▶心の健康チェック

これからの心の健康問題を考える

〜心の健康チェック「ストレス問診」からみえてきたこと〜
市では、昨年の６月・７月に実施した基本健診・特定健診・後期高齢者健
診に併せて「心の健康チェック（ストレス問診）
」を実施しました。
「みやぎ心のケアセンター」の協力のもと、約 5,000 名の健診受診者に実
施し、その集計結果から市民の皆さんの心の健康の概況が分かりました。
今回の健診は、震災から 1 年数カ月が経過した時期のもので、
「これから
の心の健康問題」を考える上で、大変参考になりそうです。
詳細について、みやぎ心のケアセンター・東北大学病院精神科の医師、
桂雅宏氏にお話を伺いました。

結果 1 全体的な傾向
☆ K6 ※ 1 得点
岩沼市 全国調査
軽 度 19.9% 20.0%
中等度 4.1%
5.0%
重 度 3.1%
3.0%
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結果 2 注意を要する問題
☆ K6 が高得点
となるリスク
◎男性＜女性
…約 2.0 倍
◎直接的被災者
…約 2.8 倍

☆アルコール依存症の危険性が高い割合
（CAGE ※ 2 の質問票による）
◎男性の 11.5%

Q1. 今回の結果から、市民の皆さんの心の健康
状態は全体的にいかがでしたか？
A 1 .「K6」の得点を全国平均と比較すると、市
民の平均的な健康状態は、全国とあまり変わらな
いことが分かりました（結果 1）
。岩沼市が震災
の被災地であることを考慮すると、平均的な健康
状態は悪くはないと言えそうです。

Q4. 震災から約 2 年が経過しますが、これから
私たちは何に気を付けていくべきでしょうか？
A 4 . 震災で生活や役割が変化した方も多く、今
後もその影響を含む慢性的なストレスを受け続け
るケースが少なくないことが予想されます。慢性
的なストレスは精神疾患の誘因となったり、アル
コール依存などの原因となったりします。まずは、
生活の中で起きている問題を整理し、具体的に解
決していくこと、問題に合った窓口に援助を求め
ていくことが第一です。
その中で、生活に支障を来すような心の問題が
ある場合には、専門的な相談・治療が必要なこと
もあります。自分自身には気付きにくい、支援を
求めにくい場合もあるかと思います。家族や周り
の人がお互いを見守ることも大切ではないでしょ
うか。

（川上らの全国住民調査
（2007年）
との比較）

Q2. 年齢や性別、被災状況などで心の健康状態
はどのように変わってくると思いますか？
A 2 .「K6」の得点が悪くなるリスクを調べてみ
ましたが、高齢者よりも若い世代、男性よりも女
性、そして、震災の直接的被害を受けた人にはハ
イリスクの人が多い結果になりました（結果 1）
。
Q3. 具体的には、どんな心配がありますか？
A 3 . 今回は受診者の偏りがあるかもしれません
が、若い世代と高齢の女性に「うつ」の問題を抱
えている人が目立ちました。
また、睡眠の問題、それから特に中年男性では
「飲酒」に関する問題への注意が必要だと思われ
ます（結果 2）。40 代男性では 17.6%もの人に
不適切な飲酒の傾向が見られました。
※ 1 K6（ケーシックス）
：
「抑うつ」や「不安」などの心理
的苦痛を表す指標
※ 2 CAGE
（ケージ）
：問題飲酒者を見つけるための質問

☆満足な睡眠を得られていないと感じる割合
◎ 50 代以下の受診者の 31.8%

気付いていないだけで、アルコールや不眠、うつ
の問題を抱えている人が意外に多いのですね。
「何となく元気が出ない」
「アルコールの量が増え
てきた」という気付きが、心の病気を予防する第一
歩になるかもしれません。大切なのは、ちょっと立
ち止まって自分自身の心の声に耳を傾けること、家
族や周りの様子に注意を払ってみること、そして、1
人で抱え込まず、
誰かに話してみることなのですね。
問／健康増進課（☎内線 347 〜 349）
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▶インフォメーション

健康づくりウオーキングを町内会ではじめませんか？
運動の必要性は感じるけど、1 人ではなかなか
始められない、続けることが難しい、そんなこと
はありませんか。そこで、町内会が主体となって
地区の皆さんとウオーキングを行い、運動習慣を
身に付けることで、健康力アップを目指す地区を
募集します。ぜひご応募ください。

モデル地区のイメージ
例1. 地域で日にちを決め
て（例：3のつく日）
みんな
でウオーキングを行う
例2. 地区の住民の多くが
歩数計をつけ、意識的に
歩くことを心掛ける

※町内会単位でご応募ください。
※応募多数の場合は、お断りすることもあります。

◆応募先・問

健康増進課（☎内線 348）
健康づくり豆知識

市がお手伝いをします

⇦ ・運動普及に関する講話と
情報提供
⇦ ・活動に対する相談
・インストラクターの派遣

⇦

3 月 1 日㈮～ 11 日㈪

◆応募期間

※経済的支援は行いません。

◆岩沼市民の運動状況◆
・意識して体を動かすよう心掛けている人

…約 6 割
・定期的に運動を行っている人 …約 3 割
・歩数計を使用している人
…約 2 割
◎歩数計を使用している人は、平均歩数が
6,000 歩を超え、意識的に歩くことを心
がけているようです！

3 月は「自殺対策強化月間」です
全国の自殺者数は、平成 21 年以降減少傾向にあ
りますが、平成 24 年の宮城県における自殺者数は、
508 人（警察庁データ速報値）で、483 人だった
前年を上回っています。
世界保健機構（WHO）の報告では、自殺を選択
するに至った人の 9 割以上に、精神疾患を抱えて
いた可能性が認められています。
中でも、
うつ病は割
合が高く、生きようとする意欲やエネルギーが乏し
くなり、自殺願望を抱きやすくなる傾向があります。
心配になったときは、迷わず医師や専門家に相談
しましょう。早期発見し、早期治療することが、回
復への近道になります。
こころの悩みを相談したいときは…
◎仙台いのちの電話◎
☎ 022-718-4343（24 時間対応）
◎宮城県精神保健福祉センター◎
こころの相談電話／☎ 0229-23-0302
（平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分）
◎仙台保健福祉事務所（塩釜保健所）岩沼支所◎
☎ 0223-22-2188（平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分）
◎市役所相談窓口（社会福祉課）◎
精神科医師の個別相談
（要予約）
（☎内線356・357）
保健師の個別相談
（☎内線356・357）

次のような兆候があるときは、
早めに相談しましょう

♠今まで楽しいと思っていたことが、楽しく
ない
♣これまで普通にできていたことが、面倒に
感じる
♥自分は役に立たない人間だと思う
♦寝つきが悪い、夜中に目が覚める、熟睡感
がない
★いつも疲れている、元気が出ない

身近に次のようなサインを出している
人がいたら、注意しましょう

♠口数が減った、元気がない
♣孤立している
♥「消えてしまいたい」
「死んだら楽になる」
などとと口にする
♦お酒を飲む量が増えた

など

もし、気持ちを打ち明けられたら・
・
・

♠気持ちを打ち明けてくれたことをねぎらう
♣自分の意見をはさまずに、じっくりと相手
の話を聴く
♥適切な支援者につなぐ
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