
部下の働きがい、幸福度を高めて、
生産性向上、離職改善、うつ改善、などを同時に達成する、
脳科学に基づくメンタル活性化部下指導プログラム。
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＊“個人と職場の幸福度”を向上させると、
生産性向上とメンタル改善は同時達成できる。
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今日、一番お伝えしたいこと。
以下の「人の課題」は表面的に表れている
一現象に過ぎない、ということ。原因は皆同じ。

・離職 ・自発的に動かない ・チームワーク ・リーダーシップ ・パワハラ

・コミュニケーションが不活発 ・うつ、メンタル不調 ・テレワークのメンタル不活性

＊うつ、メンタル不調は、慢性ストレスによる脳内炎症。心の風邪じゃない。

職場の働きがい、幸福度が十分ではないため起きる、と考える。
＝マネジャー層が部下の働きがい、幸福度を高める方法がわからない問題。

これが改善されると、
プラス強化では →生産性向上、エンゲージメント向上、チームワーク向上

マイナス改善では →うつ・メンタル不調改善、パワハラ減、離職減



ストレスは悪いものではない。



「あるがままの自分」を発揮しているかどうかがポイント。
＊生産性、関係の質、離職、チームワーク低下、うつ・メンタル、パワハラ
もすべて同じ。

 「あるがままの自分」 「周りの目を気にする自分」

メンタル強 １０ ： ０

９ ： １

８ ： ２

メンタル弱 ２ ： ８

１ ： ９

０ ： １０
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感情表現しない
察しを求める行動
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＊ストレス蓄積＝メンタル悪化の原因とは。
＝自分の感情を表現せず、
察しを求める行動特性

＊宗像博士の研究では、自分の感情を表現しないことは、メンタル不調と
０．７８で関係します。ストレス源認知（職場環境）の因果関係は０．３６で、感
情表現の方が断然大きな影響を持ちます。＊１に近い値がより強い影響を表します。



＜数値化できる働きがい、幸福度＞
筑波大学で開発された、独自のアルゴリズムで構成された、
パフォーマンス度診断テストで働きがいを数値化する。
だから再現性あるプログラムで数値向上させ、生産性向上、うつ予防・解決できる。

蓄積度 ↑積極度

対人自立度

自己表現

自己価値観↑情緒支援認知 ↑



検証データ・日本人の行動特性「自己抑制」

−年代別自己抑制型行動特性尺度（７点以上）−

●下のグラフは、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が開発した前ページの尺度による研
究で、日本人の「人目を気にして本音を言わない、指示待ちの度合い」を調べています。
20代、３０代、４０代、５０代、のどの年代も80％以上が、７点以上です。
こんな「受け身の行動特性」のままでは、どんなスキル教育をしても変われません。
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（宗像恒次：「習志野市民の心身健康管理報告書」厚生科学研究報告．1990年）
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誰もが持っている３つの社会的本質欲求。
問題はマネジャーの愛情飢餓感。察し合える関係がないこと。
下を満たせば、上が無理なく発現する。

定義・宗像 恒次
 ３．慈愛欲求

 ＝無条件に他者を愛したい、認めたい、

 与えたい

 ２．自己信頼欲求

 ＝人の評価はどうあれ、

 自分を愛したい、自分を認めたい、

 自分を表現したい

 １．慈愛願望欲求

 ＝愛されたい、認められたい、

 周りから与えてほしい



感情の階層 c.宗像恒次 補足.山本潤一



事 実

気 持 ち

感 情

喜 び 系 不安系 怒り系 悲しみ系 苦しさ系

隠 れ た 期 待 相手に〇〇であってほしい
相手に〇〇してほしい

自分が〇〇でありたい
自分が○○したい

心の本質欲求

■かなうか、かなった ■見通し立たない ■○○すべき ■あきらめる ■かなわないことが続く

安全安心な関係とは
自他が、本当はどういう感情、期待、欲求
でそう言っているのかがお互いわかる事。
わかると自己実現でき、他者の自己実現を
支援でき、だからこそメンタルが活性化する。

慈愛願望欲求 自己信頼欲求 慈愛欲求
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行動・実践

体験気づき

毎回のミーティングで起きた“気づき”をもとに、各自が下記のサイクルをまわ
していくことです。

これを2，3年実施していくことで、やがて自分たちでできるようになり、

「深い感情交流」が起きる、対話の文化を御社に根付かせます。

＜最終的に目指すもの＞
深い感情の交流が起きる「対話と気づきのミーティング」を繰り返すこと。

対話・

振り返り



他社事例1 離職率50％減達成事例。
A社（化粧品小売業 社員約１０００名、店舗数/約２００店舗）
２００９年～２０１０年時

◆プログラムの途中で、様々な業務上の「数字改善」が起こる中で離職率も改善。
◆研修対象→200人の店長管理者30人に対して実施。2年目に発生。

＜起こった数字改善の中身概要＞

＊店舗管理者３０名中、２４名の管理する店舗で可視化可能な変化あり。

1～６の具体的な内容は次ページへ。

1.来店顧客数(新規、リピーター)の上昇 11名

2.売上向上 4名

3.個人目標の達成 3名

3.スタッフが自主的に行う会議が増えた 3名

5.月間残業時間数減 2名

6.DM反応率の向上 1名

7.全社的に離職率が５０％減（年間８０人の離職が半減）



実習中の様子。ミーティングが白熱すると、
立ってディスカッションするようになります。

＜対話型ディスカッションのプロセス＞

１．経験の俯瞰 ２．出来事・場面の抽出 ３．事実と感情をわける
４．「今振り返って思うこと」を書き留める。

＜対話ディスカッションの進化プロセス＞

１．不信、反発 ２．共感体験の発見 ３．絆の認識 ４．自分の固定観念への気づき
５．意欲 ６．実施 ７．体験の共有 ８．２からの繰り返し、そして深化



導入実績

 「集団指導実績」

 日本生命、味の素、座間市役所、日本情報技術取引所（マイクロソフトをはじ

め700社のIT企業が所属する団体)、（株）ＮＴＴコミュニケーションズ、（株）Ｎ

ＴＴドコモ、（株）シスコ、サンデン（株）、ホンダ労組、シャープ労組、ＪＥ

Ｃ連合労組、日産テクノ労組、北國銀行従業員組合、（株）ソラスト、（株）ケ

ア２１、（株）協和日成、（株）大雄電設工業、ヤフー、ウィルグループ、

（株）SHIFT 他多数。



ご清聴ありがとうございました。

なにがご質問がありましたらお寄せください。

ご返答させていただきます。

＜問い合わせフォーム＞



＜直接メールの場合はこちら＞

 terumicompany@gmail.com 担当・山本潤一

mailto:terumicompany@gmail.com


■1995年 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授・宗像恒次氏に出会い、氏が独自に開発し厚労省メンタルへルスHP「こころの耳」で
は数ある心理療法の中で唯一“メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介されている、ヘルスカウンセリング理論（学術
名称・SAT理論＝ストレス科学理論）を活用して自らの対人恐怖症を克服。ストレスとは「働きがい・幸福度向上、生産性向上のエネル
ギーである」をモットーに様々な企業にうつ、メンタル不調の復職支援と同時に、生産性向上サービスを提供するようになる。

某小売業では80％のマネジャーの打ち上げ数値改善、50％離職減、某プロ野球ピッチャーのメジャーリーガー昇格への貢献、某上場食
品会社では、2004年～2007年まで、うつ再休職者が0％という結果に貢献。この企業の産業医が学会誌で報告しております。

プロフィール
山本潤一（やまもと じゅんいち）
日本メンタル再生研究所 所長 脳科学メンタルトレーナー

職場働きがい向上・

生産性向上支援セラピスト。

【研修】
■ラインケア、セルフケア、ヘルスカウンセラー育成研修（資格取得研修含む）、など。
防衛省、日本銀行、東京都医師会、日本生命、味の素、座間市役所、日本情報技術取引所（マイクロソフトをはじめ700社のIT企業が
所属する団体)、（株）ＮＴＴコミュニケーションズ、（株）ＮＴＴドコモ、（株）シスコ、サンデン（株）、ホンダ労組、シャープ労組、
ＪＥＣ連合労組、日産テクノ労組、北國銀行従業員組合、ソラストユニオン、他多数。

「うつ予防＆復職支援用個人カウンセリング導入実績」
■味の素、座間市役所、東京三菱ＵＦＪ銀行、（株）ソラスト、（株）テンプスタッフキャリアコンサルティング、（株）カシオ、等。

【著書】
・「不安遺伝子を抑えて、心がす～っとラクになる本」秀和システム 単著
・「親と子の心をつなぐ聴き方・話し方50の知恵」PHP研究所 共著
・「医療、福祉の現場で使える、心の通いあう会話術」(株)日総研出版 共著

【保有資格】
・NPO法人ヘルスカウンセリング学会（会長、宗像恒次氏）公認・特級ヘルスカウンセラー
・キャリアコンサルタント

「役職」 2003年７月～2005年３月 東京都医師会医療開発委員会委員。

実績

◼1982年 明治大学商学部 卒業、大手人材教育会社 入社。1988年退職。
◼1989年 日本メンタル再生研究所の運営法人である、(有)光海カンパニー設立。


