
北の国健康づくり推進会議自殺予防対策検討部会作成



スライド2

全体の流れは次のようになっている。

１． はじめに

２． うつ病とはどんな病気？

３． 予防できること

４． 治療は

スライド1
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スライド4

日本の自殺死亡者の推移を見ると、1965年（昭和40年）には14,444人

（人口10万対死亡率14.7）だったが、その後自殺者が増加し、1998年（平

成10年）以降30,000人を超え、平成16年は30,227人（死亡率24）であ

り、大きな社会問題となっている。

スライド3

スライド5

厚生労働省でも対策に着手しており、平成14年に「自殺予防有識者懇談会」

を立ち上げ、この懇談会より「自殺予防に向けての提言」を受けた。

スライド6

平成16年度には、「うつ対策推進方策マニュアル（都道府県・市町村職員

のため）」と「うつ対策マニュアル（保健医療従事者のために）」を作成し、

全国に送付している。

スライド7

スライド内容のとおり（読み上げる）

平成１８年６月１５日に自殺対策基本法が衆議院本会議で可決成立し

（10月28日施行）、国としても対策に大きく乗り出した。
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スライド8

一方、世界の状況を見ると、WHO（世界保健機関）のホームページによれ
ば、2002年の人口10万対自殺率は図のようになる。これは、対象国世界
99カ国のデータを収集整理して作成されている。
日本は、リトアニア、ロシア、ウクライナ、ハンガリーなどに次ぐ世界第
10位の自殺率の高さとなっており、先進国の中でも自殺率が高いと言われ
ている。
この分布地図を見ると、ロシアを中心にユーラシア大陸で自殺率が高く、
インドやイギリス、スペイン、イタリア、ノルウェーなどユーラシア大陸
周辺部及び北米大陸で低く、ラテンアメリカでは更に低くなっている。ア
フリカの多くの国ではデータがない。

スライド9

WHOは2004年の世界自殺予防デー（毎年9／10）において、「自殺は、大

きな、しかし予防可能な公衆衛生上の問題である」と延べ、自殺予防対策

は、公衆衛生上の大きな問題であると位置づけている。

スライド10

自殺者数と交通事故死亡者数を比較すると、秋田県のデータでは、平成17

年の自殺者数447人に対して、交通事故死亡者数は75人であり、自殺者は

交通事故死亡者の5.9倍にものぼっている。

スライド11

また、自殺の原因・動機を見ると、警視庁生活安全局地域課の発表データ

によると、健康問題が最も多く（平成17年では15,014人）、次いで経済・

生活問題（7,756人）、家庭問題（3,019人）の順番であった。

スライド12

このように、自殺の原因の多くが健康問題であり、また、自殺者の生前の

行動や心理状態を分析すると、自殺者の多くが「うつ病」をはじめとする

精神疾患に罹患していたことがわかってきた。
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スライド13

人々がうつ病をはじめとする精神疾患に関する正しい知識を持ち、適切に

対処する方法を身につけることが、自殺予防に繋がる。

スライド14

2005年（平成17年）の全国都道府県の自殺率（概数）を見ると、全国が

24.2、秋田39.1（第1位）、青森36.8（第2位）、岩手34.0（第3位）、北海

道27.3と、北東北の自殺率は高い状況にある。

スライド15

そこで、自殺率が全国平均より高い、北海道、青森県、岩手県、秋田県の4

道県が共同で、平成14年度から自殺予防に取り組み、このたび、自殺に関

連が最も多い、「うつ」に関し、地域住民への健康教育用の教材を作成した。

スライド16

「うつ」についても、早期発見し、早期治療に結びつけることで、自殺は予

防できる。

スライド17
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スライド19

はじめにストレスのことについて簡単にお話しし、その後うつ病について

の正しい知識についてご説明させて頂きます。

スライド20

それでははじめに、ストレスとこころの体温計についてお話させて頂きま

す。

皆さんのご家庭には、体温計はありますか？体重計、体温計、血圧計、体

脂肪計、血糖計測器、身体のチェックを行う器機はたくさんありますが、

体温計はもっとも普及しているチェック器機ではないかと思います。体の

不調は体温計をもって自分で確認することができます。こころの不調は何

をもって確認したらよいのでしょうか？

スライド21

「体がだるく、熱を測ったら３７℃ありました。あなたはどうしますか？」

いかがでしょうか？

「１ 重大な病を心配し、すぐに病院に行く。」「 ２ 仕事を少し控え、早

めに布団に入る。」「３ 無視して、いつも通りの生活をする。」

（※クリックする）

おそらく多くの人は、 「 ２ 仕事を少し控え、早めに布団に入る。」を選

ぶのではないでしょうか？３７℃くらいだったら、「無視して、いつも通り

の生活をする」人もいるのではないかと思いますが、「重大な病気を心配し、

すぐに病院にいく」を選んだ人は少ないのではないでしょうか？

スライド22

「体がだるく、熱を測ったら４０℃ありました。あなたはどうしますか？」

「１ 重大な病を心配し、すぐに病院に行く。」「 ２ 仕事を少し控え、早

めに布団に入る。」「３ 無視して、いつも通りの生活をする。」

４０℃となれば３の「無視して、いつも通りの生活をする。」はいないので

はないでしょうか？そんな人は熱を測らないでしょう。

（※クリックする）

熱を測って、体の声に耳を傾けてみようとした人であれば、 「１ 重大な

病を心配し、すぐに病院に行く。」を選択して頂けると思います。

スライド18

うつ病は、軽症でも人のＱＯＬを低下させ、重症化すると自殺という形で

人の命を奪ってしまうこともある現代人にとっては、がん、心疾患、脳卒

中にも並ぶ主要な病気の１つです。しかし、それら生活習慣病と比較して、

うつ病についての知識を住民の皆様にお知らせする機会が不十分であった

のではないかと私たちは考えました。うつ病は早期発見と早期治療によっ

て確実に良くなる病気です。皆さんが自分自身と、自分の周りにいる大切

な人のうつ病に気がつけるよう、そして早期治療につながることを願って、

私たちは「これだけは知って欲しい！～うつ病についての基礎知識と～」

いう教材を作成しました。
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スライド23

「３７℃の熱で重大な病気を心配する」、「４０℃の熱を無視して仕事をする」
（※クリックする）
体の病気だったら、皆さんはこんなことはしないと思います。平熱がどれ
くらいであるか、３７℃が黄色信号、４０℃だったら赤信号と皆さんはご
存知だからです。体温計を自発的に使うこと、そして体温計が示す情報の
意味を理解することによって、適切な対処行動をとり、かぜをこじらせて
肺炎にしてしまったりすることを自分で防止できているのです。
（※クリックする）
最近、うつ病は「こころのかぜ」と例えられます。こころの病気では皆さ
ん、体温計にあたるものをお持ちですか？もしなければ、「こころの風邪」
を「こころの肺炎」にこじらせてしまうことがあるかもしれません。

スライド24

皆さんは体の不調には自分で気がつき、自発的に体温計を使ってチェック

もできるのです。それではストレスでこころに負担がかかっている時には、

そのことに自分で気がつくことができますか？こころの不調、こころの軋

みにはどうやって気がつきますか？こころにもその不調に気がつくための

体温計にあたるものが必要だと思います。なにか体温計にかわるようなこ

ころの不調に気がつくためのサインはないのでしょうか？

スライド25

ストレスに対して人は、３つの形で反応するといわれております。
（※クリックする）
１つは身体的反応
（※クリックする）
二つ目は行動的反応
（※クリックする）
３つ目は心理的反応です。
（※クリックする）
身体的反応ではすべての自律神経症状が出現し得ます。主として生体に緊
張を求める交感神経優位の状態です。頭痛、頭重感もよく見られる身体症
状です。こころの不調としてではなく、体の不調として訴える人はとても
多いのです。ただ、それをストレスのせいと考えずに体の病気を心配し、
病院に診察を求めに行くことが往々にしてあります。
（※クリックする）
行動的反応としては、普段にも増して多弁、口数が多くなる、活動的にな
るといったことが見られます。また、周囲の人に対して攻撃的になるとい
った行動面での変化に気付かれることもあります。ストレスを受けている
時に、却ってストレスを増加させてしまうようなことをしてしまうのです。
逆にストレス場面を避け、自宅に引きこもるといった行動変化が見られる
こともあります。これが一時的なもので、休養として機能したら問題はな
いのですが、回避、引きこもりがその人の行動パターンとなってしまうこ
とが懸念されます。飲酒、喫煙の増加もストレス解消の方法としては、長
期的にみるとマイナスです。特に不眠解消のための飲酒は、酒量の増加、
睡眠の質の悪化など問題が多く、直ちに是正すべき問題です。
（※クリックする）
そして３つ目が心理的反応です。イライラ感や不安感、みじめな感じ、抑
うつ感として自覚され、表情や態度、仕草でも周囲から察知されます。
ストレスといえば、こころの問題として出ると考えがちではないでしょう
か？心理的反応がこころの問題としての反応の出方なのですが、３つの内
の１つに過ぎないのです。
この３つの方向で出てくる反応がこころの疲れ具合を測るこころの体温計
になりうるのではないかと考えております。
（※クリックする）
残念ながら体の体温計とは違い、はっきり分かりやすい数字の形では表示
してくれません。しかし、体温計は測った人しかその結果をみることがで
きませんが、こころの体温計は、周囲の人にも気が付けるサインなのです。
むしろ、ストレスの真っ只中にいる本人よりも、周囲の人の方が気がつき
易いかもしれません。
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スライド26

それではこのこころの体温計はどう活用すべきなのでしょうか？

まずは、自分と周囲の人のストレス状態に気がつくことです。これが一番

大事です。

次に何をストレスに感じているのかを考えてみて下さい。それが減らせる

可能性がないのか検討して欲しいのです。

ストレス自体を減らすことが困難だとしたら、ストレスに対する反応を緩

和する方法がないか考えてみて下さい。睡眠、休養を十分とることで随分

と心身の負担を軽減することができます。疲れているのに眠れない状態を

続けることは、いつかは破綻を招いてしまうことが予想されます。

個人要因としてはストレスを受けたときの癖を考えてみて下さい。タバコ、

酒が増えるなどという事はありませんか？あるいは良くない事がおきると、

「いつも自分はこうなんだ」と極端な考え方をしてしまうことはないでしょ

うか？こういった行動や考え方の癖をまずは自覚してください。変えにく

い癖はありますが、変えられない癖というのはありません。気がついた自

分を変えていく工夫をしたらよいのです。

こころの体温計でストレス状態に気がつき、ストレスは減らす工夫、緩衝

要因は増やす工夫、個人要因は変える工夫をして、ストレス関連疾患の進

行をストップさせましょう。

スライド27

ストレスのお話は以上です。次に今日のお話の本題であり、代表的なスト

レス関連疾患であるうつ病についてのお話に移ります。

ただ、最初に誤解を招かないように言っておきますが、うつ病の原因はス

トレスだけではありません。

後ほど詳しく説明しますが、うつ病は過剰なストレスを受けた人だけがな

る病気ではないのです。なんの誘因もきっかけもなくなる人もいるのです。

しかし、過剰なストレスを無視し続けると、誰もがなりうる病気であるこ

とは間違いないため、代表的なストレス関連疾患と言われているのです。

スライド28

うつ病は悲観的に、悲観的に、時には絶望的になる病気！

うつ病になってから、正しい知識を得る機会があっても気休めにしか聞こ

えないことが多いのです。うつ病は治らない病気だ、普通の人は罹らない

病気だ、１００人に１人もかからない非常に珍しい病気だという誤解はな

いでしょうか？そのような誤解のもとで治療を始めることは、治療者にも

治療を受ける者にとっても残念なスタートです。

また、正しい知識があっても、自分の「うつ」には気がつけないことが

往々にしてあります。正しい知識がなければ、自分の「うつ」はおろか、

周囲にいる大切な人の「うつ」にも気が付けない可能性が高いのです。う

つ病はこころの病気だから、体は何ともないという誤解はありませんか？

うつ病は我慢していれば自然に治るという誤解があれば、不調に気がつい

ても、適切に対処することはできないでしょう。うつ病は遺伝病だという

誤解があれば、まさか自分がうつ病だとは考えないかもしれません。

まだうつ病にかかっていない今だからこそ、うつ病の正しい知識を身につ

けて、あなた自身とあなたの周りにいる大切な人の「うつ」に早めに気付

けるようになって、適切な対処をできるようになってほしいのです。
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スライド29

周囲の人が気がつき易いうつ病患者さんの様子を記載してみました。

仕事を一生懸命しているのに、仕事の能率が落ちたと訴え、自分を責める

人がいます。盛んに体の不調を訴える人もいれば、何も言わずにふさぎ込

んでしまう人もいます。不眠は多くのうつ病患者さんに見られる症状です。

死にたいと口にする、あるいは自殺の具体的計画を話す時には要注意、早

めの専門医受診が必要です。

スライド30

それではそのように周囲から観察される人は、内面ではどのようなことを
体験しているのでしょうか？このようなことが患者さんが体験している代
表的なものです。
（※クリックする）
それぞれ症状名がついています。寝付きが悪くなるのは「入眠困難」、寝て
も寝た気がしないのは「熟眠感欠如」といいます。うつ病のひとでは入眠
困難、熟眠感欠如があるにもかかわらず朝方早く目が覚めてしまう「早朝
覚醒」といった睡眠障害のパターンも見られます。気分が沈むといった
「抑うつ感」は代表的な症状であり、朝方に特に調子が悪いといった「気分
の日内変動」として体験されることがあります。うつ病は生体リズムの障
害を起こしている状態とも言えるわけです。有りもしない体の病気の存在
を確信してしまう「心気妄想」、自分の存在が皆に迷惑をかけると確信する
「罪業妄想」も思考面でのうつ病の症状の典型です。そして自分の死を乞い
願う「希死念慮」といった考えにとりつかれてしまうこともあります。な
にもできない、頭が悪くなった、考えがまとまらないなどと訴える「思考
制止」もうつ病の代表的な思考の障害の１つです。
（※クリックする）
これらのことでうつ病の患者さんは１人で苦しんでいるのです。うつ病が
ＱＯＬを低下させる苦しい病気であることがご理解頂けることと思います。

スライド31

うつ病を診断するときの基準として使われているものの１つに、ＷＨＯが
提唱するＩＣＤ-１０があります。ＩＣＤ-１０ではうつ病の症状を定型的
症状とその他の一般症状の二つに分けて考えています。
基本症状とはうつ病だったら必ずといっていいほどに見られる症状です。
少なくとも定型的が二つ、一般症状は二つあって、日常生活が幾分困難な
者を軽症、定型症状が２つ、一般症状が３つあり社会、職業、家庭生活が
かなり困難なものを中等症、定型症状が３，一般症状が４つあり、社会、
職業、家庭生活が殆ど不可能なものを重症うつ病エピソードとして区分し
ています。是非、頑張りすぎずに、日常生活が幾分困難である軽症のうち
に早めの対応をしていただけるようお願いします。

スライド32

こんな時に自分と自分の周りの人のうつ病を考えてください。
１つは時間としての目安です。２週間も回復できない気分の落ち込みが続
くときは要注意です。
人は動物として、栄養が補給でき、寝ることができたら、ある程度のストレ
スに抵抗できるかもしれません。また、遊びは人間として重要なストレス解
消法です。食えない、寝られない、遊べない、こうなったらもう人は万歳をし
て降参するしかないのです。食う、寝る、遊ぶがどれもストレス解消として
機能しなくなったときは、是非うつ病を考えてください。
体の不調が続くけど、内科や外科に行っても何ともないといわれた、ある
いは内科の治療をしてもなかなか症状がとれないときにもうつ病の可能性
を考えてください。
自分はもう回復しない、時間も解決してくれないし、この苦しい状態がず
っと続くんだ、時間が味方とならず、時間が苦痛と感じ、回復に絶望した
ときには２週間も待たずにうつ病の可能性を考えて頂きたいと思います。
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スライド33

うつ病になるきっかけについて考えてみましょう

うつ病は、ストレスが重なった人だけがかかる病気という訳ではありませ

ん。うつ病は誰もがなりうる良くある病気ですが、うつ病になりやすい体

質、神経の基盤をもって生まれた人も結構いるのです。そして、何もきっ

かけなくうつ病になる人も多いのも事実です。

なりやすい人もいる一方で、うつ病は誰にでもなる可能性があります。身

体的過労やストレス過重が持続すれば、誰もがうつ病になりうることを知

っておく必要があります。その意味で、うつ病は代表的なストレス関連疾

患の１つといえるのです。

ストレスを生じる人生の出来事の代表的なものとして、いわゆる喪失体験

があげられます。愛する人といった対象の喪失、地位や若さといった象徴

的なものの喪失、火事や天災で家財を失うといった財産の喪失が人に大き

なストレスを生じます。高齢者は、喪失体験が反復して訪れる人生の時期

の真っ只中にいると言えます。加齢はうつ病のリスクを高める主要な要因

であると言えるのです。

受験の失敗、就職試験の失敗、仕事の失敗など、人生の時期に応じた挫折

体験もうつ病のきっかけとなることがあります。

これまで述べてきたのは、うつ病のきっかけになっても不思議と思わない

ことばかりでしょう。でも人生において慶事といわれるようなこともうつ

病のきっかけとなり得ることを知っておくべきでしょう。出世や家の新築、

結婚、出産など世間からおめでとうといわれることをきっかけにしてうつ

病になることもあるのです。これまで経験のない新しい体験というものは、

良いことであっても少なからず人にストレスを与えるのです。

スライド34

うつ病がなぜ起こるのかを説明する模式図です。
左端に素因、なりやすい傾向とありますが、これは外見やエックス線検査
でわかるものではありません。神経伝達機構と脆さについては、次のスラ
イドで説明いたします。
なりやすい傾向に濃淡はありますが、まったくうつ病を心配しなくてもよ
いという人は誰もいなのです。
ここに心因、こころの負担となる心理・社会的な要因が影響します。また、
身体因、身体疾患、過労、体内のホルモンバランスが揺れ動く思春期、妊
娠期、更年期などが影響します。この３つの要因が相互に影響して、うつ
病を発症する訳です。３つの要因について、総合的に考えたものがストレ
ス脆弱性モデルといわれています。

スライド35

先程うつ病になりやすい素因として、神経伝達機構と脆さをあげました。
神経伝達機構とは、脳の神経細胞同士を連絡する神経伝達物質が量的に、
質的にバランス良く働くことによって維持されています。
神経伝達物質の代表的なものとして、ドーパミン、セロトニン、ノルエピ
ネフリンがあげられます。これらがそれぞれバランスよく働くことで、ヒ
トはその人なりの行動のパターンと、思考のパターンを維持できているわ
けです。
うつ病はこれらの神経伝達物質のバランスが乱れたため、その人本来の行
動と思考のパターンから逸脱してしまった状態であるといえるのです。
（※クリックする）
言ってみれば脳が故障した状態なのです。
糖尿病はインスリン分泌が不十分になった、あるいはインスリンへの反応
が悪くなった状態です。その治療は糖分の摂取とコントロールできる量に
減らすことと、外からインスリンを投与することを行います。
うつ病も糖尿病の治療も一緒です。自分がコントロールできる量にストレ
スを減らすこと、そして神経伝達物質を外部から薬で調節することが必要
となるのです。
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スライド36

うつ病は脳の故障といいました。脳は体の一部、つまりうつ病は体の病気

であるといえるのです。脳とこころ、脳と体を分けるのはナンセンスです。

先程はうつ病の症状をＩＣＤ-１０に準じて、定型的症状とその他の一般的

症状に分けて説明いたしました。しかし、北海道大学名誉教授の山下先生

は、中核症状と二次症状という区分を提唱しています。中核症状とは、う

つ病の基本症状であり、年齢、個性、国民性を越えて共通する症状です。

山下名誉教授は、興味関心減退等の精神症状と並列して睡眠障害、食欲障

害、身体のだるさといった身体症状を中核症状としてあげているのです。

スライド37

うつ病ではあらゆる身体症状が出てもおかしくないのです。むしろ身体症

状がないうつ病の方が珍しいと言ってもよいでしょう。図はうつ病でよく

見られる身体症状の出現頻度を○の半径の大きさで部位別に示したもので

す。全身くまなく出現しうることがご覧頂けると思います。うつ病は、そ

う言った意味でも身体の病気といえるのです。

スライド38

川崎医科大学の精神科グループは、「うつ」を自覚した患者さんが一体何科

を受診するのかを調査しました。初診では８割の患者さんが精神科以外の

診療科を受診したと回答しました。うつ病再発者でも５割以上が精神科以

外の診療科を受診しています。うつがこころより先に、体の症状として自

覚されることが多いことによるものかもしれません。

もし、診察を受けた診療科で何ともないといわれたらどうしますか？体の不

調は確かにある。でも、何ともないと言われた。不安になって当たり前ですね。

うつ病は悲観的、猜疑的になる病気です。医者でもわからない、原因不明の

病気になってしまったと確信してしまうことが往々にしてあるのです。

体の不調を感じて、病院にいって治療を受けたがなかなか治らない時、或

いは診察してもらったが異常はないと言われた時は、ぜひ「うつ」の可能

性を考えてみてください。

スライド39

何度も言いますが、うつ病は誰もがなりうる良くある病気なのです。

欧米の調査を元に考えると、今現在でもこの街に２０人に１人くらいはう

つ病で苦しんでいる人がいてもおかしくないのです。一生の間にうつ病に

なる人は５～６人に１人くらいいてもおかしくないことになります。

男性と女性を比較した場合、女性の方が２倍もうつ病が多いことも知って

いってもらいたいことです。

長崎大学が１８歳以上の人１万人を調査した結果によれば、うつ症状を認

める人は１,３００人から２,３００人もいたそうです。５人に１人以上の

こともあるのです。そのうち病院を受診している人は１００人から４００

人に激減しています。さらに精神科に行っている人は１０人から４０人と

１％もいないのです。

精神科が専門であり、精神科への受診が望ましいとは思いますが、まずは

ホームドクターや一般内科などの受診しやすい科への受診が大切です。身

体科で体の症状の治療を行えば、身体因によるストレスが軽減し、うつ病

が治ることも期待できます。問題は１人、孤独にうつの症状に耐えている

人の存在です。

うつ病の人は社会にたくさんいるのです。そのうち一部の人しか治療を受

けずにいる病気だということを今日を機会に認識して頂きたいのです。
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スライド40

うつ病について誤解している人がいたら、このように説明して誤解を解い

てあげてください。

・ごくありふれた病気である。

・誰でもなる可能性がある（最近急激に増加）。

・性格の弱さや家族だけが原因でない。

・たとえて言えば「脳の故障」のようなもの。

・からだ全体のエネルギーが低下したような状態。

・精神の病気というより身体の病気である。

・今は苦しいが、休養と治療で必ず治る。

スライド41

身近でうつ病の人を支えている人には、次のようなことを知ってもらうこ

とが必要です。

・「うつ」に陥った人は自分で抑うつ感情をコントロールできないという

ことを理解する

・絶望的なことを言ったり、泣き出したり、怒りを爆発させることがある

が、治療により回復する一過性のものであることを理解する

・忍耐強く接し、治療の条件を整え、通院や服薬に協力する

・安易に励ますのではなく、回復までの休養の条件を整える

・気持ちを逸らすために、自尊心を傷つけない範囲での簡単で慣れた作業

を用意することは悪くはない

・希死念慮について聞くことは自殺の引き金にはならず、言語化すること

によって気持ちが落ち着くこともある

・希死念慮がある時は専門家の援助をためらわずに受ける

スライド42
うつ病の人を周囲で支える望ましい接し方としては次のようなことがあげられます。
１ 患者のペース（主観的体験）を大切に →励まさない

うつ病の人は我慢に我慢、頑張りに頑張りを重ね、疲れ切っているのです。ここで患者さん
の思いを否定し、逆にもっと頑張れなどと励ますことは、患者さんを追い詰めてしまいます。
患者さんのペース、患者さんの思いを尊重して下さい。
２ 誤解を解く

うつ病への誤解、偏見が、その人を追い込んでしまいます。ただ、うつ病になってから説明
しても正しい知識が吸収しにくいのは確かです。今日知ったうつ病の正しい知識を１人でも多
くの方に伝えてください。
３ 必要以上に気を遣いすぎない

腫れ物扱いされた時、うつ病の患者さんは自分が周囲に迷惑をかけていると確信してしまい
ます。過度に受容的、保護的にならず、あなたができることをいつも通りにしてあげればよい
のです。
４ 問題点を明確に

うつ病の人は問題が錯綜し、あれもこれもと考えながらも手につかず、途方にくれてしまう
のが常です。そういった思考の整理がつきにくい状態にあるのです。「まずはご飯を美味しく
食べられるようになりましょう」「まずは眠れるようになりましょう」「何事も問題解決はその
次ぎに考えましょう」と悩みの交通整理を助けてあげて下さい。
５ 薬を上手に利用するよう助言する

うつ病の人はよく薬に頼りたくないという言葉を使います。専門家の助言の元、指示通りに
薬を内服することは、頼るのではなく、利用しているのだと考えを切り替えて頂く必要があり
ます。是非、お手伝いをしてあげて下さい。
６ うつ病の人がして欲しいことはお説教やお小言をもらうことではありません。横にいて、話
を聞いて欲しいのです。ただ、うつ病は言いたい言葉がぽんぽん出てくる病気ではありません。
だから聞いていて、もどかしく、内容もまわりくどくなることもあるかもしれません。それで
も患者さんのペースにあわせ、耳を傾けてみて下さい。

スライド43

専門医受診を勧めるタイミングです

本人が現状の改善に絶望したとき

死を口にするようになったとき

飲酒、喫煙、薬物乱用など、健康を損なう行動が目立つようになったとき

有りもしない体の病気を確信するようになったとき

元来の性格とその人の言動がそぐわなくなったとき

本人が自分にとって対人関係・社会的立場に不利益が生じる決断をしてし

まう事が予想されたとき
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スライド44

うつ病はその苦しさに耐えることができたら、自然と治ることもあるとさ

れています。しかし、耐えることができずに自ら自分の命を絶ってしまう

患者さんも多いのです。

自殺者の80％以上でなんらかの精神障害が認められたとの調査結果もあり

ます。

精神障害のなかでもうつ病は自殺率の高い病気なのです。

うつ病は回復期や治療初期に自殺が多いことも是非、知っておいて欲しい

知識です。うつ病の知識を広め、自身と周囲がうつ病の早期発見・早期治

療を行うことで、自殺を減らすことが可能なのです。

スライド45

自殺を打ち明けられたら

・相手の訴えに真剣に耳を傾ける。

・相手の立場を尊重し、誠実な態度をとる。

・相手の感情を理解するように努める。

・沈黙の時間にも耐える。

・最終的には専門的な治療を受けるように働きかける

スライド46

決してしてはならないこと

・話を遮ったり、そらしたりする。

・忙しいと伝える。

・質問攻めにする。

・批判的な態度をとる。世間の常識を押しつける。

・干渉的になり、あいまいな助言を与えようとする

・過度に保護的になる。

・安易な励ましをする

スライド47

スライド48
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スライド50

答えは「マル」です。

うつ病は適切な治療で良くなります。

うつ病の約80％の方は適切な治療で良くなります。

スライド51

それでは、うつ病の治療にはどういうものがあるでしょうか。

薬物治療、精神療法、環境調整がありますが、これらのバランスをとりな

がら治療にあたることが重要です。では次に、これらの治療について順を

追って説明します。

スライド52

まず、うつ病の方への薬物療法についてです。
薬物療法は、うつ病の治療の第一選択です。
最初はＳＳＲＩやＳＮＲＩなど副作用の弱い薬が用いられます。
２～４週間服用しても効果が出ない場合には、更に増量します。
更に２～４週間服用しても効果が出ない場合には更に増量します。
更に２～４週間服用しても効果が乏しければ薬を変更します。
初めてうつ病になった方ならば、最低9ヶ月間は改善を得た用量で服薬を続
け、その後は主治医と相談します。
再発の方であれば、より長期間の内服が奨められます。
早期に治療を終わらせてしまうと再発を招きやすいとされています。

スライド53

続いて、うつ病の方への精神療法についてです。
精神療法の内容は次のようなものです。
Ａ、病気であることの説明をすること。つまり病気による症状であり、怠
慢ではないことを伝えます。
Ｂ、必ず治る病気であることを保証すること。これを伝えることで不安が
解消されます。
Ｃ、治すために必要なことが何であるかを明らかにすること。まずはしっ
かり休息するように伝えます。
Ｄ、重要な決定は病気が良くなってから行うように指導します。うつ病に
なると、判断が消極的、否定的になりがちだからです。
Ｅ、患者を励ましたり、元気づける試みは避けること。励ましや元気づけ
は、本人の気持ちの負担を増すだけで、逆効果になります。

スライド49

うつ病の治療についてお話します。

最初に、クイズです。

「うつ病は良くなると思いますか？」
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スライド54

精神療法の一つとして認知療法があります。

考え方、物事のとらえ方を修正しようというものです。

うつ病の人にともないがちな自分を追い込むような考え方に対し、その考

え方の根拠やそれによってもたらされるものについて検討を加え、より適

合的な考え方へ導くものです。

スライド55

環境調整も大切な治療の一つです。

家族間の調整、ご本人と職場の上司や学校関係者間の調整、自宅静養か入

院加療かの判断、ストレスの原因が明らかであれば解決できるような工夫

を一緒に考えます。

スライド56

また、このほかに、電気けいれん療法というものがあります。

重篤な病状にある方や薬の治療が無効な方などに適応されます。

スライド57

では、皆さんは、身近な人のうつ病にどのように対応すればいいでしょう

か？

Ａ、ご本人の気持ちをよく受け止めてあげましょう。

Ｂ、ゆっくり休める環境をつくってあげましょう。静養は特に治療の基本

となります。

Ｃ、相談機関に話してみましょう。

Ｄ、医療機関へ通院できるように配慮しましょう。

繰り返しになりますが、安易な励ましは禁物です。

スライド58

うつ病に関する相談機関にはこのようなものがあります。

医療機関では、心療内科や精神科のある病院。または、かかりつけ医に相

談しましょう。

いのちの電話へ話してみるのもいいでしょう。

行政機関としては、最寄の保健所や市町村の保健センター、精神保健福祉

センターなどへご相談ください。
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スライド62

スライド63

ストレスと「うつ」との関連、また「うつ」と自殺との関連について説明

する。

特にストレスは対処できること、「うつ」は治療できることを強調し、自殺

予防につなげていく。

スライド61

DSM-IV 精神疾患の分類と診断の手引より

・大うつ病エピソード

こころの健康づくりの導入として、住民に、まずうつ病の自己チェックを

してもらい、自分自身の問題として捉えてもらう動機づけとする。

スライド59

スライド60
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スライド64

さらにストレス脆弱性モデルにより、ストレスとこころの健康との関連に

ついて説明する。

スライド65

ストレスの対処について、段階的に具体例をまじえながら説明する。

スライド66

具体的調査結果を活用し説明することで、こころの健康づくりへの関心を
喚起する。
特記すべき項目について説明する。
〈青森県六戸町の概況〉
・青森県上北郡の東南部に位置
・気候の特徴は、6～7月にかけてヤマセがふく
夏は短く雪は少ない
・基幹産業は米・野菜（にんにく・長芋）
※平成15年度より自殺予防に取り組む
背景・国や県よりも高い自殺率
・壮年期の自殺が多い

スライド67

ストレスの相談相手について、全国と比較して特記すべきことについて説

明する。

スライド68

こころの健康づくりについて、参加者の実践を引きだしながら話題を広げ

る。

また、うつ病の人の多くが、病気であることに気づかなかったりして、医

療機関を受診していないことを伝え、早期に相談等する必要性について説

明する。
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スライド69

現状では、まだまだ精神疾患に対する偏見があることを伝え、偏見をなく

することについて呼びかける。

スライド70

こころの健康づくりの要因となる6つの項目を取り上げ、こころの健康づく

りについて説明する。

スライド71

スライド72

スライド73




