藁

復職時には､職務能 力の回復を支援する
前回は休職中の部下への対応法について述べま

した｡今回は､部下が休職を終えて役職 したとき
の対応法を見ていきますO
復職 した当初は､まだ病気か十分に治っていな
いことが多いですから､残業免除など健康面への
配慮をしてい くことが重要です｡と同時に､部署
の業績に‑定の肖任を負っている管理職 として
は､次の 2点も考えていかなければな りませんo
lつは､役耳
L
b
h者のm務能力の回復を支援 し､パ
う 1つは､職場の人間関係を調整 し､チームとし
てのパフオ‑マンスを高めてい くことです｡

貴終㊥

復職については､｢
職場復帰｣という言歪が使わ

復職時の マネジメン トと
自分 自身のケ ア

れることによって誤解が生まれて しまっている面
et
ur
nt
o机/
Or
k
｣
や｢
r
et
ur
n
がありますが､海外では ｢r
t
odut
y｣と呼ばれているものであ り､本来は｢
職

場(
場所)に戻ること｣ではな く､｢
職務 (
任粍)に戻

K
A
T
OT
AKAYUKI
加藤 貴 之
表取締役 コンサルタント
メン テイ グループ 代

ること｣を意味 しています｡
医療機関や産業保健スタッフの場合は､戦場と
いう場所に戻るまでの｢
職場復帰｣を支援すること
が主な役凱となりますが､管理職の場合は､職場
に戻って以降の｢
暇精復帰｣を支援することが重要
な役割とな ります｡

)
962年生まれ｡早稲E
E
l
大学卒娘役､

米 rフォーブスJ
I日本版編集者､B本
産藁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､金融機関.
官公庁等のマニュ
アル策定にも携わる.
著
情召サイト｢
ストレスケア ⊂om｣の編集長も誠ね､
P
HP研究所)
がある｡
笹にr
ストレス解消ハンドブックJ(
E
]
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爽銭のポイントJ
l
の監修も行って
いる｡

職務 (
任務)にスム‑ズに復帰 してもらうために
は､段階的に時務を与えて､践務能力のE]
復を支
援 してい くことが有効とざれていますD当初は､
急ぎの仕事､危倹作業､高度な判断力を要する仕
事､クレーム対応などの負荷の高い仕事は免除 し､
負荷の軽い定型藍汚､軽作業などから与えていき
ます｡負荷の軽い仕事が見当たらない場合は､仕
事の墨や責任の範囲を軽減する方法もあ ります｡
何 カ月かかけて､少 しずつ通常 L
'ヘルの戦矧 こ戻
していきます｡
復職者本人とよく話 し合い､職符内容について､
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3‑ 5段階程度のステップを設定 して､との段階

たちの不満をよく問いてあげることも大切です｡

まで進んでいるかを確認 しながら進めてい くと効

また､ときには､復職者と他の部下に共同で仕
事をさせる機会を与えるなど､お互いにチームの

果的とされています｡
忘れられが与なのは､｢
教育 研修｣です｡休職
前には高いL
'
′
くルでこなせていた昭務でも､長期

一員であることを自覚 してもらうような工夫も有
効です｡
難 しい課題ですが､
復職者を排除することな く､

間の休戦中に職務能力が低下 して しまっている可
能性もあ りますから､再研修は職柁能力回復のた

また､復織者の側にも歩み寄ってもらって､チー

めの有効なサポー トとな ります｡若手社員など､

ムづ くりを進めてい くことが大切です｡

元々のスキルがあまり高 くない部下に対する場合
も､再教育 再研僧は不可欠と考えられます｡
幕

元 気 に働 くことが､細 織 への貢 献 にf
J
:
る
l
復織支援のマネシメン トは､管理職にとっては

⑳

非常に矩 しいマネジメン トの lつであ り､対応時

復職 時 のチーム ･マネジメン トも重要

の心理的負荷はかなり大きいだろうと思います｡
に､対立や孤立化が起 こらないようにするなど､

部下のサポー トをすることはもちろん大切です
が､自分が連鎖的に不調にならT
J
:
いように､ 自分

チーム マネジメン トも重要となりますO
まずは､管理職自身が役職者との人間関係を再
構築 し､復職者にとって｢
積れる存在｣になってお
くことから始めると良いで しょう｡

自身のケアを していくことも大切ですO
メンタルヘルス対応においては管理職の対応が
カギを握っていると言われていますが､メンタル

､｢
00さんが戻ってきて く

ヘルス対応に限らず､昨今は､企業経営における

復乾 した当日には

れて､良かった｣など､歓迎の意を伝えますO些

管嘩残屑の重要性があらためて認識され始めてい

細なことに思えますが､歓迎の意を伝えるか伝え

ます｡これまで中間層を減らしてフラッ ト化させ

ないかで､復職者の心理状態が違ってきますQ

てきた組織を見直 して､ 三 ドル マネシメン ト層

翌日以降は､｢
今 日は調子はとう 7｣とこまめに

を強化 しようという動きも出てきています｡ 三 ド

声をかけるなど､コミュニケーシ ョンを増や して

ル ･マネジメン トが強 くなければ､組織は強 くな

いくと､人間関係が深まっていきますO

らないと考えられるようになってきたためです｡

復改者に｢この上司の下でなら､頑張 ってみた

ミ ドル ･マネシメン トが強 くなるには､まず三

い｣と､モチへ‑シ ヨンを高めてもらうことか重

ドル ･マネジメン トが｢
元気である｣ことが大前提

要です｡

になりますOス トレスに負けずに元気に働 くこと

部下どうしの人間関係にも気を配らなければな

ができれば､そのこと自体が組緒E
を強 くすること

りませんC復職者以外の部下に､復職への理解を

に貢献 していると言えるのではなし､
で しょうかD

求めるとともに､役職者を受け入れるに当たって

今回で連載の最終回とな りますが､読者の皆様

｢
負担に感 じることがあったらいつでも言って欲

が､そ して､皆様の部下が､ス トレスに負けずに

しい｣と伝えてお くことも重要ですD復職者の職

ますます元気に働けますよ うお祈 りしてお りま

預を他の部下に部分的に代行させる場合には､不

す｡ 1年間お読みいただき､瓦
刺こあ りがとうござ

満や不公平感が生 じることがあ りますから､部下

いました｡
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