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･ 部下の書芸忘喜言議 とさの
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メンテイクループ 代表取締役 コンサルタント

1962年生まれ｡早稲田大学卒藁後､

米rフォーブスJ日本版編集者､E]本

サルタントを経て､メンテイグルー

プ代表取締役･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

ングや研修を行っており､金融機関 官公庁等のマニュ

アル策定にも携わる｡

情報サイト｢ストレスケア⊂om｣の絹集長も薫ね､書

留にrストレス肺肖ハンドブックJI(PHP研究所)がある｡

日経ビデオrメンタルケアの聞く技術ム PHPビデオ

rメンタルヘルスケア実践のポイントJの監修も行って

いる｡
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｢いつもと違う｣点に気をつける

前回富では､ストレスや不調を予防するための

マネジメントについて述へてきましたo職場にお

いては､不調を未然に予防することが冠も望まし

いことです｡しかしながら､どれだけ適切に予防

策を実施していたとしても､不調著が出てくるこ

とはあります｡

厚生三引地省研究班の調査では､製造業のメンタ

ルヘルス不調による長期休業者(1カ月以上の休

業者)の割合は､従業員の約037-079%という

結果が出ています｡この数値をもとにすれば､製

造業の場合は､どの職場でも 120-270人にl

人くらいは､メンタルヘルス不調による長期休業

者が出てくる可能性か高いということです｡

それでも､不調が深刻化する前に早朋に発見し

て適切な対応をすれば､長期休業に至らないです

むこともあります｡本人は自分では不調に気がつ

いていないこともありますから､周囲の者かなる

へく早く気つくことが重要です｡

不調に気づくためには､｢いつもと違う｣点に注

目することです｡たとえは､以下のような様子が

あれば､不調の可能性もあります｡

･遅刻や欠勤が増えた

仕節や作業か遅れるようになった

･口数が少なくなった

･昼休みに 1人で過こしていることが多くなった

･持ち場や席を離れている時間が長くなった

･いつもより疲れているように見える

･以前と造って急に感情的になることがある

L :I.1

話し合いの場を持って､心配している

ことを伝える

｢いつもと逼う｣点に気ついたら､管理職は部下

との話し合いの場を持つことが重要です｡話し合

いの喝では､ 心配している気持ちを伝えることか
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メ･A - DJ

ら始めると､誌に入りやすいと思い5=す.

｢いつもの00くんと遮っているように見えた

んで､心配になってね｡ちょっと話を聞いてみよ

うかと思って｣

そのあとに､すくに体調の確認をするかどうか

は､普段との違いの程度によります｡いつもと大

幅に違ってし､る様子であれば､すくに体調の話に

入ったほうが良いでしょう 心の不調かもしれま

せんが､｢体のこと｣について聞いていったほうか

相手は話しやすくなります｡

｢つらそうに見えるんたけと､体は大丈夫7｣

｢体調はどう7｣

心配していることを伝えて､丁寧に話を聞いて

いきます｡

-方､いつもとの違いが｢ちょっとした追い｣程

度であれば､仕事のことから聞いていったほうが

相手は話しやすくなります｡

｢もし､何か仕顎がやりにくくなっているような

ら､聞かせてもらいたいんだが ｣

｢仕事のことで､何か囲っていること､ある7

あったら教えてほしいんだけど ｣

こうして仕事のことを聞いていくと､仕事面で

の諜是喜や問題点が見つかることがありますO一通

り仕事のことを聞いたうえで､

｢ところで､体調は大丈夫7 体調のことも

ちょっと心配になってね｣

と､体調の話題に切り替えてみます 仕TBの話

で終わらせずに､体調をきちんと確認しておきま

しょう｡

⑳ 早期に医療機･架1の受診を勧める

部下の話をよく聞いたうえで､不調の報いか捕えな

い場合には､医療機関の受診を勧めることか必空ですO

｢一度､お医者さんに診てもらったらとうだろ

うか7 診てもらって､何でもなければ､安心で

きるだろうし｣

などと勧めて､早めに医療機関の受診をしても

らいます｡受診か遅れ､不調が深刻化すると､本

人の則貝も大きいですし､職場で対応する管理職

や同僚の負担も大きくなってしまいます ｡

どのように医泥膏機関を勧めるかは､会社の 制

度や会社で決められた手順によって異なってきま

すO産業医に診てもらう､会社指定医に診てもらう､

外部の医療機関を勧めるなど､さまざまなやり方

があります｡受診の勧め方がわからないときには､

人等部門や健康管理茎に相談してみ5=しょうO

自分一人で対応しJ:うとしないで､人事部門を

自分自身の｢ヘルプライン｣だと思って､何かあれ

ばすくに相談するようにすると､より適切な対応

ができるはずです｡メンタルヘルス不調者への対

応は､デリケ-卜な面かあり倒れない部分もある

でしょうから､管理職にとってはかなり負担のか

かる仕事になります｡ですから自分の負担を軽減

するためにも､入部部門に助けてもらいましょうC

匿 】職場でできることは- こ行う

医療楼閣て受診をしてもらったあとは､病気の

治療に関しては､医師に対応を任せますoLかし､

職場内に不調のきっかけかある場合には､その点

の改善については､管理職の仕事となります.

とりわけ､過重労働やハラスメント(蛸からせや

いL;め)などの問題は､法律的にもリスクのある問

題ですから､これらの問題が見つかった場合は､き

ちんと対応しておくことが不可欠ですL,

不調を発見した場合の基本的な考え方としては､

病気のケアについては､早く医原機関につrJ:いて

については職場で考:音実に改善していく｡

こうした｢役割分担｣の考え方が､管理職にとって､

一番リスクの少ない対応法となります
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