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新刊のご案内
パワハラについての理解から措置･対策まで
これ 1 枚でわかる保存版便利シートです
労働施策総合推進法の改正により、令和２年６月から職場に
おけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措
置を講じることが企業に義務づけられました（中小企業は令和
４年３月末まで努力義務）。このシートは、業務上の指導との
線引きが難しいパワハラの概念について考え方を整理するとと
もに、企業に課せられた10項目の義務事項について、具体的に
どのような措置を図ればいいのか、わかりやすくコンパクトに
説明しています。
また、従業員からパワハラに関する相談があった場合の対応
手順、予防や解決に向けた取り組みなどについても要点を整
理。ハラスメントのない快適な職場づくりに向けて取り組まれ
る企業の人事・総務担当者、管理職の方に大変役立つシートで
す。

特

長

①パワーハラスメントの定義や類型がよくわかる！
②企業に求められるパワハラ防止措置 10 項目を
わかりやすく解説

パワハラ防止マニュアルシート
監修
判型

ドリームサポート社会保険労務士法人
Ａ４判８頁（両観音折り・PP 加工）
オールカラー
価格 400 円（税別）
発行 令和２年４月
企画・制作
株式会社社会保険研究所
注文コード
460350

貴 名 の 刷

③従業員から相談があった場合の対応手順の
フローチャート付き
④パワーハラスメントを起こさない職場にするための
取り組みについても記載

り

込 み

の

ご

案

内

●●●● メンタ
ン ルヘルス相談窓口のご案内
皆さんからのメンタルヘルスケアに関する相談を受けるため、●●●
●では、社内外に相談窓口を設置しています。
皆さんからの相談に対するアドバイスを行うとともに、近隣の専門医
の紹介も行います。
相談を受け付けた専門家以外に情報が漏れることは絶対にありませ
んので、安心してご利用ください。
皆さんのプライバシーは完全に守られます。

メンタルヘルス相談室
対象者：●●●●健康保険組合の被保険者
△△△△△△

△△△△△

03-XXXX-XXXX (外線)
03-XXXX-XXXX (内線)

06-XXXX-XXXX (外線)
06-XXXX-XXXX (内線)

●●健康ネットワーク
（24時間電話健康相談）
対象者：●●●●健康保険組合の被保険者およびその家族
フリーダイヤル

携帯電話対応

0120-XXXX-XXXX
03-XXXX-XXXX
●●●●ＮＥＴ

対象者：●●●●社員およびその家族

社名・組合名等を
刷り込めます。

0120-XXXX-XXXX
0120-XXXX-XXXX
MAIL xxxx@xxx.co.jp

TEL
FAX

●●●●株式会社

●●●●株式会社

裏面に窓口案内等、
お知らせを刷り込
むことも可能です！

セルフケア用
こころもカラダも「健康宣言」

ストレスマネジメント こころ生き生きと

監修：井上 令一
A5 判 /32 頁カラー

B5 判 /32 頁

働く人のストレスマネジメント教育の一
環として利用できる小冊子です。こころ
とカラダの関係やストレスの基本知識と
対処方法を学ぶとともに、運動・睡眠・
食事といった生活習慣の改善方法につい
ても取り上げ、メタボ対策についてもわ
かりやすく紹介しています。

働く人のこころの健康管理では、ストレスマネジメントが最も重要で
す。働く人一人ひとりが自らのストレスに気づいて適切に対処できる必
要があり、そのためにはストレスとその対処法についてきちんと理解し
ていることが欠かせません。断片的な知識ではなく、大局的な理解をす
ることで、どのようなストレスにも向き合うことができるようになります。
本書は弊社のセルフケア研修をもととしています。ぜひ、ストレスマネ
ジメントを学ぶ際の参考資料としてご活用ください。

注文コード

5103

本体価格 260 円 + 税

注文コード

久（国立精神・神経医療研究センター名誉総長）

5116

本体価格 410円+税

やわらかい考え方で
ストレスコントロール

はたらく人のメンタルヘルス
監修：河野 友信
A5 判 /32 頁 2 色

監修：髙橋清久（国立精神・神経医療研究センター名誉総長）
B5 判 /32 頁カラー

体の健康については私たちはある程度の
知識を持っていますが、心の健康につい
ては、あまりよく知らないのが実情では
ないでしょうか。本冊子では、イラスト
を多用し誰でもわかりやすいように、心
の健康について解説しています。

ストレスマネジメントの実践方法を具体的
に紹介し、自ら実践できるようになるた
めの「ワークブック」です。いま注目の
認知行動療法を応用し、その理論を学ぶ
とともに、問題を招いている考え方を自
ら見つけ出して現実に適応できる考え方
に修正していく方法を学習していきます。

注文コード

5101

本体価格 200円+税

眠り・マネジメント
パフォーマンス向上は眠りの改善から

注文コード

5105

本体価格 400円+税

快眠マネジメント

監修：髙橋 清久（国立精神・神経医療研究センター名誉総長）
B5 判 /32 頁カラー

監修：斎藤 恒博、則岡 孝子
A4 判 /36 頁カラー 社会保険研究所刊

眠りと健康との関係をわかりやすく紹介
した冊子です。眠りの機能やメカニズム
にも触れられており、眠りに関する具体
的な問題に対する解決法や、健康的に暮
らしていくための睡眠のとり方なども掲
載しています。

不眠などの睡眠障害が続くと、生活習慣病
のリスクが高まることが指摘されています。
不眠が、
うつ病や呼吸器疾患などの重大な
病気のサインであることも見逃せません。本
書では、睡眠のメカニズム、睡眠とさまざま
な病気とのかかわり、快眠のためのノウハ
ウやヒントをわかりやすく解説しています。

注文コード

5106

本体価格 300円+税

ストレスに負けない元気な心をつくる

注文コード

66400

本体価格 600円+税

気持ちをラクにするコツ

監修 関谷 透（初台関谷神経科クリニック院長・医学博士）
A5 判 /32 頁カラー 社会保険出版社刊

監修 宗像 恒次（筑波大学大学院教授）
B5 判 /20 頁カラー 社会保険出版社刊

ストレスに強い人と、弱い人。その差は
どこにあるのか、この一冊を読むとよく
わかります。少しだけ「
、考え方」を変え、
「休み方」を変え、
「過ごし方」を変える
方法をご提案。これでストレスに負けな
い心身が育ちます！

最近、心がピリピリ、トゲトゲしていま
せんか？そんなときは、人間関係もギク
シャクしがちです。この冊子では、簡単
にできる心のほぐし方のコツをご紹介。
気持ちをラクにする人間関係のヒント集
です。

注文コード

53651

本体価格 200円+税

注文コード

28101

本体価格 180円+税

※このカタログに掲載の価格は、税抜き表示となっております。ご請求時に消費税と送料を加算させていただきます。

セルフケア用
働く人のメンタルヘルス・ハンドブック
元気な心・疲れた心
指導・監修
夏目 誠（大阪樟蔭女子大学大学院教授・医学博士）
山岡 昌之（国家公務員共済組合連合会九段坂病院診療部長・医学博士）
A4 変型判 /52 頁カラー 社会保険出版社刊
増え続けるうつ病をメインに、早期発見
から予防法、管理監督者向けの内容まで
収載したメンタルヘルス対策冊子。どう
すれば「心」が元気でいられるかについ
て紹介します。
注文コード

71101

本体価格 600円+税

うつにならない「働き方」
「暮らし方」
監修 岩﨑 靖雄（岩﨑クリニック院長・医学博士）
A4 変型判 /36 頁カラー 社会保険出版社刊
現代社会で、ストレスは避けて通れない
もの。しかし、同じストレス状況に置か
れても、うつになる人とならない人がい
るのは、ストレスの受け流し方の違い。
そのコツと秘策を知れば、うつにならな
い「働き方」や「暮らし方」があること
がよくわかるはずです！
注文コード

28071

本体価格 300円+税

こころが晴れる こころが元気になる
コミュニケーションのコツ

健康オフィスワーク
監修：稲次 潤子
A4 判 /36 頁カラー 社会保険研究所刊

監修：渡辺 眞里子
A4 判 /24 頁カラー 社会保険研究所刊

近年、会社で働くオフィスワーカーの体調不調の
原因を探っていくと、パソコンに向かう作業時間
の増加と関係があるという実態があきらかに
なっています。本書では、そのような心身のトラブ
ルを予防するための職場での対策、一人ひとりが
実践できる日常生活での健康管理などについて、
イラストを用いてわかりやすく解説しています。

職場でのコミュニケーション不全は大き
なストレス要因です。本書では、上手に
コミュニケーションをとるコツや、対人
関係のストレスを緩和する対処法など、
認知行動療法の理論に基づいた具体的な
実践法を提案しています。

注文コード

62050

本体価格 600円+税

働く人の新メンタルヘルス

「うつ」による患者が100万人を超えました。ま
た、以前とは違う
「非定型うつ」が若い世代に
広がっています。さらに、
どの職場でも現在大
きな問題とされているのが、休職中の人の職
場復帰と再発予防。これらに焦点を絞った最
新アプローチと、職場復帰支援の一冊です。

28152

本体価格 350円+税

お疲れ解消テンルールBOOK
社会保険出版社編集部 編
B5 判 /16 頁カラー 社会保険出版社刊
目・肩・腰から、内蔵、神経、心など、
疲れるところも様々ですが、我慢してい
ると身も心もやがてボロボロに。そこで、
疲れたなと思ったらすぐにでき、身も心
もほぐれてらくになる、10のルールを
紹介。これぞ心身を守る知恵！
注文コード

30541

66600

本体価格 300円+税

たのしく、あったかく生きるコツ

指導・監修 山岡 昌之
（国家公務員共済組合連合会九段坂病院副院長・医学博士）
A4 判 /40 頁カラー 社会保険出版社刊

注文コード

注文コード

本体価格 150円+税

監修 宗像 恒次（筑波大学大学院教授）
B5 判 /16 頁カラー 社会保険出版社刊
ストレスによって縮こまってしまった脳
は、脳内ホルモンがアンバランスな状態
になり、人間関係や今いる環境を優しい
気持ちで受け入れられなくなってしまい
がち。そこで脳内ホルモンのバランスを
整える、とっておきのセルフケアを紹介
します。
注文コード

28141

本体価格 150円+税

疲れは笑って、ふきとばせ！！
監修 昇 幹夫（日本笑い学会理事・医学博士）
A5 判 /16 頁カラー 社会保険出版社刊
「笑い」は、心身のバランスを整え免疫
力を高める妙薬。読むだけで笑いのウズ
ができるこの一冊で、職場を元気にして
しまいましょう。

注文コード

28131

本体価格 120円+税

オフィスワーカーの
ストレス克服レッスン

今日から始める心のセルフケア

監修：村林 信行
B5判/24頁カラー 社会保険研究所刊

監修：村林 信行
B5判/48頁カラー 社会保険研究所刊

ストレス病予防のためには、まず、心身
の発するSOSに気づくことが大切です。
本誌では、心身の疲労度を知るチェック
リストを掲載し、ストレスをためない生
活習慣や、ストレスへの対処法などにつ
いてわかりやすく解説しています。

うつ病は、本人の自覚がないままじわじわと病
状が進行していく心の病気。生活習慣病と同
様、早期発見､早期治療､そして何より予防が大
切です。本書では､うつ病をはじめとする心の
病気を予防するために､心の自己チェック法、
ストレスに対する心の免疫力を高める方法な
どを中心に、わかりやすく解説しています。

注文コード

66500

本体価格 300円+税

注文コード

66300

本体価格 600円+税

シンプル運動習慣で
ストレスに負けない脳をつくる

セルフセラピーで快適生活
監修：降矢 英成
B5判/48頁カラー 社会保険研究所刊

監修 有田秀穂（東邦大学医学部教授）
Ａ4判/24頁カラー 社会保険研究所刊

疲労度やストレス状況を自覚するための
チェックリストを掲載。ストレスの対処
法として、森林浴、アロマセラピー、音楽、
植物や動物とのつきあい、などを提案し
ています。やさしいタッチのイラストが
満載で、眺めるだけで心が軽くなる癒し
のガイドブックです。

心の不調には脳内の神経伝達物質であるセロ
トニンが影響しています。セロトニンの分泌を増
加させるリズム運動の基本として「呼吸法」を紹
介。ウォーキングなどのシンプルな運動習慣と
あわせることで、ストレスに負けないバランスの
とれた体が取り戻せます。ストレスレベルが確
認できるストレスチェック表も掲載しています。

注文コード

63700

本体価格 600円+税

働く人のための健康管理BOOK
気づいていますか、心と体のSOS
監修：板倉 弘重
B5判/48頁カラー 社会保険研究所刊
仕事のストレスや、生活習慣と深く係わって
いる慢性疲労は、放置しておくと、生活習慣
病やうつ病などの発症の原因にもなります。
本書では、職場でのストレスや疲労の解消法
をはじめ、休養・食事・運動の3つの側面か
ら、生活習慣病などを予防するライフスタイ
ルのポイントをわかりやすく解説しています。
注文コード

63400

本体価格 600円+税

教職員のためのメンタルヘルスハンドブック
元気な明日をつくる！
監修：牧 由美子
（関東中央病院健康管理科医長・精神科）
A4変型判/64頁カラー 社会保険出版社刊
環境の大きな変化の中で、年々ストレス
フルになる教職員という仕事に対し、あ
るときはストレスを成長の糧にし、ある
ときは上手に受け流す術を、具体的に提
示。個人ごと、組織ごとに対するきめ細
かいアドバイスが役立ちます。
注文コード

71024

本体価格 800円+税

注文コード

66700

本体価格 300円+税

心のメンテナンスが鍵を握る
Stop介護虐待
制作協力：高岡 里佳
（医療法人財団緑秀会田無病院医療福祉連携部）
A4判/12頁カラー
介護に至る心理がわかれば、介護虐待は
防げます。それはこころのメンテナンス
にもつながりますが、そうした方法をイ
ラストと漫画を使ってわかりやすく紹介
しています。
注文コード

5109

本体価格 150円+税

メンタルヘルスケアで
元気な職場づくりを！
監修：島 悟
A4判/16頁カラー 社会保険研究所刊
職場でのメンタルヘルスケアに取り組むことで、
従業員の心身の健康を守り、生産性の高い、活力
ある職場をつくることが可能です。本誌ではスト
レス発生のメカニズム、ストレス予防のために上
司が心がけること、職場でのストレス対策を解説
し、事業所担当者が職場のメンタルヘルスケアを
進めていくうえで役立つ情報を掲載しています。
注文コード

66140

本体価格 200円+税

※このカタログに掲載の価格は、税抜き表示となっております。ご請求時に消費税と送料を加算させていただきます。

ラインケア用
事例で学ぶ問題対応
新･メンタルヘルス実践Book

働き方改革時代の
「ラインケア」

著：北村尚人 池田智子
B5判/44頁2色

著：下村 洋一＋フィスメック編集部
B5判/44頁2色

社員のこころの問題で、管理職がそ
の対応を間違えると、トラブルが大き
くなってしまうことがあります。そこ
で 本 作 で は、前 作 で「わ か り や す い」
とご好評をいただいたシミュレーショ
ンゲームはそのままに、新たに 3 つの
事例を追加し、その適切な対応方法を
具体的に解説しています。

昨 今、「ラ イ ン ケ ア」に 求 め ら れ る 役
割が増加しています。本冊子では、こ
れまでの「医療」の視点に加えて、
「労
働」の視点（労働時間の管理）、
「 教育」
の視点（ハラスメントの抑止、働き方
改革の推進）から、具体的な事例問題
を交えながら、ラインケアの実務を解
説しています。

注文コード

5118

本体価格 500円+税

「できる」リーダーのための
メンタルヘルス実践Book

注文コード

5117

本体価格 500円+税

「できる」リーダーのための
メンタルヘルス実践Book 新型うつ対応編

著：北村 尚人（帝京平成大学大学院教授）、池田 智子
B5判/40頁2色

著：北村 尚人（帝京平成大学大学院教授）
B5版/32頁2色

企業のメンタルヘルス活動のキーマンとな
るリーダー（管理職）に向けたメンタルヘル
ス実践のガイドブック。組織のリスクマネジ
メントやリーダーが果たすべき役割、メンタ
ルヘルス不調者への対応をシミュレーショ
ンをまじえながらわかりやすく紹介していま
す。社内研修用のテキストとしても最適です。

本冊子は、所謂「新型うつ病」への対応につい
て具体的に詳しく解説した管理監督者向け教
育冊子です。管理監督者や人事労務担当者、産
業保健スタッフが対応に苦慮する「新型うつ
病」
といわれるケースの対応をゲーム形式で分
かりやすく理解でき、
「新型うつ病」の特徴につ
いて実用的で新たな見方を提示しています。

注文コード

5111

本体価格 400円+税

「できる」公務員のための
メンタルヘルス実践Book

「できるリーダーのためのメンタルヘル
ス実践Book」の公務員向けバージョン。

5113

5114

本体価格 400円+税

「できる」警察幹部のための
メンタルヘルス実践Book

著：北村 尚人（帝京平成大学大学院教授）
池田 智子
B5判/44頁2色

注文コード

注文コード

本体価格 600円+税

しない させない 許さない
職場のハラスメント

著：北村 尚人（帝京平成大学大学院教授）
池田 智子
B5判/44頁2色
「できるリーダーのためのメンタルヘル
ス実践Book」の警察幹部向けバージョ
ン。

注文コード

5112

本体価格 600円+税

出来る管理職は知っている
労働法務の基礎知識Q&A

監修：松田 英子（江戸川大学社会学部教授）
B5判/32頁カラー

著：原 哲男（弁護士）
B5判/32頁2色

職場のハラスメント対策を実践していく
ための情報をまとめた冊子。パワハラだ
けでなく、セクハラも取り上げ、具体的
な事例を元に対応のポイントを紹介して
いるので、研修資料としても活用できま
す。

無断欠勤、うつ病、長時間残業、復職、
パワハラ……管理職が知っておくべき労
務管理に関する法律知識について、
Ｑ＆
Ａスタイルでわかりやすく解説した冊子
です。メンタルヘルスの問題に詳しい弁
護士の原哲男先生が執筆しています。

注文コード

5107

本体価格 300円+税

注文コード

5122

本体価格 600円+税

書籍・DVD・リーフレット
会社の健康リスク対策は万全か

メンタルヘルス
導入・展開の完全マニュアル

著：原 哲男
（弁護士）
、白川 敬裕
（弁護士）
A5判/375頁

監修：河野 友信
A5判/530頁

いま企業に求められるこうした健康リス
ク対策を「健康配慮義務」という新しい
概念から詳述。理論と実務の両面から参
考になる判例を豊富に取上げてわかりや
すく紹介しています。

23人の専門家が執筆したメンタルヘル
ス活動のバイブル。導入・展開の際のポ
イントからケーススタディまでを網羅。
厚生労働省の「事業場における労働者の
心の健康づくりのための指針」に準拠し
ています。

注文コード

5121 本体価格 3,200円+税

EAPハンドブック

本場アメリカで刊行されたEAP（従業員援助
プログラム）の参考書籍の翻訳。企業の業績
や生産性に影響を与える「個人的な問題」や
「組織内の問題」を、EAPではいかに解決して
いるのか。本書には、日本のEAPのこれからを
考えていく上でのヒントがたくさんあります。

5120 本体価格 8,000円+税

30分でわかる！
はじめての自律訓練法

著：岡田 邦夫 特定非営利活動法人 健康経営研究会理事長
高橋 千枝 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
コンサルティング・国際事業部
マーケティング戦略部チーフコンサルタント
B5判/92頁

従業員の健康を重要な健康資源と位置づけて、経
営者が健康投資に取り組み、企業の生産性の向上
と従業員の健康増進、医療費の抑制、そして企業価
値向上を生み出す経営手法、
「健康経営」を紹介し
た、
「健康経営」の第一人者が執筆した決定本。
注文コード

65290 本体価格 1,800円+税

緊急討論
「休職・復職の諸問題を解決する」

指導講師：中井 貴美子（自律訓練法専門指導士、臨床心理士）
画面サイズ16：9 時間30分
自律訓練法は、体の起こすストレス反応を軽減
する代表的な技法で、ストレス反応の一端を担
う自律神経の働きを暗示によって調整するとい
うもの。医療分野でもその効果が実証され、スト
レス関連疾患の治療にも用いられています。こ
のDVDは、その正しい実践方法を、自律訓練学
会の専門指導士がわかりやすく紹介しています。
注文コード

5115 本体価格 3,800円+税

これからの人と企業を創る健康経営

著：ジェームス M オハー
監訳：内山 喜久雄、島 悟
B5判/412頁

注文コード

注文コード

5209 本体価格 2,800円+税

メンタルヘルスネットワークレポート

出演
夏目 誠（大阪樟蔭女子大学大学院教授・医学博士）
原 哲男（弁護士）
宮城 まり子（法政大学キャリアデザイン学部教授）
画面サイズ16：9 時間160分
フィスメックで主催しました、同名のシ
ンポジウムを収録したDVDです。具体的
な事例をもとに問題点を解説し、解決策
を探り出していきます。
注文コード

5207 本体価格 80,000円+税

揺れる心 支える心
災害時の効果的な心的支援実現のために

編集・制作：株式会社 フィスメック
年4回発行/季刊/A4判/16頁

監修：井上 令一
A4判/8頁カラー

メンタルヘルスに関する最新情報をいち
早くご提供いたします。特集記事では、
精神科医や臨床心理士によるホットな知
見をご紹介しております。企業のメンタ
ルヘルス関連のご担当者や、産業保健ス
タッフの方々からご愛読いただいており
ます。

被災した人の力になるにはどうしたらい
いか、自分が被災した場合にはどんな対
処法が有効なのかについてご紹介しま
す。
※このリーフレットの収益金の一部
は、義援金として東日本大震災の復興の
ために寄与されます。

注文コード

5185

本体価格 500円+税

注文コード

5108

本体価格 100円+税

※このカタログに掲載の価格は、税抜き表示となっております。ご請求時に消費税と送料を加算させていただきます。

www.ﬁsmec.co.jp

FAX ご注文書
法人名

ご注文日（FAX 送信日）
請求書の宛名

フリガナ

年

月

日

個人でご購入の際は、お名前をご記入ください。

様

FAX: 03-5298-2272

担当者名

部署名

フリガナ

様
住

所

フリガナ

都
府

道
県

フリガナ

FAX 送付枚数

電話番号

枚目

枚中

FAX 番 号
E-mail
注文コード

注 ) コードは左詰めでご記入ください。

商

品

数

名

■送料はご購入者負担となります。
■お支払いは請求書記載の銀行口座へ、納品後２ヵ月以内にお願いします。（お支払い手数料はご購入者負担となります）

量

※個人でのご購入の場合は、お支払いをいただいてからの商品発送となります。後日お送りするご注文確認書に従いお手続きをおこなってください。

■発送後の乱丁・落丁以外の返品、交換はご容赦願います。ご注文内容はよくご確認ください。

カタログ

\\\\\\\\\\\\\\\\ 個人情報保護のお取扱いに関して \\\\\\\\\\\\\\\\

ご記載いただきました個人情報（以下個人情報という）は、お申込みいただきました弊社商品の発送及び弊社商品のご案内に使用させてい
ただきます。お預かりしました個人情報につきましては、弊社個人情報保護方針に則り厳重に管理し（管理部門：EAP事業本部 ）、第三者に
提供することはありません。弊社商品のご案内が不要の場合には、右下の□にチェックマークをご記入ください。
案内不要

□

