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1962年生祭れ.早稲EB大学卒裳後､

米rフォーブスJIE3本版編鵠背､Ej本

産業カウンセリングセンター コン

サ/レクントを経て､メンテイグJL'-

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､金六削見開･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corTuの絹灸長も兼ね､著

諒にrストレス解消ハンドブックJI(PHP研究所)がある｡

E]経ビデオrメンタルケアの聞く技術上PHPビデオ

rメンタルヘルスケア爽桟のポイントJIの監修も行って

いる｡

@ 冠雪朗 フォ~ラムが主酎 る新 しい

｢織喝のメンタルヘルス対策｣は､世界的に大き

な変革が起こりつつあります｡

その流れをリードしているのが､世界の知恵が

処まると言われる世界経済フォーラムです｡年次

総会は｢ダボス会議｣とも呼ばれ､世界的な企業の

トップや､各国の首脳､著名な学者たちが鋲まっ

て､さまざまなテ-マか言再論されています.

同フォーラムの中には､うつ病を含めた慢性疾

憩への対応策を考えていこうというグループもあ

ります.

慢性疾患への取組みを進めているグループの報

告官‡(2010年)の中では､この 20年ほど､多くの

企業が心身の健康対策に力を入れてきたものの､

あまり結果がともなわなかったと指摘されていま

す｡その要医として､経営者の職権的な関与がな

かったこと､管理職の協力が得られなかったこと

などが挙げられています｡

世界の企業を対象とした大規模な調査によれ

ば､｢人ヨ言担当者が健康問題に熱心に取り組んで

いる｣と回答した企業は78%だったのに対して､

｢ライン マネージャーが健康間掛 こ熱心に取り

組んでいる｣と回答した企業は､わずか5%だっ

たという実状も明らかになってし､ますo

担当者がどれほど熱心に取り組んでも､組織全

体のリーダーである経営者と､現場を率いる管理

職の積極的な関与なしには､施策は効果を上げる

ことができないということです｡

直 )
健康問題への旭日効果は約 4倍

こうした現状を打破するために､開発が進めら

れてきたのがt健康問題によって企業のボトムラ

イン(品終損益)がどのように影響を受けるかを計

訂する手法です｡
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メ ン タ J-スβ

｢健康問題に取り組んだ場合のROl(投資収益

率)が計算できれば､経営者も管理職もその重要

性に気つき､積極的に関与してくれるのではない

か｣との考えから､効果を貨幣価値で表す研究か

進められてきました｡

累積的な研究の結果､健康問題に取り組んだ場

合のROlは､1ドルの役員に対して約4ドルのコ

スト節約､つまり､4倍程度になることかわかっ

てきました(世界経済フォーラム資料より)O

節約されるコストの主な内訳としては､前回の

r｢欠勤コス ト｣と｢出勤コス ト｣を考える｣で述へ

たアブセンティーイズム ･コスト(欠勤による損

失)､プレセンティーイスム ･コスト(不調状態で

の勤務による生産性損失)です｡それに医療資な

どが加わります｡

もちろん､職場の人員相成､職場の状況､国 ･

地域によって､ROLの数値は変わってきますo世

ツール がありますのでさまざまなケースを想定

してROlを確認してみるとよいでしょう｡

(http//weltnessweforumorg/)

たとえば､同ツールを用いて､ストレス対策へ

の役員をシ三ユL/-シヨンしてみますと､大半の

ほうが大きい)ことがわかります｡

㊨器 讐 生｣から ｢競争力強化｣の位置

RO事が計算できるようになったことに加えて､

近年の社会 ･経済情勢も､健康対策の重要性があ

らためて見直されるきっかけとなりました｡

現在､多くの先進Ei)では､高齢化が進んでおり､

それにともなって慢性疾患を抱えながら働く人の

増加が予想されています｡企業内においては､競

争の激化や､業鞍のスピ-ドアップのため､仕事

上のプレッシャーを感じる人が増え､ストレスに

よる生産性低下の影響も大きくなっていますO

-方､発展途上国では､衛生的な取組みがあま

り進んでおらず､病気の予防も進んでいませんo

途上国の中には､心の病気になる人が多い国もあ

ります｡その途上国での事業展開が､いまやビジ

ネスを大きく左右する時代になっています｡

こうした状況の変化を受けて､経営者たちの意

識も変わってきましたOこれまで､健康対策は

｢福利厚生｣施策の1つとしてはえられることが多

かったのですか､先端的企業の経営者は､健康対

策を｢見違争戦略｣として位置づけ始めていますO

世界各地で､より能力の高い人材を挟め､生産

性の高い仕事をしてもらって､企業の収益を高め

るOそのための施策として､健康プログラムが活

用され始めたのです｡

このような｢競争力強化｣を目指した戦略的な健

康対策の広がりは､これまでの健康対策のトレン

ドとは大きく異なっているため､｢第二の波｣と呼

ばれています｡

言うまでもなく､心身の健康は､社員の満足感

や幸福感の向上のためにとても大切なものです｡

と同時に､健康で満足感の高い社員が｢いい仕事｣

をすれば､企業の収益にも跳ね返ってきます0億

鹿対策は､従業員にとっても企業にとっても､と

もに利益のある施策なのです.

とはいえ､｢企業側の利益｣が見えにくい面があ

るのも事実ですQそれを日に見える形で表現して

くれるのがROlです.健康対策､メンタルヘル

ス対策には､どのような効果があるのかを知るた

めに､ときにはROlなどの計訂ツールを使って

みることも有効でしょう｡

なお､これまでの各種研究によって､事後対応

ています｡そこで､次回からは､不調を予防する

ための具体的なマネジメント法についてお話しし

ていきたいと思います｡
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