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放送大学科目

『精神医学特論』

『今日のメンタルヘルス』

『死生学のフィールド』

『精神疾患とその治療』
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３つのキーワード

■ コロナ禍

■ 大学教職員

■ メンタルケア
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メンタルケア ～ WHO憲章（1948）

■ Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは病気・病弱でないだけでなく、身体的・精神的・社会的に完全

に良好な状態のことをいう。

※ 1998年に a dynamic state of complete physical, mental, social and 

spiritual とする改正案が提出されたが、本会議では採択が見送られた。
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人間理解の枠組み ～ a global standard

■ physical 身体性 からだ

■ mental 精神性（知･情･意） こころ

■ social 社会性 なかま

■ spiritual 霊性 たましい

からだ

なかま

こころ

たましい

からだ

こころ

たましい

からだ

こころ

たましいなかま
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マズロー 欲求五段階説
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A. H. Maslow 1908-70

https://ameblo.jp/hamadahiroake/entry-12456568842.html

physical

social, mental

spiritual



うつ病の増加について

■ うつ病はどの層のほころびからでも生じ得るが、とりわけ

今日わが国でのうつ病増加の背景にあるのは…

からだ

こころ

たましい

からだ

こころ

たましいなかま
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social ～ コミュニティの変容・喪失
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コミュニティの変容

⚫ 70年前の日本人
農村型の

地域共同体

職場共同体

終身雇用制・
企業一家主義

複数世代の
大家族

2021年の日本人・・・？

10



相談相手・援助者の不在

コミュニティの弱体化・消滅

ストレス耐性の低下

適応障害および（適応障害型の）うつ病の増加
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⇒ うつ病の増加は医療の問題ではなくコミュニティの問題
（原因論としても治療論としても）



適応障害とうつ病

■ 適応障害：明確なストレス因の結果として何らかの精神的

変調や行動の異常が生じているもの。ただし、うつ病など

他の精神障害の診断基準を満たすものは除く。

※きわめて広範な操作的概念。内実について何も語らない。
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spiritual ～ 日本人の躓きの石

■ スピリチュアル・・・霊能者？神秘主義？超常現象？

WHO憲章 翻訳者の悩み

■ 緩和ケア等におけるスピリチュアル・ペインの現実

→ スピリチュアル・ケアの必要性

■ 死の準備教育 → 死生学・死生観 cf. デスカフェ活動

■ 不条理に耐える力の源としての spirituality が欠落している

こと ～ ミッション校の mission！
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不条理とそれに耐える力

■ 2020年4月頃の一時的な『ペスト』流行。

～ 見当違いと正しい直感
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Albert Camus  1913-60



spirituality とストレス耐性
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Viktor Frankl 1905-97

SOC（sense of coherence: 首尾一貫感覚）

アウシュヴィッツを生き延びた人々が遺したもの



コロナ禍のインパクトと立場による温度差

■ 感染当事者

■ 医療・福祉関係者

■ 飲食・観光業従事者

■ 教育関係者

■ その他大勢（都市在住者 vs 地方在住者）
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街場のｸﾘﾆｯｸ ～「その他大勢」の心の事情

■ 「コロナ鬱」？

■ 不安の増大と感度のバラツキ ～ 通院を続ける人、止

める人

■ 思いがけないプラスの効果 ～ 例： パニック障害

■ 大多数の受診者にとっては非特異的なストレス負荷の増

大
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「コロナ鬱」の内実

■ 職場：微妙にパワハラ的だった上司からコロナ禍で仕事

を押しつけられ…

■ 家庭：棲み分けていた夫婦が、四六時中顔をあわせるように

なったとたん…

■ 学校：友達と会うのを楽しみに登校していた生徒が、学習意

欲を失い…

・・・実はいずれも、コロナ以前から存在していた問題。
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明日へのヒント
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「これまで先送りにしてきた問題にあらためて正面から取り組ん

でみたらどうだろう。」（教団新報 2020.12）



「今に始まったことではない」その典型

朝日新聞
2021年3月5日（金）
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引き金であっても原因ではない ～ 自殺大国日本
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B: 世界的に見ても高位

C: 中高年男性が突出



実は終わっていない自殺問題

毎日新聞
2017年5月19日



自殺のハイリスクグループ
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舞田敏彦 http://tmaita77.blogspot.jp/2013/10/blog-post_24.html

若者

女性

高齢者

社会的弱者



自殺と精神疾患

■ 心理学的剖検法などを用いた研究によれ
ば、「自殺者の90％以上は、自殺直前に

何らかの精神的変調をきたしていた」こと
が報告されている。

■ このうち精神科・心療内科の受診歴が
あった者は、約半数。

⇒ 医療資源へつなぐこと、受診後のサポートを強化する

ことが、ともに重要。



コミュニケーション

朝日新聞
2021年3月5日（金） 25



自殺予防 ～ TALKの原則

Tell

Ask

Listen

Keep safe

26



笠原嘉の七原則 ～ うつ病の小精神療法

1. うつ病は治療の対象となる不調であり、単なる気のゆるみや怠けではない

ことを伝える。

2. 早い時期に心理的休息をとるほうが、結局は立ち直りやすいことを伝える。

3. あらましの治療期間を伝える。

4. 治療の間、自殺など自己破壊的な行動をとらないよう約束してもらう。

5. 症状には一進一退があることを伝える。

6. 退職や離婚といった人生に関わる重要な決断は、治療終了まで延期するよ

う助言する。

7. 服薬の重要性や薬の副作用をあらかじめ伝えておく。
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「メンタル疾患誘因調査の意外な結果」

■ N社で産業医が面接したメンタル疾患の罹患者126名を対象に、体
調を崩した誘因を調査した。選択肢は以下の７つ

仕事の量

仕事の質

人間関係

入社や異動など環境の変化

プライベートな出来事

自身の能力

○○ができない ← これが最多、○○とは？
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正解 ～ 「相談ができない」

■ 「相談ができない」が最多であった。さらに、ナゼ相談ができな

いかとの質問してみると…

「相談するのが苦手」が圧倒的に多かった。

■ 関連する先行研究（保坂、2006）

「自殺既遂者の80％が誰にも相談できていなかった。」

→ 大学生？ 医者の気楽さと大学教職員の困難
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大学教職員にとってのコロナ禍

■ 教員と職員 ～ 前任校と現任校／ある日の教授会

■ 寸志を喜ぶ勤労者のココロ

■ 大学とはそもそも何か ～ 青山学院大学と放送大学

■ 学生は何を求めているか／大学は何を与えるべきか

■ 不条理としてのコロナ禍／不条理に耐える力の由来
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mission statement
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患者の予後を分ける究極のキーワード

感謝
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主に望みをおく人は新たな力を得、鷲のように翼を張って上る。
走っても弱ることなく、歩いても疲れることがない。

（イザヤ40:31）

ご静聴ありがとうございました。


