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綿津見神社奥の海岸で沈む夕日
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コロナ 災害 うつ× ×

コロナ禍や自然災害によるストレスや不安などから、

｢コロナうつ｣｢災害うつ｣と呼ばれる、うつ状態になる

方が増加しています。

本特集では、｢うつ｣の傾向･注意点などについて、当院

の三浦智史精神科医がまとめました。

うつ(うつ病･うつ状態)とは

悲しい事や辛い事があった時に、気分が落ち込んだ経験をしたことが無い人はいないでしょう。これ

は、正常なこころの働きとしての｢うつ｣です。多くの場合、人は自ら｢うつ｣から回復する力を発揮し

て、乗り越えていきます。しかし、病的なうつ、つまり｢うつ病｣では、様々な心理的･身体的ストレ

スによって、脳がある種の疲弊状態におちいり、本来誰もが持っているはずの自然回復力を発揮でき

なくなってしまいます。

その原因は、今のところハッキリと分かっていません。一人ひとりが、数百から場合によっては千個

以上のうつ病に関わる遺伝子の組み合わせによって、様々な程度の｢うつ病になりやすさ (生物学的要

因 )｣をもっており、それに心理･社会的な環境要因が加わって、最終的には、脳の神経伝達物質 (特に

セロトニン･ノルアドレナリン･ドパミンなどのモノアミン)のバランスが悪くなって、発症すると考え

られています。

三浦 智史

精神保健指定医 精神科専門医･指導医

新型コロナウイルスによるうつの傾向

SARS,MERSに続き、2019年に発見された新型コロナウイルスは瞬く間に世界中に広がり、2020年3

月11日には、ついにWHOがパンデミック宣言を出すに至りました。感染爆発が起こった欧米諸国で

は医療資源がひっ迫し、医療従事者に多大な身体的･精神的ストレスがかかっていることが報道され

ました。日本においても、急速な感染拡大を防止するために、いわゆる 3密を避ける｢ソーシャル

ディスタンス｣が声高に叫ばれ、新しい生活様式の確立が急務となっています。

人々は未知の感染症にかかる恐怖を抱え、もし自分が感染してしまった場合の、仕事や家庭、地域へ

の影響に精神的なストレスを感じるとともに、休校やオンライン授業、在宅勤務などの生活様式の変

化、休職や失職などで経済的基盤が脅かされるなど、生活全般にわたる多大な影響を受けているため、

うつ病が発症しやすい状況と言えます。心理学的にうつ病は｢喪失体験をもとに発症する｣とも考えら

れています。新型コロナウイルスは、健康な自分、平凡な日常、仕事や収入、大切な人との関わりを

奪っていく可能性があるのです。

実際に、COVID - 19パンデミック下でうつや不安を持つ人の割合が、これまでに報告されていた割合

よりも高いことが、複数の論文で報告されています。また、新型コロナウイルス感染症の後遺症とし

て、倦怠感･記憶障害･睡眠障害･集中力低下といった、うつ病で見られる症状と類似した症状が認め

られることも報告されています。



自然災害によるうつの傾向

日本列島は、地震･台風や豪雨による水害･土砂災害など、自然災害が頻発してきた地域です。自然災

害もまた、家や仕事、家族や大切な人の健康や生命など、その人にとってかけがえのない日常生活を

奪うため、うつ病を発症する契機になります。また、災害からの復興が長引くと、プライバシーが確

保できない慣れない避難所生活や、今後の生活の見通しに対する不安などの精神的ストレスも、うつ

病発症の環境要因になります。

東日本大震災や熊本地震で、こころのケアチームや地元の精神科医療機関のサポートに参加した経験

から、大規模災害後の比較的早い時期は、新たなうつ病の発症というよりも、既存の精神疾患に対し

て行われてきた治療を、いかに途切れさせずに継続するかが重要であり、しばらく時間がたって、周

囲が日常生活を取り戻し始めるころから、社会的･経済的な問題を抱えた人たちが、新たにうつ病を発

症してくることが多い印象を受けました。息の長い支援を続けることが、非常に重要です。

注意しておきたいこと

うつ病では、脳が疲弊状態になっており、本来誰もが持っているはずの自然回復力が発揮できなく

なっています。この自然回復力を取り戻すために、まずはゆっくりと休養をとり、必要に応じて抗う

つ薬など薬剤の力を利用します。休養には環境が非常に重要で、その人にとって本当にこころ休まる

環境を準備する必要があります。例えば、新型コロナウイルスに伴い、家庭や職場環境が変化したこ

とが直接のきっかけになっている場合などでは、症状の重症度によらず、入院を勧めた方が良いこと

もあります。もちろん、自然災害による避難所生活が長引いているような時にも、入院が好ましいこ

とが多いでしょう。

また、一般的に｢うつ病の人を励ましてはいけない｣と言われています。うつ病の人は自分を責める傾

向にあるので、他人から励まされると、無力な自分をさらに責め立ててしまうのです。うつ病で特に

注意が必要な症状に、自殺があります。｢助けが得られない｣という絶望感は、自殺に結びつきやすい

心理です。特に、不安や焦りを伴っている場合には注意が必要です。

最後に、大規模自然災害後の避難所生活でしばしば問題になっていた飲酒について、改めて注意をし

ておきたいと思います。様々な不安やストレスを、お酒でごまかしたい気持ちは分からなくもありま

せんが、逆に新たな問題を作ってしまうことが多いため、なるべく飲酒は控えた方が良いでしょう。

✓憂うつ 気分が重い 表情が暗い

✓何をしても楽しくない 興味がわかない

✓疲れているのに眠れない 1日中眠い

✓イライラして落ち着かない

✓涙もろくなった

✓飲酒量が増える

✓食欲がない

✓頭痛 肩こり めまい

＜参照＞厚生労働省 ｢みんなのメンタルヘルス総合サイト｣

＜うつ病のサイン･症状＞

下記症状のいくつかがほぼ1日中あって、2週間以上続いている場合

※あくまでも目安です。気になる時は、かかりつけの医師や精神科病院･クリニック、保健所の相談

窓口や下記の相談ダイヤルなどにご相談ください。

｢おかしいかな…｣と感じたら

・心の健康相談統一ダイヤル

・いのちの電話

・よりそいホットライン

0570-064-556

0570-783-556

0120-279-338

厚生労働省

(一社)日本いのちの電話連盟

(一社)社会的包摂サポートセンター



2006年8月25日の｢福岡市海の中道大橋飲酒運転事故｣に

より、3人の幼い命が奪われ、今年で14年が経ちました。

福岡県では飲酒運転の無い社会を実現するため、毎年 8月

25日を｢飲酒運転撲滅の日｣とし、その日の正午にそれぞ

れの場所で、飲酒運転｢ゼロ｣を誓う黙とうを行いました。

当院もこの趣旨に賛同し、職員がそれぞれ院内各所で、飲

酒運転 ｢ゼロ｣を誓う黙とうを行いました。

飲酒運転｢ゼロ｣を誓う黙とう

｢かけはし｣に関するご意見やご感想などを、

メール・Facebook・職員・右記QRにお願いいたします。

季節は夏から秋へと移り変わりましたが、相変わらず新型コロ

ナウイルスの話題を耳にしない日はありません。1年前は知ら

なかった｢コロナ｣という言葉も今ではすっかり定着し、どこ

へ行くにも感染予防のためのマスクが欠かせなくなりました。

感染予防のためには栄養バランスのとれた食事を摂取し、適度

な運動と十分な睡眠をとり、免疫力を上げることも大切です。

人間に備わっている免疫は、自身の努力で上げることができる

｢自然免疫｣と、一度感染するかワクチン接種によって得られ

る｢獲得免疫｣の 2つに分けられるそうです。新型コロナウイ

ルスにかからない免疫は後者。しかし、自然免疫力を上げるこ

とで、コロナやインフルエンザ等の感染症にかかりにくく、か

かっても重症化するリスクを抑え治りやすくする効果は期待で

きるようです。

日頃から食事･運動･睡眠に気を付け、自然免疫力を上げてい

きたいですね。

日記な

後記

栄養課

津田 千絵

奈多校区献血推進協力会の主催で毎年開催されている献血

活動が、今年も9/26に当院駐車場で実施されました。

新型コロナウイルスの影響で、献血協力者の数が減少して

いるとのことでしたが、天候にも恵まれ、多くの地域の方

々にお越しいただきました。当院職員も、微力ながら協力

させていただきました。ご協力いただいた地域の皆様や日

本赤十字社の皆様、ありがとうございました。

献血活動



＜診療科＞

心療内科・精神科・訪問診療

＜診療時間＞

月～金曜

外来診療 9:00 ∼ 12:30

訪問診療 14:00 ∼ 18:00

土･日･祝日 休診

＜アクセス･リンク＞

福岡市東区下原4ｰ2ｰ1 ブランチ福岡下原 2F

092ｰ674ｰ1205

https://fh-hikari-cl.com/

連携医療機関の紹介 Vol.15 福岡東ひかりクリニック 森田 悟 院長

森田院長より

福岡東ひかりクリニックは、令和元年11月に福岡市東区下原に開院いたしました。当院の特徴として、午前中

に外来診療、午後に訪問診療を行っており、必要に応じて訪問看護も行っております。また、若年層から高齢

者まで幅広く、精神科領域の各疾患に対応しております。多様化する価値観や時代背景も影響し、不安や孤独、

ストレスを抱えやすい時代です。精神医療の在り方も時代と共に変化し、薬を投与するだけの治療では症状は

改善･安定化しないことが多いと考えます。

診療では、症状改善のために、生まれ育った環境や状況、心理発達過程、社会背景や家族内力動など、患者様

を取り巻く現状まで全体を把握し、個々に合わせたその人だけの治療を行う必要があり、情報共有を繰り返し、

工夫を重ねながら治療を行います。医師だけではなく、各スタッフも患者様の状態を把握し、クリニック全体

が心理的に安心できる居場所として感じられるように努力しております。そのため、毎日全スタッフで多職種

ミーティングを行い、各スタッフが把握している情報の共有を行っております。患者様の状態はリアルタイム

で変化するため、治療介入や対応を、適切なタイミングで行うことが重要だと考えるからです。これらは外来

診療･訪問診療のどちらの患者様にも、同様のことが言えると思います。診療を行う中で、早期に入院治療に

つなげた方が良いと判断した際には、入院治療を勧めることもあります。精神科救急病棟を持ち、24時間対応

していただける雁の巣病院様の存在は、とても心強いです。私自身も他院の精神科救急病棟で勤務しておりま

したので、その実情は理解できる部分が多く、大変なエネルギーが必要なものだと想像されます。

現在の精神科入院治療は、以前の閉鎖的なイメージとは違

い、短期入院･早期地域移行を目標としています。そして、

地域と共に生きる上で、多方面からの多職種によるサポー

トは、患者様一人ひとりを考えた適切な精神医療を行う上

で不可欠だと考えます。病院･診療所･各施設･地域包括支

援センターなどの地域における連携が、今後ますます必要

となることだと思われます。

これからも、地域に求められる役割を果たし、また、質を

保ちながら継続していけるよう、スタッフ一同努力してま

いりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。



精神科・心療内科

内科・リハビリテーション科・歯科

293床（精神病床264床 ,一般病床29床）

〒811-0206

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

TEL 092-606-2861

FAX 092-607-2211

http://www.gannosu.org

患者・家族の皆様、そして私たちが

納得のいく医療の実践に努めます

診療時間

平日 9:00 ～ 17:00

土曜日 9:00 ～ 12:00

日・祝祭日 休診

9:00 ～ 19:00

納得のいく医療

外来受診は予約制となっております。

ただし、急患の際はこの限りではございません。

24時間365日、ソーシャルワーカーがご相談を

お受けします。まずはお電話にてご相談ください。

医療法人優なぎ会

訪問看護ステーションがんのす

〒811-0206 福岡市東区雁の巣 1丁目26番1号

TEL : 092-609-9119

面会時間

関連施設

アクセス

【車でお見えになる方】

・高速道路利用

九州自動車道 古賀インターから約20分

・都市高速道路利用

福岡都市高速道路･香椎浜ランプから約10分

【西鉄バスをご利用の方】

系統：21A番 ,21番 ,210番 ,220番

バス停｢雁の巣｣下車 徒歩 約2分

【JR九州をご利用の方】

香椎線(鹿児島本線 香椎駅で乗り換え)

雁ノ巣駅 下車 徒歩 約5分

医療法人優なぎ会

もりもと病院

〒847-0056 佐賀県唐津市坊主町 441

TEL : 0955 -72-5176

医療法人共和会

小倉リハビリテーション病院

〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎 1丁目5-1

TEL : 093-588-0668

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム こくらの郷

〒803-0275 北九州市小倉南区高野 4-12-11

TEL : 093-453-1100


