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マニュアル作成にあたって  ～マニュアル作成の趣旨～ 

 

過去 10 年来自殺者の増加が社会問題として大きく取りざたされています。 

平成 18 年には「自殺予防対策基本法」が成立し、自殺対策は地域全体としてさま

ざまな側面から取り組むことが期待されており、新潟県では「ワースト 10 脱却」

のための事業が展開されています。 

自殺者のうち約９割には、軽症うつ病・うつ病等の精神疾患が背景にあるといわ

れており、自殺予防のためには、うつ病対策を含むこころの健康づくりを地域全体

で進めることが重要です。しかし、市民の皆様はもちろん保健医療福祉従事者のな

かでも、うつ病に対する正しい理解ができていないのが現状です。 

そこで、糸魚川市では「健康いといがわ 21」の「休養・こころの健康」分野で「自

殺者の減少」を目標の一つに掲げ、特に当地域に多い高齢者の自殺予防に焦点を絞

り、平成 19 年度から本格的に自殺予防に取り組んでいます。 

具体的には、地域住民へうつ病に対する正しい知識の普及啓発活動を広く行なう

ことや、高齢者にかかわる福祉関係職員を対象としたうつ病の研修会を実施してき

ました。 

本マニュアル作成も、この自殺予防対策の一環として位置づけ、平成 19 年・20

年の２か年にわたり「うつ病対応マニュアル作成委員会」を設置し、検討を重ねな

がら、福祉保健関係職員に必要なうつ病に関する知識と、それぞれの専門分野の役

割分担・連携についての具体的な取り組みをまとめました。 

今後、当マニュアルをうつ病についての正しい知識の普及啓発に活用するととも

に、精神疾患について抵抗なく相談・受診ができるような地域づくりを目指し、高

齢者にかかわる皆様にとって、具体的な対応をする上での指針となれば幸いです。 

 

 

                   糸魚川市うつ病対応マニュアル作成委員会 



 

 

 

 

 

 

１ うつ病の基礎知識編 
  

 

平成 19 年度実施の「自殺予防研修会」での講義内容を元に、福祉関係職員に必要

なうつ病に対する正しい知識をまとめました。 

 



 

- 1 - 

問　うつ（状態）の人に関わった経験は？
（要支援・要介護者および家族を含む）

ある
76.8%

無回答
0.7%

なし
22.5%

問　自殺についてどのように考えますか？

57.2%
23.2%

8.0%

2.2%

3.6%
5.8%

絶対にしてはいけないこと
と思う

どちらかというと、してはい
けないことと思う

仕方がないことと思う

特にしてはいけないことと
は思わない

その他

無回答

問　うつ（状態）の人の対応で困ったことがありましたか？

無回答
12.1%

ある
61.7%

なし
26.2%

１ うつ病の基礎知識編 

 (１) 地域の実態 

 

 糸魚川市の自殺者数は、毎年 20 人前後となっています。自殺率は県平均より高く、県内でも

自殺率の高い地域となっています。年齢別に見ると、特に 50 歳代と 70 歳以上の高齢者の自殺

率が高いことが特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 19 年に、介護保険関係施設 26 施設 138 人の職員にアンケートを行ったところ、76.8％

の職員がうつ（状態）の人にかかわった経験を持ち、そのうちの約６割が「対応に困った」と

いう実態が明らかとなりました。さらに、うつ病についての研修の機会が少なく、知識不足を

感じていることや「自殺は仕方ない」との回答も１割ほどみられるなどの現状があります。 

 

職員アンケートの結果：配布数３２８人 回答数１３８人（回答率４２．１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年の自殺の状況

• 全国の自殺者数： 30，８２７人（率２４．４）

• 新潟県 ： ７６７人（率３２．０）
全国ワースト６位！！

• 糸魚川市 ： １９人（率３９．０）
県内ワースト１３位（３５市町村中）！！

特に高齢者の自殺が多いのが特徴

糸魚川地域振興局

自殺の年齢別（5 歳階級）死亡率（H14-H18） 
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環境要因 

ストレス 

遺伝的・

体質的要因

 

性格傾向 

うつ病 

(２) うつ病はこんな病気 

 

「落ち込み」は日常生活でよくあることです。仕事での失敗、大切な人との別れなどで気分

が落ち込んだり眠れなくなったりすることはありますが、何日かすると回復し、通常の精神状

態・生活に戻ります。 

一方、うつ病では、２週間以上たっても気持ちが沈んだまま回復しません。意欲や関心が低

下します。一日の中で気分や体調に波があることが多く（日内変動）、早朝覚醒などの睡眠障害

や食欲の変化（低下や亢進）も続きます。 

 

① うつ病における脳の状態 

  

脳内の神経伝達物質（セロトニンやノルアドレナリンなどのモノアミン）の働き

の持続的低下 

 

憂うつな気分、意欲・関心の低下、いろいろな身体症状（５ページ参照） 

 

   単なる「気の持ちよう」ではなく、『専門的治療が必要な脳の病気』である 

 

  ② うつ病の成り立ち 

  

・ある素因（体質や遺伝的要素）や 

・特徴のある性格（病前性格）を持った人に 

 ・何らかのきっかけが（発病状況因） 

   ・重なったときに 

 

    うつ病が発症することが多い。   

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

③ こんな性格の人はストレスをためやすい（性格傾向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ こんなことがきっかけになりやすい（環境要因・ストレス） 

 

   ア 引きがねとなりやすいこと 

    ・過労、転勤、昇進、定年、仕事の失敗 

    ・自分の病気 

    ・近親者の死 

    ・家庭内の不和 

    ・結婚、出産、転居（引越しうつ病） 

 

   イ こんなことがきっかけに 

    ・長い間入院しているが、あまり良くならない。 

・転んで骨折して以来、めっきり外に出なくなってしまった。 

    ・子供が独立して、夫婦だけで暮らすようになった。 

    ・定年退職したが、することがない。 ・引っ越した。 

    ・脳卒中になり障害がでた。     ・風邪や肺炎が長引いた。 

    ・家や財産を失った。        ・ペットが死亡した。 

    ・話し相手が誰もいない。       

    ・いつも経済的な不安がつきまとっている。 

・夫（妻）または親友を亡くした。 

自分より相手を優先する 

「人に何か頼まれると断

れない」・「言いたいことが

あっても遠慮する」という

人は、ストレスを内に秘め

やすいといえます。 

几帳面、責任感が強い、  

仕事熱心 

なんでも完璧にこなそう

とするため、他人に仕事を

任せることができず、自分

ひとりで抱え込んで心身と

もに疲れきってしまいま

す。 

優先順位がつけられない 

複数の仕事を抱えたと

き、優先順位をつけて要領

よくこなしていくことがで

きず、一から十まで完璧に

やろうとすればストレスが

たまる一方です。 

 

秩序を重んじる 

秩序やルールにこだわる

人は、状況が変わると、自

分のペースが乱されてスト

レスをため込むことになり

ます。 

気持ちの切り替え 

ができない 

失敗したときのショック

をいつまでも引きずり、神

経質になって、ますます几

帳面になるため、大きなス

トレスを抱えてしまいま

す。 

周囲の評価を気にする 

他人の目に自分はどのよ

うに映っているかを気にす

るあまり、思うように行動

できなくなり、結果的にス

トレス過剰になりがちで

す。 
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  ⑤ 誰でもうつ病の予備軍 

 

＜こんな状態がうつ病の始まり＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「抑うつ気分」は通常の「憂うつ」とどう違う？＞ 

 

 抑うつ 通常の憂うつ 

うつ状態の程度（強さ） 

ひどく落ち込んで、考えが現

実からかけ離れることがある

（妄想的になる） 

 落ち込みの程度は弱く、考え

が現実からかけ離れるほどで

はない 

うつ状態の持続期間 
 憂うつな状態が毎日、２週間

以上続いている 

 憂うつな日もあれば、そうで

ない日もある 

うつ状態の変化 
 喜ばしいことがあっても、気

分は良くならない 

 喜ばしいことがあると、幸せ

な気分になる 

日常生活の変化 

 それまでのように仕事や家

事ができず、気分転換を図る気

にもなれない 

それほど変化はない 

 ショッピングや旅行などで

気分転換ができる 

１日内の気分の変化 
朝は気分が悪く、夕方にかけ

て良くなる事が多い 

 それほど変化はなく、夕方に

なると疲れを感じる 

人間関係の変化 
 人に会いたくなく、時には家

族とも顔をあわせたくない 

 人と会っているときの方が、

気がまぎれる 

趣味などに対する関心 
関心が失せ、無理に取り組ん

でも集中できず、疲れるだけ 

取り組んでいるときのほう

が気が紛れ、楽しいと思える 

  

「憂うつで何をやっても

気持ちが晴れない」・「む

なしい」・「さびしい」・「生

きる希望がない」といっ

た抑うつ気分が毎日続

く。 

内心では「やら

なければ」と思

うが、仕事や家

事が満足にでき

ない。 

さらに抑うつ気分

が強まり、しだい

に自分の殻に閉じ

こもるようにな

る。 
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  ⑥ うつ病は本人も周囲の人も気づきにくい 

 

＜うつ病の人が受けやすい誤解＞ 

 

周囲の人は…  本人は… 

誰でもできるような簡単な作

業に手間取っている。 

 やる気がないのか？ 

 疲労感が強くて、頭が働か

ず、身体も思うように動かせ

ない。 

あんなに仕事ができた人なの

に、ミスが目立つようになった。 

しっかりしてもらわないと困

る。 

 思考力や集中力が低下した

ことを自覚し、しっかりしな

ければと気力を振り絞ろうと

している。 

 イライラしたり、セカセカ落

ち着きがないのは、エネルギー

があり余っているから？ 

 強い不安感や焦燥感があっ

て、じっとしていられない。

「気にしすぎ」「気の持ちよう」

「なまけだ」「頑張ればよくな

る」 

 「憂うつだ」「やる気がおきな

い」「眠れない」 

→正しい知識を持って、誤解を防ぎましょう。 

 

  ⑦ うつ病が原因で体調をくずすこともある 

 

   うつ病の初期には、精神面の症状よりも身体の不調が前面に現れる場合もあります。 

症状が複数重なって現れたり、異なる症状が次々と入れ替わることもあります。 

 

 

①感情面 

憂うつ感・不安感・イライラ感・劣等感・後

悔・愚痴・心配性・取越苦労・人に会いたく

ない・罪悪感・自責感・自殺念慮・楽しくな

い 

 

②思考面 

思考力減退・悲観的・記憶力減退・判断力低

下・決断できない・すべて自分がダメである

という妄想（心気・貧困・罪業） 

 

③意欲面 

億劫・無気力・興味関心の低下・喪失・家事

や日常活動ができない・集中力の低下 

 

 

①全身倦怠感・易疲労感・頭重・頭痛 

②肩こり・筋肉痛・眼精疲労 

③不眠（早朝覚醒が多い）ときに過眠 

④食欲不振ときに過食 

⑤性欲減退 

⑥動悸・胸部圧迫感・胸やけ 

⑦口の渇き 

うつ病に見られる精神症状 うつ病に見られる身体症状 
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(３) 高齢者のうつ病の状況 

 

  ① 高齢者をとりまく状況 

 

   65 歳以上の高齢者の 15％はうつ状態にあり、約５％はうつ病に罹患していると推計され

ています。 

   その要因は… 

    ア 生活環境の変化 

       第１線からの退却・役割の喪失（退職、子供の結婚や独立など） 

    イ 身近な人との別離（特に配偶者との死別） 

    ウ 身体の変化 

       老化に伴う身体的な衰え 

       生活習慣病・成人病に罹患すること（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、脳血管

疾患、心疾患、悪性腫瘍など） 

    エ 老化に伴う精神的な衰え 

       もの忘れ、気力低下 

       認知症の初期にうつ病・うつ状態が起こることは少なくない 

 

  ② 高齢者に起こりやすい精神障害 

 

    ・Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ（うつ病） 

    ・Ｄｅｍｅｎｔｉａ  （認知症） 

    ・Ｄｅｌｕｓｉｏｎ  （妄 想） 

    ・Ｄｅｌｉｒｉｕｍ  （せん妄） 

    ※ 加齢や慢性疾患による脳機能の脆弱性を基盤とし、多種多様な環境因子やストレ

スが加わりやすい 

 

 ③ 高齢者のうつ病の特徴 

 

   ア 頭痛、めまい、しびれ、肩こり、動悸、食欲不振、不眠など身体症状を訴えること

が多い （仮面うつ病といわれる） 

   イ 不安・焦燥感が強く落ち着かなくなったり、「自分はもうダメだ」などと悲観的にな

ったりしやすい  

   ウ 自殺率が高い 

   エ 反応が鈍くなったり、ぼんやりしたりして認知症がはじまったようにみえることが

ある  

 

 

 

 

４つのＤ 
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＜参考＞うつ病と認知症（特にアルツハイマー病）の違い 

 

 うつ病 認知症 

病 前 の 性 格 きまじめ、几帳面 特定の性格傾向はない 

初 期 の 症 状 抑うつ症状 記憶障害 

病 気 の 進 行 急に進む ゆっくり進む 

症 状 の 日 内 変 動 
朝から午前中にかけて不調、午

後から夕方にかけて改善する 
特になし 

症 状 の 訴 え 方 
悲観的、自責感、希死念慮を訴

える 
楽観的、深刻さがあまりない 

妄 想 
過剰な罪悪感、心気妄想、将来

や人生に対する異常なまでの不安
がある 

被害妄想、もの盗られ妄想など
がある 

質問に対する返答 
返答が遅い、「わからない」と答

える 
はぐらかしたり、怒ったりする

抗 う つ 薬 治 療 に 
対 す る 反 応 

効果があり、症状が改善する 
ある程度の効果はあるが、一定

しない 

  

  ④ 高齢者の自殺の実態とその背景 

 

   ア 身体的負担・健康問題 

      自殺した高齢者の多くは身体的異常を訴えており、入・通院による治療を受けて

いる。「楽になりたい」「元の体に戻らないなら死んだほうがましだ」と考える人が

多い。 

   イ 家族への精神的負担 

      自殺した高齢者のほとんどが家族と同居していた（独り暮らしの人は全体の５％

以下）。生前に「長く生き過ぎた」「家族に迷惑をかけたくない」ともらしていた人

が多く介護や看護の負担をかけることへの遠慮があったことがうかがえる。 

   ウ 喪失感と孤立 

      行動・交流範囲が狭くなると近親者への依存度が増加するため、配偶者、子、兄

弟、知人などの病気や死は強い喪失感を引き起こす。 

      その結果、ひきこもりがちとなって孤立からうつに至る。 
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(４) うつ病へのサポート 

 

①  周囲の対応方法 

 

家族や周囲がしてはならないこと 

 

○自分の考えを押し付けない 

○無理に運動や外出・旅行などを勧めない 

○叱咤激励しない 

○巻き込まれない 

○責めない 

○無視が一番つらい 

 

家族や周囲にして欲しいこと 

 

○精神科医による確定診断を受ける → 休養と薬物療法が治療の基本 

 ○一進一退を繰り返し回復することを理解し、あせらず・長い目で見守り支える 

 ○薬の作用・症状の変化を主治医に報告する 

 ○重要な事柄の決定は先に延ばす 

 

対人援助職として大切なこと 

 

○本人とその家族の話を聴く → 傾聴・確認・共感 

○適切な距離を保ち巻き込まれない（自己覚知と燃え尽き防止のためにも） 

○定期的なスーパービジョンの場を持つ 

○共感と癒し 

○逃げ場も必要（入院など） 

 

 

・共感とは 

相手の立場に立って物事を考えたり、当事者の心情を思いやったりすること。 

ロジャーズ（アメリカの臨床心理学者）は、援助者としての態度の条件として「共感的な理

解」をあげている。 

 

・スーパービジョンとは 

精神医学やソーシャルワークなどにおいて、熟練した指導者（スーパーバイザー）が、事例

の担当者であるソーシャルワーカーなどに、示唆や助言を与えながら行う教育のこと。 
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②  適切な専門医療の必要性（本人・家族に伝えてほしいこと） 

 

   正しい診断・治療が受けられないと、症状が悪化することを伝え、適切な医療が受けら

れるように助言してください。適切な治療で悪循環を防ぎましょう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  状況確認のための声かけ 

 

   時々、次のような声かけをし、状態の変化を確認してください。 

  

 

  

 

 

 

 

 

   うつ病の早期発見でも、長期ケアでもいわゆる不定愁訴には注意しましょう。 

原因がはっきりしない身体的訴えをする人がうつ病である場合が少なくありません。 

 

→サポート方法の詳細は、「対応編 ３次予防」をご参照ください。 

いつまでも適切な

治療が受けられず

に、症状悪化。 

慢性化 

難治化 

つらい症状が消えないため医療に

不信感を抱き、病院を転々と変える。

（ドクターショッピング） 

身体症状があっ

ても、検査の結果

は「異常なし」と

いわれた。 

「心の病かも

しれない」と疑っ

て、精神科や心療

内科受診。 

正しい診断、適

切な治療で症状

が改善。 

 

食べられていますか 

 

眠られていますか 

 

気分は重たくないですか
 

身体はだるくないですか

状態の確認



 

 

 

 

 
 

 

２ うつ病予防対応編 
 

 

 マニュアル作成委員会では、１次予防から３次予防までの一連の対応を行うにあたって、「い

つ・誰が・どのように」実施するのかを明確にすることを心がけました。 
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＜１次予防のポイント＞ 

 

１ あらゆる機会を通してうつに対する正しい知識の普及、啓発に努める。 

２ 住民がストレスに積極的に対応できる方法を学習する機会を設け、高齢者の生きがいや

孤立予防につながる活動を行い、主体的な健康増進とうつ予防をめざす。 

２ うつ病予防対応編 

(１) １次予防 

 

① 啓発・普及活動（行政のとりくみ） 

 

現行の介護予防事業や老人クラブの会合を利用し、「こころの健康づくり」「うつ病予防」

のパンフレットを配布することで、うつ病に関する正しい知識の啓発・普及を行います。 

 

＜対 象＞ 65 歳以上の一般高齢者および特定高齢者 

＜実施者＞ 保健師、看護師、介護支援専門員を中心とした介護保険関係職員、民生委員 

※ なお、平成 20 年度から糸魚川市・糸魚川地域振興局が行う「出前講座」として民生委

員への研修の機会を設け、知識の普及を図っています。 

 

② 高齢者生きがいづくり活動（行政・地域のとりくみ） 

 

   地域の自治会、老人クラブ等地域のインフォーマルサービス資源の活用を図り、住民が

ストレスに積極的に対応できる方法を学習する機会を設け、地域では住民が集まって楽し

める機会の創造など地域住民の生きがいづくりや孤立予防につながる活動を行います。 

 

＜対 象＞ 一般住民 

＜実施者＞ 福祉事務所、社会福祉協議会、老人クラブ、地域自治会など 

  ＜具体的事業＞ 

   ア 地域介護予防活動支援事業        イ 生きがい活動支援通所事業 

・お茶の間くらぶ              ・一部公民館での自主活動 

・お茶べりくらぶ              （輪投げ・ぬりえ・お茶会など） 

・健康づくり体操 

・楽らくヨガ 

・認知症介護家族のつどい 

  ウ ふれあいいきいきサロン 

・地区のボランティアの方が運営 

  ※ 事業は平成 20 年度現在のものです。詳細は福祉事務所へお問い合わせください。 
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うつアセスメントの実際・・・早期発見のためのとりくみ 

(２) ２次予防 

 

２次予防は早期発見によって、病気の進行や障害への移行を予防する段階です。 

 うつ病のアセスメントを適切に行い、うつ状態の可能性を早期に発見して該当者に情報提供

することにあたり、保健師・看護師・介護支援専門員等が地域包括支援センター、糸魚川地域

振興局等と連携してうつの早期発見、個別相談や受診勧奨、治療介入等の適切な支援を行うこ

とが中心となります。 

 

 

 

① １次アセスメント 

 

   「生活機能評価における基本チェックリスト」、またはその抜粋を利用します。 

  （資料１ 参照） 

＜アセスメントの内容＞ 

    以下の５つの項目のうち、２項目以上が２週間以上ほとんど毎日続いていて、 

 そのためにつらい気持ちになったり毎日の生活に支障が出たりして 

いる場合。 

１ 毎日の生活に充実感がない 

 ２ これまで楽しんでいたことが楽しめなくなった 

 ３ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる 

 ４ 自分が役に立つ人間と思えない 

 ５ わけもなく疲れたような感じがする 

    ※ この他に、眠れなくなったり、食欲がなくなったりすることもよくなるので、こ

のような状態が続く場合にはうつ病の可能性を考えてみてください。 

 

＜実施場面・実施者＞ 

ア 特定健診等の機会に… 

生活機能評価における基本チェックリストを健診等の機会で実施し、うつ項目の

該当者を地域包括支援センターで把握します。 

イ 一般高齢者施策（高齢者健康教室）・介護予防事業の中で… 

受講者を対象に教室に従事するスタッフが実施します。 

ウ 糸魚川地域振興局及び糸魚川市におけるこころの健康相談や訪問時に… 

糸魚川地域振興局の精神保健福祉相談員や糸魚川市の保健師が必要に応じて実施

します。 

エ 介護保険サービス利用時に… 

すでに介護サービスを利用している高齢者の中にも、うつが出現するケースもあ

ります。また、介護家族がうつ傾向に陥るケースも多く、かかわるスタッフがアセ

スメントをすることが大切です。 
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＜２次予防のポイント＞ 

 

１ アセスメントでうつ病の可能性が疑われた高齢者に対しては、訪問により詳細なアセス

メントを実施する。 

２ その結果に基づきうつが疑われる高齢者に関しては、医療機関への受診勧奨をし、それ

以外のうつ傾向のある高齢者には、糸魚川地域振興局と市が連携して訪問等により経過観

察を行う。 

オ 民生委員の声かけ、見守りとして… 

１次アセスメント内容を普段の訪問・見守り活動の中で活用していただけるよう

に研修を行っています。しかし、あくまでも保健医療従事者へつなげる役割であっ

て、専門的支援は専門家が行うこととします。 

カ 家庭用に自分自身で… 

うつに対する関心を高め、自分のこころの健康状態に気づくことを目的に、自己

チェック用として基本チェックリスト項目を盛り込んだ「自分が気づく編」の「周

囲が気づく編」リーフレットを作成し、老人クラブ等に配布します。 

   （資料２ 参照） 

 

② ２次アセスメント 

 

  基本チェックリスト等によるアセスメントの結果は、いったん地域包括支援センターで

集約し、必要な陽性者に対して２次アセスメントを実施します。 

 

＜実施場面・実施者＞ 

保健師および介護支援専門員等が訪問により聞き取りを行います。 

２次アセスメントは、単なるアセスメントではなく、実施者と対象者との信頼関係を築

く大切な機会としてとらえる方が良いでしょう。 

なお、生活機能評価において特定高齢者と判断された場合は、地域包括支援センターに

おける介護予防ケアマネジメントの中で詳細なアセスメントが行われ、対応されることと

なりますが、特定高齢者に該当しない陽性者について、必要に応じて糸魚川市の保健師が

２次アセスメントを実施します。 

また、すでに介護サービスを利用されている方やその家族が対象者となった場合は、本

人との信頼関係をふまえ、必要に応じて介護支援専門員が２次アセスメントを実施します。 

 

＜アセスメント方法＞ 

   主に訪問により、資料３の問診票に基づき２次アセスメントを実施します。 

   （資料３ 参照） 
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③ ２次アセスメント結果に基づく医療機関との連携 

 

＜受診を勧めるにあたっての注意＞ 

医療機関の受診を勧める場合は、慎重に対処することが大切です。自殺や死を考えて

いるといった緊急の場合以外は、援助者と対象者の十分な信頼関係ができてから専門医

療機関に勧めても遅くはありません。対象者との信頼関係を重視した支援に努めましょ

う。 

面接の状況から判断したり、対象者が希望している場合は経過観察者でも受診を勧め

ることもあります。 

＜受診科＞ 

受診は精神科・心療内科が望ましいのですが、住民の中には抵抗感を持っている方も

おられることから、まずは比較的受診しやすい一般診療科や、受診中のかかりつけ医院

に相談するように勧めてください。 

＜受診方法＞ 

    本人の希望により診療依頼書とアセスメント結果写しを渡し、併せて本人の了解を得

た上で受診確認と今後のフォローに生かすため受診結果を返送してもらうようにします。

（資料４ 参照） 

＜その他＞ 

    こころの相談では本人はもちろん、家族や身内が相談したいと希望する場合もありま

すので、その相談にも柔軟に適切に対応しましょう。 

 

④ 事後のフォローアップ 

 

   うつ病は単に医療機関を受診しただけで解決するものではありません。症状が長期に続

くことがありますし、一度改善しても再発する場合もあります。したがって、うつ傾向の

ある高齢者に対して、保健師、介護支援専門員、地域包括支援センター職員、精神保健福

祉相談員等と連携をとりながら、こころの健康に関する健康教室等を案内したり、電話相

談や家庭訪問を行ったりするなど、様々な支援を行う必要があります。 

   福祉ネットワークを活用した見守り活動の対象者になることもあり、その際には民生委

員との連携も必要になります。 

 

⑤ カンファレンス 

 

   カンファレンスは、うつアセスメント陽性者について家庭状況・生活状況・家族構成等

について情報を共有し、今後の支援方向について確認する場になります。 

また、うつアセスメント後、事例検討会を持つことも従事者のスキルアップの観点から

必要です。対応の必要な対象者が生じた時点で、糸魚川市健康増進課にてカンファレンス

および事例検討会を開催し、ケースにあわせて必要な関係者を招集します。 
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結果判定 

陰性者 陽性者 

家庭訪問による 

２次アセスメント 

結果判定 

経過観察者 受診勧奨者 

専門医受診 

カンファレンス 要治療者 

高齢者健康教室 

介護予防事業等 

治  療 

こころの健康づくりに関する

情報提供 

専門医による訪問診療 

保健師による電話相談・訪問による相談 

糸魚川地域振興局・糸魚川市「こころの健康相

談日」（健康教育等） 

福祉ネットワークによる見守り活動 

その他 

次年度へ 

再評価 

主治医

経過観察 

  ※ １次から２次アセスメントの流れをまとめると、以下のようになります。 

 

  １次アセスメント 

①「基本チェックリスト」の実施 

特定健診の場や委託で医療機関にて対象者へ実施する。 

②うつ病チェックリスト（資料２ リーフレット参照）の実施 

一般高齢者施策（高齢者健康教室）・介護予防事業受講者対象に保健師・看護師等が実施。 

要介護認定者および介護家族を対象にサービス提供者が実施。 

 

 

           糸魚川市地域包括支援センター集約 

                      

 

 

 

                  相談員・保健師 

                  介護支援専門員 

                         

                    糸魚川市健康増進課 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

           糸魚川市健康増進課 
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＜基本的な対応＞ 

１ 時間も場所もゆとりを持ったところで話を聞く。 

２ プライバシーには十分配慮する。 

３ つらい気持ちに共感しながら、話しに耳を傾ける。 

４ 励まさないで、相手のペースで話を進める。 

５ 相手がいろいろな話ができるような形で質問をする。 

６ 不明な点を質問しながら、具体的な問題をはっきりさせて解決方法を一緒に考える。 

＜うつ病について伝える内容＞ 

１ 弱さや怠けでなく病気である。 

２ 脳の神経系の病気で、ストレスなどが関係している。 

３ 誰でもかかる可能性のある病気である。 

４ うつ病のサインとは。（基礎知識編参照） 

５ 休養と治療で楽になる可能性が高い病気である。 

６ うつ病の治療は、ほとんどが通院で行われる。 

７ 対象者が受診しやすい場所を選び、気軽に早めに受診する 

(３) ３次予防（本人をサポートするネットワーク作りに向けて） 

 

３次予防は、病気によって残った障害を 小限にし、その制約の元で充実した生き方ができ

るように支援するものです。集団でのケアが可能な場合には、通所型介護（予防含む）事業や

インフォーマルサービス事業を活用しての支援も行います。ただし、うつ病にかかっている人

の家族や自殺未遂をした人の家族等への支援はプライバシーに配慮した対応が求められること

から、訪問指導等を通じた個別ケアが大切になります。また、対応困難事例は糸魚川地域振興

局の精神保健福祉相談員や糸魚川市の保健師が対応の中心となります。 

 

① 本人とのかかわり 

 

＜信頼関係を築くための基本的な対応＞ 

    うつ病の可能性がある人と話しをするときは、本人の精神的な問題に触れることにな

りますので、プライバシーに注意し、何より信頼関係をつくることに配慮した対応が求

められます。まず基本的な対応としては次のようなポイントが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療機関受診の勧め方のポイント＞ 

    うつ病の疑いがある場合、受診を勧めてもすぐに受診につながるとは限りません。う

つ病という病気に対する誤解も背景にあり、精神疾患にかかっていることを一生懸命否

定し、受診を躊躇する場合も少なくありません。このような場合、うつ病は決して特別

な病気ではなく、有効な治療法があることを伝えるとともに、２回３回と繰り返す人が

多いので、早めに専門の精神科に受診したほうが良いことを伝えるようにします。 
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＜入院が必要な場合＞ 

１ 自殺念慮（自殺をしたいと思うこと）が強いとき。 

２ ほとんど食べず、衰弱が見られるとき。 

３ 焦燥感（イライラ感）が激しいとき。 

４ 外来治療でなかなか良くならないとき。 

５ 自宅ではゆっくりと静養できないとき。 

＜受診を拒否された場合＞ 

    うつ病の説明や精神科医療についての説明を根気よく説明することが必要です。時に

は家族が反対している場合もありますので、家族の理解を得ることも必要です。場合に

よっては、家族だけが相談に行き受診に向けての助言を得る方法や、精神保健相談を利

用しての往診もありますので、その場合は糸魚川地域振興局の精神保健福祉相談員また

は糸魚川市の保健師にご相談ください。 

＜緊急性が高い場合＞ 

    入院を要するような緊急な治療が求められる場合は、家族の協力や消防署、警察署と

の連携の必要性を考えながら対応する状況も考えられますので、主治医もしくは、糸魚

川地域振興局の精神保健福祉相談員または糸魚川市の保健師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜治療継続中の方に対して＞ 

    うつ病の治療を開始しても症状がまったく消える人は３分の１だとされています。再

発することも多い疾患です。ですから、うつ病の人が医療機関受診を開始した後も、機

会があれば声をかけるなど、日常の活動の中で気をつけるようにしてください。本人の

許可を得た上で、受診先の医療機関との連携が必要となる場合もあります。 

 

＜薬の服薬をためらっている人への対応＞ 

    うつ病にかかっている人の中には、抗うつ薬などの服用に抵抗感を持つ方もいらっし

ゃいます。脳内の神経伝達物質の変化と薬の効果など、専門的な説明が必要となります

ので、抵抗感を持っているとの情報を受診先の医師・看護師や、保健師・精神保健福祉

相談員などの専門職に伝え、説明を依頼すると良いでしょう。 

また、薬に対する期待感が強すぎて、「すぐに効かない」とがっかりして飲むのをやめ

てしまう場合もあることから、「抗うつ剤は飲んですぐに効果が現れるのではなく、時間

がかかることを伝える」ことも重要です。 

 

＜自殺未遂者への対応＞ 

 うつ病にかかっている人は、自殺未遂をする確立が高くなります。その場合は、すぐ

に医療機関での対応となりますが、プライバシーに配慮し、今後の対応について糸魚川

地域振興局の精神保健福祉相談員および糸魚川市の保健師にご相談ください。必要に応

じてケース会議を開催し、医療機関と連携しながら地域でのサポート体制を構築します。 
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＜家族のかかわりのポイント＞ 

１ 心配しすぎない。 

２ 励ましすぎない。 

３ 原因を追究しすぎない。 

４ 重大な決定は先延ばしにする。 

５ ゆっくり休ませる。 

６ 薬をうまく利用する。 

７ 時には距離をおいて見守る。 

＜うつ病以外の精神疾患へのかかわりについて＞ 

    抑うつ状態は、うつ病に限らず、不安障害や身体表現性障害、適応障害、統合失調症、

パーソナリティー障害などその他の精神疾患でもみられます。この場合は、それぞれの

疾患に応じたかかわり方が求められますので、身近な専門職である糸魚川地域振興局の

精神保健福祉相談員または糸魚川市の保健師にご相談ください。 

 

② 家族への支援 

 

   うつ病にかかっている人の家族は、日々の暮らしの中で、本人にどう接したらよいか苦

慮しています。本人の対応について、家族に対する支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 医療機関との連携 

 

＜受診勧奨について＞ 

    うつ病については、精神科医療機関であれば、どこでも対応可能と考えてよいのです

が、どうしても精神科にはいきたくないという場合は、内科など他の診療科を受診して、

心身両面からのチェックを受けることを薦めてもよいでしょう。かかりつけ医のある場

合は、主治医の先生に相談し、主治医から必要に応じて精神科受診を薦めてもらう方法

もよいでしょう。 

 

＜受診援助について＞ 

    受診前に医療機関の情報を伝え、本人が安心して受診できるよう援助します。同時に

家族にも説明し、受診やその後の治療に対して家族が継続して本人を支援できるよう準

備しておくことも大切です。時には受診に同行したり、本人の了解があれば、あらかじ

め医療機関と連絡を取り、安心して受診できる状況を準備しておくことも大切です。連

絡をとる方法として、２次アセスメントの結果票および診療依頼書を活用してください。 

 

＜受診継続について＞ 

ア 受診初期には・・・ 

いったん受診につながっても、どうせよくならない、すぐによくならないなどの理

由で、受診をためらう場合があります。悲観的な気持ちが強いと治療しても無駄だと
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いう考えにとらわれてしまうことになります。こんな時は、「今そう思えるのはよくわ

かるが、それは病気の影響である」と説明し、治療を受け、薬を服用することで改善

することを説明します。また、服用し始めても、その効果が現れるまでに２週間程度

かかる場合がありますので、「決してよくならないのではなく、今はその準備期間であ

る」ことを伝え、理解を得ます。 

 

イ ある程度改善してきた時期には・・・ 

     しばらく薬を服用している人でも、ある程度改善してくると、もう治ったと思って

通院をやめてしまう場合があります。こんな場合は、再発の危険性が高くなりますし、

離脱症状（中止後発現症状）が現れることもありますので、治療継続の必要性につい

て医師とよく相談するように助言します。一般的には、症状が軽減した後も６ヵ月か

ら１年は同じ量の服薬を続けてから、薬の量を漸減し中止するという方法をとります。 

 

④ こころの健康づくりネットワーク 

 

   平成 19 年度、糸魚川地域振興局にて糸魚川市自殺対策推進協議会が設置され、自殺やこ

ころの健康づくりに関係する機関・団体の連携を強化し、うつ病および自殺に関する地域

の実情や現状・課題を共有し、社会全体で自殺予防のための体制づくりを推進するため、

検討会が行われています。このように、政策レベルでのネットワークが必要であるととも

に、ここでは、現場レベルでのネットワークづくりについて述べます。 

 

＜福祉・保健・医療との連携＞ 

    今回、うつ病の１次～２次アセスメントを実施するに当たり、主に福祉施策の中で発

見された対象者を保健分野で判定・調整し医療につなげていくという一連の連携図を組

み立てました。この連携により、早期の対応が可能となり、重症化を予防することにも

つながります。 

また、検討委員会の中では、糸魚川地域でかかわることが可能な専門職の人数は限ら

れていることや、現場でうつ状態の人を支えるために大きな労力を割いている介護支援

専門員の現状が、多く語られていました。 

そんな中、福祉・保健・医療の連携により、関係職種で情報を共有しながらかかわる

ことで、１人の担当者に負担がかかるという事態は解消できると考えています。 

今後、普段のかかわりの中でも常に「どこと誰とつながることができるか」を意識し、

お互いに声を掛け合いながらネットワークを作り上げていければと思います。 
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＜ケース検討会の開催＞ 

    うつ状態の人にかかわる上で、支援の方向性に迷ったり、処遇困難のケースにかかわ

ることが多くあります。検討会により支援の方向性を明確にするだけでなく、かかわる

スタッフの資質の向上のためにも事例検討会を積み重ねることが必要です。さらに、こ

の積み重ねが支援のネットワークを強化すると思われます。 

 

【事例の紹介・検討結果の一例】 

（事例）介護疲れから自殺未遂があり、 後は独居での突然死となったケース 

〔 対 象 〕 ・51 歳 男性 

〔 本 人 の 経 過 〕

・精神発達遅滞あり。 

・要介護状態の両親の介護を一手に引き受けていた。 

・特に母の訴えが多く、対応に困っていた。 

・母との言い争いから、リストカットがあった。 

・独居となった矢先、急性心臓死となる。近所のおばが発見。 

〔 対 応 〕

・両親とも施設入所とした。（本人は独居となる） 

・本人に精神科受診を勧めた。 

・本人が福祉サービスを受けられるよう手続きを援助した。 

〔うつアセスメント〕

→担当者の振り返りとして実施 

・陽性：二次スクリーニングで、軽うつ状態。（「うつ気分、不眠、運

動の静止」に該当） 

〔 課 題 〕

・経済面の問題もあり、ストレスに弱い介護者への介護負担軽減の工

夫が困難だった。 

・キーパーソンがいなかった。 

・精神科医療への拒否があった。 

〔検討結果、助言者

の コ メ ン ト 〕

・初期の段階で、介護者のアセスメントを行い、医療、保健及び障害

福祉分野と連携してアプローチしたほうが良かった。 

・親戚を巻き込み、キーパーソンをみつける。 

・介護者のストレス軽減の視点が必要。 

・うつ病というより、ストレスによる心因反応のケース。 

・介護者が虐待する可能性もあるケース。親に行かず、自分に矛先が

いってしまった。 

・リストカットは救いを求める表現。介入のチャンス。 

※事例検討会では、楽山会三島病院の森田昌宏医師にご助言いただきました。 
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⑤ 関わるスタッフのメンタルヘルス 

 

   うつスクリーニングや相談、家庭訪問において、かかわる本人やその家族からの相談内

容は、家族の死や病気、介護のストレスなど非常に重い内容です。対応するスタッフも気

分が沈み込んだりひどく疲れたりといった軽い抑うつ状態になることがあります。また、

事業をすすめている際に自殺者が出ることがあると、強いストレスになるといわれていま

す。これらのことから、従事するスタッフ自身の心のケアも重要です。そのためには、職

場内の上司、同僚の理解と相談できる体制が必要です。さらには専門家のサポートがある

と望ましいようですが、精神科医を含め専門職の少ない当市では、残された課題となって

います。 

   また、検討委員会では、支援ネットワークにより、かかわるスタッフ同士もお互いに支

えあえるようになり、自身のメンタルヘルスに役立つと考えています。 

   同時に、ストレス解消や心身をリフレッシュする方法を自ら身につけるようにするなど、

自分自身がこころの健康づくりに心がけることが重要です。 
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おわりに 
 

 うつ病対応マニュアル作成委員会では、うつ病対策として１次から３次予防の中でも、うつ

病の早期発見・早期介入に関する２次予防を重点に、「アセスメントの実施方法」「事後のフォ

ローアップ」について検討してきました。検討の中では、援助者のスキルアップと援助者自身

のサポートの必要性が課題として挙げられ、そのために、まず自分たちでできることは、援助

者たちがケースを通してつながる連携＝ケース検討の積み重ねが必要であるとの結論となりま

した。委員会の中でも、援助者としてそれぞれ悩みを話し合う作業が自分たちの糧となったと

感じています。 

今後ともケースを通しての連携がスムーズにできるよう、本マニュアルにて役割分担の明確

化とツールの活用を考えたつもりですが、新たな試みでもあり、まだまだ試行錯誤の連続です

ので、今後もこの取り組みを発展させるために、皆様方のご意見・ご感想をお聞かせいただき

たいと思います。 
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 資料 

 資料１  

○介様式第１号          （実施年月日 平成   年   月   日） 

基本チェックリスト 
住所 糸魚川市                氏名               

生年月日 Ｍ・Ｔ・Ｓ   年  月  日  電話番号   －         

No. 質問項目 

回 答 

（いずれかに○を

お付けください） 

集 計 

1 バスや電車で１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ （1～20の該当）

／20

 

10以上該当

2 日用品の買物をしていますか 0.はい 1.いいえ 

3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ 

4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ 

5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ  

／5 

 

3以上該当

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ 

8 15 分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ 

9 この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ 

11 6 ヵ月間で 2～3kg 以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ ／2 

2以上該当12 身長    cm   体重     kg （ＢＭＩ＝    ）（注１） 

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ 
／3 

2以上該当
14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ 

15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ 

16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ ／2 

（注２） 17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ 

18 
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言わ
れますか 

1.はい 0.いいえ 
／3 

（注２） 19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ 

／ 5  

（注２） 

22 
（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくな
った 

1.はい 0.いいえ 

23 
（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感

じられる 
1.はい 0.いいえ 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ 

（注１） ＢＭＩ（＝体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) ）が18.5未満の場合に該当とする。 

（注２） №16～25の区分は、単独で特定高齢者候補者に該当することはありません。 

特定高齢者候補者［生活機能評価（検査）］の該当の有無 有  ・  無 

実施機関名  記入者氏名  
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 資料２  
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CIDI-SF-RR

　これから、最近のご様子についてお伺いします。

問１　 　悲しくてしょうがない、落ち込む、または憂うつだ、ということはありますか。
１　いいえ ２　はい

問１-ア

か月 週間 日前から続いている

問１-イ

１　いいえ ２　はい

問２

１　いいえ ２　はい
問２-ア

か月 週間 日前から続いている

問２-イ

１ いいえ ２　はい

　いつもより食欲が落ちていますか。
１　いいえ ２　はい

１ いいえ ２　はい

　減量しようとしていないのに、体重が減っていますか。
１　いいえ ２　はい

　いつもの体重と比べて、今はどのくらい減りましたか
㎏減少

　いつもよりずっと食欲が増えていますか。
１　いいえ ２　はい

　その（食欲が増えた）状態は、２週間以上続いていますか。
１ いいえ ２　はい

　食欲がありすぎて、体重が増えていますか。
１　いいえ ２　はい

　いつもの体重と比べて、今はどのくらい増えましたか
㎏増加

問４-①

１　いいえ ２　はい
問４-①ア 　その（眠れない）状態は、２週間以上続いていますか。
１ いいえ ２　はい

問４-② 　毎日眠りすぎていませんか
１　いいえ ２　はい

問４-②ア 　その（眠りすぎる）状態は、２週間以上続いていますか。
１ いいえ ２　はい

問３-③

問３-③ア

　ほとんど毎晩眠れなくなっていませんか。寝つきが悪かったり、夜中に起きたり、朝
非常に早く目が覚めたりすることはありませんか。

　その（ほとんどのことに興味を持てない）状態は、いつごろ
から続いていますか。

　その（ほとんどのことに興味を持てない）状態は、ほとんど
毎日、ほとんど一日中、続いていますか。

問３-①

問３-④

問３-④ア

　その（食欲がない状態）状態は、２週間以上続いています
か。

問３-①ア

問３-②

問３-②ア

　その（悲しい、落ち込む、憂うつだという）状態は、いつご
ろから続いていますか。

こころの健康２次アセスメント用紙

　その（悲しい、落ち込む、憂うつだという）状態は、ほとん
ど毎日、ほとんど一日中、続いていますか。

　仕事や趣味、普段楽しみにしていることなど、ほとんどのことに興味を持てなくなっ
ていますか。

うつ病の評価と自殺予防介入の実際

 資料３  
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問５-① 　話し方や動作が普段より遅くなっていませんか
１　いいえ ２　はい

問５-①ア

１　いいえ ２　はい

問５-①イ

１　いいえ ２　はい

問５-②

１　いいえ ２　はい
問５-②ア

１　いいえ ２　はい

問５-②イ

１　いいえ ２　はい

問６ 　いつもより疲れたり、気力が低下したりしていませんか。
１　いいえ ２　はい

問６-ア

１　いいえ ２　はい

問７ 　自分は価値のない人間だと感じたり、罪悪感を感じたりしていませんか。
１　いいえ ２　はい

問７-ア

１　いいえ ２　はい

問８-① 　いつもよりひどく集中力が落ちているということはありませんか。
１　いいえ ２　はい

問８-①ア 　その（集中できない）状態は、２週間以上続いていますか。
１　いいえ ２　はい

問８-②

１　いいえ ２　はい
問８-②ア

１　いいえ ２　はい

問８-③ 　普段なら問題なく決められることが、なかなか決められなくなっていませんか。
１　いいえ ２　はい

問８-③ア

１　いいえ ２　はい

問９-① 　死について何度も考えたりしていませんか。
１　いいえ ２　はい

問９-①ア

１　いいえ ２　はい

　その（自分に価値がのないと感じる、罪悪感を感じる）状態
は、２週間以上続いていますか。

　その（普段なら問題なく決められることが、なかなか決めら
れない）状態は、２週間以上続いていますか。

　その（話し方や動作が普段より遅くなっている）状態は、２
週間以上続いていますか。

　話し方や動作が遅くなったと、誰かに言われますか。

　その（いつも動き回っていなくてはならない）状態は、２週
間以上続いていますか。

　いつも動き回っていると、誰かに言われますか。

　いつも動き回っていなくてはならない、つまり、じっと座っていられないので、うろ
うろしたり、座ってもじっとしていられないということがありませんか。

　普段より考える速度がずっと遅くなったり、考えがまとまらなくなったりしていませ
んか。

　その（考える速度がずっと遅くなったり、考えがまとまらな
い）状態は、２週間以上続いていますか。

　その（死について何度も考える）状態は、２週間以上続いて
いますか。

　その（疲れたり、気力が低下している）状態は、２週間以上
続いていますか。
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問９-② 　気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか。
１　いいえ ２　はい

問９-②ア 　その（自殺を考える）状態は、２週間以上続いていますか。
１　いいえ ２　はい

問９-②イ 　どうやって自殺するか、具体的な計画を立てましたか。
１　いいえ ２　はい

問９-②ウ 　どのようなやり方で自殺しようと考えましたか。
具体的内容：

問９-②エ 　実際に自殺しようとしましたか。
１　いいえ ２　はい

問10-①

１　いいえ ２　はい

問10-② 　突然ひどく不安になることがありますか。
１　いいえ ２　はい

問11-① 　飲酒量を減らさなければならないと感じたことがありますか。
１　いいえ ２　はい

問11-② 　他人があなたの飲酒を非難するので気にさわったことがありますか。
１　いいえ ２　はい

問11-③ 　自分の飲酒について悪いとか申し訳ないとがありますか。
１　いいえ ２　はい

問11-④

１　いいえ ２　はい

　1つ以上「２　はい」（２週間以下）があった場合、問い12受診行動・生活への支援に進
む。

　「問９　自殺への思い」があった場合、医療機関への受診を勧めるが、特に「問９-②
エ」があった場合は、追加質問をする前にも受診を勧める（自殺に関する話題のなかで扱
う）。

　問１から問９までで、１つ以上症状があった場合（２週間以上持続する「２　は
い」）、受診行動・生活への支障の前に、問10不安・問11アルコールについての追
加質問を行う。

　わけもなく不安になったり、気持ちが落ち着かなくなったりすることがあります
か。

　神経を落ちつかせたり、二日酔いを治したりするために、「迎え酒」をしたこと
がありますか。

　「問10　不安」、「問11　アルコール」に進む。
　問１から問９までで、１つ以上の２週間以上持続する「２　はい」があった場合は、

　問１から問９までで、ひとつも「２　はい」がなかった場合は、面接終了。
　「以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。」

〔経過観察軍〕
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問12

１　いいえ ２　はい
問12-ア 　そのことについて、医者に相談なさいましたか。
１　いいえ ２　はい

問12-ア-(ｱ) 　何科を受診されましたか。
１　精神科、神経科、精神神経科
２　心療内科
３　内科、外科などその他の身体科（特定する： ）

問12-ア-(ｲ) 　お薬はどんなものでしたか。
１　抗うつ薬 （特定する： ）
２　抗不安薬 （特定する： ）
３　睡眠薬 （特定する： ）
４　その他 （特定する： ）

問12-イ

１　いいえ ２　はい （特定する： ）

問12-ウ

１　いいえ ２　はい （特定する： ）

問13

１　全くない ２　少し ３　いくらか ４　たいへん

問14

１　いいえ ２　はい
問14-ア

問15 ※《追加項目》 以下のような身体症状がありますか。

頭痛・腰痛・肩こり・体の節々の痛み・食欲不振・胃の痛み・胃腸症状（下痢・便秘）
発汗・息苦しさ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 初にそのような状態を経験したのは何歳のときでした
か。　　　　　歳のとき

　○○さんは、［問１から問11までで「はい」と答えた症状をいくつか挙げる］といっ
たことのために、仕事や家事ができなかったり、家族の世話や自分自身のことができな
いなど、生活や活動にどのくらい支障が生じましたか。

　そのことについて、ご家族やお友達、お知り合いの方などに相
談なさいましたか。

　そのことについて、その他の専門家に相談なさいましたか。
（その他の専門家とは、心理学者、ソシャルワーカー、カウンセ
ラー、看護師、お坊さんや神父さん、その他の補助的な専門化を

　まとめると、○○さんには 近［問１から問11までで「はい」と答えた症状がいくつ
か挙げる］といったことがあったのですね。このようなことについて、医師や専門家、
ご家族のやお友達などに相談なさいましたか。

　○○さんは、以前も同じようなこと（［問１から問11までで「はい」と答えた症
状］）を経験したことがありますか。

以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。
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１　うつ気分 １　うつ気分
２　興味や喜びの喪失 ２　興味や喜びの喪失
３　食欲の減退または増加 ３　食欲の減退または増加
４　睡眠障害 ４　睡眠障害
５　精神運動の障害 ５　精神運動の障害
６　疲れやすさ・気力の減 ６　疲れやすさ・気力の減
７　強い罪責感 ７　強い罪責感
８　思考力や集中力の低下 ８　思考力や集中力の低下
のうち２つ以上 のうち２つ以上

10　不安症状 10　不安症状
11　アルコール乱用の可能性 11　アルコール乱用の可能性
13　生活への支障

13　生活への支障

12　医師への受診行動がない 12　医師への受診行動がない

※　１～８の抑うつ症状、「10　不安」、「11　アルコール」のいずれかの症状がある。

※　スクリーニング質問紙の回答と面接での回答が一致していない場合。

※　医療機関を受診している患者の家族。

訪問面接を行ったが、医療機関への受診を勧めない群は、すべて経過観察の対象とする。

医療機関の受診を勧めるまでではないが、経過観察が必要な場合。

→ 　虚偽反応をしている可能性がある。同居家族などからの情報を得ることが望ましい。

→ 看護を負担に感じ抑うつ症状を呈する場合がある。また、患者への対応の仕方などの相談
に応じることによって、患者本人の経過に良い影響を与えることが出来る可能性かある。

　「13　生活への支障がない」場合は、何らかのストレスフルな出来事を経験したとき
に、症状が悪化する可能性がある。場合に応じて、再度面接を行う。

→

医療機関への受診を勧める

９　自殺への思い

のいずれか
のいずれか、かつ

↓

↓↓

↓
医療機関への受診
を勧める

医療機関への受診を勧める

確認された症状の内容と数を確認する。

↓

↓
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 資料４  

こころの健康アセスメント結果および診療依頼書 
 

平成  年  月  日 

 

医療機関 御中 

 

糸魚川市健康増進課  

 

 下記の方は、こころの健康アセスメントの結果、【受診勧奨】と判断されましたので、診療に

ついてよろしくお願いします。 

 なお、留意すべき事項があれば下記をご記入の上、健康増進課あてに連絡願います。 

 

記 

 

１ 氏 名             男・女  年齢（  ） 

 

２ 住  所  

 

３ こころの健康アンケート結果 

１次アセスメント結果 ２次アセスメント結果 

  

 

診 療 結 果（  月  日受診） 

(１) 自院で診療する 

    病  名 

 

(２) 専門医を紹介する 

 

(３) 介護サービス利用を要する 

    指示事項があればご記入ください 

 

 

(４) 異常なし 

 

(５) その他 

 

平成  年  月  日 

 

医療機関名 

担当医師名 

（ 受診者 → 医療機関 → 糸魚川市健康増進課成人健康係 又は、受診者 

→糸魚川市健康増進課成人健康係） 
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 資料５  

 

糸魚川市うつ病対応マニュアル作成委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高齢者のうつ病に対し、関係機関における円滑な連携及び一貫した対応の基準となる

うつ病対応マニュアルを作成するため、糸魚川市うつ病対応マニュアル作成委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 高齢者のこころの健康及びうつ病における現状把握及び課題に関すること。 

⑵ うつ病への対応方法についての整理に関すること。 

⑶ うつ病対応マニュアル作成に必要な情報収集に関すること。 

⑷ その他うつ病対応に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。 

 ⑴ 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という）第 115 条の 39 第１項に規定す

る地域包括支援センターの職員 

⑵ 法第８条１項に規定する居宅サービスを行う事業所の職員 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成21年３月31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長及び副委員長各１人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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糸魚川市うつ病対応マニュアル作成委員 

 

株式会社リボーン糸魚川ステーション 

 

糸魚川市在宅介護支援センターよしだ 

 

糸魚川総合病院在宅介護支援センター 

 

デイサービスセンターひまわり第２ 

 

糸魚川市社会福祉協議会介護センターにじ 

 

糸魚川市地域包括支援センター 

 

糸魚川地域振興局健康福祉部地域保健課 

 

糸魚川市市民生活部健康増進課 

 

（委 員 長） 栗田 あずさ 

 

（副委員長） 川原 敦子 

 

木島 牧子 

 

佐藤 千代子 

 

山本 のり子 

 

吉岡 秀子 

 

田村 敦子 

 

野本 美佳子 

（庶  務） 山岸 千奈美 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者におけるうつ病対応マニュアル 

平成 21 年２月 

 

編集・発行 糸魚川市うつ病対応マニュアル作成委員会 

      〒941-8501 糸魚川市一の宮１丁目２番５号 

            糸魚川市市民生活部健康増進課内 

      電 話 025-552-1511（代表） 

      ＦＡＸ 025-552-8250 
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