
組織の環境が安定から急激に不安定へと向かう中で、

個人や職場、組織は、それぞれ従来とは異なる種類のストレスを抱えるようになりました。

このような状況下にあって、個人に焦点を当てたケアだけでは、根本的な解決策として十分とはいえません。

いまメンタルヘルス対策は、個人の問題からむしろ職場や組織の問題として捉え直し、

あらゆる対策を講じていくことが求められています。

メンタルヘルスの対象を個人のケアに限定するのではなく、病気の未然防止、

健康の維持・増進の観点に立ち、個人から組織に比重をかける必要に迫られています。

職場におけるメンタルヘルス不調者の発生は、特定の個人だけでなく組織自体に深刻な問題が内在していることを

示すものです。健康な個人なくして健康な職場は成立せず、また健康な職場なくして個人の健康は成立しないのです。

ライフデザイン研究所では、個人の成長と組織の活性化をサポートいたします。

「治すためのメンタルヘルス」から
『予防し高めるためのメンタルヘルス』へ

◆こころの健康診断
個人のこころとからだの健康と職場のストレス要因の現状を把握でき、
予防や改善へ向けての施策をご提案します。

◆専門医や専門家への橋渡し
全国の専門医（精神科・神経科・心療内科）をはじめ、精神保健福祉センター、
地域産業保健センター、保健所、勤労者心の電話相談（労災病院のリスト）、
全国いのちの電話、障害者職業センター（リワーク支援）などを自由に検索できます。

◆メール相談
専門教育を受けたカウンセラー（臨床心理士・産業カウンセラーなど）が、
こころの健康や職業生活上の悩みをはじめ、プライベートな悩みにも対応します。
全国どこからでもお気軽にアクセスできます。

◆メンタルヘルス情報〔“気づき”から“築き”へ〕
「ストレス雑学」「ストレス・コントロール」「うつ病とこころの病気」
「上司のためのメンタルヘルス」「セクハラ＆パワハラ」など、
ＷＥＢにてメンタルヘルスやコミュニケーションに関する情報を、さまざまな
チェックリストやワークシートとともにご提供します。

◆セルフラーニング〔ストレスと上手につき合う認知行動心理学〕
「ストレスと上手につき合う認知行動心理学」「コーチング＆ファシリテーション」
「ストローク“こころの栄養素”」「キャリアデザイン」など、個人の健康の維持増進、
職場の活性化のための自己学習の機会をご提供します。

◆研修／ワークショップ 
個人の健康と職場の活性化のためのさまざまな研修やワークショップをご提供します。

◆通信講座
ワークシートやエクササイズを中心に構成し、受講者が自己理解を深め、
自己成長・自己創造へ歩むためのサポートをします。　　

◆家族のためのメンタルヘルス
ご家族の方々のこころの健康維持のためにチェックリストや
ワークシートなど、さまざまなメンタルヘルス情報を提供します。

◆ＥＡＰコンサルテーション
職場復帰プログラムなど、メンタルヘルス上の問題を細やかに
コンサルテーションします。　

◆プロセス・コンサルテーション
経営コンサルタントによる経営診断、戦略の策定、組織開発、
人事制度の改定などのサポートをいたします。

◆個人特性診断＆組織風土診断
モチベーション診断、360°サーベイなどの個人特性分析をはじめ、
組織の活性化、人的資源の活用といった課題に対して、
さまざまな角度からのヒントをご提供します。

◆メルマガの配信
ストレス・コーピングやメンタルヘルスに関する情報を定期的に配信します。

◆職場復帰支援
グループカウンセリングを中心に、集団認知療法、キャリアデザインなど、
参加者に応じて復帰支援プログラムが組み立てられています。

◆カウンセリング＆キャリアカウンセリング、コーチング
産業現場に精通したカウンセラーによる
こころの問題や悩みに対しての心理的な援助や
生活・職業上のご相談に対応します。
また、キャリアについての迷いや不安を解消し、
発展させていくためのキャリアカウンセリング、
目標の実現や可能性の発揮をサポートするための
コーチングもご提供します。

◆利用報告と組織への助言
よりよい職場づくりのために、社員の方からの相談内容や
利用件数などをグラフに加工してご報告します。

ライフデザイン研究所のサービス内容 ライフデザイン研究所のWEB画面

L i feDesign Ins t i tu te



『こころの健康診断』のご紹介 〔従業員向け〕
 ～健康への第一歩は、自己への“気づき”から～

L i feDesign Ins t i tu te

『こころの健康診断』は、
メンタルヘルス対策を
検討する上での羅針盤

【こころと身体の健康状態】a
○こころの健康度、からだの健康度、
　家庭の健康度、職場の健康度が棒グラフで
　表示されるとともに、時系列で推移を表示します。
○ソーシャルサポート
　上司、同僚、友人、家族から得られる
　サポート度合いが時系列で表示されます。

＊サポートづくりのヒントは、
　ＷＥＢのコンテンツでご提供！

【専門家のご紹介】
都道府県別に精神科・神経科・心療内科が
検索できる専門医検索サイト、
都道府県別の精神保健福祉センターのリスト、
市町村別の地域産業保健センターのリスト、
市町村別の保健所のリスト、労災病院による勤労者のための
心の電話相談のリスト、全国いのちの電話のリスト、
自殺防止センターなどの情報をその場で得られるため、
初期の段階で病気が発見されることがあり、
早期治療の道を開くことができます。

【安心して、ご相談いただくために】
相談窓口の探し方・選び方、病院の各専門分野の見分け方、
カウンセラーの選び方など、受診に向けた不安や疑問を
軽減するためのアドバイスをご提供します。

【自己成長シート】
ストレス耐性を高めたり、対処法を習得するための
アクションプランシートを入手できます。
また、40冊ほどのコンテンツ情報から主体的に自主学習が
図れるように工夫されています。

【ストレス反応とストレス要因】b
○不安感、抑うつ感など8つの観点による
　現状のストレス反応が数値化され、
　わかりやすく表示されます。
　ストレスケア一覧表やストレス対処法一覧表
　では、ストレス反応に応じたアドバイスや
　ヒントが得られ、セルフケアを後押しします。
○コミュニケーション（人間関係）、仕事の質と量、
　物理的環境など8つの切り口により、
　職場のストレス要因が数値化され、
　前回との比較などもわかりやすく表示されます。
　解説をクリックすると、ストレス要因を
　軽減するアドバイスが得られます。
○総合コメント
　ストレス反応別、レベル別に総合コメントが
　表示されます。また、レベル別に弊所から
　一斉メールが届けられ、予防改善や受診へ
　向けたアクションがとりやすくなります。

【性格特性とストレスコーピング】c
○アサーティブ、ハーディネス（しなやかさ）、
　コミットメントなど、ストレスと関連性の高い
　特性の自己理解が得られます。
○コーピングとはストレス対処法をいいます。
　ストレス要因に対して、どのような対処法を
　用いているか、どのようにしたらよいかなどの
　“気づき”とアドバイスが得られます。

セ ルフケ ア“ 自 分 の 健 康 は 自 分 で 守る ”ことが 前 提

『こころの健康診断』の質問数は142問で、個人には3種類の診断結果がその場でご覧いただけます。
すべての診断結果は、「印刷」のクリックが用意され、Ａ4サイズで気軽に印刷できるように設定されています。

従業員一人ひとりが自分のこころの健康状態に“気づき”、職場のストレス要因を把握する

ことにより、健康への理解が深まり、健康であることの大切さを認識する機会が得られます。

本人が自己の健康レベルを自覚することによって、アドバイスを一般論としてではなく、

自分自身のために役立つものとして受け入れることができるので、

主体的な健康行動への動機づけがなされます。

病気対策…早期治療・早期回復
本人が気づかないうちに病気になっている
可能性がある人に対しては、
悪くならないうちにできるだけ早く
手を打つことができます。

予防対策…病気の予防
疾患は発見されず病気とはいえないものの、
充分に健康ともいえないような場合、
本人へ健康について注意喚起し、
今よりもよい状態を目指した健康の増進を
意識づけることができます。

健康対策…健康の維持増進
良好な健康状態にある場合、
本人へ健康について意識や関心を向けさせ、
その状態の維持やよりよい状態に増進を
図っていくことを促進します。

a

b

c



『こころの健康診断』のご紹介 〔管理監督者・産業保健スタッフ向け〕
 ～健康への第一歩は、自己への“気づき”から～
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【職場の健康度】【職場のストレス要因】a
自らが所属する組織の結果をチームごと、部ごとなど縦断的に見ることが
できます。職場環境の改善は、マネジメントの重要な項目のひとつであり、
そのための客観的な現状のデータが得られます。

【ストレス要因の現状把握】b
ストレス要因をさらに詳細に把握でき、
風通しの良い職場づくりへ向けた改善策のヒントを具体的に得られます。

【職場改善シート】
「リーダーのためのメンタルヘルス」などの研修に、自部署の現状をもとに検討したり、
会議やミーティングで改善策を検討し合うなど、よりよい組織づくりへ向けた具体的な行動を支援します。

【アクセス権限を自由設定】
契約時に対象人数と閲覧対象者を目的に応じて自由に設定できます。

たとえば、「マネジャー以上は分析結果を閲覧可能」と権限設定するなど…。

【組織活性化グラフ】c
ジョブ・エンゲージメント、働きがい、健康保持能力、ワークライフ
バランスなどポジティブな指標を解説するとともにご提供いたします。
職場活性化グラフは、部署ごとにも把握できるため、全社的、部署別に
改善策を講じ、その効果を計る指標としても役立ちます。

【部署別比較データ：職場の健康度】d
【部署別比較データ：職場のストレス要因】e
従業員が取り組んだ142問の結果を集計し、見やすい画面で
集計結果を縦断的・横断的に閲覧することができます。
特定の部署の問題点を容易に抽出することができます。

【集団特性の把握と改善施策】f
部署別、性別、年齢別、職種別、
階層別などの「集団特性」が把握され、
個人の単位では見えにくい原因が
浮きぼりになり、その特性に応じた指導や
改善が可能となります。

【仕事のストレス判定図】g
「仕事のストレス判定図」では、
4つの仕事上のストレス要因に注目して、
ストレスの大きさとその健康への影響を判定します。
厚生労働省が積極的に推進しており、
4つの要因をより詳細に診断することにより、
ストレス要因の軽減や対策が具体的に着手できます。
結果に対する解説（アドバイス）も用意され、
対策へ向けてのヒントがその場で得られます。

【個人の結果を目的に応じて運用・管理】
個人の診断結果の取り扱いを次の3つから選択できます。

1. 指定の産業保健スタッフへ転送され、衛生管理の一環として管理される。
2. 受検者の自主性に任せ、本人が同意をすれば、個人データが指定の産業保健スタッフに転送される。
3. 個人の結果の閲覧は、本人のみとする。

人事責任者／産業保健スタッフへのフィードバック

所属部署データのフィードバック
a

d

c

f

g

e

b



『こころの健康診断』のほかに、右記のチェックリストや

ワークシートなど、書籍にして４０冊ほどの情報が組み込まれ、

セルフケアやラインによるケアをサポートいたします。

また、“ご家族の方のこころの健康の維持増進”の

強い味方としてもご活用いただけます。

チェックリスト●ワークシート
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ストレス雑学

ストレス信号に気づこう

ストレス・チェックリスト（ＳＣＬ）

ストレス・チェックリスト（他者評定用）

ライフイベント質問表

日常のいらだちチェックリスト�

疲労度蓄積度自己診断チェックリスト

タイプＡ行動パターンチェックリスト

ストレス・コントロール・チェックリスト� 

ストレス耐性度チェックリスト（ＳＴＣＬ）

エゴグラム（パーソナリティー分析）

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

ストレスと上手につき合う認知行動心理学

不合理な考え方と合理的な考え方

常活動スケジュール表

考えの記録

認知の歪み検討シート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

チェックリスト

チェックリスト

家族のためのメンタルヘルス

ストレス信号に気づこう

ストレス・チェックリスト（ＳＣＬ）

ストレス・チェックリスト（他者評定用）

ライフイベント質問表

日常のいらだちチェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

キャリアデザイン

キャリア指向チェックリストチェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

うつ病とこころの病気

ベックの抑うつ尺度

ズンクのうつ病自己評価尺度

東邦大学式抑うつ尺度

久里浜式アルコール依存症

自律神経失調症調査表

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

チェックリスト

ストローク“こころの栄養素”

ストローク・パターン・チェックリスト

ストローク・ブレーキ・チェックリスト

気づいてみませんか／もらったストローク

気づいてみませんか／与えたストローク

楽しみませんか／求めるストローク

楽しみませんか／与えるストローク

ストロークバンク帳

チェックリスト

チェックリスト

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ストレス・コントロール

ソーシャル・サポート・チェック

間違った考えの傾向を知ろう

間違った考えを分析する

正しく考えるための６つの法則を記憶する

間違った考えに反論する

自分の強迫観念を知ろう

思考停止法�

ストレス収支表

先延ばしの損得勘定

チェックリスト

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

ワークシート

エクササイズ

エクササイズ

コンテンツの一例 

a

a

b

b

c

c

d

d

詳しい解説が付いています!



“気づき”から“築き”へ　
個人の成長

組織の活性化

社会への貢献

個人の元気が組織の活性化を生み出し、組織の活性化が個人の元気を生み出します。

ライフデザイン研究所では、個人の成長と組織の活性化の両面に着眼をおいた研修／セミナーをご提案いたします。

貴社のニーズに最も適したプログラムをカスタマイズいたします。（階層別研修も数多くの実績がございます。）

メンタルヘルスの予防・対策はこれからといった企業様向けの研修

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・積極的なメンタルヘルス対応策の必要性
　　　・ストレスとうまく付き合うには など

対象／人事担当者、産業保健スタッフ、マネジメント層 など
内容／・早期発見、早期治療から維持増進へ
　　　・職場復帰がうまくいくための条件 など

※内容の詳細、お見積り、日程のご相談は
　担当者まで、お気軽にお問い合わせください。

URL：http://e-eap.com　Ｅ-Mail：info@e-eap.com

研修セミナープログラムの一例

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・こころの健康に関する正しい理解と４つのケア
　　　・関心を寄せる→声をかける→聴く→つなぐ など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・自分を知る、自分に気づく
　　　・ストレス一日決算主義 など

メンタルヘルス基礎講座 いま、求められるメンタルヘルス対策

リーダーのためのメンタルヘルス［ラインケア］ ストレス・コーピング［セルフケア］

より具体的な問題にフォーカスした参加型の研修

対象／産業保健スタッフ、マネジメント層、全従業員 など
内容／・うつ病の世界標準的な精神療法、認知行動心理学とは
　　　・予防に活かすこころの柔軟体操！ など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・プレッシャーを増大させる偏った思考と感情の連鎖
　　　・状況に応じた感情と行動選択の仕方 など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・感情との付き合い方の傾向（癖）に気づく
　　　・ネガティブな感情の本来的な目的と味方にする方法 など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・ＣＳ・ＥＳ・ＤＳのバランス
　　　・コミュニケーションの質の向上と従業員満足 など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・パワハラとは、セクハラとは
　　　・ハラスメントが及ぼすダメージとその対策 など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・リラクセーションの方法と効果
　　　・コミュニケーションの技術と習得 など

ストレスと上手に付き合う認知行動心理学 メンタル・タフネス

感情のセルフコントロール ＥＳ(従業員満足度)の向上

職場のハラスメント対策 コミュニケーションとリラクセーション

予防・改善に重点を置いた体験学習中心の研修／ワークショップ

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・自己理解と他者理解 ”気づき”から”築き”へ
　　　・ストローク（こころの栄養素）と職場の活性化 など

対象／マネジメント層、若手リーダー、全従業員 など
内容／・問題志向から解決志向へ
　　　・フューチャーパーフェクトとＯＫメッセージ など

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・ティーチングからコーチングへ
　　　・マネジメントスキルとしてのコーチング など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・傾聴と対人関係能力について“聞く”から“聴く”へ
　　　・受容的な態度と傾聴スキルの習得 など

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・人生の輪“人生の意味づけ”
　　　・「できない」を「したい」に変える発想法 など

対象／プロジェクトリーダー、マネジメント層 など
内容／・コンセンサスを導くプロセス〔創造化／活性化／効率化〕
　　　・組織変革時におけるファシリテーターの役割 など

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・カウンセリングマインドのための自己理解
　　　・カウンセリングマインドに求められる信頼関係づくり など

対象／マネジメント層、プロジェクトリーダー など
内容／・ユニークなセルフコントロールテクニックで苦手場面を克服
　　　・相手の波長に同調するラポール など

対象／マネジメント層、プロジェクトリーダー、全従業員 など
内容／・プロセス思考から目的思考へ
　　　・情報の共有化と風通しの良い職場形成 など

対象／マネジメント層、チームリーダー、全従業員 など
内容／・キャリア・アンカー、価値の再発見
　　　・キャリアビジョンの創造 など

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・ストレスエデュケーション
　　　・ストレスマネジメント－個人編／組織編－ など

対象／マネジメント層、チームリーダー など
内容／・体験学習からリーダーシップスタイルに気づく
　　　・ビジョンを共有し、メンバーを巻き込む など

対象／プロジェクトリーダー、全従業員 など　
内容／・コミュニケーションはドッヂボールでなくキャッチボール
　　　・自分も相手も尊重するかかわり方 など

対象／マネジメント層、若手リーダー など
内容／・モチベーションのメカニズム
　　　・セルフリーダーシップ（自己効力感の高揚） など

Transactional　Analysis（交流分析）

リーダーシップ

アサーティブ(素直な自分表現)コミュニケーション

ソリューション・フォーカス

モチベーション・マネジメント

部下の可能性を引き出すコーチング

リスニング(積極的傾聴)

メンタル・コーチング

ファシリテーション［学習する個人と組織］

リーダーのためのやさしい心理学講座

NLPコミュニケーション

真報連相

キャリアデザイン

ストレス・カウンセリング講座

L i feDesign Ins t i tu te
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