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No.1 ﾒﾝﾀﾙな問題の全体像  No.7 その他の問題 

No.2 ｽﾄﾚｽとその対処   7-1 統合失調症 

No.3 うつ（気分障害）   7-2 摂食障害 

No.4 軽度発達障害   7-3 解離性障害 

No.5 不安障害   7-4 心身症など（身体に出る障害） 

No.6 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題    

 

２.ストレス 

 

No.1 で記述したように、ほとんどのﾒﾝﾀﾙな問題は、ｽﾄﾚｽが原因か発症のきっかけとなりますの

で、ﾒﾝﾀﾙな問題に対処するためにはｽﾄﾚｽへの理解と対処が不可欠です。 

そこで、今回は、2-1 で先ずｽﾄﾚｽとは何かを理解していきます。そして、2-2 では、具体的なｽﾄ

ﾚｽ対処法をお伝えしていきます。 

 

2-1.ｽﾄﾚｽの理解 

2-1-1.ｽﾄﾚｽとは？ 

先ずは、物理的なｽﾄﾚｽの話から始めましょう。右図のよ

うな形で物質に応力（力）を加えると、物質は応力に応じ

てひずみます。この応力をｽﾄﾚｽと言い、ひずみと応力との

関係をｸﾞﾗﾌにすると、その曲線は図のようになります。物

質が理想的な弾性体であれば直線関係となりますが、一般

的な物質では、ある大きさのｽﾄﾚｽを越えると直線関係から

外れ、そこを過ぎた物質はｽﾄﾚｽを取り去っても元には戻ら

なくなります。このﾎﾟｲﾝﾄを降伏点と言い、さらに物質に

加えるｽﾄﾚｽを強くしていくと、ある段階で物質は破断しま

す。 

このｲﾒｰｼﾞと生物が有害な刺激を受けた時の様子の

類似に着目したのがｾﾘｴ（Selye,H．)です。彼は、有

害物質や不快な気候などの生物にとって有害な刺激

を生物的ｽﾄﾚｽと命名しました。その総和が、ある程

度までなら生物に生じる症状は可逆的に回復します

が、物質と同じように限界を超えてしまうと、ｽﾄﾚｽ

を取り去っても容易には回復しないひずみが残ると

いうことです。そのひずみは、ｲﾗｲﾗ、抑うつ、不安、

身体症状などといった共通した反応であり、彼は、

それらの反応を汎適応症候群と命名ました。そして、

その後、ﾗｻﾞﾙｽ（Lazarus,R.S.)らが、心理的ｽﾄﾚｽに

もｽﾄﾚｽの範囲を広げ、現在のｽﾄﾚｽのｲﾒｰｼﾞが確立して

いきました。 

 

第一部 ﾒﾝﾀﾙな問題につい

てNo.2 ストレスとその対処    （2015.3.11 発行／2015.6.29 改定） 
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そうして確立されたｽﾄﾚｽには右図のように３つの要

素があります。普通私たちがｽﾄﾚｽと呼んでいるものは、

ｽﾄﾚｽの元となるﾓﾉであり、これが第一の要素であるｽﾄﾚ

ｯｻｰです。そして、ｽﾄﾚｯｻｰが各個人固有の許容量（つま

り物質でいう降伏点）を超えると可逆的に回復しない

問題が生じますが、その許容量が第二の要素であるｽﾄﾚ

ｽ耐性です。そして、ｽﾄﾚｽ耐性を超えたときに起こる症

状が第三の要素であるｽﾄﾚｽ反応です。 

ここでは、ｽﾄﾚｯｻｰについて、以下に、もう少し詳し

く説明していきます。 

なお、ｽﾄﾚｽ耐性については、個人のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨと深く

関わってきますので、No.6 のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の項目で

詳しく取り上げることとします。また、ｽﾄﾚｽ反応については、No.３以降のそれぞれのﾒﾝﾀﾙな問

題のところで詳しく説明していきます。 

 

2-1-2.ｽﾄﾚｯｻｰ 

ｽﾄﾚｽ（ｽﾄﾚｯｻｰ）というと、皆さんは何を思い浮かべますか？ 

一番先にﾋﾟﾝと来るのは、職場や家庭でのﾄﾗﾌﾞﾙ、失敗、あるいは大切な人との言い争いなどで

はないでしょうか。これらは、いわば悪い出来事です。さらに、多くの人は、嫌だなと思う仕事

や、苦手な上司、部下、同僚との関係、あるいは、嫁姑関係といった家庭内の困った人間関係を

思い浮かべるでしょう。これが日常的の厄介事の積み重ねであり、こうした記述からもわかるよ

うに人間関係のｳｪｲﾄが圧倒的に高いといえます。 

そして、つい見過ごしがちになるのが良い出来事です。職場でいえば、昇格や昇進などであり、

家庭でいうと、結婚、出産や家を買ったりすることです。こうした良い出来事があると、気分が

高揚して頑張ることができ、ｽﾄﾚｽ解消にﾌﾟﾗｽになるような気がしますが、実際には、一度得たも

のを守ることは大きなﾌﾟﾚｯｼｬｰになり、気がつかないうちに日常の厄介事を大きくしていきます。 

このことは、少し自分や周囲の人々のこ

とをｲﾒｰｼﾞすると、思い当たることがあるの

ではないでしょうか。例えば、同期で先頭

を切って課長や部長に昇進した人が、昇進

後しばらくして急に元気をなくしたり、突

然会社に来なくなったりすることがよくあ

ります。こういった症状を俗に昇進うつと

言いますが、これは良い出来事が強いｽﾄﾚｽ

となる典型と言えます。 

そして、これらの悪い出来事、日常の厄

介事、良い出来事のｽﾄﾚｽは互いに相殺せず

積み重なっていき、その総和が心理的ｽﾄﾚｽ

となります。 

 

2-1-3.自分のｽﾄﾚｽ(ｽﾄﾚｯｻｰ)の整理をしてみる 

次ﾍﾟｰｼﾞに【ｽﾄﾚｽの整理のﾜｰｸ】をご紹介します。 

研修などでのｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸでは、下記の要領で A３ぐらいの画用紙にｽﾄﾚｽを表現してもらい、ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟで、互いに描いた「絵」を説明して感想を聴いて行きますが、個人で行う場合は、描いた絵を

誰かに説明して聴いてもらうだけで結構です。この場合に大切なことは、ただ聴いてもらうこと

が大切であり、内容に対して意見やｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもらわないことであり、そうした相手を選んでく

ださい。 

ストレス 
（ｽﾄﾚｯｻｰ） 

症状 
（ｽﾄﾚｽ反応）
応） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
ストレスの許容量 
（ｽﾄﾚｽ耐性） 
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【ｽﾄﾚｽの整理のﾜｰｸ】 

ここﾜｰｸでは、右図の要領で、文字

を使用せず、画用紙の中心に「自分」

を描き、その周辺に心配事やｽﾄﾚｽと

なっていることを描いていただき、

それを誰かに説明します。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

で行う場合には、それについてｸﾞﾙｰ

ﾌﾟで話し合っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

前項で述べたように、ｽﾄﾚｽは色々な要素のものが積

み重なっていて、その中には、言葉にしにくいものも

少なくありません。私たちが過重なｽﾄﾚｽに喘いでいる

状態とは、右図上のように、そうした絡み合ったｽﾄﾚｽ

の中にどっぷりつかっている状態のようなものであり、

上記の【ｽﾄﾚｽの整理のﾜｰｸ】は、それをｲﾒｰｼﾞとして画

用紙の上に描いていただくものです。 

そうすることで、右図下のように、一つ一つのｽﾄﾚｽ

が鮮明になり、個々のｽﾄﾚｽを距離を置いて眺めること

ができ、これだけで楽になることもあります。また、

こうして描いたものを誰かに聴いてもらうことで、よ

り一層ｽﾄﾚｽとの距離を取ることができます。 

2-2 では、ｽﾄﾚｽへの対処について、いろいろと説明し

ていきますが、このように、ｽﾄﾚｽを自覚し表現してみ

ることが、先ずはｽﾄﾚｽｹｱの基本であり重要なことです。 

 

2-2.具体的なｽﾄﾚｽ解消法 

ここではｽﾄﾚｽへの具体的な解消方法をいくつか見ていきます。 

先ずは２ﾍﾟｰｼﾞ右上の図をもう一度ご覧ください。このｲﾒｰｼﾞで捉えると、ｽﾄﾚｽを解消するため

には、図のﾀﾝｸ下部の穴から溜まった液体が放出されているように、何らかの方法でｽﾄﾚｽを抜く

必要があると捉えられます。そして、下表は、そうしたｽﾄﾚｽを抜く解消法に関する Web 上のｱﾝｹ

ｰﾄ調査を引用したものです。 

以下、この表を参考に、主な具体的解消法を見ていきます。 
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2-2-1.睡眠 

最も一般的で効果的なｽﾄﾚｽ解消法は、男性の 3 位、女性の 7 位に挙げられている十分な睡眠を

摂ることであり、ｽﾄﾚｽ解消のためには、少なくとも 6 時間、できれば 7.5 時間程度の睡眠が必要

と言われています。 

下図は睡眠経過図を引用したものですが、人は入眠後すぐに深い睡眠に入り、1.5 時間ぐらい

で一度浅い睡眠状態に戻ります。この浅い睡眠状態を、眼球が目まぐるしく動くことから REM

（Rapid eye moving) 睡眠といいます。人は REM 睡眠中に夢を見ながらこころの整理をおこな

っているのではないかと言われていますが、もし心配事が大き過ぎると、夢を見ながらその感情

を処理しきれなくなって目が覚めてしまい、不快な状態で寝付けなくなります。これが不眠であ

り、不眠でｽﾄﾚｽが解消できず、そのことがｽﾄﾚｽになってさらにｽﾄﾚｽが溜まる悪循環に陥ってしま

います。 

こういう時は、2-2-2 以

降に示していく色々なｽﾄﾚ

ｽ解消法を試して自分に合

った方法を見つけると良

いと思います。 

また、不眠がひどくな

った時には悪循環を断ち

切るために睡眠薬の投薬

を受けるのも一つの方法

です。最近の睡眠薬は、ほとんどが不安を抑える薬であり、飲んで自殺できるような危ない薬は

ほとんど無く、医師と相談して習慣性に気をつければ、それほど心配する必要はありません。 

 

2-2-2.会話と感情表出 

次に挙げるのが、男性 10 位の「家族団らん・子供と遊ぶ」や女性 4 位の「友達に会っておし

ゃべりをする」に代表される、会話と感情表出です。人は、気持ちよく会話ができて、そこで感

情を出せると、それだけでｽﾄﾚｽが驚くほど解消されます。 

その他にも、飲酒、外食、旅行、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞなどは、そのこと自体ではなく、こうした会話と感

情表出の場を求めている場合が少なくないと

思われます。 

人が誰かと会話をするとき、その要素とし

ては内容と相手、それに話をする場所があり

ます。会話の内容には事実と感情があり、会

話が仕事上のものであれば、話し合われる事

実が重要かもしれませんが、ｽﾄﾚｽの解消のた

めには事実よりも感情が重要となります。そ

して、事実よりも感情に聴き入ることが傾聴

であり、相手に傾聴してもらえると、話して

いる人は共感してもらっている感じがして癒

されます。つまり、ｽﾄﾚｽの解消には、こうし

た傾聴をしてもらえる相手のいる場所が大切

だと言うことです。自分自身が傾聴の力を磨くのは、実は大変難しいものですが、相手が上手に

傾聴してくれるかどうかは、誰でも感覚的にわかるものですので、そういう相手を選んでくださ

い。 

では、具体的にそういう相手を選ぶ場所はどこかと考えてみると、普通はそれを家族や職場に

求めます。そして、家族や職場の仲間あるいは上司が傾聴してくれれば、ﾒﾝﾀﾙな問題は深刻にな

らなくて済むことが多いでしょう。 
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しかし、「余計な心配はさせられない」と自分自身が変な気を使ってしまったり、つらいことを

話そうとすると、「あなたが悪い」と問題を指摘されてしまうかもしれません。あるいは、御主

人や奥さん、同僚、上司がｽﾄﾚｽの元凶であれば、もともとそうした会話の場所にはなりえません。 

このようにして、家族も職場も安心

して話をできる場所でなくなってしま

うことが、年齢を重ねると起こりやす

くなります。 

そんな時、大切なのが第 3 の居場所

です。例えば、久しぶりに旧友と出会

うと、心置きなく苦しい心境を話せた

りしますし、たとえそうできなくても、

昔話に花が咲くだけで明るい気分にな

ったりします。そうした場所は、ちゃ

んと探せばいくらでもあるはずであり、

中高年になってからは、そうした場所

を見つけることが、ｽﾄﾚｽの解消の決め

手となると思います。 

 

2-2-3.五感を感じる 

3 番目の方法は五感を感じる方法です。女性では 1,2,10 のように飲食による味覚が圧倒的です

が、男性では 2,4,7 のように、飲食以外に体を動かす、音楽を聴くと言ったものもｱﾝｹｰﾄで出て

きます。また、お酒、旅行、温泉、TV を見るなども、この要素が入っているのかもしれません。

女性の 6 位にあるｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞは、五感とは少し違いますが、ここで取り上げてみたいと思います。 

私たちは、ｽﾄﾚｽﾌﾙな状態にあるとき、別の何

かに意識を向けると、その間は気持ちが楽にな

ります。これが気分転換ですね。 

しかし、本当にｽﾄﾚｽﾌﾙな時は、何かに意識を

向けて気分転換しようと思っても、気になるこ

とが頭の中を支配していて、なかなかそちらに

意識が向きません。 

そこで、そんな時でものめりこめるような強

い刺激を求めることになり、それが、たとえば、

酒、たばこ、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙといったものであり、時

には、ｹﾞｰﾑや性的なものにのめりこむこともあ

ります。女性の場合は、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞがこの対象と

なることが少なくなく、男性の場合は、運動に

のめりこむ方もおられます。こういった刺激へ

ののめりこみはは、依存へと変化し、やめられ

なくなってｴｽｶﾚｰﾄしていきますので、注意が必

要です。 

こういう刺激に依存するのではなく、気分転

換するのに良いのが、気持ち良いと思う五感を

感じることです。 

人によって感性が異なりますので、自分に合

った感覚を見つけ、その感覚を気持ちよく感じ

ていると、いつのまにか苦しいことを忘れられ

て、平穏な気持ちが取り戻せます。 
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2-2-4.ﾘﾗｯｸｽ法 

ｽﾄﾚｽ解消法の最後はﾘﾗｯｸｽ法です。 

皆さんの中には、座禅やﾖｶﾞ、瞑想などを行ったことがある方がおられると思います。こうした

方法は、もともとﾘﾗｯｸｽ法を意図しているわけではありませんが、結果的にﾘﾗｯｸｽできるため、ﾘﾗ

ｯｸｽ法として用いることができます。これらの基本は

呼吸法であり、筋弛緩法も一部に用いられています。 

呼吸法は、できれば腹式呼吸で、ゆっくりと吐く時

間を長くとって呼吸をするだけでﾘﾗｯｸｽできていくと

いうものです。筋弛緩法とは、一度筋肉に力を入れ

緊張を実感した後に力を緩めると緊張がほぐれてい

くことを実感できるというものです。緊張を緩める

ときには、同時に息をゆっくり吐くようにします。 

ここでは、ﾘﾗｯｸｽ法として最もﾎﾟﾋﾟｭﾗｰな自律訓練法

を紹介します。 

 

【自律訓練法】 

自律訓練法は、自己催眠法とも言い、自分で自分にとって好ましい暗示をかけていく方法です

が、その前半の部分がﾘﾗｯｸｽ法として使えるため、むしろﾘﾗｯｸｽ法の代表のように思われています。 

以下にその方法を説明して行きますが、自分でやると思うようにいかない場合があります。そ

んな時は「うまくいかなくても良い」ぐらいの気持ちで、一週間ぐらいやり続けてみてください。

そして、何か自分にとって好ましい感じが少しでもでてくれば続けてみてください。誰でも、こ

れで深くﾘﾗｯｸｽできるとは限りませんので、もし一週間たっても自分に好ましい変化が無い場合

は、自分には合っていないと思って諦めるか、あるいは、ﾏﾝﾂｰﾏﾝで教えていただける方を探す必

要があります。 

 

①．安楽姿勢 

＊慣れてくると、座って行うこともできますが、自宅で練習する場合は、入浴後等のﾘﾗ

ｯｸｽした時に、布団に寝転んで行う方がやりやすいと思います。この場合、途中で寝

てしまう場合もありますが構いません。ただし、起きた時に金縛り状態となることが

ありますので、その時は、落ち着いて⑤の消去動作を行ってください。 

・先ずは、体に身に着けているめがねや時計などを外します。 

・寝て行う場合は、なるべくゆったりとした姿勢を取ってください。 

＊座って行う場合は、椅子に深く腰掛け、両手の手のひらを下にして両腿の上に置いて

ください。 

・目をつぶって、肩に力を入れた後、息を吐きながら力を抜く動作を何度か繰り返し、肩

に力が入っていないことを確認してください。（筋弛緩法） 

②．背景公式 

・ゆっくり呼吸をしながら、自分が最も落ち着く風景を思い浮かべてください。（呼吸法） 

＊できれば腹式呼吸で、苦しくならない範囲でなるべく吐く息を長くしてください。 

＊自分が腹式呼吸をしているかどうかは、呼吸するときにお腹に手を当ててみるとわか

ります。息を吸ったときにお腹が膨らめば腹式呼吸になっています。もし息を吸った

ときにお腹が膨らまない場合は胸式呼吸になっていますので、息を吐くときに意図し

てお腹を凹ませてみてください。そうすると吸うときにお腹が膨らんで腹式呼吸がで

きます。 

・気持ちが落ち着いてきたら、息を吐く間に「気持ちがとても落ち着いている」と心の中で

つぶやいてください。 

＊この時、最初のｲﾒｰｼﾞが消えてしまっても構いません。 
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③．第一公式 

・先ずは右腕（左利きの人は左腕）を「そこにあるな」というようなｲﾒｰｼﾞで眺めるように

感じてみてください。 

・息を吸って、ゆっくり息を吐く間に「右腕が重ーい」と心の中でつぶやいてください。 

＊つぶやいている間に、ゆっくりと指先から肩へと意識を動かしていきます。 

＊この意識を動かすｲﾒｰｼﾞがしにくい場合は、ｲﾒｰｼﾞの輪が指先から肩へと抜けていくの

をｲﾒｰｼﾞしてみてください。 

・これを 5-6 回繰り返します。 

・右腕が終わったら、左腕→右足→左足、最後に両手両足で同じことを繰り返していきます。 

＊練習を繰り返してうまく行くようになると、人によって異なる不思議な感じが現れて

きます。私の場合は、腕や体が椅子や布団などに沈み込んでいく感じがして気持ち良

い感じがしました。 

＊違和感や不快感、例えばﾋﾟﾘﾋﾟﾘしたり痛くなったりといった感覚を感じたら、無理を

していますので、一度⑤の消去動作を行ってから、もう一度やり直してみてください。 

④．第二公式 

・第一公式の「重ーい」を「温かーい」に変えて同じことを繰り返してください。 

＊第二公式は、第一公式の感じがしっかり出てきてからﾁｬﾚﾝｼﾞしてください。第一公式

のいい感じが掴めていると、比較的早く感じが出てきます。 

＊練習を繰り返してうまく行くようになると、暖かさや膨張感を感じると言います。 

 私の場合は、麻酔をかけられた時のように体が膨れていく感じがでてきました。 

＊本来は、以後、第三～第六公式まで続き、その後、特殊公式に入りますが、ﾘﾗｯｸｽに

は第二公式までで充分です。 

 

⑤．消去 

＊練習が終わったら、必ず行ってください。行わないと体が弛緩したままなので、眠気

やだるさが残ったりします。 

＊そのまま眠る場合などは、消去動作は必要ありません。 

・両手の開け閉め（ｸﾞｯﾊﾟ）を繰り返す。 

・両手の肘の曲げ伸ばしを繰り返す。 

・大きく背伸びをしながら目を開ける。 


