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メンテイグループ 代表取締役 コンサルタント

I962年生まれ｡早稲田大学卒奈後､

米rフォーブス｣日本版編娘者､B木

産業カウンセリングセンター.コン

サルタントを捷て､メンテイグル-

プ代表取持役･コンサルタント｡

マネジメントの視点からのメンタ

ルヘルス対策を中心にコンサルティ

ンクや研修を行っており､全点挽閣･官公庁等のマ二ユ

アIL'策定にも圭たわる｡

fF報サイト｢ストレスケア(cm｣の梅簸長も兼ね､着

暮にrストレス解消ハンドブックJ(FWP研究所)がある｡

日経ビデオrメンタルケアのFnく技術上 PHPビデオ

rメンタルヘルスケア夷筏のポイントJlの監修も行って

いる｡

ー1⊥ ____- _- .-_ し

0 芸孟苦言三tt芸才ーチル､ガンジ~に

リンカーン､チャーチル､ガンジー｡この3人

に共通することは何でしょうか｡

3人はそれぞれ､アメリカのため､イギリスの

ため､インドのために重要な仕事をし､国家に大

きな貢献をしましたEそれぞれの国で､偉大な人

物として､多くの国民から尊敬されていることは､

3人の遠大の共通点と言っていいでしょう｡

と同時に､実はこの3人には.rうつ病｣の績

額を持っていたという共通点かあります 当時は

まだ診断基準は確立していませんが､現代の診断

基準て言うと｢うつ病｣に該当するとされていま

す｡また､3人の時代には､効果的な治原案 ･治

療法もありませんでしたから､3人は､生涯にわ

たって｢うつ病が治らなかった｣という点でも共

通しています｡

この3人かうつ病で苦しんでいたという吉引よ､

欧米のメンタルヘルス教育ではよく取り上げられ

ます｡

なぜ､よく取り上げられるのでしょうか.そこ

には､メンタルヘルス不調になった方､サポート

する方､そして一般の方に対して､伝えたい3つ

0 ㍍ 9t'i;ルスのための 3つの州 な

1つ目のメッセ-ジは､｢心の病気になること

を､恥ずかしいことだと考えないようにしてくだ

さいJというものです

心の不調を抱える人の中には､｢世間体が悪い

し､人には細られたくない｣とか｢自分か弱いか

らこんな状態になってしまったんだ｣というよう

な､恥ずかしさに似た思いを抱く人がいます

こうした気持ちを抱いていると､苦しくても人

に言えなかったリ､人に知られるのが不安で医療
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機関の受診を嘩指してしまったりすることが起こ

ります｡

3人のエピソードが取り上げられるのは｢心の

病気は､リンカーン､チャー チル､ガンシーのよ

うな人でもなるもの｡弱いからなるというもので

はありませんよ｡恥ずかしいことてはないですか

ら､人に話して助けを求めてください｣というメッ

セーシを伝えるためです｡

まったとしても､何か『できること.=まあるはず

ですよ｣というメッセージです｡

リンカーン､チャーチル､ガンシーは､うつ病

に苦しめられていましたが､それでも自分の｢で

きること｣を糟-杯にやって､博大な業.Vlを残し

ましたO

心の病気に限ったことではありませんが､何ら

かの病気になると､以前はできていたことでもで

きなくなったリして､｢できないこと｣ばかりに

意識が行きがちです｡

この3人の偉人の話は｢苦しいときでも､自分

のrできることJ]に日を向けてみると､少し巡っ

た視界が広がってくる場合がありますよ｣という

メッセージを伝えるためのものてす｡

そして3つ目は､｢メンタルヘルスにあまりこ

だわりすぎないほうがいいですよ｣というメッ

セージです｡

心の健康状態を保つことはとても韮要なことで

すが､それがすへてではありません｡髄康ではな

くても､｢充実した､満足度の高い､幸せな人生｣

を目指すこともできるはずです｡このような状態

は､｢ウェルビーイング｣と呼ばれています｡

3番目のメッセ-ジは､｢不調を抱えたままで

も､リンカ-ンやチャーチルのように､充実した､

意穀のある人生を目指してはどうでしょうか｣と

いう提案てすD

〔コ すべての人の脚〕を活用するために

ところで､もし当時の人たちが｢リンカーンは

心の病気だから ｣｢チャーチルは糊神的な病

気だから ｣という理由で子鹿らを差別し､社会

から排除してしまっていたとしたら､どうなって

いたでしょうか｡

おそらく､国家にとっても､匡I民にとっても大

きな損失につながっていたのではないでしょう

か｡

心の病気を抱えた人の中には､100%の力は出

せないけれども､サポートがあれば40%､50%

の仕事はできるという人もいますOもしかすると､

現在の日本にもリンカーン､チャーチル､ガンジー

のように｢心の病気を抱えてし､ても､倍大なこと

ができる人｣がいるかもしれませんoその人たち

の力を社会の中に取り込んで､不調者も含めて､

みんなにそれぞれの｢できること｣をしてもらえ

は､社会にとって大きな力となるはずです｡

職場でも同じことが言えますC｢不調になった

から､まったく朋けなし､｣と決めつけるのではな

く､その人の｢できること｣に巨を向ければ､労

働力の有効活用につなかる可能性も出てきます｡

本人や医師とよく相談することが前提ですか､症

状の軽い人や回復が進んだ人で｢働きたい｣と希

望している人には､うまくサボ-卜して､職場の

中で何らかの形で力を生かしてもらう｡それは､

本人の義足感 ･充実感の向上につながるだけでな

く､環場にとっても｢労働力を眠らせておかない｣

という点でメリットかあるはずです｡

｢すへての人の能力を余すところなく活用する.

そのために必要な支横をする｣- これが､職場

のメンタルヘルス対報の大きなフレームワークで

あり､同時に､人!Bを比喝やマネジメントにも共通

するフレームワークではないかと私は考えていま

す｡
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