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相談窓口名称
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宮下俊一

こころの過労 からはじまる
うつ病 が増えています
からだが疲れて不調なとき、どうしていますか？
では、こころが疲れたときには？
こころも休養しないと 過労状態 になります。

あなたが誰かに「死にたい！」と言われたら
誰でもよいから打ち明けたのではないのです。
話をはぐらかさず、ご本人の訴えに耳を傾けましょう。まずは、
「そん
なに苦しかったのですか」など、いたわりの言葉をかけ、相手の気持ち
に寄り添い、相手が何を伝えようとしているのかを考えながら、じっく
りと丁寧に話を聴き、受けとめてあげることが大切です。

慌てずに時間をかけて話を聴いてください。
何とかしようと、
「がんばって」とか「そんなこと言わないで」と慰めや
励まし、説得に当たってしまいがちです。 しかし、相手には受けとめ
てもらえなかったというむなしさだけが残ることが多いものです。

ご本人は生と死の間で激しく揺れ動いています。

こころの 過労状態 を長引かせてしまうと、気分の落ち込ん
だ状態から抜け出せなくなって…
そんなストレス過多のうつ病患者さんが増えています。

「苦しみから逃れたい（死にたい）」、
「やはり生きていたい」という2
つの相反する感情が同時に存在しています。意識・無意識に『自分の
方をむいてほしい』
『助けて欲しい』という真剣な叫びを発している
のです。

本人を責めたり、叱咤激励したり、世間一般の常識を押し
付けたりすることは避けましょう。
「自殺しない」と約束してもらうことは自殺予防に有効です。
真剣に話を聴き、あなたは大切な人･かけがえのない人・いなくなった
ら悲しいなどのメッセージを伝えて、
「自殺しない」と約束してもらう
ことは自殺予防に有効です。

不眠、食欲の低下、気分の落ち込み、死にたい気持ちなど
の症状は、治療でよくなることを伝えてください。
十分に話を聴いた上で他の選択肢について話題にしましょう。
自殺の危険が迫っている時には専門家に受診を勧めて下さい。

うつ病は気分の落ち込んだ状態が
長く続いている病気です
1

話を聴き、共感することが、生きる意欲につながります。
長野県精神保健福祉センター「守ろう大切ないのち」より

10

うつ病のスクリーニング法（2項目質問紙法）

あなたのこころは元気ですか？

「抑うつ気分」と「興味や喜びの喪失」の有無を調べます。
1 抑うつ気分
気持ちが沈み込んだり、滅入ったり、憂うつになったりする
ことがありますか？
悲しくなったり、落ち込んだりすることがありますか？
2 興味や喜びの喪失
仕事や趣味など、普段楽しみにしていることに興味を
感じられなくなっていますか？

現在のこころの健康状態をチェックしてみましょう。
次のうち、いずれかがあてはまる場合にはうつ病かもしれません。

check 1
毎日のように、1日中ほとんど憂うつな気分
で、気持ちが沈んでいる

今まで好きだったことを、今でも同じように楽しくできて
いますか？

朝いつもより早く眼がさめる

2

朝起きた時、陰気な気分がする

3

朝いつものように新聞・テレビを見る気にならない

4

服装や身だしなみにいつものように関心がない

5

仕事にとりかかる気になかなかならない

6

仕事にとりかかっても根気がない

7

決断がなかなかつかない

8

いつものように気軽に人と会うことができない

9

なんとなく不安でいらいらすることがある

10 これから先やっていく自信がない

2つの項目両方に該当する場合は90％の方にうつ病が
疑われます。早めに医療機関に受診しましょう。

11 「いっそこの世から消えたい」と思うことが最近よくある

日本医師会「自殺予防マニュアル第2版」2008

うつ病が疑われたら！

1

12 テレビがいつものように面白くない

check 2

13 さびしくて誰か傍らにいてほしいと思うことがよくある

ほとんどのことに興味がなくなり、今まで
楽しんでいたことが楽しめない

14 涙ぐむことが多い
15 夕方になると気持ちが楽になる

うつ病の症状として「苦しみから逃れたい」
「このまま楽にな
りたい、生きていても仕方ない」と『死にたい気持ち』が強くな
ることがあります。

16 頭が重かったり痛んだりする

自死で亡くなられた方の90％以上がうつ病、アルコール依存
症など、何らかの精神疾患にかかっていたとの報告もあります。

18 食欲も最近は落ちている

17 性欲が最近は落ちている

（2002、WHO）

さらに、うつ病になった4分の3の人が医療にかかっていな
かったと言う調査結果もあります。重症化したうつ病は長引
きます。早めの受診が必要です。
うつ病が疑われたら医療機関に相談しましょう。また、ご家族
やまわりの方は相談するように勧めて、誰かが付き添って受診
しましょう。

9

この18の項目は「朝刊シンドローム、サラリーマンのうつ病操縦法」
（笠原嘉、弘文堂、東京、1985）からとったものです。このような症状が、
あまり変化せず、2週間以上続くようなら、要注意です。

こんな状態が続いているな…と感じたら、
ひとりで悩まず専門の先生に
相談することをお勧めします。
2

うつ病はこころとからだの 治療すれば治ります
うつ病はこころの病気ですが、症状はこころとからだの両方にあらわ
れます。とくに早期や軽いうつ病では頭痛や睡眠の乱れ、疲労感など
のからだの症状ばかり目立つことがあります。
｢からだの病気｣と思い込んで内科などを受診
しても異常が見つからないことも少なく

まずは十分な休養を
うつ病は『自分から休めない』ために、エネルギーが切れてしまっ
た状態と考えてみてください。エネルギーを取り戻すにはなに
よりも『休養』が必要です。無理して仕事や家事などを続けな
いで、いったん休養しましょう。できるだけゆったりとリラックス

ありません。

できるような環境で十分な休養をとることが治療の近道です。

これは典型的な｢軽症うつ病｣の一日
のイメージです。
（もちろん全ての
方にあてはまるわ けではありま
せん。）
誘われても
飲みに行くの
がおっくう

ささいな物事が
決められない

周囲のサポートも大切です
周囲の方は｢何もしなくてよい｣ということを患者
さんに保証してあげてください。それが患者さん

人づきあいがめんどう

に対するサポートです。うつ病はよくなったり、悪く
なったりをくり返しながら少しずつ回復していく
病気です。 周囲の方も症状の変化に一喜一憂しな

仕事がはかどらない
集中できない

3

いで、長い目で見守ってください。

8

うつ病はきちんと 両方に症状があらわれます
こころのエネルギーを取り戻そう
うつ病は過度のストレスによってこころの過労状態が続き、こころ

なかなか寝付けない

のエネルギーが足りなくなる病気です。ですから、足りなくなった

こんな日常生活、
思い当たりませんか？

エネルギーを元通りにしてあげればよいのです。うつ病はきち
んと治療すれば治せる病気です。早めに見つけ、適切な治療を

明け方に
目が覚めてしまう

受けれ ば、エネルギーを取り
戻すことができます。

からだがだるい
起きあがるのがつらい

テレビや新聞を
見たくない

こころの回復を助けるお薬を
『休養』と合わせて、
『抗うつ薬』という、こころ
の回復を助ける薬を服用します。
『抗うつ薬』は効果があらわれるまでに時間が
かかります。すぐに効果が出なくても、回復をあ
せらないでください。
食欲がない
美味しいと感じられない

7

4

うつ病を起こすきっかけは？

うつ病とからだの病気の関係

大きな環境の変化や過度のストレスがきっかけに

生活習慣病患者さんは うつ を伴いやすい

うつ病のきっかけはさまざまですが、いくつかの要因が重なって

糖尿病や高血圧の治療をしているのになかなか改善しない

大きなストレスとなり、うつ病を引き起こすと考えられています。

場合は うつ を伴っているかもしれません。

ストレスの感じ方には個人差があり、例えば就職、昇進、引っ越し
など良いと思われる環境の変化でも、自覚している以上に負担
がかかっていることもあります。
また、うつ病の発症には性格も関係していると考えられています。
まじめで几帳面、完璧主義で責任感の強い人などはなりやすい
といわれています。

日常生活のこと
家庭内葛藤、
引越し など

別れの悲しみ
家族や友人との
死別 など

仕事のこと
就職、昇進、
転勤、転職 など

からだの病気に対する影響
うつ病はからだの病気の治療に対して悪影響を及ぼします。

からだのダメージ
病気、ケガ、事故、
閉経 など

失うことの不安、
むなしさ
失業、退職、
離婚 など

からだの病気に対して
治療意欲が低下する・
・
・
症状が悪化する・
・
・
なかなか治らない・
・
・
予後に悪い影響も・
・
・

からだの治療と同時にこころの不調も改善する必要があります。
5
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そんなストレス過多のうつ病患者さんが増えています。

「苦しみから逃れたい（死にたい）」、
「やはり生きていたい」という2
つの相反する感情が同時に存在しています。意識・無意識に『自分の
方をむいてほしい』
『助けて欲しい』という真剣な叫びを発している
のです。

本人を責めたり、叱咤激励したり、世間一般の常識を押し
付けたりすることは避けましょう。
「自殺しない」と約束してもらうことは自殺予防に有効です。
真剣に話を聴き、あなたは大切な人･かけがえのない人・いなくなった
ら悲しいなどのメッセージを伝えて、
「自殺しない」と約束してもらう
ことは自殺予防に有効です。

不眠、食欲の低下、気分の落ち込み、死にたい気持ちなど
の症状は、治療でよくなることを伝えてください。
十分に話を聴いた上で他の選択肢について話題にしましょう。
自殺の危険が迫っている時には専門家に受診を勧めて下さい。

うつ病は気分の落ち込んだ状態が
長く続いている病気です
1

話を聴き、共感することが、生きる意欲につながります。
長野県精神保健福祉センター「守ろう大切ないのち」より
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