時代のスペシャリスト︑
﹁ストレスコーピング
セラピスト﹂を養成する
脳の緊張をやわらげ︑脳ストレスを根本からケアするバランスメソッ
ドという手技︒﹁ストレスコーピングセラピスト﹂は︑この画期的な手
法を使って︑心と身体の両面からストレスに対処する︒日本ストレスコ
ンディション協会が養成するのは︑時代が求める新しいストレスのスペ
シャリストだ︒
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日本ストレスコンディションケア協会代表

末田 幹二 先生
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末田 幹二

すえだ・かんじ

長崎県出身。
医薬業界の営業マンとして
働いていたが、
ストレスから腰椎を疲労
骨折、
退職に追い込まれる。
この体験をき
っかけに、
ストレス専門カウンセラーの
資格を取得。
1995年、
ストレスケアセン
ターを開設、
同時に10年間にわたり少年
院生のストレス減少に携わる。
その後、
そ
れまでの15年間の経験を活かし、
日本ス
トレスコンディションケア協会を設立し、
代表に就任、
現在に至る。
心理学士、
健康
科学修士、
日本プロコーチ認定評議会ア
ソシエイトコーチ。
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今の時代だからこそ必要な
技術と資格がある

ＮＳＣでは︑ストレスに専門的に対処する﹁ス

トレスコーピングセラピスト﹂を育成する︒スト

レスコーピングセラピスとはあまり聞き慣れない

﹁未遂まで入れると︑その３倍の数になると言わ

り︒日本の自殺率は︑きわめて高い水準にある︒

れる感情に働きかけて︑ストレスを取り除いたり

因︵ストレッサー︶や︑それによって引き起こさ

ストレスコーピングとは︑ストレスを起こす要

職業だが︑いったいどんなことをするのだろうか︒

れています﹂と言うのは︑日本ストレスコンディ

緩和したりすることをいう︒それを専門に行う治

２０１３年の 年間自殺者は ２万７︑０００人余

ションケア協会︵以下ＮＳＣ︶代表の末田幹二先

﹁心と身体はつながっていて︑心だけケアしたり︑

療家が︑ストレスコーピングセラピストだ︒

人に１人が︑生涯に１度はうつ病にか

生だ︒自殺と関係の深いうつ病も増加しており︑
日本では

身体だけケアしたりするのではうまくいきません︒

心と身体の両面から対処しないと︑ストレスをコ

ントロールできないのです﹂︵末田先生︶

﹁これだけストレスが蔓延する社会なのに︑スト

その両方を兼ね備えた新しい資格なのだ︒
ストは︑

ストレスコーピングセラピ
アする整体師でもない︒

心をケアするカウンセラーでもなく︑身 体をケ

レスに専門的に対処するところがありません﹂と

世界に入った理由は何なのか？

ところで︑そもそも末田先生がストレスケアの

だ︒今年︵２０１４年︶で︑設立４年目を迎えた︒

末田先生︒そこで︑自ら立ち上げたのが︑ＮＳＣ

病気の９割はストレスが原因だという︒

保健機関︶によると︑うつ病など心の病に限らず︑

その背景にあるのがストレスだ︒ＷＨＯ︵世界

かると言われている︒

15
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ことがある︒末田先生も︑自身のそんな体験から

う︒無自覚ゆえに︑知らずに身体を壊してしまう

どの人はストレスに無自覚です﹂と末田先生は言

﹁ストレスがない人はいません︒しかし︑ほとん

でも精神的ストレスでも︑疲労骨折するそうだ︒

とんどはストレスによるもので︑肉体的ストレス

のちに末田先生が調べたところ︑疲労骨折のほ

えないストレスに︑心も身体もボロボロだった︒

いても︑次から次にノルマが課せられる︒目に見

骨折しやすくなるのだという︒しかし︑当時の末

可動域が狭くなる︒そのため骨に負荷がかかり︑

強いストレスを受けると筋肉が硬くなり︑骨格の

ストレスに注目するようになった︒

ストレスから疲労骨折︒ 経験から
始めたストレスケアへの道

はぎっくり腰と言われ︑整骨院では椎間板ヘルニ

だ︒突然︑腰に激しい痛みが走った︒整形外科で

術を 受け︑﹃なぜそんなに 頑張っているのか ﹄と

でした︒あるとき︑知人に紹介された治療家の施

﹁あらゆる治療を受けましたが︑良くなりません

田先生は︑そんなことを知る由もない︒

アと言われた︒ところが︑その激痛はぎっくり腰

言われて︑涙がボロボロ出てきました︒やっと誰

年前︑医療関係の会社に勤めていた頃のこと

や椎間板ヘルニアの比ではない︒鎮痛剤も睡眠導

かに分かってもらえた︒そんな気持ちだったのか

この体験がきっかけになって︑末田先生はスト

入剤も効かず︑一晩でウィスキーを１本空けなけ

何軒目かの 整形外科で 詳しい 検査を 受け︑﹁ス

レスケアの世界に入ることになる︒のちにストレ

もしれません﹂

トレスによる疲労骨折﹂と分かった︒当時︑営業

スケアカウンセラーの資格を取り︑大学の准教授

れば眠れないほどの痛みだった︒

25

で精神科の病院を回っていた︒毎日くたくたに働
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界を感じるようになった︒

として全国を講演して回ったが︑それだけでは限

が起きたりするのです﹂

か︒その反応によって︑肩こりが起きたり︑腰痛

どういうことだろうか︒末田先生の説明による

と︑こういうことになる︒

﹁私のように︑ストレスで身体に痛みが出た人を

どう治したらいいのか︒心だけでなく身体をケア

﹁闘うか逃げるか﹂

ＳＣを立ち上げる︒後述するが︑バランスメソッ

そして︑独自のバランスメソッドを構築し︑Ｎ

を感じたとき︑動物は闘うか逃げるかすくむ︒そ

に対する動物の生理反応である︒突然大きな恐怖

ルター・Ｂ・キャノンによって提唱された︑恐怖

これは﹁闘争・逃走反応﹂

する方法をもっと極めたいと思って︑カイロプラ

とも言う︒１９２９年にアメリカの生理学者ウォ

ドは身体から脳に働きかけるリラクセーション法︒

の判断は︑一瞬にしてなされるという︒

︱

クティックを勉強したのです﹂

これがストレスコントロールの中心的技法となる︒

腰痛の８割は原因不明で︑その多くにストレスが

ストレスは︑腰痛や肩こりとも無縁ではない︒

腰痛︑ 肩こり︑ 引きこもりは
原始のストレス反応

いる︒血圧は上がり︑呼吸や脈は速くなり︑汗も

経が興奮し︑アドレナリンが全身を駆けめぐって

う︒どちらの場合でも︑そのとき体内では交感神

うか︒攻撃的な人は闘い︑臆病な人は逃げるだろ

人間も同じだ︒狩猟時代︑突然ライオンと出く

関与しているとも言われている︒

大量に出るだろう︒

現代では︑猛獣に遭遇する機会はまずないが︑

わしたら︑人間はとっさにどんな行動をとるだろ

﹁腰痛も肩こりも原因は一緒で︑ストレス反応な

んです︒突然恐怖を感じたとき︑闘うか︑逃げる
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脳が 強い ス ト レ ス を 感じ た と き の 反 応と し て︑

﹁闘争・逃走反応﹂は残っている︒

﹁いやな上司を前にしたとき︑闘争的な人は殴り

たいと思う︒しかし︑実際に殴るわけにはいきま

せん︒その闘争エネルギーが肩に溜まって︑肩こ

りになります︒一方︑臆病な人も︑嫌いな上司を

目の前にして︑逃げるわけにはいかない︒逃走エ

ネルギーは腰に溜まって︑腰痛を起こすのです﹂

と末田先生︒ストレスに対する原始的な反応が︑

腰痛や肩こりの形になって現れるというわけだ︒

﹁この急性のストレス反応が長く続くと︑フリー

ジング︵凍結︶という現象が起きます︒フリーズ

して動けなくなり︑引きこもってしまうのです﹂

腰痛も肩こりも引きこもりも︑原因は同じ︒外

敵︵ストレス︶から身を守るための反応だという︒

しかし︑ストレスがあまりにも過度になると︑

腰痛も肩こりも感じなくなるという︒それは︑ど

のくらいのストレスなのだろうか︒そもそも︑自

89

末田 幹二 先生

05
塾

ストレス状態の根本的なケアをめざす末田先生の診療
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るすべはあるのだろうか︒

分がどれくらいのストレスを受けているのか︑知

るという︒

みだ︒強いストレスを受けると︑身体もゆがんでく

重計を２つ並べて用意し︑片足ずつ乗ってもらっ

﹁これは︑左右の体重差を見ると分かります︒体

我々の患者さんには︑必ず最初にこの検査を受け

て左右の体重を測ります﹂︵末田先生︶

﹁あります︒唾液アミラーゼ検査で分かります︒

ていただきます﹂︵末田先生︶

の人で︑体にゆがみがなければ︑体重
計は 左 右そ れ ぞ れ

体重

皮質からはコルチゾールやカテコールアミンなど

ところが︑ゆがみがあると︑どちらかが重く︑ど

ストレスを受けて交感神経が興奮すると︑副腎

それにともない︑唾液に含
のストレス物質が出る︒

ちらかが軽くなる︒こうした現象は︑脚の長さの

／ℓまでなら心身が

を 示す こ と に な る は ず だ︒

まれるアミラーゼという酵素も上昇することが分

左右差にも現れるという︒

が数値でわかる︒これが

最新の脳科学が教える
脳ストレスの影響

ストレスを 知るもう １つの 指標が︑身体のゆが

の 伝わり 方が 違うことが︑脳生理学者の 有田秀穂

﹁身体的ストレスと精神的ストレスではストレス

新の脳科学によって解明されてきた︒

さまざまな不調が現れてくる︒その仕組みが︑最

安定している状態で︑数値が高くなるほどストレ

30
kg

ストレスが限界まで達すると︑心にも身体にも︑

唾液アミラーゼ検査をすると︑アミラーゼの量

かり︑
ストレスマーカーに使われるようになった︒

60
kg

ス度は高い︒末田先生のところに相談にくる人は︑
ほとんどが１００ ／ℓ以上で︑なかには３００

30
ku

／ℓ︑４００ ／ℓという︑とんでもなく高い

ku

ku

数値の人もいるそうだ︒

ku
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制御できなくなり︑うつ病などの心の病気を発症

スを最初に感じるのは︑身体だ︒このストレス情

のは脳の視床下部だ︒ストレスはこのコントロー

このように︑心と身体をコントロールしている

する︒こちらは︑心に現れるストレス反応だ︒

報は身体の神経を通って脳に行き︑ストレス反応

ルタワーを直撃し︑心身にダメージを与える︒

こうしたストレ

先生たちの研究で分かってきたのです﹂︵末田先生︶

︱

の中枢である視床下部︵室傍核︶に着くと︑ここ

﹁ストレス学説を提唱したセリエは︑ストレスの

暑い︑寒い︑怖い︑不快だ

から２つのルートに分かれる︒

に分泌されると免疫力が低下したり︑高血圧や糖

量が適量なら抗炎症作用などをもたらすが︑大量

チゾールというストレス物質が分泌される︒この

︵ＡＣＴＨ︶が 出る︒すると︑副腎皮質からコル

受けて脳下垂体から副腎皮質を刺激するホルモン

き起こしているのは脳の視床下部だ︒最終的には

精神的ストレスも身体的ストレスも︑それを引

前述のＷＨＯの報告が現実味を帯びてきた︒

疫疾患にもかかりやすくなります﹂と末田先生︒

ストレスが長びくと免疫が狂って︑がんや自己免

免疫力の低下︑副腎皮質の肥大だと言っています︒

３大兆候を胃潰瘍︑乳腺・リンパ腺の萎縮による

尿病などの病気につながったりする︒これが身体

この視床下部のストレスをとってやらなければ︑

まず︑身体に現れるルート︒視床下部の指令を

に現れるストレス反応だ︒

線核へ刺激が伝わり︑脳内物質のセロトニンの分

という手技だ︒これが整体の施術と違うのは︑ス

そこで︑ＮＳＣが行っているバランスメソッド

不調は良くならない︒

泌量が少なくなる︒セロトニンは精神を安定させ︑

トレスの大元である脳に働きかけて︑脳をリラッ

一方︑心のほうは︑視床下部から脳幹にある縫

穏やかに保つホルモンで︑これが少ないと情緒を
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脳神経をコントロールしている視床下部は︑自

律神経の発信点でもある︒視床下部の室傍核が活

クスさせることだという︒どのように脳にアプロ
ーチするのだろうか︒

定するようになる︒すると︑ホメオスタシス︵恒

性化すると︑自律神経がバランスを取り戻して安

ールしている視床下部に対して︑リラクセーショ

常性︶が正常に戻り︑自然治癒力が上がって痛み

﹁身体の末梢神経から︑脳の神経回路をコントロ

ンの神経信号を上げていくのです﹂

て筋肉に触れば︑神経も刺激を受ける︒その２つ

本療法なのです﹂と︑末田先生は言葉に力を込め

﹁バランスメソッドは︑脳をリラックスさせる根

や病気が治りやすくなるのだという︒

を一緒に使い︑一定のリズムで神経信号を上げて

る︒記者は︑そのバランスメソッドを体験した︒

末梢神経は︑筋肉に張り付いている︒したがっ

いくと︑脳神経にリラクセーション現象が起きる

最初に左右の脚の長さを見る︒記者の場合は︑

右が１㎝長い︒骨盤が相当ゆがんでいるそうだ︒

のだという︒
﹁脳にリラクセーション現象が起きると︑ほとん

この身体のゆがみを︑足のほうから取っていき︑

シータ波だ︒そこまで脳波を落として脳を休める
と︑脳が活性化されてくる︒

じ程度といわれ︑ヒトが安心に包まれる圧のよう

筋肉を押す強さは４㎏︒これは羊水の圧力と同

いに意識が薄れていく︒

まれているような感覚だ︒その心地良さに︑しだ

施術はあくまでやさしく︑温かい手のひらに包

全身がゆるんだら︑脳にアプローチしていく︒

どの人が︑気持ちよく寝てしまいます︒１日 分

その 分間の休憩を︑施術でつくるのです﹂

息させると︑脳はまた回復するといわれています︒

間︑まどろみ状態まで脳波を落として脳神経を休

10

まどろみ状態の脳波とは︑アルファ波ではなく

10
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つくった法則に従って一定のリズムで押すと︑そ

んが︑手の４㎏圧なら脳波が動くんです︒我々が

﹁４㎏の鉛を筋肉の上にのせても脳波は動きませ

する脊髄反射が起き︑筋肉が硬くなるという︒

だ︒圧が強すぎ７㎏を超えると︑身体を守ろうと

ーチングです﹂

正常な状態から︑さらに上に高めていくのが︑コ

ンセリングでゼロにまで持っていくのです︒その

が悪い状態はマイナスになります︒それを︑カウ

の状態がゼロだとすると︑否定的な感情や︑体調

部分やストレスを見つけていきます︒健康な心身

コーチングでは︑治った後の目標を設定する︒

ういう不思議なことが起きるのです﹂
この ４㎏圧で 行う 独特の 手技を︑﹁ヒーリング

腰痛のある人なら︑腰痛が治ったら何をしたいか︑

カウンセリングと
コーチングで心をほぐす

その先のことはあまり考えていません︒腰が良く

﹁この腰さえ良くなればという人は多いのですが︑

プレス﹂と言うそうだ︒

バランスメソッドと並行して行われるのが︑カ

なったら何をしたいかまで考えないと︑治そうと

どこに行きたいか︑具体的に目標を立てる︒その

ウンセリングとコーチングだ︒身体がガチガチに

いうモチベーションが上がらないですね﹂

ほうが治りが早いのだそうだ︒

固まっている状態では︑心も閉ざされている︒そ

徐々に心の緊張をほぐしていく︒

ことを目標にし︑停留所の１区間が乗れるように

電車に乗ることができない︒まずはバスに乗れる

例えばパニック障害のある人は︑不安でバスや

﹁例えば︑最初の面談で腰痛や肩こりがあったと

なったら︑その距離を延ばしていく︒そうやって

こで︑カウンセリングでその人の心のなかに入り︑

したら︑もともとの原因は何なのか︒その隠れた
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福岡から東京まで行けるようになり︑パニック障
害を克服した例は多いそうだ︒

年間にわたり︑少年院に収容さ

少 年 院で 行っ た と い う 研 究の 話も 興 味 深い︒
１９９８年から

に再犯は一人もなかったという︒

このセラピーで︑脳梗塞やがんなど︑命に関わ

る病気が見つかることも多いという︒

ずっと頭痛が続いていた 代の女性のケース︒

アミラーゼ指数は３００ ／ℓ以上で︑このレベ

ピストは︑施術を担当した︒

医学部との共同研究で︑末田先生たち４人のセラ

じるレベルではないのだ︒

肉は岩のように硬くなっていて︑もはや痛みを感

ルになると︑本人は肩こりも腰痛も感じない︒筋

エンジニアになりたいと︑夢や目標を語るように

かず︑なかなか肩がゆるまないし︑頭痛も取れな

ところがこの女性の場合︑指が肩甲骨に入ってい

こういうケースでは︑まず肩からゆるめていく︒

なるんです︒表情も︑姿勢も︑体調もまるっきり

い︒通常︑緊張型のような一次性の頭痛なら︑１

度の施術で取れるそうだ︒

﹁身体のゆがみを 取ると︑心が 整うといわれて

梗塞が見つかった︒脳梗塞自体は薬で治ったが︑

脳神経外科の受診を勧めたところ︑細い血管に脳

そこで︑二次性の頭痛︵脳血管性頭痛︶を疑い︑

います︒ですから︑心を整わせるためにも︑まず

ストレスが取れたわけではない︒

その後︑施術を続けるうちに︑女性はようやく

身体を整えることが大事なのです﹂

や肩の痛みなどを訴えているそうだ︒

少年たちのほとんどは体にゆがみがあり︑腰痛

変わってきますね﹂
︵末田先生︶

のケアを受けるうちに︑将来︑床屋さんをしたい︑

﹁最初は夢も目標もなかった少年たちが心と身体

れている少年たちのストレスケアを行った︒東大

30

ku

10

年経って︑末田先生たちが施術した少年たち
10
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C O L U M N

私たちが求められる時代が、
そこまで来ています
福岡県福岡市 ストレスコーピングセラピスト／太田ゆりか

私は以前、国内大手生保で営業
ウーマンとして働いていました。
頭の中は、いつもストップウォッ
チ。朝、子供を保育園に送り、満
員電車で１時間かけ出社。休む間
もなく営業に出れば、毎日10㎞
は駆けずり回り、退社時間になる
と、保育園に子供を迎えに行って、
買い物をし、それから今度は家事
……。毎日くたくたの過酷な日々
を過ごしていました。
入社６年目、ついに身体を壊し、
即入院。骨盤腹膜炎ということで、
その後も入退院を繰り返し、車椅
子状態。私はすっかり、ふさぎ込
んでしまいました。

肩こりを感じるようにな

った︒これは︑脳神経が

活性化されて︑痛みを感

知できるようになったか

らだ︒この肩こりがなく

なるまで脳ストレスをほ

ぐ さ な い と︑﹁ 治っ た ﹂

とは言えないそうだ︒

この女性に限らず︑末

田先生がおかしいと思っ

た患者さんは︑必ず病気

が見つかるという︒

﹁私たちは検査はできな

いので︑安心のために病

院で調べてもらいます︒

１軒目で見逃されても︑

セカンドオピニオンを取

ると必ず何か見つかりま

95

そんなときに出会ったのが、末
田先生でした。フワッとした優し
い施術で、頭がボーっとした後、
今度は目がシャキーンとなり、モ
ヤがかかったように重たかった頭
の中がすごくクリアになりました。
骨盤腹膜炎などの体調不良も治ま
り、再発もしていません。
私は
「これだ！」と思い、プロの
セラピストをめざすことを決意し
ました。身体を扱う仕事はたくさ
んあります。心を扱う仕事もたく
さんあります。でも、「両方を扱
うって、世の中にあまりないぞ !」
と思ったのです。これからはこの
業界の時代が来ると感じています。
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す︒これまでに５人︑がんが見つかりましたし︑

ると︑全員の電圧がほぼ 分の１に低下し︑

ことが分かっている︒８名の施術者の脳波を調べ

10
μV

多いが︑時間の経過とともにアルファ波が増え︑

①脳波の変化⁝最初はストレスを示すベータ波が

してもらったところ︑次のようなことが分かった︒

セラピスト志望の学生に脳波計を付けて施術を

ています︒たぶん施術中は︑セラピストも 分く

を感じているだけで︑自分のことはまったく忘れ

か気持ちが向いていません︒施術者は︑ただ呼吸

ランスメソッドを施術しているときは︑相手にし

福感を感じるようにできているらしいのです︒バ

﹁人間は自分に意識が向かっているときは緊張し

やがてまどろみ状態に近いシータ波が多くなった︒

らいは思考が中断して︑無我の境地にあるのでは

を受ける人だけではない︒施術するセラピストも︑

ストレスが取れ︑リラックス状態になったのだ︒

ないでしょうか﹂

〜

ている人は︑背中にまるでアイロンを置かれてい

以下で︑脳が活性化する

意識を集中させているということだろう︒

︵マイクロボルト︶だとイライラや不安

施術しているその手は熱くなって︑施術を受け

10

るかのように感じるという︒それだけ︑施術者は

その電圧が高いほど︑感情が不安定なことを示す︒

②電圧の低下⁝脳内には微弱な電流が流れている︒

ていますが︑他人のために何かしているときは幸

スするのか︒末田先生はこう言う︒

なぜ︑施術者までこのメソッドで脳がリラック

以下になった︒

進行した糖尿病が見つかったこともあります﹂

アミラーゼ指数が２５０ ／ℓを超えたら︑要
注意だそうだ︒

10

脳のストレスが取れて活性化するという︒

バランスメソッドで脳が休まるのは︑セラピー

ku

以上だとヒステリー

や心配事を抱えており︑

30
μV

や混乱状態にある︒

10
μV

35
μV

20
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ストレスのスペシャリストとして

﹁個別に対人支援ができるように︑ここでは心学

う少し高度で実践的なストレスケアを学ぶ︒

第２ステップのプロセラピストコースでは︑も

活躍できる資格

と人間の行動特性を教えます﹂︵末田先生︶

つのコースを経て︑資格を取る︒第１ステップは

自のメンタル学だという︒また︑人間は一人一人

﹁心学﹂とは︑心理学に深層心理が加わった︑独

こころがく

ストレスコーピングセラピストになるには︑２

﹁セルフマネジメントコース﹂
︒それが終了したら︑

行動パターンが異なるので︑それに対応できるよ

うに人間の行動特性も学ぶ︒

﹁プロセラピストコース﹂に進む︒
﹁セルフマネジメントコースは︑土台をつくるコ

セルフマネジメントコースと合わせて 単元

ルできるようにならないと︑人を支えることはで

ある︒それに合格すると︑晴れてストレスコーピ

時間の授業が終了すると︑１ヵ月後に資格検定が

ースです︒自分のストレスを︑自分でコントロー

きません︒ですから︑セルフマネジメントコース

回の授業がある︒ここでは︑認知行動学やタイプ

がある︒メディカルコースは医療関係者︑企業ケ

﹁メディカルケアコース ﹂と﹁企業ケアコース ﹂

そ れ と は 別に︑ 職 場で ス ト レ ス ケ ア が で き る

別のコンサルテーション︑コーチングやバランス

アコースは人事担当者などが対象になる︒こちら

ＮＳＣ入学者のほとんどが︑ストレスコーピン

メソッドの基礎を学ぶ︒このコースを修得すると︑

セルフマネジメントコースは︑１回２時間で

ングセラピストの資格が授与される︒

60

で︑まず自分の自己基盤を高めます﹂︵末田先生︶

30

はバランスメソッドを中心にした︑短期コースだ︒

16

ストレスへの対処法が分かり︑自分や家族のスト
レスケアができるようになる︒
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と︑ストレスのスペシャリストとして開業できる︒

グセラピストの資格をめざすという︒資格を得る

ち︒それをどうにかしたいという思いが︑末田先

いの薬を飲まされて︑薬漬けにされていた患者た

ＮＳＣが教えるストレスケアのセラピーは︑薬

生をストレスケアの道に突き動かした︒

けない時代です︒ストレスに弱い人は︑淘汰され

を使わず︑手技とカウンセリングだけで脳ストレ

﹁今も︑これからも︑ストレスなしには生きてい

ていくしかない︒これからは今まで以上に︑スト

スからくる心身の不調を改善する︒しかも︑手技

資格を活かして活躍する太田ゆりかさん

も︑一から始められる︒それぞれの人生経験を活

もちろんやる気があれば︑資格も経験もなくて

と広がるだろう︒

セラピーを身に付ければ︑一人一人の世界がもっ

フレクソロジーなどの技術を持っている人がこの

格のある人︑あるいは整体やアロマセラピーやリ

看護師︑カウンセラー︑臨床心理士といった資

しい﹂と︑末田先生は言う︒

当にやる気のある人に︑この技術を身に付けてほ

にできることをしたいんです︒そのためには︑本

﹁私たちは︑人に役立つことではなく︑人を元気

自体がきわめて安全なものだ︒

レスの専門家が必要です﹂

の病院を回っていた頃の光景が甦る︒茶碗いっぱ

そう話す末田先生の脳裏には︑ 年前︑精神科
25
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G U I D A N C E
ＣＯＮＴＥＮＴＳ

●基礎／セルフマネジメントコース
〈自分自身のストレス・コントロール法を教授。家庭内の対人支援も可能に〉
・期間：12回（1回2時間）
・内容：認知行動学、タイプ別コンサル、コーチング基礎、バランスメソッド
・費用：200,000円（別途テキスト代2,000円／いずれも税別）
●応用／プロセラピストコース
〈プロとして開業をめざす人材の養成。日本ストレスコンディションケア協会認
定ストレスコーピングセラピスト〉
・期間：6ヵ月
・内容：メンタルコーチング、タイプ別コンサル、バランスメソッド、心学
・費用：400,000円（別途テキスト代5,000円／いずれも税別）
ＣＯＮＴＡＣＴ

日本ストレスコンディションケア協会
●〒810-0041

福岡県福岡市中央区大名2-2-41

●TEL.092-725-2360

●営業時間：10:00〜20:00（日曜・祝日休）
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サンライフ大名310号

●http://www.j-stress.jp/

かせる︑やりがいのある

仕事だと思う︒

末田先生の目標は︑全

国都道府県に最低１人は

セラピストを配置するこ

とだ︒そうすれば︑引き

こもりや不登校︑出社拒

否︑うつ病︑自殺などを

もっと減らせるのではな

いかと︑先生は考える︒

﹁自分の能力も経験値で

これをすると︑
セ
すから︑

ラピスト自身も心と身体

がたくましくなっていき

ます﹂と末田先生︒スト

レスコーピングセラピス

トは︑時代が求める資格

かもしれない︒

GOD HAND

