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1962年生苦れO早稲田大学卒巣後､

米rフォーブスIE]木版編娘者､E]本

産業カウンセリングセンター コン

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､金融株関ノ宮公庁等のマニュ

アル策定にも携わる｡

情報サイト｢ストレスケアcorn｣の編鋲長も兼ね､著

者にrストレス静消ハンドブックJ(PHP研究所)があるO

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｡

◎休職前から対応を始める

心の不調を発症した人の中には､療養のために

長期間の休職が必要となる人もいます｡自分の部

下が休職することになった場合に､管理職は､ど

のように対応すればよいのでしょうか｡

ポイントは､休職開始前から､職場復帰を見据

えた対応をしておくということです｡

通常は､休職期間か終わると職場に復帰するこ

とになりますQしかしながら､職場への復帰は､

それほど簡単なことではありません｡復帰者に

とっては､かなりの労力を要することですOまた､

受け入れる職場の上司や同僚にとっても､負担の

かかるものです｡そのため､復帰時にはいくつも

の間題が発生することがあります｡

たとえば復帰後に､いつまで経っても職桔能力

が職場の要求水準に戻らなかったリ､同僚たちか

ら｢職場に貢献していない人｣と見なされて孤立し

てしまったリ､病気が再発してしまったリと､さ

まざまな問題が出てくることがありますOこうし

たことがなるべく起こらないようにするために

は､休職前からの適切な対応が必要となります｡

休職前に管理職がすへきことは､安心して療悲

してもらえるように環境整備をすることです.重

いうつ病になる人の中には､まじめなタイプの人

が多く､休職中も仕事のことが気になってしまう

人もいますO休職者が担当していた業務や､仕掛

かり中の業務を戦場内で分担し､｢仕事のことは

心配しなくていいから､ゆっくり休みなさい｣と

言って安心して休んでもらうことが大切です.

療頚に専念してもらい､きちんと治してもらう

ことが､職場復帰の大前提であり､再発の防止の

ためにも重要となります｡

蔭 HL歪警 告慧緒が職場復帰のカギを
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休職期間中に必要な対応は､定期的に連絡を入

れることです｡休職期間中に職場からまったく連

絡を入れないでいると､職場復帰がうまくいかな

くなる可能性が高まってしまうからですO

たとえば､3カ月の休職をする場合に､その3カ

月間に､上司が一度も連絡を入れないとしたら､

体現者はとう感L:るでしょうか｡おそらく､｢職

場が自分を待っていてくれる｣､｢上司が待ってい

てくれる｣と感じることはできないはずですo

それどころかt｢自分はもう職場には必要のな

い人間ではないか｣､｢仕事を失うのではないか｣

といった不安感が増してくることもありますoう

つ病という病気は､自己評価が低くなる特徴を

持っているとされますから､連絡かないと｢自分

はもう世の中に必要のない人間かもしれない｣と､

極端な考え方をする人もいるようです｡

休職した部下との折り合いが悪い場合は別です

が､そうでなければ､部下の不安感や孤立感を取

り除き､｢職場が待っていてくれる｣という希望の

ようなものを感じてもらうために､定朋的に連絡

を入れることが必要です｡

◎
休職中の連絡は ｢お見粗い｣のつもりで

連絹を入れた際 に､何を言えばいいかわからず

に悩む人もいますが､あまり難しく考える必要は

ありませんoE]本には､｢お兄姉い｣という窯昭ら

しい言葉があります｡お見紐いの連絡を入れると

考えてくださいD

体の病気を患って何カ月か入院をしている部下

がいる場合には､職場の上司は､-度はお見舞い

に行くはずです｡お見舞いによって､信稽関係が

いっそう深まることもあります｡心の病気におい

ても､お見舞いは重要なサポートの 1つなのです｡

ただし､心の病気の場合は､自宅摂社をするこ

とが多く､自宅にまで出向くと相手の負担になる

ことがありますから､電話連絡が-股'l'的です｡電

話を入れて､お見舞いの言葉をかけましょうO

｢体調は､どう7｣

と話しかけてみてください｡ときには､｢何か

困っていることある7｣などと聞いてみるのもい

いでしょう｡

連絡を入れるときに､念頭に置いておかなけれ

ばいけないのは､心の病気は一直線に回復力､進ん

でいくわけではないという点です｡何度も連絡を

入れていると､相手から｢おかげさまで､少しず

つ良くなってきました｣というような言葉を期待

しがちになりますQしかしながら､心の病気の場

合は､1回日に連絡を入れたときよりも､2回日､

3回日に連絡を入れたときのほうが､相手の調子

が悪くなっていることもありますo

あまり過度な期待はしないで､ともかくお見舞

いの言葉をかけるつもりで､連絡を入れることが

大切です｡

と仲の良い同僚からお見舞いの連絡を入れてもら

うことも効果的とされています.

ただし､上司や同僚が頻繁に連絡を入れてしま

うと､落ち缶いて休めなくなってしまいますので､

連絡の頻度については､あまり多くなりすぎない

ようにしていくことか大切です.

場合によっては､本人には連絡を入れずに､家

族に連絡を入れて､家族から状況を問いたり､家

族からお見舞いの言菓を伝えてもらったりする方

法もあります｡

いずれにしても､休職期間中の支援策として重

要なことは､定朋的にお見舞いの連絡をすること

によって､人間関係を保つことですO

職場に戻って働きたい｣と慾L;てもらうことが､

職場復帰を円滑に進め､復帰後に再び職場に貢献

してもらうために､とても重要なことなのです｡
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