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ストレスとは

「ストレス」とは、例えば、ボールに圧力がかかって、歪んだような状態の
ことをいう。このとき、ストレス状態を引き起こす要因を「ストレッサー」と
いう。図の「人間関係」や「仕事の忙しさ」や「気温の変化」などが「スト
レッサー」に当たる。 「ストレス」とは、「ストレッサー」が加わって、
「心身に負荷がかかった状態」と考えてもよい。

http://www.stresscare.com/info/what.html

●ストレスのない状態

●ストレスのかかった状態



物理的刺激
寒冷、光、音、においなど

ストレス反応

ストレッサー（ストレスの要因になりうるもの）

情動的刺激
隣人トラブル、失恋、受験など

化学的刺激
薬物、毒物、大気汚染など

生物学的刺激
感染、出血、疼痛など



上記の表は、1968年にアメリカの精神科医Thomas Holmes と Richard Raheによって発表された 「Holmes and Rahe stress scale」に
基づいています＜Holmes TH, Rahe RH.J Psychosom Res. 1967 Aug;11(2):213-8＞。

ライフイベント評価表 ホームズ＆レイ の社会再適応尺度より

順位 出来事 点数 順位 出来事 点数

1 夫／妻の死 100 23 子供が家を出る 29

2 離婚 73 24 親戚とのトラブル 29

3 夫婦の別居 65 25 輝かしい成功をおさめる 28

4 刑務所などへの拘留 63 26 妻の就職や離職 26

5 肉親の死 63 27 修学・卒業・退学 26

6 けがや病気 53 28 生活の変化 25

7 結婚 50 29 習慣の変更 24

8 解雇 47 30 上司とのトラブル 23

9 夫婦の和解 45 31 勤務時間や勤務条件の変化 20

10 退職 45 32 転居 20

11 家族の病気 44 33 転校 20

12 妊娠 40 34 趣味やレジャーの変化 19

13 性の悩み 39 35 宗教活動の変化 19

14 家族が増える 39 36 社会活動の変化 18

15 仕事の変化 39 37 1万ドル以下の抵当（借金） 17

16 経済状態の変化 38 38 睡眠習慣の変化 16

17 親友の死 37 39 家族団らんの回数の変化 15

18 転職 36 40 食習慣の変化 15

19 夫婦げんかの回数の変化 35 41 長期休暇 13

20 1万ドル以上の抵当（借金） 31 42 クリスマス 12

21 担保、貸付金の損失 30 43 ちょっとした法律違反 11

22 仕事上の責任の変化 29

合計が150点以上は
要注意、300点以上
はさらに注意！



ストレス反応

集中力・注意力・判断力等の欠如、
暴言・暴力、
嗜好品の増加

心拍数・血圧↑ 呼吸↑ 筋緊張↑ 発汗↑
疲労感、不眠、呼吸困難、熱感・冷感、
めまい、肩こり、頭痛、腹痛、下痢、嘔吐

イライラ、焦燥感、恐怖感、不安感、
怒り、悲しみ、抑うつ感、自責感、
みじめな感じ

ストレス

身体的反応

行動的反応 心理的反応



ストレスは悪者？

■良いストレス
（快ストレス、eustress）

「良いストレス（快ストレス）」と
は、例えば、目標、夢、スポーツ、良
い人間関係など、自分を奮い立たせて
くれたり、勇気づけてくれたり、元気
にしてくれたりする刺激のこと。こう
した「良いストレス」は、人生を豊か
で充実したものにしてくれる。

■悪いストレス
（不快ストレス、distress）

「悪いストレス（不快ストレス）」と
は、例えば、うまくいかない人間関係、
働き過ぎ、不安や恐怖など、自分のから
だやこころが苦しくなったり、嫌な気分
になったり、やる気をなくしたりするよ
うな刺激のことをさす。

「ストレスは
人生のスパイス」

https://www.stresscare.com/info/what_4.html

https://twitter.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%B3%

E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%82%A8



覇気がない
やる気でない
ボーっとする

過少
ストレス
状態

適度なストレス状態
過剰
ストレス
状態

ストレス病

気分爽快
集中力
エネルギッシュ
行動力
理性的
実力発揮

イライラ
不安
焦り
緊張
頭痛
胃痛

胃潰瘍
高血圧
糖尿病
心身症
うつ病

効
率

ストレスレベル

過少でも
効率は低下

最適ストレス

半健康

危険な状態

ストレスレベル



http://hataraku-ikiru.com/archives/1130772.html

ストレス耐性

ストレスをなくすことはできないが、
うまく付き合うことは可能



ストレスへの備え

規則正しい生活：食事・睡眠・運動

レジリエンス：歪みをはね返す力→回復力・復元力

ソーシャルサポート：人間関係から得られる、有形・無形の支援



ストレスへの対処（コーピング）

問題焦点型コーピング
→問題の解決を図る

情動焦点型コーピング
→不快な感情を低減させる



1.  体が疲れやすい （はい・いいえ）
2.  眠れない日が多い （はい・いいえ）
3.  食欲がない （はい・いいえ）
4.  食べ過ぎてしまうことが多い （はい・いいえ）
5.  首や肩がよく凝る （はい・いいえ）
6.  イライラすることが多い （はい・いいえ）
7.  何もやる気がしないことが多い （はい・いいえ）
8.  投げやりな気持ちになることが多い （はい・いいえ）
9.  集中できないことが多い （はい・いいえ）
10. 憂うつな気分が続いている （はい・いいえ）
11. 仕事や生活でミスが増えた （はい・いいえ）
12. 身だしなみを気にしなくなった （はい・いいえ）
13. 規則やルールに違反することをしてしまった （はい・いいえ）
14. 金遣いが荒くなった （はい・いいえ）
15. 外出するのがおっくになった （はい・いいえ）

最近1ヵ月の状態で、当てはまるものを選んでください。

（ストレスケア・コム 加藤貴之氏作成 を一部改変）

0～5 平均以下、6～7 標準、8～12 高め、13～15 非常に高い



リラクセーション法

リラックス反応を誘導し、ストレス反応を低減させ、
心身の回復機能を向上させる方法

・呼吸法
・漸進的筋弛緩法
・自律訓練法



腹式呼吸法、丹田呼吸法、数息（呼吸を100まで数える）

人は不安になると、浅く早い呼吸を胸でする傾向がある。それがまた、新たな
身体症状を生み出す引き金にもなる。深くゆっくりとした呼吸をお腹でおこな
うことにより、不安を和らげることができる。

ポイント

①腹筋をつかう。
②同じリズム（4秒間吸って、8秒間吐く。）でおこなう。
③呼吸をしていることに意識を集中する。

複式呼吸を開始すると前頭前野の右側が活性化をはじめ、5分ほど経つと
リラックスや心の平静さの指標といわれるα波がでることがわかっている。

呼吸法



首の体操

①首を前方に曲げて、頭を前に下ろす。

②左回りに首をゆっくりまわしながら、鼻から息を吸う。

③頭が真後ろにきたら少し息を止める。

④今度は口から息を吐きながらゆっくり回す。

⑤元の位置に頭が戻ったら、息を吸いながら顔を上げる。
胸を広げて、お腹いっぱいに息を吸う。

⑥次は右回りで①～⑤をおこなう。

※呼吸法を活用した簡単ストレッチ



漸進的筋弛緩法

漸進的筋弛緩法は、筋肉の「力を入れる」と「力を抜く」を繰り返し
行うことにより緊張をほぐしリラックスに導く方法である。

基本動作

①こぶしや腕など全身各部の筋肉に約10秒間グッと力を入れ緊張させる。
②力を抜き約15～20秒間、筋肉の緩んでいく感覚や脱力感に注意を向ける。
③全身の各部位ごとに①と②を繰り返し、弛緩した状態を体感・体得していく。

・力を抜くときは吐く息と共にどんどん力が抜けていくイメージで
・焦らずゆったりとしたペースを保っておこなう
・各部を進めるのが基本ですが両手や腕だけでもOK
・全身まとめておこなうのは各部の弛緩に慣れてきてから



 目を閉じる

 「気持ちがとても落ち着いている」

 自分の呼吸に意識を向ける

 大きくゆっくりと呼吸する

 「両手両足が重たい」全身の力を抜いて

 「両手両足が温かい」大きくゆったり呼吸

 しばらくの間自分の呼吸を感じてみる

 ゆっくり意識を戻す呼吸も普通に戻す

 両手をゆっくり握ったり開いたり

 目を開けて周りを見る

 両手を伸ばし大きく伸びをする

…
…

←背景公式

←第１公式

←第２公式

←消去動作

（http://www.welllink.co.jp/health_info/autonomy/autonomy01.html）

●第１公式（四肢の重感）：手足が重たい

●第２公式（四肢の温感）：手足が温かい

●第３公式（心臓調整）：心臓が静かに打っている

●第４公式（呼吸調整）：楽に呼吸している

●第５公式（腹部温感）：お腹が温かい

●第６公式（額涼感）：額が心地よく涼しい

自律訓練法

http://www.welllink.co.jp/health_info/autonomy/autonomy01.html
http://www.welllink.co.jp/health_info/autonomy/autonomy01.html


まとめ

ストレッサー

＝ストレス
反応

ソーシャル
サポート
（人間関係）

レジリエンス
（回復力）

リラクセーション
（気分転換）

ストレス耐性

＋ ＋ ＋

なるべく
減らす

etc.

なるべく
増やす

自身のストレスに早めに気づくことがポイント！



視聴いただき、
ありがとうございました。


