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人間関係のストレス軽減効果

者と自 分に対する信 頼 感を回 復させると
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場所や人に遭遇すると不安が強まり︑母親

考えられています︒

︱愛着対象との接触︱

心身の健康がストレスによって蝕まれる

にしがみつきます︒しかし︑母親との接触に

するポジティブな信念です︒愛着対象との

接触はこれを活性化させ︑我々の自己防衛

心を弱め︑建 設 的な行 動へと我々を向かわ

せます
︵ 図 ︶︒ミクリンサーというイスラエル

の学者はこれを自己拡張効果と呼んでいま

す︒ストレスは心を萎縮させ︑
しばしば人に

対する猜 疑 心と自 信 喪 失をもたらします

が︑愛 着 対 象との接 触はこれを改 善し︑他
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ことは︑よく知られています︒社会生活に

視察しました。

愛着対象のストレス軽減効果は︑直接的

される総合大学です。

よって不 安が鎮まると︑動き出して対 象に

談。
さらに名取市閖上地区の被災地を

進総長の間で締結されました。

おいてストレスは不可避なので︑
これにいか

的とする覚書が、
シェラード学長と里見

接触だけでもたらされるものではありませ

は、ヘルシンキ大学に次ぐ２位にランク

ついて探索行動を開始します︒
つまり︑未知

モンストレーションを視察し関係教員と懇

に対処するかが健康を維持する上で重要

研究所を訪れて、
ロボット
（Ｑｕ
ｉ
ｎｃｅ）
のデ

おいて、両大学の今後の連携推進を目

ん︒愛 着 対 象の写 真を見たり︑顔や姿を思

されました。25日には、英国大使公邸に

を数えます。
フィンランド国立大学として

の場 所や人は子どもにとってストレスなの

し、教員約１４００名、学生約１万５千名

です︒健康な人たちとはストレス対処が上

機構）
の視察後、本学の災害科学国際

愛着対象との接触による自己拡張効果
（Mikulincer et al.（2007）
より作図）

い浮かべたり︑その名 前をつぶやいたりする

た本学学生が参加する懇談会が開催

ですが︑愛着対象との接触によってストレス

領域を中心とした７学部６研究所を擁

手な人たちです︒物事をポジティブに考

学AIMR
（原子分子材料科学高等研究

ことにも︑類 似の効 果があることが研 究に

９月にド・モンフォート大学に招へいされ

は和らげられ︑探索行動という建設的行動

スキュラ大学は、自然科学、人間科学

えるとか気分転換が上手であることに加

ついて意見交換がなされました。
また、本

よって明らかにされています︒多くの人が家

野における学際的な研究の推進などに

交換を行いました。夕刻には、2011年

が促されるのです︒そこで︑心理学者たちは

における協力の在り方について、意見

共同研究を展開する予定です。ユヴァ

族や恋人の写真を携帯電話で持ち歩き︑
そ

生活介入、脳機能マッピングに関する

の存在を実感できるような記念品
︵指輪や

年度より、認知加齢、認知刺激、運動

した。里見進総長と懇談し、災害科学分

贈り物︶
を身近に置こうとするのは︑
そのス

Science Foundation）
長官が来学しま

大学間の心理学を含む災害科学分野

トレス軽減効果を薄々知っているからではな

ラ大学と学術交流協定を締結。2012

いでしょうか︒

4月20日、
ド・モンフォート大学(英国)の
ドミニク・シェラード学長一行が来学。両

えて︑豊かな人間関係を持っていることも

６月６日、
スブラ・スレッシュＮＳＦ
（National

本学加齢医学研究所は、ユヴァスキュ

愛 着 対 象 を心の安 全 基 地と呼 び︑安 定し
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スレッシュ 米国ＮＳＦ長官が
来訪

重要です︒実際︑家族や友人に恵まれてい
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ド・モンフォート大学(英国)の
シェラード学長が来訪

た愛着関係は子どもの心身の発達において
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ユヴァスキュラ大学（フィンランド）
と
学術交流協定を締結

ストレス軽減の心理的仕組み

東北大学の動き

る人ほど健康で長寿であるという調査デ
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重要な役割を果たすと主張してきました︒

んでいきます。

ータが︑世界各国に見られます︒﹁憎まれっ

としています。

近年︑同じ心理が大人にもあるのではな

療復興の実現を目指します。

子︑世にはばかる﹂﹁佳人薄命﹂と言われて

ことで、生きた研究環境の実現に取り組

いかと︑考えられるようになってきました︒

測方法に新たな道を拓くことを主な目的

いますが︑人に好かれ愛される人の方が長

大学院生が共に学びあう場を作り出す

分野の雇用創出、
そして被災地区の医

家 族や恋 人など大 人にも愛 着 対 象はあり

域の方々と東北大学の若手研究者や

撮影するなど、小型衛星による科学観

生きするようです︒

る様々な波長の光で地表や大気現象を

求心力向上、産学連携の促進、関連

ます︒
いつも一緒に居たい人︑離れると寂しい

い医療を創出し、被災地への医療人の

人がいます︒大人もまた辛いことやストレス

す。
「スマート・エイジング」
をテーマに、地

その心 的メカニズムは以下のようなもの

択されました。これは、高性能カメラによ

を経験すると︑
こうした愛着対象と接触し

講生とし、
１年間の講義コースを実施しま

それらの情報と解析結果に基づく新し

愛着によるストレス軽減

は、公募した地域の皆様約100名を受

開発した「雷神２
（RISING−２）」が採

です︒愛着対象との接触は不安など負の感

一つに、東北大学と北海道大学が共同

複合させたバイオバンクを構築します。

よう とし ︑その 交 流の 中で 癒し を 求 めま

り組みながら、医療情報とゲノム情報を

対人関係の顕著な健康増進効果は愛着

カレッジ開講式を行いました。この事業

情を鎮めますが︑同時に︑心の中に︑人に対

搭載する４副衛星を発表しました。その

す︒それは苦 悩や不 安を鎮め︑困 難に立ち

おいて、2012年度スマート・エイジング・

災地の地域医療再建と健康支援に取

︵特定他者に対して接近と接触を求める強

ート・エイジング国際共同研究センターに

のALOS-2
（陸域観測技術衛星２号）
に

する信 頼と自 己に対する信 頼の気 持ちを

（JAXA）
が、2013年度打ち上げ予定

北メディカル・メガバンク機構を発足。被

向かう気力を生み出します︒愛着対象は大

築いて震災復興に取り組む新組織、東

い欲 求を持つ心 理 状 態 ︶
という現 象に見ら

4月13日に、本学加齢医学研究所スマ

強めます︒これは内的作業モデルとよばれ︑

3月2 8日、宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構

人にとってもストレス対処に役立つものなの

2月1日に東北大学は、未来型医療を

れます︒幼 児は母 親に愛 着を持ち︑常に母

スマート・エイジング・カレッジ
開講式の開催

我々が心の中に持っている他 者と自 己に対

2012.4.13

です︒
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超小型地球観測衛星「雷神２」の
小型副衛星採択

親のそばに居ようとします︒特に︑初めての
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東北メディカル・メガバンク
機構の発足
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