではなく、個人がメンタルヘルスの問題をどのように解決して

いくかということに対する支援に重点が置かれていた。また、精神障害に対する偏見は根強く残っ

ており、職場内でのメンタルヘルスケアについては抵抗感を持っている労働者も多いと考えられた。 

 今回の目的であった外国人研究者へのメンタルヘルスケアについては、ケースが少ないため、筑

波研究学園都市と同様に周囲の関係者のサポートを得ながら外部医療機関に受診をする、出身国に

帰国する、といった対応をしているのではないかと考えられた。一方で、筑波研究学園都市と異な

る点としては、精神科医療機関の数が比較的多く、望めば短期間での受診が可能であること、また

英語での診療が対応可能な医療機関の数も比較的多いことが推測された。 

 今後については、１）引き続き、韓国の政府系の教育研究機関におけるメンタルヘルスケアにつ

いての情報交換を継続すること、２）一般企業におけるメンタルヘルスケアについて情報収集をす

ること、３）その中で、外国人研究者および労働者に対するメンタルヘルスケアについての方法を

検討することが必要であると考えられた。 

 

 



大田広域市における研究者のメンタルヘルス対策についての訪問調査 写真資料 

  

KAIST入口 構内のカウンセリングセンター 

 

  

KAISTクリニック Jeong In Duk氏 

 （Operation Team Leader 左から 2人目） 

 Bumseok Jeong氏  

 （精神科常勤医 右から 1人目） 

 

  

ETRI（韓国電子通信研究院） 大田市西区精神保健センター 

Lee Kyung Hee 氏（看護師 中央) Park-In Ah氏（看護師 中央） 


