
●総説 精神健康の社会格差：そのメカニズムを解明する
精神健康の社会階層間格差／収入，職の不安定とメンタルヘルス／職業階層間の心の健康格差
は職業性ストレスにより説明されるか／心理的資源が社会階層と健康の関連を媒介する

●特集 地域社会がストレス科学に求めるもの
地域社会がストレス科学に求めるもの～認知療法・認知行動療法の立場から～／学校ストレスに
対する認知行動療法的介入が地域社会に果たす役割

●特集 ストレスと認知機能
ストレスと意思決定／うつとストレスに対する計算論的アプローチ：計算論的精神医学入門／情動
的記憶とPTSD／学習後ストレスが記憶に及ぼす影響

●特集 地域小規模事業所におけるストレスケア
地域小規模事業所におけるストレスケア 産業保健推進センターの役割と機能／リワークデイケア
を用いた小規模事業所におけるメンタルヘルス活動／職域カウンセリングの果たす役割～一次予
防としてのカウンセリング効果～／産業保健師による小規模事業所へのアプローチ／中小規模
事業場におけるストレスケア

●特集 ストレスケアとIT技術
IT技術を活用した多理論統合モデルに基づくストレスマネジメント・プログラム／睡眠改善のため
の認知行動療法とWebプログラム／ITを活用したメンタルヘルス支援―勤労者医療の立場から

●特集 災害ストレス対策を地域支援の観点から見直す
被災者に対するこころのケア／大震災後の地域支援におけるこころのケア―福島県での取り組み
と課題―／大地震が地域医療にどのような影響を及ぼしたか―新潟県中越地震の経験から―／
岩手県医師会高田診療所における心療内科外来の現状～日本心療内科学会災害支援プロジェ
クトとしての報告～

●特集 地域高齢者支援のストレス科学
地域高齢者のうつと介護予防／地域高齢者の睡眠のサポート―高齢者の睡眠と睡眠改善教育プ
ログラムの紹介―／認知症家族のストレスとその支援／介護職員のストレスに関する要因と教育
研修の介入効果

●特別講演 地域におけるうつ病予防と認知行動療法

●特別講演 地域医療のストレス
―地域におけるささえる医療の実践―

●特別講演 ストレス関連疾患にどう立ち向かうか？
～コーチングを軸とした戦略

●原著 トラウマと症状に対する否定的認知および対処方略が非致死性
トラウマによって生じた外傷後ストレス症状に及ぼす影響
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●総説 がん患者・家族のストレスケア
がん患者・家族のストレスケア－病期に応じた対応と多面的ケア／がん患者・家族の抑うつ／が
ん患者・家族の不安／終末期がん患者のスピリチュアルケアとしてのライフレビュー／がんの遺
族における複雑性悲嘆とその治療

●総説 社会格差と健康－ストレス科学の貢献
社会格差および社会経済的地位と健康：ライフコースアプローチの視点から／労働者の社会格差
と健康－職業性ストレスモデルを用いたアプローチ／社会格差と健康の心理社会的メカニズム：
仕事の要求度と資源の媒介効果の検討／健康格差の是正をねらいとした介入研究の現状と課題
／社会経済状態と産後うつ：出生前コホート研究の知見から／地域住民におけるメンタルヘルス
不調の社会経済的な関連要因と分布／非正規雇用とストレス

●総説 ストレス性精神疾患の新規治療法の開発をめざして～基礎研究の立場から
グルタミン酸神経調節薬リルゾールによる新世代抗うつ薬の開発の可能性／フルボキサミンの薬
理作用におけるシグマ１受容体の関与／PTSDの新規治療法の開発をめざして～
Vorinostat(HDAC inhibitor)の恐怖記憶の消去に対する効果～／5-HT1A受容体刺激によるストレ
ス抵抗性の形成とエビジェネティクス制御

●特集 職場のメンタルヘルス～対策のあらたな動向
職場におけるメンタルヘルス対策の動向／職場のメンタルヘルス～第一次予防の新たな展開／
定期健康診断のストレスチェックとメンタルヘルスケア

●総説 職ストレス耐性と脆弱性の分子生物学研究
ストレス脆弱性のゲノミクス、エビジェネティクス／睡眠調節機構／ストレスと情動反応の分子基
盤／遺伝子発現からみたストレス脆弱性／ドラッグリプロファイリング研究

●特別講演 天才、脳、薬の発見をめぐって

●特別講演 アミノ酸のストレスおよび癒しの効果

●特集 進歩したストレスマネジメント（身体面と心理面）
多理論統合モデルにもとづく個別最適化ストレスマネジメントの実際／職業性ストレスに対する組
織的対応―管理職者教育プログラムの効果と今後の展開／コールセンター・オペレータの離職予
防をめざしたポートフォリオ型ストレスマネジメント教育介入

●特集 職場ストレス

●特集 幼児期生育環境と身体化―そのメカニズム
幼児期生育環境と脳機能―子ども虐待と脳科学／子どものストレスと身体症状化：解離傾向と親
の養育態度に着目して／母親のストレス，養育態度と子どもの喘息の経過／慢性疼痛と養育環
境―難治化の背景―
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●特集 日本の生物学的ストレス研究の紹介
ストレスによる脳神経回路網変異―障害と修復の分子メカニズム／Psychobiological Aspects of
Stress: Resilient Life through Successful Allostasis（ストレス抵抗性と脆弱性の生物学）／ストレ
ス適応に関与する脳内メカニズム―HT7受容体を中心に―

●特集 精神療法／カウンセリングの副作用
精神療法の副作用／精神療法/カウンセリングの副作用―心療内科での心理臨床の立場から―

●特集 職域別にみたストレス対策
教員のストレスの現状と対策―学校訪問から考えること―／看護職のストレス対策／中間管理職
のストレス／パイロットのストレスの特徴とその対策

●特集 医療現場における暴力とストレス
アクションチェックリストを活用した医療機関での暴言・暴力対策／患者による暴力等、関連諸行
為とその犯罪の可能性―刑法上の関連条文の概要―／医療現場の苦情・トラブルと暴力―病院
の苦情対応記録にみる現状―

●特集 恋・愛はストレスの癒しになるか？
恋・愛はストレスの癒しになるか？―恋愛が疾患の要因になった事例とうつ病の回復につながっ
たケース―／心理学における恋愛研究とストレスとの関連

●特別企画 職場のメンタルヘルスとワーク・エンゲイジメント（国際学際交流シンポジウム）
Towards a Positive Occupational Health Psychology: The Case of Work Engagement／バーンア
ウトとワーク・エンゲイジメント／企業における組織の公正性とワーク・エンゲイジメントとの関連／
心理測定と文化差―日本人の評価尺度への回答は，欧米人とどんな風に異なるのか？―

●特集 コミュニケーション欠如によるストレス関連疾患
コミュニケーションストレスと摂食障害／不登校・ひきこもり問題からみたコミュニケーション欠如の
問題／自死遺族の悲嘆と期待されるコミュニケーションの欠如

●特集 精神心理的ストレスと遺伝子発現
心理的ストレスと末梢血遺伝子発現／ストレスと精神疾患における遺伝子発現／Post-Traumatic
Stress Disorder: A Brief Overview／Stress and the Brain-Body Interface: from Peptides to
Patterns, from Bench to Bed
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●特集 産業医学におけるストレス医学の展望
職業性ストレスの評価 ―エビデンスの最前線／職場のメンタルヘルス対策の新しい試み―個人
と組織の活性化に注目して／産業保健からみたストレス対策の展望／労災のストレス評価と適用
の実際／産業医学におけるストレス評価の問題点と課題―理論および実証研究と実践の狭間で
―

●特集 ストレス計測学の今と将来
ストレス制御に関する認知神経科学的研究／慢性疲労に陥るメカニズムとその評価法／ラボオン
チップ技術を利用した唾液中ストレス関連物質のオンサイト計測システムの開発／ストレス反応の
唾液情報論的評価と森林医学への応用

●特集 PTSDをめぐる基礎と臨床のインターフェイス
PTSDを認知的にモデル化するということ―PTSDの認知モデルの比較を通して見えてくるもの―

●特集 “痛みストレスと緩和医療”の基礎と臨床
がん患者の全人的苦痛における身体的苦痛除去の重要性／緩和医療における痛みと精神的苦
悩／慢性痛と情動を結ぶシナプス機構／痛みストレスによる帯状回領域の機能変化／ストレスと
慢性痛―全身の機能的システム障害を招く慢性疼痛―

●特集 ストレスにまつわる脳科学研究の最前線
ストレス負荷による神経可塑性への影響に関する基礎研究／ストレス適応に対する糖尿病の影
響／幼若期ストレスと情動行動障害

●特集 ストレスマネジメントと東洋医学
ストレスマネジメントと鍼灸医学／ストレス社会における漢方医学の役割―基礎研究からの提言
―

●特集 医療における心理学の果たす役割―心理的援助に向けた研究とその実践
医療における心理学の意義と役割―健康心理学的視点―／がんの補完代替医療における心理
学的研究の役割／心臓リハビリテーションにおける認知行動療法的アプローチの貢献／心身医
療の現場における心理学の果たす役割―大学病院心療内科心理士の立場から―

●特別企画 過労死とストレス
過重労働と自殺の兆候と予防／過労死につながる職場ストレス／うつ病（自殺）と労災／過労自
殺の労災認定の判断と指摘された問題点―精神障害等の労災認定判断指針の成り立ちと実際
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●特別企画 健康の社会的決定要因とストレスの役割（国際学際交流シンポジウム）
Social Inequalities, Stress, and Health - What Can we Learn from Japan/USA Comparisons?

●特集 多様化する労働形態とワーク・ライフ・バランス
労働者の健康と仕事外の要因／ワーク・ライフ・バランスとワーク・ファミリー・コンフリクト／ワー
ク・ライフ・バランスの対策の今後の方向性

●特別企画 うつを乗り越えたきっかけ
うつを乗り越えたきっかけ「認知行動療法の立場から」／うつを乗り越えたきっかけ「生き方の変容
（アサーション）に関する立場から」／うつを乗り越えたきっかけ「自己の体験を交えた心理相談の
立場から」／総うつ時代の社会学的克服策―他者報酬型労働から自己報酬型労働ヘ

●特別企画 健康の社会的決定要因とストレスの役割（国際学際交流シンポジウム）
職業階層と職業性ストレス，健康／社会経済的状態と健康に関する国際比較―心理社会的スト
レスからの検討―／社会階層と健康

●特集 心理的ストレスの疫学的調査研究
生体肝移植ドナーの意思決定に関する心理・社会的研究／季節変化がもたらすヒトへのストレス
と，その対処行動としてのやまいの発症／中学3年生における過敏性腸症候群とストレス／ストレ
ス，パーソナリティと喫煙行動の関連性について―アレキシサイミアとタイプA行動パターンとの関
連から―

●特集 消化器系臓器におけるストレス研究の新展開
消化器臓器におけるストレス研究の温故知新／消化管器疾患におけるストレス蛋白質（分子シャ
ペロン）の発現とその意義／ストレス肝-中枢性神経ペプチドのかかわり／ストレス関連ペプチドと
胃

●特集 自殺予防のための多角的取り組み―医学-心理-社会を軸として―
情動を介する環境ストレスによる健康影響の評価／一般成人と苦情者における低周波音の感覚
閾値と心理生理反応／化学物質過敏症発現のメカニズムと個体差／大気汚染による健康影響

●特集 パニック障害の診断と治療の実際
プライマリケア医のためのパニック障害治療ガイドライン／パニック障害に対する集団認知行動療
法
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●特集 対応迫られるストレス社会問題
育児と子どものストレス／大学生の学生生活におけるストレス／職場のストレス／地域におけるス
トレス

●特集 生活習慣とストレス
子どものストレス／睡眠とストレス／食習慣とストレス／みえてきた慢性疲労症候群の病因と病態

●特集 環境ストレス―情動の関与と健康影響発現の個体差―
情動を介する環境ストレスによる健康影響の評価／一般成人と苦情者における低周波音の感覚
閾値と心理生理反応／化学物質過敏症発現のメカニズムと個体差／大気汚染による健康影響

●特別企画 臨床心理学と社会心理学（2）―臨床心理学と社会心理学の接点におけるストレス研究―
トラウマティック・ストレスと自己開示／心理療法における社会心理学の視点：活用の実際を中心
に／ナースのバーンアウト／がん患者への社会的支援介入の試み／精神科への偏見とその解
消／異文化ストレス／沖縄シャーマニズムにみる信仰治療

●特別企画 ストレスと安全性
セーフティプロモーションおよびセーフコミュニティとは何か？／高齢者の生活と安全性―特に転
倒の実態と予防について／海難救助隊員のストレスと安全性／こころの健康づくりと安全性

●特別企画 臨床心理学と社会心理学（1）―臨床心理学と社会心理学の接点におけるストレス研究―
臨床心理学と社会心理学の接点／社会的認知とストレス／ストレスと攻撃／悲嘆研究からみた心
理臨床と社会心理学

●特別企画 地域のうつ病対策
うつ病の疫学―有病率，危険因子，生活への影響，治療そして予防／地域におけるうつ対策／地
域における住民の態度とうつ，自殺／うつ病の一次予防の取り組み／うつ状態・うつ病の早期発
見とその対応―医師会における取り組み―／抑うつ患者への地域における内科医の取り組み／
うつ病と自殺の地域格差／高齢者のうつ病と自殺―予防と地域介入の観点から―／うつ対策と
自殺予防

●特集 ストレスマネジメント研究の新たな展開
ストレスマネジメント学の構築に向けて／難病患者の心の健康を支援するストレスマネジメント教
育介入―地域での実践研究の概要―／看護職における役割期待とストレス―仕事に対する認知
のズレがストレス反応に及ぼす影響―／看護大学生のストレスマネジメント

●特集 パニック障害臨床研究の最前線
パニック障害の脳画像および遺伝子研究／ベンゾジアゼピン系薬物の漸減・中止―依存に対す
る認知行動療法と動機付け―／パニック障害の受診経路と治療ガイドライン策定に関する研究
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●特別企画 親子関係のストレス
ADHDの母子のストレス―精神科医の立場から／トゥレット症候群やチック症の子どもを持つ親の
ストレス／不登校児の親のストレス

●特別企画 介護者のストレス
在宅脳卒中患者の介護者の健康関連QOL／訪問看護における医師の指示書に関連したストレス
／痴呆介護者に対する認知行動療法

●特集 ストレスをどうとらえるか―最新知見をもとに―
基礎医学研究における情動的ストレス反応の定量的評価／ストレスの心理生理学的アプローチ
／社会医学からのアプローチ／心身症およびその周辺疾患に対する心理社会的ストレスへの介
入の効果評価について

●特集 職域と生活におけるストレスの活用
運動ストレスによる心理社会的ストレスの緩和／心身症を克服して自己成長を／従業員と職場に
対する心理学的支援の実際 ―産業領域におけるストレスマネジメントの実践―

●特集 ストレスと遺伝子
セロトニントランスポーターの遺伝子多型と性格・ストレス関連疾患／ストレス抵抗性と5-HT1A受
容体－脳由来神経栄養因子（BDNF）連関システム／ストレス脆弱性形成に関与する遺伝子の検
索

●特集 ストレスと自殺
自殺の生物学的側面／青森での地域介入研究の経験と成果／ストレスと自殺―産業保健スタッ
フの立場から―／民間電話相談機関の自殺予防活動の試み

●特別企画 プライマリ・ケア医によるストレス医療への取り組み―医療現場における工夫と実践―
プライマリ・ケアにおける心療内科診察時間の調査報告／当院における心身症診療／地域社会
におけるストレス医療への取り組み／内科・外科開業医のストレス医療への取り組み／当院にお
けるストレス医療への取り組み

第18巻第3号（平成15年12月25日発行）

第18巻第1号（平成15年9月30日発行）

第17巻第4号（平成15年3月31日発行）

第18巻第2号　　　　　　【第19回学術総会抄録集】

第17巻第2号　　　　　　【第18回学術総会抄録集】

第17巻第3号（平成14年12月25日発行）



●特集 PTSDと現代社会
日本におけるPTSD研究の展開と課題／職場におけるPTSD

●特集 ストレスと心身相関
環境適応としてのストレス反応と心身症：その脳内機序／腸内細菌による視床下部－下垂体－副
腎軸の制御

●特集 ストレスと健康，ライフスタイル
中高生のセルフケア行動とストレス，健康―学校におけるストレスケア―／ワークストレスとライフ
スタイル，健康支援／ライフスタイル療法―生活習慣改善と疾病予防のための行動療法―

●特集 産業ストレス対策の新しい展開
職業環境等のストレス評価と対策／仕事における努力－報酬不均衡：新しい理論モデルの適用
／日本企業におけるEAPの展開／労働者の自殺への対応

●特別企画 心理学的ストレス研究の最前線（2）：さまざまなストレス研究の動向
職業性ストレス：理論モデルと実証研究／学校ストレス研究の動向／家庭のストレス―育児ストレ
スの到達点と課題―／運動・スポーツ分野における心理学的ストレス研究の動向と課題

●特別企画 心理学的ストレス研究の最前線（1）：最近の動向を探る
心理的ストレス研究の最近の動向／ストレスの精神神経免疫学的研究―最近の研究動向と将来
の展開―／心理的ストレスとその評価に関する研究の動向／心理学的ストレスとソーシャルサ
ポート／コーピングとその測定に関する最近の研究動向／ストレスと性格特性：オプティミスティッ
ク特性とストレス適応に関する最近の研究動向

●特集 社会福祉とストレス
特別養護老人ホームから／福祉専攻の学生のストレス要因―美容専攻の学生との比較／Well-
being としての化粧の心理的効果

●特集 ストレス研究の基礎と臨床―その統合をめざして
基礎医学：生体防御としてのストレス反応／ストレスへの実験心理学的アプローチ／心身医学

●特別企画 21世紀初頭におけるストレス科学の展望
日本版SRRSの開発にむけて／21世紀におけるストレス科学への期待／近未来のストレス科学の
イメージ／ストレス研究の過去・現在・未来―ストレスと甲状腺機能・バセドウ病の病因をめぐって
―／神経科学における21世紀のストレス科学研究の発展／心身医学からみたストレス／実地に
役立つ研究成果の普及を／ストレスと情動の関係／ブッラクボックスの解明を―情動研究の更な
る発展を願う―／ストレス学説の温故知新

第15巻第4号（平成13年3月31日発行）

第16巻第2号　　　　　　【第17回学術総会抄録集】

第17巻第1号（平成14年9月30日発行）

第16巻第4号（平成14年3月31日発行）

第16巻第3号（平成13年12月25日発行）

第16巻第1号（平成13年9月30日発行）

第15巻第3号（平成12年12月25日発行）



●特集 ストレス関連疾患の発病と経過に関与する因子の評価

―ストレス関連要因のチェックリストで何がわかるか―

生活上の出来事からの検討／日常の苛立ちごと―認知的ストレス論の視点から／ストレス認知と
対処行動／自己効力感（self-efficacy）と行動遂行およびストレス反応

●特集 チーム医療におけるストレスとそのコントロール
患者のストレスとコーピング／看護婦のストレスとメンタルヘルスケア／医療機関に在籍する心理
士のストレス／医師にとってのストレス―現状とその分析―／老人福祉施設職員の介護ストレス
に関する研究

●特集 ストレスと健康
ストレスとサリュートジュネシス―コヒアレンス感慨念を理解する／心身へのストレスに対する香り
と環境の影響

●特集 女のストレス男のストレス
女のストレス男のストレス―ストレス理解への手がかりとして―／主婦のストレス―乳幼児をもつ
母親のストレス／女性労働者のストレス／退職前のストレス―平成10年の自殺率急増をめぐる時
代効果と世代効果／働き盛りのストレス

●特別企画 ストレスと自殺
自殺率の推移と現代社会状況／現代青少年のストレスと自殺／自殺の労災認定／老人のうつ病
と自殺予防／老人の生きがい調査―ストレスと自殺の視点から―／自殺者の遺族からみた自殺
者のストレスについて／コラム：JR「いのちのホットライン」活動に参加して

●特集 職業性ストレスの現状と課題
職業性ストレスと健康職場／職業性ストレスの評価法をめぐって／職場におけるストレス管理の
実際／米国企業におけるストレスマネジメントの基幹―EAP（従業員援助プログラム）―

●特集 教員のストレス
教員のストレスに対する行政的課題／養護教論から見た教員のストレス

●特集 医療現場における医療従事者のストレス
医療現場における医療従事者のストレス―がん医療の現場から―／精神保健地域医療における
援助者のストレス／医療現場における医療従事者のストレス―HIV感染症医療の現場から―／救
急医療における医師のストレス― 救急医療の現場から―／医療従事のストレスとその関連事項
の比較

●特集 ストレスと免疫学
拘束ストレスの免疫機能に及ぼす影響／アレルギーとストレス／リウマチ性疾患とストレス

第15巻第1号（平成12年9月30日発行）

第14巻第4号（平成12年3月31日発行）

第14巻第3号（平成11年12月25日発行）

第14巻第1号（平成11年9月30日発行）

第15巻第2号　　　　　　【第16回学術総会抄録集】

第14巻第2号　　　　　　【第15回学術総会抄録集】



●特集 ストレスと東洋医学
心身症の漢方治療／東洋医学から見たストレス／精神疾患におけるストレスと東洋医学

●特集 高齢化に伴うストレス
高齢期における心理・社会的ストレス／高齢者のストレス耐性について（ストレス・コーピングを含
む）／高齢者ケアにおける家族のストレス―介護保険制度の意義と課題―／高齢者の社会的再
適応評価尺度

●特別企画 職業性ストレスの最新理論
職業性ストレスの理論の変遷と現状／要求度－コントロールモデル，現状と将来／努力－報酬不
均衡モデル：理論と実証研究／個人－環境適合モデル（P－E fit model）― 職業・組織心理学か

●特集 ストレスと栄養
震災によるライフスタイルの変化と健康度／ストレスと疲労と栄養／ストレスと蛋白質栄養／スト
レスとミネラル／ストレスとビタミン

●特集 ストレスと運動
運動ストレスと脳―視床下部AVPの関与／運動が内分泌系および気分プロフィールに及ぼす影
響について―持久運動を中心として／地域住民における身体活動と精神健康状態との関連／労
働者のストレス軽減に対する運動の効果

●特集 ストレスと健康教育
職場におけるリラクセーション・プログラムの応用／中学校におけるストレスマネジメント教育の効
果／地域におけるヘルスカウンセリングを活用したストレスマネジメントの効果

●特集 ストレス対処法
ヘルシー・シティーズ―ストレスを癒す健康なまちづくり／追加発言：心理的対処の男性と女性の
比較

●特集 ストレスと休養・保養プログラム
ストレス対策としての休養の意義／ストレス対策としての健康保養地プログラムの効果／保養医
学としての伝統医学とストレス／休養・保養施策とストレス対策

●特集 各種職業とストレス
職業性ストレスと職種差／タクシードライバーのストレス―血圧，自律神経機能への影響を中心に
―／看護婦のストレス

●特集 老年医療とストレスをめぐる諸問題
老年医療におけるストレスと身体疾患／老年医療におけるストレスと精神疾患／老年医療におけ
る看護職員のストレス／老年医療における家族のストレス

●特集 ストレス研究の新しい展開
ストレスマネジメントをねらった心理学的ストレスの研究動向と今後の課題／神経内分泌免疫連
関からみたストレスと生体制御／遺伝子発現でみる脳とストレス／特別発言：マイクロダイアリシ
ス法による神経化学的ストレス研究

第13巻第2号　　　　　　【第14回学術総会抄録集】

第13巻第4号（平成11年3月31日発行）

第13巻第3号（平成10年12月25日発行）

第13巻第1号（平成10年9月30日発行）

第12巻第4号（平成10年3月31日発行）



●特集 医療者側のストレス―その実態と対応
医療者側のストレス―その実態と対応―病院マネジメントの立場から―／医師におけるストレスと
対応―勤務形態による差異について―／保健婦のストレス／看護婦のストレスとその対応／面
接法による心療内科医のストレス評価に関する検討

●特集 小児期のストレス体験がもたらす将来への影響
小児期ストレスと心身症／精神分裂病と感情障害の小児期ストレス／小児期のストレス体験が
パーソナティ形成に及ぼす影響／早期ストレス体験と成人後のうつ病／追加発言：遺伝と環境の
相互作用

●特集 教育現場におけるストレスの諸問題
幼児教育における親のストレス，子どものストレス―構造としてのストレッサー群と幼児の育ち―
／中・高校教育現場におけるストレスの諸問題―いじめ，不登校，非行，受験，帰国子女などの諸
問題への対応（セルフ・コントロールの教育・実践研究より）／大学教育現場におけるストレスの諸
問題／教育現場におけるストレスの諸問題―カウンセラーの視点から―（いじめや不登校による
ストレス問題を中心に）／教育現場におけるストレスの諸問題―臨床医の視点から家族・親ストレ
スや教師ストレスとの対応のあり方を中心に―

●特集 性差医学からみたストレス
ストレス-コーピング過程における性差／ストレス調査とケースからみた性差異について／心身症
の発症と経過に関与する因子の性別検討／内分泌疾患およびストレス反応による性差／追加発
言：医師のストレス―ストレス状況，抑うつ傾向，燃えつき状態の男女医差

●特集 思春期（青年期）のストレスとその対応
登校拒否とその対応―学級の人間関係の改善―／思春期（青年期）のストレスと呼吸器系疾患
（主に気管支喘息）／思春期（青年期）を取り巻く現代の家族状況

●特集 ストレス研究の方法論―生物学的アプローチ
マイクロダイアリシスを用いた神経伝達物質に関する研究／胎生期や新生児期のストレスはラット
のその後のストレス反応性を規定する要因の1つである／c-fos発現を指標とした、脳内ストレス反
応の研究／ストレス防御機構における脳内蛋白質リン酸化反応の役割

●特集 災害復興期におけるストレスの諸問題
震災後早期のストレス性疾患について―心療内科医の視点から―／震災ストレスの慢性疾患に
及ぼす影響／動作法による震災直後と１年後の被災者の心のケア／阪神・淡路大震災後のスト
レス―24時間電話相談より―

●特集 中年期のストレスとその対応
中年期のストレスとその対応／所属職場におけるストレス対策の必要性を認める者と認めない者
の差異―ホワイトカラー中間管理者を対象とした調査―／心療内科における中年期ストレスとそ
の対応／中年期のストレスとその対応―mid-life crisisめぐって―／指定発言：中年期主婦のスト
レスとその対応／中年期のストレスとその対応―産業保健からの支援―

●特集 いじめの実態とその対応
「いじめ」の構造分析―その分類と背景―／広がりと深さからみたいじめ問題／いじめの心理と構
造

第12巻第1号（平成9年8月30日発行）

第12巻第2号　　　　　　【第13回学術総会抄録集】

第12巻第3号（平成9年12月25日発行）

第11巻第4号（平成9年3月31日発行）

第11巻第3号（平成8年12月25日発行）

第11巻第2号　　　　　　【第12回学術総会抄録集】



●特集 小児期のストレスとその対応
LDの不適応行動について／小児がん患児のストレスとその対応／離婚が子どもに及ぼす影響お
よびその対応について／児童虐待とその対応に関する一考案／受験ストレスと小児心身症

●特集 老年期のストレスとその対応
定年退職とストレス―アイデンティティ危機論の立場から―／高齢者外来患者のストレス研究―
ストレッサー，心理的ストレス反応，問題行動を中心に―／死別とストレス／ソーシャルネットワー
クとストレス―ストレス現象への物語論的接近―

●特集 学校ストレス
小児心身症の背景要因としての学校の問題／教員ストレスの研究動向について

●特集 災害とストレス
THE PSYCHO-SOCIAL IMPACTS OF DISASTER／阪神・淡路大震災後の現地でPSWとして感じ
たこと／阪神・淡路大震災時の精神医療活動／阪神・淡路大震災における心理問題／災害とスト
レス：生活再建過程の家族社会学的研究より／心的外傷体験後の精神医学的障害：外傷後スト
レス障害を中心に

●特集 休養とは何か
心身医学の立場から／健康づくりのための休養指針／休養とは何か―運動の分野からの検討―

●特集 痴呆性高齢者の介護とストレス
痴呆性高齢者の介護におけるストレッサー／介護の心理的ストレス・モデル／老人福祉施設職員
の介護とストレス／痴呆性老人の家族のストレスマネージメント―デイケアを中心とした家族援助
の試み―／痴呆性老人の介護者のストレスとQOL

●特集 対人関係とストレス
自己愛理論からみた，対人関係とストレス／働く女性と職場のストレス／新入社員に対する適応
の援助

●特集 ストレスと心臓突然死
疫学調査からみたストレスの突然死誘発作用と病歴の関係／バス・トラック・タクシー運転手の過
労・ストレス状態と循環器疾患―作業および労働要因との関係について―／新しいストレス動物
モデルと心臓突然死／心身医学的立場から／リスファクターとしての東京人の通勤ライフ

●特集 ストレス研究の方法論
職業性ストレスの疫学研究／疫学調査における心理社会的ストレス研究―批判的考察と新しい
方法論の提案―／ストレスの神経化学的および精神薬理学的研究法／心拍変動によるストレス
反応の分析

第11巻第1号（平成8年8月30日発行）

第10巻第4号（平成8年3月25日発行）

第10巻第2号　　　　　　【第11回学術総会抄録集】

第10巻第3号（平成7年12月25日発行）

第10巻第1号（平成7年8月31日発行）



●特集 心身医学からみたライフスタイル
心身医学からみたライフスタイル

●特集 心身相関からみたストレス性健康障害
睡眠生理学と時間生物学からみた看護婦の健康／新しいストレス・パラメーターからみたストレス
病態生理／ストレスと呼吸器心身症／ストレスと身体症状 ―精神科を訪れる患者から／心身相
関と実践的短時間精神療法

●特集 小児・思春期にみられる摂食障害
食行動異常を示す大学生および患者の実態／摂食障害の病態―神経生理学的考察／行動医学
の立場からみた神経性食欲不振症の成立機序仮説と治療法／肥満と治療―シミュレーションによ

●特集 エイズに関するストレスをめぐって
我が国および世界のAIDSの現状について／エイズ対策における企業および産業医の役割

●特集 ライフスタイルからみた職場の健康管理
運動習慣と成人病予防／ライフスタイルと職業性ストレス／作業関連疾患の管理／心療内科の
立場からみたテクノストレス症候群の病態と健康管理／仕事への適応とライフスタイルからみた急
性心筋梗塞の発症

●特集 ストレス性健康障害に対する薬物療法
ストレス適応研究からみた抗不安薬の前臨床評価／心療内科領域における薬物療法／一般臨
床における薬物療法の留意点／パニック障害の成因と薬物療法／全般性不安障害に対する薬
物療法／軽症うつ病の薬物療法

●特集 慢性疲労症候群―新たなストレス集合体か？
慢性疲労症候群―新たなストレス集合体か？

●特集 実地医家の立場から見たストレス性健康障害
実地医家の立場から見たストレス性健康障害／実地医家の立場から見たストレス性健康障害／
実地医家の立場から見たストレス性健康障害

●特集 内的ストレッサーとストレス
主としてラザルスのストレス論の見地から／精神分析からの再検討／過密環境ストレスモデル―
うつ病の病因研究の方法として／心身医学の立場から

●特集 ストレスとしての対象喪失とモーニング
モーニングワークとその病理／対象喪失／死の臨床におけるモーニング

第8巻第2号　　　　　　【第9回学術総会抄録集】

第8巻第3号（平成6年3月31日発行）

第9巻第2号　　　　　　【第10回学術総会抄録集】

第9巻第4号（平成7年3月31日発行）

第9巻第3号（平成6年12月25日発行）

第9巻第1号（平成6年8月1日発行）



●特集 ストレス研究の方法論
社会心理的ストレスの概念と測定―ストレス関数モデル／心身医学の立場から／公衆衛生・一般
保健の立場から／精神神経免疫学：ストレスの生物的研究における新しい展開

●特集 企業社会のストレス
基礎的要因と流動的要因／異文化ストレス／現代女性のストレス／テクノストレスとコンピュータ：
技術者のメンタルヘルス

●特集 ストレスと免疫
脳・免疫連関機構からみたストレス・免疫系修飾／免疫細胞の脳中枢神経機能へのかかわり／
ストレスとアレルギー―気管支喘息を中心として―／行動と免疫（心身疾患と免疫性疾患）／スト
レスとがん

●特集 ストレス緩和をめざした街づくり
都市計画の理念と実情／都市環境のストレス緩和のための工夫／ランドスケーピングからみたス
トレス緩和

●特集 家族生活とストレス
家族形成期のストレス／中年期家族のストレス：老人介護を中心として／老年期家族のストレス
／家族ストレスの予防と保健的対処

●特集 中間点を求めて―ストレスの心理と生理のミッシング・リンク
心理的ストレスとコーピング（対処）／認知療法からみたストレス理解／精神分析からみた情動と
ストレス／ストレスと情動：心理的側面より／ストレスと情動：生理的側面より

●シンポジウム ストレスと休養のあり方
「休」と「養」／自己回復と休養／空白時間をつくることの意義／ストレスと休養のありかた

●シンポジウム グローバルな視野からのストレス
高度情報化時代とストレス／国際社会とストレス、その日本的特性／疾病のグローバル化とスト
レス―エイズ問題／世代間におけるストレス／人工環境のつくり出すストレス

●トピックス 地球環境とストレス
地球環境とストレス／エネルギー利用と需要の見通し／世界人口の将来予測／個人レベルでの
消費生活の動向―ニューギニアの生活／個人レベルでの消費背活の動向―先進国・都市型の生
活

●トピックス ストレスと突然死について
動物実験からみた突然死―活動性ストレス／突然死について―とくにポックリ病の一考察

第7巻第2号　　　　　　【第8回学術総会抄録集】

【ストレスと人間科学】第6巻第2号　　　　　　【第7回学術総会抄録集】

第8巻第1号（平成5年10月25日発行）

第7巻第3号（平成5年3月15日発行）

第7巻第1号（平成4年11月25日発行）

【ストレスと人間科学】第6巻第1号（平成3年10月25日発行）



●シンポジウム 現代社会とソーシャル・サポートトレス
産業保健の立場から／社会精神医学の立場から／ソーシャルサポートの測定における心理状態
の影響／保健医療行動科学の立場から

●シンポジウム 加齢とストレス耐性
心理・社会学の立場から／生命の開放系モデルの立場から／老年者の実態調査から／精神医
学の立場から

●シンポジウム ストレスと東洋医学
ストレスと内観療法／ストレスと森田療法／ストレスとヨーガ／ストレスと漢方―基礎的考え方／
ストレスと漢方―臨床的応用／ストレスと温泉療法

●シンポジウム 生活内容の変容を探る
生活内容の変貌と分析―生活トレンドと人々の意識を知る／現代社会における社会心理的な葛
藤とストレス／社会変動と生活様式へのインパクト

●シンポジウム ストレス研究の方向を探る
精神医学の立場から／人間工学の立場から／生理学の立場から／神経化学の立場から

●シンポジウム ストレス・マネジメント―ストレスの診断・治療・予防について―
ストレスの早期発見、その対策と治療法／一般的ストレス対処法／ストレスへの認知的対処法／
交流分析によるストレス・マネジメント／ストレスと自律訓練法／ストレスと音楽療法

●シンポジウム 女性労働とストレス
OA教育とストレス／今次技術革新下における労働ストレスの検討視角／女性の労働環境に関す
る総合的研究

●シンポジウム 高齢者を抱える家族のストレス
社会学の立場から／看護学の立場から／心理学の立場から

●シンポジウム 心身症とストレス
ストレスと脳内過程／生体特性とストレス反応性―器官選択とストレス―／性格特性とストレス感
受性／労働環境におけるストレスの問題／心身症患者にみるストレスの諸相／心身症とストレス
対処法

●シンポジウム ストレスをどうとらえるか
精神医学におけるストレスの概念とその臨床的意義／精神医学におけるストレス評価とその位置
づけ／性格特性とストレス感受性／自閉症児をもった母親のストレス

【ストレスと人間科学】第3巻（昭和63年10月25日発行）

【ストレスと人間科学】第2巻（昭和62年11月20日発行）

【ストレスと人間科学】第5巻（平成2年10月30日発行）

【ストレスと人間科学】第4巻（平成元年10月30日発行）



● ストレス研究最新情報
基礎・臨床医学的領域から／視床下部-下垂体-副腎系とストレス／運動とストレス／ストレスと神
経系／β -エンドルファンの臨床的意義／心理・社会的領域から／ストレスと対処行動／心理・社
会的ストレスの測定法／住環境とストレス／家族ストレスの社会学的考え方

● 産業ストレス
職場ストレスの実態／ストレス小委員会調査報告について／ストレス関連疾病調査／企業におけ
る精神健康対策の実態／労働者のストレスに対する反応について

● 企業としての対応
中高年齢労働者の総合的健康づくり／企業エナジーとしてのメンタル・ヘルス／ストレスと音楽療
法／行政のとりくみ

● 青年ストレス―学校と家庭―
教育相談のとりくみから／教育現場と青少年／青少年を育てる親たち／地域社会の中での一援
助システム
から／児童精神科医のとりくみ

● 文化とストレス対処行動
社会学の立場から／心理学の立場から／精神病理学の立場から

【ストレスと人間科学】第1巻（昭和61年7月30日発行）


