
 

メールマガジン原稿 269 号 (2019/08/06 版) 
 
いつもお世話になっております。 
カウンセリングストリート株式会社です。 
今月のメールマガジンをお送りします。 
是非お読みいただき、皆さまの業務の参考にしていただければ幸いです。 
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１．ストレスチェックテスト 具体的なセルフケア実現のために 
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先月号では、弊社ストレスチェックテスト my-Mental のセルフケア情報配信サービ

スについてご紹介しました。 

 

my-Mental のセルフケア情報は、受検者一人一人の回答結果にもとづき、改善が望

まれる項目について、セルフケアに役立つ具体的な情報を直接メールでお届けして

います。 

 

メールを受け取った受検者さんから、「実際に試してみました」というお声や、「も

っと詳しい情報を知りたい」というお声をいただくこともあり、ご活用いただけて

いるのだなと嬉しくなったりします。 

 

さて、今月は my-Mental のメンタル相談窓口についてご紹介します。 

 

弊社は、my-Mental 受検者全員を対象としたメンタル相談窓口を開設しております。 

この相談窓口は、メールや電話により、弊社カウンセラーに直接ご相談が可能です。

カウンセラーは専門的な視点からメンタルに関するそれぞれのご相談に応じ、その

方に必要な情報を提供しています。 

 

たとえば、「よく眠れない」とのご相談の場合。睡眠改善のために「睡眠リズムを

整える」ことや、「睡眠時間を確保する」ことが必要であることが考えられます。

この場合、ご相談の中で、寝つきが悪いのか、睡眠時間がうまく取れないのか、夜

中に目が覚めやすいのか、睡眠環境はどのようになっているのか、寝る前にはどの

ように過ごされているのかなどご本人の今のご様子を詳しくお聞きします。それら

の情報をもとに、専門的な知見から、それぞれのケースに合わせて、コンディショ

ンを改善するための具体的なセルフケアをご提案しています。 



 

また、睡眠だけでなく、食習慣や体調など、様々な側面についてお話を伺い、メン

タル不調の予防や軽減に効果的なセルフケアをご提案することも、相談窓口では可

能です。 

 

この【メンタル相談窓口】は、現在、追加料金なしでご利用いただけます。 

 

my-Mental の詳細およびストレスチェックにかかわる様々な問題について、詳しく 

お知りになりたい方はぜひ弊社担当にご連絡いただくか、このメールにご返信くだ 

さい。 
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２．ラインケア研修 無料体験会のお知らせ 
   東京・大阪・名古屋・仙台・福岡 
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■以下の無料セミナーを開催します。 

 参加ご希望の方は貴社担当コンサルタントに直接ご連絡いただくか、 

 magazine@counseling.st 宛てに、 

 ご希望の都市名(東京／大阪／名古屋／仙台／福岡)、講座名と 

 貴社名、部署、お名前、電話番号 をお書きのうえご連絡ください。 

 （※東京・名古屋はご参加希望日程をお知らせください。 

  ●曜日午後、月末週を除く、●月●日は NG など。 

  ご希望の多い日程を考慮し日時決定します） 

 

＜ラインケア研修体験会＞ 

 ～発症者を減らすためのラインケア研修（基礎）～ 

  所要時間：2時間 

  参加費用：無料 

  内容：＜部下のうつを確実に見つけるために＞ 

   ◆メンタルヘルス障害の基礎知識（どんな病気なのか、発症原因、 

治療内容等）を理解する 

   ◆部下のメンタルケアにおける管理職の義務・役割を理解する 

   ◆早期発見・対処のポイントを理解する 

  参加条件：外部委託による研修を具体的に検討中の企業様。 

  その他：複数名でのご参加希望の場合はご相談ください。 

 

【東京】 

  日時：8 月以降 

  場所：未定 

【大阪】 

  日時：7月 10 日（水）13：30～15：30 

  場所：ワールド会議室 

     御堂筋線新大阪駅徒歩 4 分、阪急京都本線南方駅徒歩 5分 

【名古屋】8 月以降 

  場所：未定 

【仙台】 

  日時：7月 18 日（木）13：30～15：30 

  場所：仙都会館 7F 「A 会議室」 

     JR 仙台駅 徒歩 5 分 

【福岡】 

  日時：7月 17 日（水）13:30～15:30 

  場所：博多駅周辺会場を予定 

 

 

◇━━━━━━━‥‥・・・・・・・‥‥━━━━━━━━◇ 
３．メンタルヘルス ニュースピックアップ 
   最新の情報やメルマガの内容に関連のある情報を 
   お伝えします 



◇━━━━━━━‥‥・・・・・・・‥‥━━━━━━━━◇ 
 

 

 パワハラ防止を義務化する法案が国会で可決、成立しました 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

職場でのパワハラ防止のため、企業に防止策を義務付ける労働施策総合推進法の改

正案が、2019 年 5 月 29 日参院本会議で可決、成立しました。義務化の時期は早け

れば大企業は 2020 年 4 月、中小企業は 2 年後の 2022 年 4 月の見通しとなります。 

 

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間

関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦

痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です（文末 URL 参照） 

 

パワハラは大きく 6つの類型に分けられます。 

 

（1）「精神的な攻撃」 暴行・傷害など 

（2）「身体的な攻撃」 強迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など 

（3）「過大な要求」  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制など 

（4）「過小な要求」  合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を 

命じることや仕事を与えないことなど 

（5）「人間関係からの切り離し」 隔離・仲間外し・無視など 

（6）「個の侵害」 私的なことに過度に立ち入ることなど 

 

パワーハラスメントを放置すると従業員の心の健康の悪化を招くこともあります

し、企業側も裁判で責任を問われることもあります。パワハラ防止が義務化になる

と、対応が不十分で厚労省からの改善要求に応じない場合は、企業名が公表される

場合もあります。 

 

カウンセリングストリートでは、ハラスメントに関する研修もご用意しています。

詳細についてお知りになりたい方は本メールにご返信いただくか弊社担当者まで

ご連絡ください。 

 

（参考） 

「これってパワハラ？」（厚生労働省 PDF） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tye7-att/2r9852000002tyi9.pdf 
 

「労働者の皆様へ～NO パワハラ～」（厚生労働省 PDF） 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0
000189290.pdf 
 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
 
 今月は喫煙に関する研究をご紹介します。喫煙は以前から心身の健康との関連性

が指摘されています。喫煙量とメンタル不調リスクの相関を示す研究も見られ、喫

煙量が多い場合リスクも高くなる傾向が指摘されています。本研究は大規模なゲノ

ムワイド関連解析により日本人に特異的な喫煙感受性などについて研究したもの

です。職場環境の健全化や、従業員の心身の健康増進などに喫煙の問題は検討不可

欠ですね。今後が期待される研究ですので、是非お読みください。 

 

 

喫煙習慣に関連する遺伝因子と疾患感受性との関係を解明 
   －心疾患、喘息、骨疾患など 11 の病気の発症リスクと相関－ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

理化学研究所（理研）生命医科学研究センター統計解析研究チームの鎌谷洋一郎ら

の共同研究グループは、バイオバンク・ジャパンに参加した日本人約 16 万人の遺

伝情報を用いた大規模なゲノムワイド関連解析（GWAS）により、喫煙習慣に関連

する新たな 7 カ所の感受性領域（遺伝子座）を発見し、さらに喫煙習慣と 11 種類



の病気（心疾患や喘息、慢性閉塞性肺疾患、後縦靱帯骨化症など）の発症リスクが

遺伝的に相関していることを見いだしました。 
喫煙習慣の健康への影響については広く知られていますが、喫煙習慣が個人の遺伝

子配列と具体的にどのように関係しているのかについて、これまで欧米を中心に遺

伝学的研究が進められてきました。 われわれは 2012 年に約 1 万 7 千人の日本人

集団を対象とした結果を報告していましたが、本研究では、約 10 倍の参加者の情

報を用いることで、新たに日本人特異的な喫煙感受性領域を同定することに成功し

ました。また、喫煙感受性と心疾患や喘息、肺疾患等の発症リスクが遺伝学的背景

を共有していることが明らかとなりました。今後、喫煙習慣やそれに起因する病気

の予防など遺伝子情報に基づいた精密医療への応用が期待できます。 
 

 
Nana Matoba, Masato Akiyama, Kazuyoshi Ishigaki, Masahiro Kanai, Atsushi 
Takahashi, Yukihide Momozawa, Shiro Ikegawa, Masashi Ikeda, Nakao Iwata, 
Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Michiaki Kubo, Yukinori Okada and Yoichiro 
Kamatani. "GWAS of smoking behaviour in 165,436 Japanese people reveals 
seven new loci and shared genetic architecture", Nature Human 
Behaviour, 10.1038/s41562-019-0557-y 
 
   ※プレスリリースより一部抜粋して掲載しております 

    http://www.riken.jp/pr/press/2019/20190326_1/ 
 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
【個人情報保護方針】 
 個人情報の取扱いについて、以下の内容をご確認ください。 
 １、当社は、個人情報の適切な管理に取り組みます。 
 ２、当社は、あらかじめお客様からご了解いただいている場合や 
   法令で認められている場合を除き、当サイトを通じて知りえた 
   個人情報を第三者に提供または開示いたしません。 
 ３、当社は、関連する法令、その他の規範を遵守します。 
…………………………………………………………………………………………… 
★ご感想、お問い合わせ、メルマガ配信先変更、解除の手続きは 
 こちらまでお願いします。 
 magazine@counseling.st 
 ※解除の場合は、（貴社名 ／ ご連絡先 ／その理由） をご記入ください。 
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