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内部通報制度を点検整備することの重要性

　「あなたの会社の内部通報制度はガタがきているかもしれない」
　内部通報制度を導入していても、その後のメンテナンスができていない企業
は少なくないようだ。私がサポートする企業や講演先企業に「内部通報制度に
関する規定の見直しを行ったことがありますか」と問うと、ほとんどの企業か
ら「行っていない」という回答が返ってくる。
　自動車を例に挙げて説明すると、「あなたの自動車はガタがきていますよ」
と指摘されたら、あなたは定期点検の整備記録を示して「その指摘は的外れで
すよ」と余裕で返せるだろう。
　ところが「あなたの会社の内部通報制度はガタがきていますよ」という指摘
に対して、「そんなことはない。当社の内部通報制度は万全だ」と、定期点検
の整備記録を示して、自社の内部通報制度がきちんと機能していることを説明
できる企業はどれだけあるだろう。
　十数年前に内部通報制度を設置して以来、特段の点検整備を行うことなく今
日に至っている企業がほとんどではないだろうか。
　自動車であれば、車検制度があるから、購入後10年以上点検整備を行うこと
なく乗り続けるなどということはあり得ない。また都度車検を経たとしても、
10年も経過すれば、10年前には標準装備されていなかった安全停止装置等が標
準装備になっているといったことも容易に予測できる。
　内部通報制度について、スルガ銀行第三者委員「調査会報告書（公表版）」

（2018年 9 月 7 日）に重要な指摘がある。同報告書は内部通報制度に関し「そも
そも会社の企業風土が回復不能なほど悪化しているかどうかのメルクマールが、
内部通報制度が生きているかどうかであると思われる。内部通報制度が最後の
望みの綱なのであり、それがなくなった会社はもう改善の見込みはない」と指
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摘する。「内部通報制度が生きているかどうか」の重要性を厳しく指摘するも
のである。
　自動車の点検整備を怠れば、人の生命身体に対する危険性が著しく高まるの
と同じく、内部通報制度の点検整備を怠れば企業の存亡にもかかわるのに、内
部通報制度については、点検整備を怠ることについての危機感があまりに希薄
である。
　自動車であれば、10年間点検整備することなく乗り続けることの異常性を誰
でも気付くのに、内部通報制度については気付かない。この違いはどこにある
のだろうか。
　一つは、他社において導入済みの内部通報制度を、自社においても「導入し
た」ことをもって、他社に見劣りしない外形を獲得したことで「やるべきこと
はやった」と勘違いしている可能性を指摘できる。ただ、勘違いしていたとし
ても、実際に異音が生じるとか、ブレーキが効かないといった不具合が顕在化
すれば、さすがに勘違いには気付くはずである。
　一番見過ごせない状態は、異音が発生したり、ブレーキの効きが悪くなって
いることを、現場は気付いているのに、経営陣にそれが届いていないという場
面である。
　自動車であれば、詳細な点検整備項目が予め定められているから、異音が放
置されることはない。一方で、内部通報制度に関して点検整備項目を予め準備
している企業は少ない。
　また、自動車であれば、定期点検の際にディーラーがユーザーに必ず「気に
なるところはありますか」と一言かけるが、内部通報制度導入後にユーザーで
ある社員に「当社の内部通報制度に気になる点はありますか」と確認すること
はない。
　内部通報制度については、最低でも次の 3 点の点検整備項目が必要となる。

ⅰ）内部通報制度の存在は認知されているか
　「何をいまさら。今どき内部通報制度を利用するかしないはともかく存在も
知らない社員などいないだろう」と受け止めた方は、スルガ銀行第三者委員会
報告書を読めば衝撃を受けるだろう。同銀行では、10％弱の職員が内部通報制
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度の存在すら知らなかったのである。この数字は、企業側の「当社の内部通報
制度は機能しているはず」といった思い込みに喝を入れる数字だと私は思う。
職員が存在を知らないのであれば、機能するしない以前の話ではないか。

ⅱ）内部通報制度は信頼されているか
　スルガ銀行第三者委員会報告書によると、回答した3,595名の行員のうち198
名は「（内部通報制度を）利用しようと思ったけど止めた」そうである。実に行
員の約5.5％が内部通報制度を利用しようと思ったけど止めたそうである。
　これは、あくまでも一旦は不正に直面した後に内部通報制度を「利用しよう
と思った」行員の割合である。内部通報を検討するに値する不正に直面したが、
最初から内部通報制度など信用できないとして利用しようとは思わなかった行
員も存在するはずだ。また、そもそもスルガ銀行の場合、10％弱の行員は内部
通報制度の存在を知らなかったのであるから「内部通報制度を利用しようかし
まいか」という選択肢に直面しなかった行員もいるはずだ。ゆえに、不正を見
聞きした人の総数は198名より多いかもしれない。だが、少なくとも198名は通
報を検討する場面に直面したということである。その人数が198名もいるとい
うことも私には驚きだが（職員の約18人に一人が通報を検討する場面に直面したこ

とになる。かなりの人数が不正を見聞きしていることになる）、その198名が全員沈
黙することを選んだことはさらに大きな驚きである。
　職員が内部通報制度を信頼できない理由は、通報した自分自身が報復を受け
ることへの懸念と、「通報してもどうせ無駄」という問題解決の実効性に対す
る疑問の 2 点だと私は考えている。私は、この問題を内部通報制度の「入口問
題」と「出口問題」と整理しているが、内容は本編で詳論する。

ⅲ）内部通報制度は機能しているか
　この点検項目は、「秘密は守ります」とか「不利益取扱いはありません」な
どとアナウンスして、職員を信頼させて通報を集めるものの、聴取・調査能力
や調査した事実を評価して認定する能力が低いため「不正」を解明するに至ら
ず、職員の間で「うちの内部通報って使えないよね。あんな嘘吐きが涼しい顔
して昇進してるよ」といったやりとりがなされるような事態を生じさせないた
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めの項目である。
　この項目の点検がなされていない企業は少なくない。
　私が、本書の執筆プランをいくつかの企業のコンプライアンス担当者に話し
たときに、一番関心を持って受け止められたのがⅲ）の調査能力や調査手法に
関する項目である。
　担当者の悩みの代表例は次のようなものである。

　「コンプライアンス部門に異動してきたというだけで、何のトレーニングも
受けていない自分のようなものが調査を担当してよいのだろうかとずっと疑問
に感じていた。」
　「何が適正な調査で何が不適正な調査なのかについて基準がないから自社の
調査が十分な調査と言えるのか確証がないまま仕事しているのが現実。」
　「通報対象者が否認したら当社の調査はそこでスタック。真偽不明で調査終
了。こんなことでいいのかと忸怩たる想いをずっと抱えていた。」

　いずれも深刻な問題と言えよう。本書は、これらの問題に対する解の提示を
試みるものである。
　どんな会社にも病巣は必ずある。大切なことは、その病巣に気付くことと、
気付いたら最適な治療を施し健康体に快復させることである。放置すると壊死
が始まる。会社は社会の公器であるから、その健全な存続は多くのステークホ
ルダーの人生を左右する。したがって会社をむざむざと死なせてはならない。
その最大の責任は経営トップにある。消費者庁のガイドライン「公益通報者保
護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライ
ン（平成28年12月 9 日）」の「トップの責務」 6 項目は、次の通りである。

・�コンプライアンス経営推進における内部通報制度の意義・重要性
・�内部通報制度を活用した適切な通報は、リスクの早期発見や企業価値の向上
に資する正当な職務行為であること
・�内部規程や公益通報者保護法の要件を満たす適切な通報を行った者に対する
不利益な取扱いは決して許されないこと
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・�通報に関する秘密保持を徹底するべきこと
・�利益追求と企業倫理が衝突した場合には企業倫理を優先するべきこと
・�上記の事項は企業の発展・存亡をも左右し得ること

　以上の 6 項目は、適宜本書の中で触れていくこととするが、先のスルガ銀行
第三者委員会の調査報告書が私の本書の執筆動機とするならば、ガイドライン
のこの 6 項目は本書執筆の指針である。
　内部通報制度は、企業の発展・存亡をも左右し得る極めて重要な制度である。
それだけ重要な制度であるのだから、その制度を支える内部通報制度の設計や
調査といった仕事はプロフェショナルとして胸を張れる内容であるべきだ。実
際の現場では、多くの調査担当者は調査業務に専従しているわけではないこと
を私も承知しているが、業務多忙であっても、やはり内部通報制度という仕組
みの重要性に鑑み高みを目指していただきたい。
　俳優の本木雅弘氏はNHKのプロフェッショナル・仕事の流儀という番組の
最後に「あなたにとってプロフェッショナルとは何ですか」という問いに次の
ように答えている。
　「プロであることを疑い続けること。」
　内部通報制度という重要なミッションを担うビジネスパーソンにとって実に
示唆に富む答えではなかろうか。
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（ 1 ）内部通報制度の入口問題と出口問題
　不正に直面した通報者の頭をよぎるのは「不利益な取扱いはされないだろう
か」「秘密は守られるのだろうか」といった懸念である。これらの点に不安を
感じさせてしまう企業において、通報者は通報受付窓口へのアクセスをここで
思い止まってしまう。つまり内部通報制度のドアノックをする前に諦めてしま
うのである。前述のⅱ）の内部通報制度が信頼されていないという問題である。
私は、この問題を内部通報制度のドアの前までたどり着くことができない、あ
るいは入口までたどり着いてもドアノックを躊躇してしまうという意味で「内
部通報制度の入口問題」と称する。
　実は、多くの企業で「通報したことによる不利益取扱いはありません」「通
報者の秘密は確実に守られます」といったメッセージはしっかり発信されてい
ることが多い。しっかり発信されているにもかかわらず、先にスルガ銀行第三
者委員会の調査報告書との関連で記した通り内部通報制度の利用を検討するに
値する事象に直面しながら通報しない社員が相当割合存在することも事実であ
る。とすれば、先のメッセージが発信されても社員には響いていないという企
業もそれなりに存在するものと思われる。
　そして、内部通報制度の入口問題をクリアしたとしても、内部通報を受け付
けた後の通報者に対する聴取能力が低いと、通報事実の正確なアウトラインに
すらたどりつけない。たとえ、通報事実を正確に把握できても、通報者が「上
司たるこの人の言動には問題があると思うのですがいかがでしょうか」と指摘
した際に「この人（上司）」に対する調査能力（聴取に限らず、電子メール等の物

的資料の収集も含まれる）が低ければ、通報事実を評価する基礎資料を十分に
収集できないということになる。首尾よく基礎資料を必要十分に集めたとして
も、評価能力が低ければ真実にはたどりつくことができない。
　私は、①通報者に対する適正な聴取、②通報者から問題点を指摘された人に

本書の構成
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対する適正な調査、③収集した資料についての適正な評価・事実認定、という
3 項目について、きちんと対応できているかどうかという問題を「内部通報制
度の出口問題」と称する（ 4 ～ 6 章で説明する）。
　「内部通報制度の入口問題」と「内部通報制度の出口問題」は車の両輪であ
る。この 2 つがきちんと機能しないと内部通報制度は有効に機能しない。実は
内部通報制度の入口問題については、消費者庁のガイドラインでも触れられて
いるので、多くの企業で「不利益取扱いはない」「秘密は守られる」といった
ことはアナウンスされている。アナウンスされているものの社員の心に響いて
いない可能性があるという問題は残るものの、先の事項を社員に対して約束し
ていない企業は少ない。
　ところが内部通報制度の出口問題については、企業全体の課題というより、
調査に携わるコンプライアンス部門等の課題であるから、企業全体の課題につ
いて指摘する消費者庁のガイドラインでは深掘りされていない。そのためだろ
うか。出口問題について脆弱な企業は少なくない。
　車の両輪である以上、入口問題と出口問題の両方がきちんと機能する必要が
ある。
　そこで、本書においては、内部通報制度の総論（ 1 章）・内部通報制度の入
口問題（ 2 章）・内部通報制度の出口問題（ 3 章）について論ずるとともに、聴
取・調査、事実認定の実践的手法（ 4 章以降）について説明することとする。

（ 2 ）関係当事者の呼称について
　本書では、社内の問題について内部通報制度受付窓口に通報を寄せてきた社
員を「通報者」と称する。
　通報者が、「この発言」もしくは「この行動」は問題ではないかと指摘する
事実を「通報事実」と称する。
　通報者の通報内容は「支店長からパワハラを受けた」「課長の出張の交通費
精算はおかしい」といった、社内の特定の者の言動についての指摘となるから、

「通報事実」の主体（問題発言・問題行動の張本人とされる者）を「通報対象者」
と称する。
　通例、通報対象者の調査を行う前に、通報者の通報してきた通報事実につい
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て、その事実の有無の周辺調査として、例えば問題が発生した部署の他の社員
に対して事実関係を確認したり、ときには社外の者に対して事実関係を確認す
ることとなる。いわゆる「外堀を固める」作業である。これらの通報者と通報
対象者との関係で第三者にあたる者を「調査協力者」と称することとする。
　調査は「通報者」の通報してきた「通報事実」について「調査協力者」らへ
の調査を行い、最終的に「通報対象者」に「通報事実」の存否を確認するとい
う流れになるのが一般である。

（ 3 ）凡例について
　「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業
者向けガイドライン（平成28年12月 9 日　消費者庁）」は、本書では、「ガイドラ
イン」と表記する。
　消費者庁のホームページ掲載の公益通報者保護制度の「民間事業者向けQ＆
A集（2017年 2 月版）」は、「消費者庁のQ＆A」、同制度の「通報者・相談者向
けQ&A集（2017年 8 月版）」は、「消費者庁のQ＆A（通報者等）」と本書では
表記する。
　厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル 予防から事後対応ま
でサポートガイド 第 4 版」掲載の参考資料10「相談窓口（一次対応）担当者の
ためのチェックリスト」は、本書では、「チェックリスト」と表記する。

（ 4 ）本書で取り扱う事例について
　私が通報事実について、調査や評価を委任されたケースは、守秘義務が発生
するので、これらのケースを本書でそのまま採り上げることはしない。相当程
度のアレンジを施してある。
　私が弁護士として、寄せられた通報事実の調査や評価に関与したケースのほ
かに、私は「調査協力者」として聴取を受けたケースがある。いつも調査する
側として内部通報制度にかかわってきた私にとって、貴重な経験であった。こ
のケースにおける私の立場は、あくまである事実を自分自身で経験した一個人
であり、弁護士として職務上知り得た秘密（調査協力者に当該事案を委任する企

業はそもそもない）を持つ者という立場ではない。ただ、読者の理解に資する
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ように適宜アレンジを施したうえで事案を紹介することとする。

（ 5 ）私自身の内部通報制度関連に関する経験値について
　私自身の内部通報制度に関する経験は次の通りである。
　内部通報制度の設計にアドバイザーとして関与したケース、内部通報の受付
窓口として関与したケース（企業によっては、受付は弁護士が担当するが、調査

は企業が自前で行うというケースもある）、社内で通報者、通報協力者、通報対
象者の調査を終え、その結果をまとめた資料を私がレヴューして認定について
私の意見を述べたケース、内部通報の受付窓口に留まらず調査や評価に至るま
での全過程に関与したケース（このケースが一番多い）、調査の過程で補助者と
して関与したケース、前任者が調査・評価まで全て完了したケースについて、
モニタリング的な検証を行ったケース、私自身が調査協力者として聴取を受け
たケース等、様々な経験を積んできた。
　また、私が問題となる様々な事案に接する場面で意外に多いのは、講演後の
質問や相談の場面である。調査担当者の失敗談、苦労話を聞くこともあれば、
通報した社員から疑問を投げかけられることもある。わざわざ初対面の私に相
談するわけだから「そんなことが本当にあるのか」と驚く話や深刻な話もあっ
た。
　本書は、私が内部通報制度の受付窓口を担当するようになってから約20年間
に経験したり見聞した様々なケースを通じ、私が多くの課題を前に悩み考えて
様々なケースを乗り越えてきた現時点での成果をまとめたものである。

（ 6 ）巻末掲載資料について
　本書の巻末には、内部通報制度の理解を深めていただくために、ガイドライ
ン（「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向

けガイドライン（平成28年12月 9 日　消費者庁）」）を資料 1 として掲載している。
さらに、内部通報制度全体のチェックリストとして、資料 2 として「内部通報
制度認証（WCMS認証）『自己適合宣言登録制度』審査項目について」を掲載
している。この資料 2 には私のワンポイントアドバイスを付しているので、是
非ご参考にしていただきたい。
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　内部通報制度などなくても不祥事は糺される。
　例えば、パワハラが蔓延する企業では、心身の不調を訴える社員が必ず現れ
る。心身の不調が進行すれば自殺という選択をする「気の毒」といった言葉で
はすまされない社員も現れるかもしれない。遺族は会社を訴えることになるだ
ろう。記者会見を開けば、そこで会社がどれだけ酷いことをやっていたかが明
るみに出る。
　続いてメディアのバッシングが始まる。加えて所管する役所から指導や処分
が出されるかもしれない。そうなれば、ひとまずパワハラは収束することにな
る。この一連のプロセスに内部通報制度は全く登場しない。
　ただ、この企業に対する社会の評価は厳しいものとなるだろう。メディアや
役所といった外圧がかからなければ問題を解決できない企業、自社の問題を自
ら糺す能力（自浄能力）を欠く企業という厳しい評価が下されることになる。
社会から厳しい評価がくだされると、それは営業成績にマイナスをもたらし、
株価にもネガティブな影響を与えることになる。営業成績がダウンすると、一
部支店の廃止やリストラも検討しなければならなくなるかもしれない。
　このように、内部通報制度があろうとなかろうと、不正は最終的に糺される
ことになるが、外圧による是正は企業価値を大幅に下げるという副作用が生じ
る。
　もちろん不正を隠蔽し続けることに成功すれば市場から厳しい評価を突き付
けられることはない。ただし、不正を隠蔽し続けることに成功するといっても、
それは社外にバレないというだけの話で、社内には会社が不正を隠蔽している
ことを知る社員は必ず存在する。
　その社員が社外のメディアに投書するかもしれない。内部告発（社内から外
部機関への通報）である。内部告発はしなくても「こんな会社はもう嫌だ」と
転職してしまうかもしれない。
　「隠蔽」などポジティブな成果につながるはずもない。未認可添加物が食品

1 内部通報制度とは

1 内部通報制度の存在意義
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に混入していたことを隠蔽したダスキン株主代表訴訟の裁判例（大阪高判平成
18年 6 月 9 日判時1979号115頁）は次のように指摘しているではないか。
　「いわゆる経営判断の原則に照らし、善管注意義務違反には当たらないと主
張するのである。しかし、それは、本件混入や本件販売継続等の事実が最後ま
で社会に知られないで済んだ場合の話である。いわば知られないで済む可能性
に賭けたともいえる」「『自ら積極的には公表しない』ということは『消極的に
隠ぺいする』という方針と言い換えることもできるのである」と。遂には「一
審被告らはそのための方策を取締役会で明示的に議論することもなく、『自ら
積極的には公表しない』などというあいまいで、成り行き任せの方針を、手続
き的にもあいまいなままに黙示的に事実上承認したのである。それは、到底、
『経営判断』というに値しないものというしかない」と厳しいダメ出しをされ
ている。
　「知られないで済む可能性にかける経営判断」なるものは、端的に言えば
「バレないことにかける経営判断」でしかない。そのような経営判断は市場に
対する背信でしかない。
　不正がゼロの企業など存在しない。その不正を自ら早期に発見し、自ら糺す
ことが、その不正がもたらす企業へのダメージを極小化する最善手である。こ
れこそが内部通報制度の意義である。不正はいずれ糺される。自ら糺すのか、　
外圧で糺されたのか、社会はそこを見ている。
　さらに言えば、社会からどう評価されるか以前の問題として、自社内に不正
が存在することを経営者として許せるのかというより重要な問題がある。社会
の評価は所詮外部の評価である。他者がどう思うかではなくて、経営トップの
「不正は許さない」という決意、「不正を見逃さないぞ」という気概があるかど
うかが経営者として一番重要である。「不正を絶対に許さない」という経営者
の強い意思と姿勢、これこそが機能する内部通報制度を社内に定着させること
ができるかどうかの鍵となる。

　消費者庁の実態調査によれば、顧客は「（一人の消費者として）他の条件が同
じ場合、実効性が高い内部通報制度を整備している事業者の提供する商品・

2 内部通報制度の整備は顧客と社員が必要とする制度
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サービスを購入したいと思うか」という問いに「そう思う」（「どちらかといえ
ばそう思う」を含む）と85.6％が回答している。さらに、社員にとっても「（一
人の労働者として）他の条件が同じ場合、実効性が高い内部通報制度を整備し
ている事業者に勤務、転職したいと思うか」という問いに「そう思う」（「どち
らかといえばそう思う」を含む）と81.7％が回答している（消費者庁「平成28年
度 労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査報告

書」75～76頁）。
　顧客を含むステークホルダーに対して実効性のある内部通報制度の整備がい
かに訴求するかは、この実態調査からも明らかである。

　私が通報を受け付ける最多の事案はパワーハラスメントであり、かつパワー
ハラスメントについての法整備もなされたので、 8章で別途パワーハラスメン
トについて論ずるが、内部通報制度が社員を守る制度に留まらず会社を守る制
度であることを理解できるアンケートを紹介したい。
　中央労働災害防止協会の「パワー・ハラスメントの実態に関する調査研究報
告書」によると、パワーハラスメントが職場に与える具体的な損失のアンケー
ト結果は次の通りである。

　社員の心の健康を害する　　　　　　　　82.8％
　職場風土を悪くする　　　　　　　　　　78.9％
　本人のみならず、周りの士気が低下する　69.9％
　職場の生産性を低下させる　　　　　　　66.5％
　十分に能力が発揮できない　　　　　　　59.3％
　優秀な人材が流出してしまう　　　　　　48.3％
　企業イメージを悪くする　　　　　　　　37.3％

　社員の心の健康や能力の発揮といった個々の社員に対する悪影響といった損
失のほかに、企業そのものの損失となる事項がかなりあることが分かる。職場
風土の悪化、士気の低下、生産性の低下、人財流出、企業イメージのダウン、

3 内部通報制度は社員と会社を守る制度
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6　事例研究
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　以上の事実関係について、この会社の内部通報制度を担当する弁護士と内部
通報調査担当者たる社員の仮想ディスカッションを読み、どこに問題があるの
か考えてみていただきたい。

　　　　　　　　　：弁護士　　　　　：社員

通報者Ｙさんの調査で把握した調査すべき本件通報事実とはどのよ
うなものになりますか。

コンプライアンス上問題となるかどうかという点で調査すべき事実
は 3点です。
まず、令和 2年 7月13日、ＸさんよりＹさんに対して精神的攻撃と
捉えられる可能性のある発言が時間にして約10分繰り返しなされた
という事実の存否。この事実には、発言内容と通話時間も含まれま
す。次に、令和 2年 7月 7日にもＹさんはＸさんよりＸさんが薦め
るビジネス書をＹさんの自費で購入して勉強するようにしつこく言
われた事実の存否。それから 7月15日にＹさんがストレス性急性胃
炎を発症し投薬治療を開始した事実の存否。以上 3点だと思います。

そうですね。ハラスメントに該当する可能性のある行為は、あなた
が指摘した10分の精神的攻撃の可能性のある発言の存否と書籍購入
の強要の存否ですね。またそれらの言動の結果と評価できるかどう
かはともかくストレス性急性胃炎を発病した事実は被害事実として
確認しておく必要がありますね。
ところで、Ｘさんは精神的攻撃と評価される可能性のある発言につ
いて全て否認しているそうですが、あなたはこの点についてはどう
考えていますか。

まず、Ｙさんが当社の〇〇部に勤務する夫であるＺ部長に即電話を
入れたそうですが、電話を受けたＺさんから即時にＸさんにＸとＹ
の間における具体的な発言（Ｂ君も早晩辞める）を引用した抗議メー
ルが送信されているので、ＸさんのＹさんに対する何らかの発言が
なされた可能性はそれなりにあると思います。

2 内部通報制度担当弁護士と調査担当者の仮想ディスカッション
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問題の言動がなされた 6日前の 7月 7日にビジネス書を自費で購入
して勉強せよとＸさんがＹさんに言われた件についてはどうですか。

その点は、結局ＹさんはＸさんの書籍購入についても行き過ぎと感
じて購入していないとのことで、書籍購入を強要したかどうかは分
かりません。Ｘさんもその本はビジネスパーソンにとって有益な本
だからＹさんに薦めたが、自費で購入を強制したことはないとのこ
とです。

そうですか。ストレス性急性胃炎についてはいかがですか。そうそ
う、あなたは、この病気がどういう病気か調べましたか。

あー、そこは、急に胃が痛くなる病気なんだろうなあと理解したの
で特に調べていません。

そういうことはきちんと調べておくべきですね。ストレスが原因と
いった指摘もあるし、実際に診断書にも「ストレス性」とあるので、
聴取の際にもそのあたりは本来注意しなければならないことです。

聴取の際もＹさんが、Ｘさんの発言を話しているとき、突然号泣し
たので、相当辛い経験だったのだなあと思いましたが、たしかに聴
取で病気を悪化させたりしたら大変なことになりますね。

今回は問題発生と通報までにタイムラグがあるから通報者に通報者
の体調を気遣う言葉をかけることもしていないんでしょうね。

すいません。

調査における基本スタンスは「通報者ファースト」という意識です。
これを持っているだけで全然違ってくるんです。そうそう、それで
診断書上、 7月15日に通院した際にストレス性急性胃炎を発症して
いたことは明らかなのですか。
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