
うつ病の基礎知識
相模原市精神保健福祉センター



精神疾患（精神障害）とは
•精神疾患とは精神症状や⾏動上の異常によって⽇常⽣活
や社会⽣活に⽀障をきたしてしまう病気の総称

•脳の機能障害のひとつのグループ

約５⼈に１⼈は経験する
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正常・異常、健康・病気の境界
•精神疾患は⽣物学的指標（検査などでひっかかるもの）
に乏しい上、精神的不調は誰にでも起こりうるものです

•主なポイントは以下の通り
① 症状の持続期間
② ⽣活機能への影響
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代表的な精神疾患

器質性精神障害

症状性精神障害

アルコール依存症

薬物依存症
統合失調症

うつ病

双極性障害

パニック症

強迫症

適応障害

摂食障害

睡眠障害

ギャンブル障害

パーソナリティ障害

精神遅滞

自閉症スペクトラム障害

ADHD

⽇本の精神疾患患者数・・・約420万⼈（平成29年患者調査）
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うつ病
Depression

5



うつ病とは
•こころやカラダを動かすエネルギーが枯渇してしまい、
気分の落ち込みや意欲の低下（うつ状態）が強まる病気

• 15⼈に1⼈くらいの発症率と⾔われています
•働き盛りの世代や、⾼齢で発症する⽅が多い
•うつ状態が数週〜数ヶ⽉続きます
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うつ病の主な症状

 かなしみの感情が強まる
憂うつ、悲しくて涙が出る、絶望感、苦痛感

 自分が悪者だと思いこんでしまう
自責の念、微小妄想、死にたい気持ち

 心身を動かすエネルギーが足りなくなってしまう
つかれやすい、何もやる気が起きない・興味が沸かない

 カラダの不調
食欲低下、不眠、頭痛、腹痛
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精神疾患発症の仮説
•ストレス脆弱性モデル
 『脆弱性』とは、遺伝的、⽣物学的、⼼理的な要因のこと
 脆弱性のある⼈に、様々なストレスが重なることが引き⾦で発
病する・・・という考え⽅

脆弱性
様々な

ストレス
α 発病？
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遺伝する病気？？
• 精神疾患に『なりやすい遺伝⼦』が存在することが分かって
いますが、この遺伝⼦を受け継いだとしても必ずしも病気に
なるとは限りません

• ⼀般的に⾔う『遺伝病』とは違います
• 精神疾患は特別な病気でなく、⾼⾎圧、糖尿病、がんなどと
⼀緒で『なりやすい遺伝⼦』『⽣活習慣』『⼤きなストレ
ス』などが発症のきっかけとなりやすいのです
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その他、うつ病発症のきっかけとなりやすい要因
• 環境因
過酷な環境、様々なライフイベント（冠婚葬祭、昇進、失業、引越
しなど）、⽇照時間（⽇に当たる時間が短いとうつになりやすい）

• 性格因
完璧主義、⼏帳⾯、義務感が強い、相⼿優先など
ストレスを感じやすく抱えやすい性格

• ⾝体因
疼痛、薬物使⽤、妊娠出産
脳梗塞、悪性腫瘍、甲状腺疾患など
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うつ病の診断⽅法
•診断のためには本⼈家族等からの丁寧な問診が基本です
•ただしカラダの病気の鑑別のため⾝体検査が必要です
⾎液検査
画像検査（CT、MRI）
⽣理検査（脳波、⼼電図）

•⼼理検査は診断補助に⽤います
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双極性障害（躁うつ病）
うつ病を理解する上では、双極性障害を知っておくことも⼤切です
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双極性障害とは
• うつ状態とは逆にエネルギーが出すぎて、コントロールがし
にくくなる『躁状態』がみられる病気です

• うつ状態と躁状態を繰り返すもの、躁状態だけを繰り返すも
のがあります

• 100⼈に1⼈くらいの発症率で、うつ病よりも若い頃に発症す
ることが多いと⾔われています

• 治療薬が異なるのでうつ病とは区別をする必要があります
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双極性障害の主な症状と治療法

 よろこびや怒りの感情が強まる
爽快感、高揚感、怒りっぽい、イライラ

 自分が万能だと思いこんでしまう
万能感、誇大妄想

 有り余るエネルギー
過活動、眠らない、浪費、次々と浮かぶアイデア、興奮

【治療法】
こころとカラダの休養、薬物療法（気分安定薬、抗精神病薬）が中心となります
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うつ病治療のまとめ
• 休養
• 薬物療法
• 精神療法
対話を中⼼とした治療法
認知⾏動療法がトレンド

• 精神科リハビリテーション
• 特殊な治療法
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休養
• まずは『頑張りすぎない』ようこころとカラダを休ませます

仕事量を減らす、学校や仕事を休むなど
• ⽣活や⼈⽣に関わるような重要な決断は、元気になるまでお
あずけにします

• 起床時⽇光を浴び、⾷事をしっかり摂りましょう
• ⽣活リズムを整えることが⼤切です
• 少し元気が出てきたら、ストレッチなど軽く体を動かすこと
も効果的です
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精神症状と神経伝達物質
• 脳細胞は神経伝達物質を⽤いて情報のや
りとりをしている

• 主にドーパミン、ノルアドレナリン、セ
ロトニンなどのバランスの乱れが、様々
な精神症状を引き起こします

• うつ病の場合、特にノルアドレナリンや
セロトニンの関わりが深いことが分かっ
てきています

神経伝達物質
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向精神薬
• 精神神経機能に作⽤する薬物を向精神薬と総称します
• 主に神経伝達物質の濃度調整により症状緩和や再燃・再発予防を⽬指すものです

主な種類 用いられる主な疾患や状態

抗精神病薬 統合失調症、双極性障害（一部）

抗うつ薬 うつ病、パニック症（一部）、強迫症（一部）

気分安定薬 双極性障害

抗不安薬 不安・緊張状態

睡眠薬 不眠

精神刺激薬 ADHD

依存症補助薬 アルコール依存症
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抗うつ薬の主な種類と商品名

SSRI

•パキシル

•デプロメール

•ジェイゾロフト

•レクサプロ
•トリンテリックス

SNRI

•トレドミン

•サインバルタ

•イフェクサーSR

NaSSA

•リフレックス

三環系・四環系

その他

•アモキサン

•アナフラニール

•トリプタノール

•ノリトレン

•テトラミド

•レスリン

•ドグマチール
など

抗うつ薬は即効性がないのが特徴です
うつ状態への効果が得られるまで2～4週間は必要です。飲み始めは、胃腸症状など副作
用が出ることがありますが、対処を相談しながら、じっくりと続けていくことが大切です

改善後も再燃・再発しやすいので、予防と元気維持のための内服をオススメします

比較的新しいタイプのSSRI、SNRI、NaSSAが選択されることが多いです
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抗うつ薬の主な副作⽤
• 抗コリン作⽤（⼝渇、便秘、排尿障害、眼圧上昇など）
• 胃腸症状（吐き気、胃もたれなど）
• 抗ヒスタミン作⽤（眠気、ふらつきなど）
• 精神症状（イライラ、不眠など）
• ⾎液検査での異常（貧⾎、⾎糖、肝機能など）

出方は人それぞれですが、副作用のないお薬はあ
りません

副作用かなと思ったら、自己判断で中断する前に、
まず専門家（医師・薬剤師等）に相談し、対策し
ましょう！
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定期的な健康チェックを
• ⽬に⾒えない副作⽤もありますので定期
的に検査は受けておきましょう
体重
⾎圧・脈拍
⾎液検査（⾚⾎球、⽩⾎球、肝機能、腎機
能、電解質、⾎糖値、コレステロール、甲
状腺ホルモンなど）
⼼電図
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主な精神療法
•認知⾏動療法（CBT）
⼈間の無意識・反射的な認知と⾏動に働きかける技法
思考・感情・⾏動の仕組みを知り、⾃分⾃⾝の思考や⾏動のく
せに気が付き、柔軟な思考と⾏動⼒を⾝に付けるものです

•集団精神療法
分かち合いやグループワークなどを通して⾃⼰理解や対処能⼒
向上などを⽬指すもの
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精神科リハビリテーション
• うつ病は⽣活機能への影響が⼤きいため、⽣活
向上のためのトレーニングが必要です

• 慢性疾患のため再発・再燃予防が⼤切です
• 社会復帰のための⼟台となります

病気の理解
ストレス・マ
ネージメント

生活習慣の

見直し

コミュニケー
ション
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特殊な治療法
• 修正型電気痙攣療法（m‐ECT）

脳に電気刺激を加えることで、うつ症状、興奮などを改善させ
る伝統的な治療法

全⾝⿇酔を⽤いて安全に⾏えます
• 経頭蓋磁気刺激法（TMS）

磁気の⼒で脳を活性化させる治療法
治療抵抗性のうつ病のみ保険適応となっています
緊急性の⾼いケースでは、TMSではなくm‐ECTが推奨されて
います

• ⾼照度光療法
睡眠リズムの改善、うつ病の治療で⽤いられることがあります
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完治と寛解

• 精神疾患の回復では完治ではなく『寛解』を⽤います
• 実はうつ病、双極性障害は⾃然寛解する特徴を持っています
が、⾟い状態が⻑引くことや⾃殺、再発のリスクを⾼めてし
まうため、積極的な治療対象となります

•病気が完全に治ること、根治完治

•病気の症状や進行が落ち着き、安定し
た生活ができる状態寛解
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26
「サポートの秘訣」

につづく


