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Ｅ Ａ Ｐ を活用した
メンタルヘルス対策への

でに相当な時間、コスト、マンパワーを必要とします。そ

のため「うつ病」などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐ
目的で、ストレスチェック制度が導入され、今やメンタル

ヘルス対策は企業の重要課題の一つになっています。本稿

では「ＥＡＰ」が何かを知り、
「ＥＡＰ」をメンタルヘル
ス対策として効果的に活用できるように、内部と外部とい
う分類を軸に紹介をします。

●対象者

・従業員ならびに、その家族と認

められる者

・組織のリーダー

・組織全体

●ＥＡＰの役割

・職場組織が生産性に関連する問

題を提議する

健康や結婚、家族、家計、アル

・社員（クライアント）が抱える
問題の解決を支援する」
「企業の

人的問題を発見し解決する

フォーマンスに影響を与える個

緒、ストレスなど、仕事上のパ

ＥＡＰ

したがってＥＡＰでは、問題に

る」ことにあります。
直面している人を回復に向けて支
人に対しても心の健康を保持でき

は、次の３つの予防をメインとし

一般的なメンタルヘルスケアで

メンタルヘルスケアと
ＥＡＰの違い
ルを向上させたり、企業全体のモ

ており、従業員が健康を保つため

健康増進、疾病予防

・第一次予防

されます。

の対策や支援に主眼を置いて実施

チベーションを維持して向上させ

義されています。

者とＥＡＰの役割は次のように定

ドラインによれば、ＥＡＰの対象

国際ＥＡＰ協会が作成したガイ

ことができます。

たりする目的のためにも利用する

理監督者の人材マネジメントスキ

援をするだけではなく、健康的な

」 の 略 称 で「 従 業 員 支 援
Program
プログラム」のことです。ＥＡＰ

るように支援をします。また、管

ＥＡＰとは「 Employee Assistance

コール、ドラッグ、法律、情
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には大きく分けて、以下の つの
種類があります。
・内部ＥＡＰ

家族が抱える、様々なストレスや

その主な目的は「従業員やその

を受けるケース

独立したＥＡＰ会社が業務委託

・外部ＥＡＰ

て従業員の相談を受けるケース

社内にＥＡＰスタッフが常駐し

2

取り組み

メンタルヘルスに関する問題は、一旦発生すると復職ま
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・第二次予防
疾病の早期発見と対処
・第三次予防
再発予防、復職支援
例えば、ストレスチェック制度

況やリストラなどにより、ドラッ

請求件数、認定件数ともに増加傾

族、企業及び社会に対して、大き

ており、各企業において、より積

く影響を与えていることを意味し

つまり、これらの結果は、メン

極的に職場のメンタルヘルスの保

向にあります。
タルヘルス問題が従業員やその家

グ依存やアルコール依存、うつ状
態の人々が爆発的に増加したこと
で、その波紋が産業界に広がり労
働者の生産性も低下の一途を辿り

にＥＡＰの必要性が高まり、特に

このような混乱状態の中、次第

ました。

一方のＥＡＰでは、企業の業績
外部ＥＡＰの効果と信頼性が大き

は、第一次予防に当たります。
や生産性の維持・向上を図ること

現在のアメリカにおけるＥＡＰ

く認められるようになって行きま

経営陣へのコンサルティングなど

」が
の導入率は、経済誌「 Fortune
選んだ大企業（米国内優良企業ベ

した。

も含めて、必要に応じて組織全体

スト５００社）の ％に、さらに

が最終目標なので、メンタルヘル

の改革にまで関わることがありま

上位１００社では全企業に導入さ

出典：「産業医の職務 Q&A 第 8 版」発行 公益財団法人 産業医学振興財団

ス対策という視点だけではなく、

す。ここが一般的なメンタルヘル
スケアと最も異なる点です。

資源によるケア

都道府県メンタルヘルス対策支援センター、地域産業
保健センター、医療機関他、事業場外でメンタルヘル
スケアへの支援を行う機関及び専門家とのネットワー
クを日頃から形成して活用すること

事業場外

れるポピュラーな制度になってい

によるケア

ます。

スタッフ

日米における
ＥＡＰの歴史

４つのケア

産業保健

事業場内の産業保健スタッフ（産業医、衛生管理者
等、保健師等）、心の健康づくり専門スタッフ（精神
科・心療内科等の医師、心理職など）、人事労務管理
スタッフ等が行うもの
①セルフケア、ラインによるケアに対する支援の提供
（相談対応や職場環境等の改善を含む）
②心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘル
スケア実施の企画立案
③メンタルヘルスに関する個人情報の取扱い
④事業場外資源とのネットワークの形成とその窓口と
なること

事業場内

●日本における労働環境と

ケア

職場の管理監督者が労働者に対して行うもの
①職場環境等の改善
②労働者に対する相談対応
ラインによる

ＥＡＰの普及
近年、我が国の労働者が受ける

6

労働者がみずからの心の健康のために行うもの
①自分のストレスへの気づき
②ストレスへの対処法の理解と実行
セルフケア

ＥＡＰの前身は、１９４０年代

ストレスは拡大する傾向にあり、
を感じている労働者が 割を超え

のアメリカで始まった「職場にお

る状況にあります。そして、精神

けるアルコール依存者の救済プロ
アメリカ社会は、第二次世界大

障害などにかかる労災補償状況は

仕事に関して強い不安やストレス

戦やベトナム戦争の帰還兵に対す

グラム（ＯＡＰ）
」に遡ります。

る心のケアを必要とし、また、不
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営委員会」が設置されるなど、よ

から「メンタルヘルスケア企画運

かります。

な課題となってきていることが分

持増進を図ることが、非常に重要

がちであるという傾向を示してい

メンタルヘルス対策を後回しにし

をしていない現状にあり、それは

割の事業所がメンタルヘルス対策

れつつあります。

され、ＥＡＰという概念が普及さ

ＡＰを採用する企業や組織が見散

本でも外資系企業を中心に外部Ｅ

便に済ませようとする発想がある

お金をかけずに、調和を図って穏

企業の発想に対し、日本はあまり

より良くしようと考えるアメリカ

の他にも、社員に投資して会社を

ことに関して抵抗があります。そ

文化から、外部に業務を委託する

情を外に出すのは恥」という組織

とが可能なので、外部ＥＡＰの導

生産性を維持して向上させる」こ

ＡＰの目的である「企業の業績や

一方の外部ＥＡＰは、本来のＥ

とが多いようです。

スケアのみが、実施されているこ

の場合には一般的なメンタルヘル

いることも多く、特に内部ＥＡＰ

初の過労死自殺労災認定を受けて

ルヘルス対策」と受け止められて

うやく近年になり、メンタルヘル
ます。その理由は、両国の法律や

入を検討することは、メンタルヘ

か？ 日 本 で は「 Ｅ Ａ Ｐ ＝ メ ン タ

ス問題への取り組みが開始されて

のも事実です。

ルス対策の効果も併せて狙えるこ

はリスクの分散ができ、むしろ好

で業務の一部を外部委託すること

まずアメリカは、訴訟大国なの

理なくメンタルヘルス対策を行う

とが重要です。そうすることで無

合わせた形でＥＡＰを導入するこ

大切にしながら、自社のニーズに

も、まずは日本人の文化や社風を

て異なります。また、メンタルヘ

内容と質がそれぞれの機関によっ

ビス提供機関は実に様々であり、

Ｐ市場において、外部ＥＡＰサー

しかし、自由に参入できるＥＡ

とになります。

増進ための指針」に改訂）におけ

都合なのです。また、国民性とし

ＥＡＰをそのまま輸入するより

日本においては、アメリカ流の

また「内輪のことは内輪で」
「内

きた状況です。

制度に違いがあることが一つの要

いがあります。

それ以降、２０００年に公表さ

因であり、文化的背景にも大きな

しかし、日本では１９８４年に

れた「事業場における労働者の心
違いがあります。

る、４つのケアの一つとして「事

てカウンセリング自体に抵抗が少

とはいえ、そもそも日本の約

の健康づくりのための指針」
（２０

業場外資源」にＥＡＰが取り上げ

ルス対策は効果測定が難しく一概

０６年「労働者の心の健康の保持

られてからは、ＥＡＰが急速に普

ことができ、さらには企業の業績

にどこがいいとはいえません。

ＡＰの導入に当たっては、各企業

そのような背景からも、外部Ｅ

や生産性を維持して向上へとつな
げることができるでしょう。

のニーズに合わせたサービスを提
まうこともあり「我慢が美徳」と
では、内部と外部のどちらのＥ

は予算に応じたアレンジができ、

供できる機関を選択することが大
いう文化からも、
自分の気持ち（心

また、効率よくメンタルヘルス対

内部と外部どちらの
ＥＡＰを選択するのか

現在、アメリカでは外部ＥＡＰ

ＡＰを導入すればいいのでしょう

事です。特に、中小企業において

を中心とした従業員支援が行われ

の内）を進んで話すことにためら

であることを認めずに我慢してし

という位置付けにあるので、病気

未だに「人に知られたくない病気」

一方、我が国では、精神疾患は

用することができます。

ないので、社員自らが積極的に活

）
。

及 さ れ る こ と に な り ま し た（ 図

4

ていることを前述しましたが、日

日米における
文化的背景の違い

1
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ＥＡＰの活用事例
その背景と効果

策ができるような機関を選ぶとい
いでしょう。
本稿の最後に、ＥＡＰの活用事

●事例①：東京都 人材派遣業

例を取り上げてみましょう。

●外部ＥＡＰ導入における
共通のメリット
外部ＥＡＰ導入に共通するメリ
ットとしては、次のことが挙げら

突然「辞めたい…」と言い出す

れます。

社員がいる。しかし、派遣先企業

経営者の悩み
も、外部ＥＡＰの方が従業員に

・社内に相談窓口を設置するより

との専属契約があるので、一般企

社員の状態を細かく報告し、対

どを、必要に応じてコンサルティ

よび予防についてのレクチャーな

社員向けあるいは管理監督者向

ングします。

けに、メンタルヘルスの知識や不

応方法などをコンサルティングし

社員のパフォーマンスを上げる

調者への対応の仕方を研修しま

ます。

ことで、先方からの苦情はなくな

②セミナーの開催

り、違約金を払わずに契約満了に

す。

「効 果」

至ることができました。また、社

③復職支援（復職訓練）

行うことによって、再発予防を目

も含めてトータル的にサポートを

休職期間中だけでなく、復職後

内のメンタル不調者を早期に発見
できるようになりました。
●事例②：神奈川県 電子製造業

指した効果的な復職を導くことが

できます。

メントし、本人への心理教育と並

④社員へのカウンセリング
繰り返している社員にどのように

行して、上司や人事と連携をとっ

トラブルを起こす社員や休職を

経営者の悩み

「対 応」

対応していいのか分からない。

た対応を行います。

トラブルが起きる要因をアセス

①スクリーニングの実施

①上司・人事担当者への

「効 果」

減し、働きやすい職場となりまし

でなく、その周囲のストレスが軽

コンサルティング
雰囲気がおかしいいなど、メンタ

ェックやカウンセリングを行うこ

ル面で問題を抱えている社員への

トラブルを起こす社員自身だけ
くことができます。

た。また、休職を繰り返していた

元気がない、急に遅刻が増えた、
②ストレスケアの実施

対処方法やアドバイスなどを相談

社員自身が自己管理できるように

とで、早期にメンタル不調に気づ

員に対して、定期的にストレスチ

全社員あるいはハイリスクな社

「対 応」

は仕事をしてもらわないと困る。

尊重することができない。契約中

業のように社員個人の意思だけを

とって使いやすい
・プライバシーが保護されるの
で、安心して相談ができる
・本人の問題だけではなく、家族
の問題も相談できる
・管理監督者や社内の推進担当者
にとって、外部の相談先を確保
できることは心強い
・発生した問題に精通している専

社員の疾病を回復させつつ、パ

します。また、復職支援の状況報

門家からアドバイスを受けるこ

・予算に応じてサービスの組み合

フォーマンスを上げられるように

た、支援を受けたい部分にコス

③上司へのコンサルティング

カウンセリングを行います。

方、メンタルに対する基礎知識お

告、復職者に対するサポートの仕

整えられるようになりました。

なり、休職に至ることなく体調を

とができる

わせアレンジが可能である。ま
トを集中させることができる
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