
第 29 回 抗加齢統合医学研究室勉強会 
 
日 時：2018 年 1 月 13 日 土曜日 17:00-19:00 
場 所：東京アメリカンクラブ 2 階、ミーティングルーム II 
出席者：浦尾弥須子(日本鋼管病院耳鼻科部長)、奥野哲治（Clinic E.T.院長）、吉川栄省（日

本医科大学多摩永山病院精神科部長）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、村上篤良（TBS）、
熊丸（AAIMC 室長） 
 
今日は自己治癒力の会のメンバーで現在日本医科大学多摩永山病院精神・神経科でご活躍中

の、吉川栄省先生に、「うつ」についてお話しいただきます。吉川先生は、以前から

Psycho-oncology に興味があったことがきっかけで、精神科の道に進まれたそうです。（熊

丸）。 
 
うつとレジリエンス(しなやかで折れない心) 
 
先ず、「うつ」と言っても様々なものがある。 
何度も繰り返すうつ 
躁鬱病 
症状は強くないが慢性的なうつ 
幻覚･妄想を伴ううつ 
身体の病気に伴ううつ 
薬が原因で起きるうつ 
ストレスに関するうつ 
 
そしてうつの代表的な症状としては、 
抑うつ気分（気分が落ち込む） 
興味･喜びの低下（物事に興味が無くなる、楽しめない） のいずれかが必須で 
睡眠障害 
食欲低下 
思考･集中力の低下(新聞などを読んでも頭に入らない) 
自責感(自分は価値がない・家族の重荷だ) 
焦燥感・制止(イライラする・動作が鈍くなる) 
倦怠感（怠い、気力が無い） 
希死念慮（死にたい） 
等のその他の症状を含めて 5 項目以上が 2 週間以上続くもの、と米国精神医学協会が診断

基準として定めている。 



近年は社会的な問題としての「うつ」が捉えられていて、 
職場における作業効率の低下（Alder ら 2006 年） 
長期の欠勤（Bultmann ら 2006 年） 
傷病手当の負荷（Mykletun ら 2006 年） 
社会全体における経済的な負荷（Cuijpers ら、Luppa ら 2007 年） 
により報告されてきた。 
 
DALY(disability-ajdusted life years) と言う概念があり 
「死が早まることで失われた生命年数と健康出ない状態で生活することにより失われてい

る生活年数を合わせた時間換算の指標」である 
その第 1 位は、虚血性心疾患/脳梗塞（年度や地域により変動） 
第 2 位がうつ病であり、自殺を招いたり、QOL の低下で対人関係の障害、世界が灰色に見

えてしまう等を伴っている。 
 
うつは治療によって元の状態にまで改善することが多い 
6 割以上の人が抗うつ薬が有効 
休養によって改善 
精神療法（認知行動療法、対人関係療法）が有効である 
その反面、長期間うつを放置すると治療が聞きにくくなり慢性化しやすい 
又、うつは見逃されやすいことも事実で、入院中の担癌患者 1109 人のうつの調査では、患

者自身も医師による評価も重症と判断されたのは 13％にすぎなかった。この調査で患者自

身が重症と感じているのに医師がなし、軽症と診断したのは、各々49％と 38％で、医療の

なかで抑うつは症状が強いほど見逃されることが多いことが示唆されている。（Passik ら、

1998 年） 
見逃しを防ぐには、周囲に「いつもと違う」人がいる？を気にすることが肝要で、～心の

不調のサイン～に注意することである。（厚労省 こころの健康 気づきのヒント集 2009） 
遅刻、早退、欠勤が増えた 
休みの連絡が無い（無断欠勤） 
残業、休日出勤が不釣り合いに増える 
仕事の能率が悪くなる 
業務の結果が中々出てこない 
報告や相談、職場での会話が無くなる（或いはその逆） 
表情に活気が無く、動作にも元気がない 
報告や相談、職場での会話が無くなる（或いはその逆） 
不自然な行動が目立つ 
ミスや事故が目立つ 



服装が乱れたり、衣服が不潔だったりする 
 
うつとストレスの関係 
多くの精神疾患にストレスは関連している 
全てのうつにストレスが関連しているわけではない 
逆に、うちは身体にとっての大きなストレスとなる 
 
ストレスに関与する身体的部位としては 
視床下部 H-脳下垂体 P-副腎系 A が重要 
ストレスが掛かるとスライドの如く身体には以下の反応が起きる。 
視床下部の室傍核にストレス刺激が伝わり CRH が下垂体に向けて放出され、それにより

ACTH が分泌治され、それは副腎を刺激して皮質からはコルチゾール、髄質からはアドレ

ナリンが放出される。前者は血糖上昇、免疫と炎症抑制作用、後者は血糖･血圧の上昇、感

情の高揚などをもたらす。視床下部より下位の青斑核(Locus caeruleus)はノルアドレナリ

ンを介しての抗ストレス反応を司っている。 
 
ストレスに対する反応自体は整体が必要とするメカニズムだが、複雑で長期に及んでしま

うとひずみが出てくる。上記の反応が持続し続けると、 
海馬における神経が傷害され、新生が抑制されて、感情の調整にも影響が出てくることあ

る。 
非常に長期簡易及ぶと、ストレスに関係なくうつになってくる。 
 
レジリエンス resilience とは？ 
弾力性とも直訳出来る、ストレスに対する対応能力を指す。（熊丸解説：跳ね返り、弾力、

復元力、回復力と言った意味で元々は物理学で使われていた用語で、近年では個人・組織

にも通用する、「様々な環境・状況に対して適応し、生き延びていく力」として使われるよ

うになり、最近では組織論・社会システム論、更にはリスク対応能力、危機管理能力とし

ても広く注目される用語になった。） 
これは以下のような調査研究がきっかけとなった。 
ハワイ諸島の 698 人の子供達を 30 年間観察して、長期追跡調査を行った。そのうち 201
名で何らかのリスクファクター（貧困、周産期ストレスなど）を認めたが、72 名は健康に

育った。この抗ストレスの能力をレジリエンスとして、女性に多く、意志が強い、社会的

責任感が強い、適応力、忍耐力があるコミュニケーションが上手い、向上心が高い等の分

析結果（Werner ら 1955 年）が得られた。（熊丸注：第 2 次大戦でホロコーストを経験した

孤児達の研究で、孤児達のその後を調査した結果、過去のトラウマや不安にさいなまれて

生きる気力を見いだせない人たちがいる一方、トラウマを乗り越えて仕事に前向きに取り



組んで幸せな家庭を築く人たちもいる事から得られた知見とも言われている） 
その後の研究報告として 
挑戦的な状況への適応プロセス（Gartland ら 2011、Wagnild ら 1993） 
逆境に直面した時の対処能力 (Nishi ら 2010) 
などがあり、  
レジリエンスの定義として 
病気に陥らせる困難な状況、更に病期そのものを跳ね返す復元力、回復力 (加藤ら 2009) 
個人に内在的で変化させることが出来るもの（Hodge 2009） 
限られた人にだけでなく誰にでもあるもの 
とされている。 
 
レジリエンスの 14 項目（Wagnild ら 1993）は 
1. 大抵なんとかしてやっていける 
2. 人生で成し遂げてきたことに誇りを感じている 
3. 大抵は物事に冷静に対処する 
4. 自分自身と上手く付き合っている 
5. 1 度に多くの物事に対処できると感じる 
6. 決断力がある 
7. これまでに根案を経験したのでこれからも困難を乗り越えられる 
8. 自制心がある 
9. 物事に飽きない 
10. 大抵何か笑えることを見いだせる 
11. 自分自身に対する信念によって辛い時を切り抜ける 
12. いざというとき他の人から頼りにされる人間 
13. 自分の人生には意味がある 
14. 困難な状況でも苦境を抜け出す方法を見つけることが出来る 
などを挙ている。 
 
ストレスに強い（レジリエント）人の特徴は 
精神的なストレスの高い課題に対する血圧上昇からの回復が早い（Tugade ら 2004） 
レジリエンスが高いと予期されうる精神的なストレスに対して適切な反応が多くなる。

（Fredrickson ら 2011） 
としている。 
 
ではどうしたらレジリエンスを高められるか？について、2010 年に東芝での興味深い調査

結果が出た。東芝関連 5 社にて 700 名以上の参加者に対してアンケート調査を行った。 



 
食事とうつとレジリエンス 
既に国際的な調査で、魚の消費量とうつ病の頻度の逆相関が報告されている。（Hibbeln ら

1998：） 
スライドのように日本、韓国、台湾でうつは少なく、魚を余り食べないのニュージーラン

ド、ドイツ、カナダで多い。(r=-0.84、p<0.005) 
これは分子生物学的に、神経細胞の表面にあるリン脂質膜内の脂肪酸の構造と神経細胞と

ω脂肪酸の関係から、魚に多く含まれるω３脂肪酸によって。 
-神経細胞膜がなめらかになり機能が改善される 
-神経細胞の成長にも良い 
-神経細胞の寿命が延びる 
-神経細胞が強くなってストレスにも強くなる 
と説明されている。（Parletta ら 2013） 
 
うつの評価を行う CES-D とレジリエンスの簡略評価基準の RS-14 を魚の摂取頻度（1 週間

あたりの焼き魚、刺身の摂取）について 527 名での調査を行ったところ、RS-14 をとおし

て間接的に CES-D に影響があったとの報告（Lipid in Health Disease 2015）も有る。 
うつの予防には、イワシ、鯖、サンマ、ブリなど EPA を多く含む魚を、焼き魚よりは刺身

で摂取することが望ましい。 
魚の摂取が難しい場合、調理で使う油をαリノレン酸、亜麻仁油、エゴマ油、シソ油など

で小さじ二杯（2g）の摂取が望まれる 。 
 
鈴木らによれば、日本料理を食べる習慣のある人は、職場におけるうつ病になるリスクが

34％低いという報告を 2013 年に行っている。 
加工食品（甘味料、スナックなど油で挙げたもの、加工肉、油の多いもの）多くたべてい

る人は、食べていない人に比べて 1.58 倍うつ病になりやすいというイギリスの調査結果も

出た。（Akabaraly ら 2009） 
 
前述のレジリエンス評価 RS-14 とうつ病評価 CES-D との揚げ物の摂取頻度との関連につ

いての調査は、715 名を対象に行われたが、揚げ物の頻回摂取がうつ病を悪化させ、レジリ

エンスも低下させる可能性を示した。 
その他うつを予防する効果が期待される食事の成分として、ビタミン B6, B12（葉酸）、ミ

ネラルでは亜鉛、マグネシウムが挙げられている。 
 
運動習慣とうつとレジリエンス 
うつ病学会ガイドラインでは、20 分/日の比較的激しい運動を週に 3 回以上(トータル 2 時



間)を行う事で、予防効果を認めるとしている。また、1 月に 1 度の余暇における運動も推

奨されている。 
何故運動がうつ病に良いのか？ 
運動による身体の変化： 
-不安やうつに関する脳の感情の回路がリセットされる 
-ストレスホルモンが調整される 
-ストレスから脳を守る物質（BNDF：脳由来神経栄養因子）の産生を促進する 
運動によりソーシャルサポートが増える 
-友人 
-指導してくれるコーチとの関係性 
東芝関連 5 社の調査でも、週 3 回以上の運動習慣のある 83 名（715 人中 11.3％）では 
-レジリエンスが高い 
-ソーシャルサポートが高い 
レジリエンスとうつには関連があった 
-うつとの関連は不明確 
東芝では合気道部での活動について触れた。週 2 回、1-2 時間の稽古。全国に道場があり転

勤しても継続出来る、と普及している。 
 
怒りとうつとレジリエンス 
怒りの感情とうつは関連があるとされている。 
Taylor ら（1977）によれば、うつ病で入院している患者の 37％に怒りを認めると報告され、

White ら（1997）は、うつ病では怒りや攻撃性を自分に向けている、敵意を抑圧している

と述べている。 
この問題に関する東芝での調査では、 
709 名中 178 名に生活上の辛い出来事があったが、その人達は、そうでない人達に比べ、 
-抑うつのスコア 
-怒り（敵意）のスコア 
がともに高かった。 
しかもこの両者のスコアにも関連を認め、怒りが強いほどうつも強かった。 
 
長崎・広島での被爆者や遺族、911 同時多発テロの被害者や遺族には、、その体験は言葉で

語り尽くせないほどの精神的な辛さであり、各々アメリカへの怒り、テロリストへの怒り

を感じたはずだが、それを乗り越え、怒るべきものは戦争そのもの・平和活動の重要性、

会社や家族を大切にし再建していくことで復興が実現していった。 
 
これらの研究・調査、知見からのまとめとして、 



レジリエンスを高めて根案を乗り越えていくためのヒントが浮かんでくる。 
感情をコントロールしやすくするために 
- 
生活習慣を大切にする 

i) 食生活を見直す 
ii) 運動する習慣を身につける 

(ア) 定期的な運動 
(イ) 大切な人との余暇を持つ 
(ウ) 仲間を増やす 
(エ) 趣味としての運動（気分転換、リセットが重要） 

怒りと向き合う 
i) 現状を見直すためのきっかけとなり得る 
ii) 活力・エネルギーにもなり得る 

 
最後に、Charney らによる「レジリエンス -人生の危機を乗り越えるための科学と 10 の

処方箋」と言う書籍で紹介されている処方箋を示しておく。 
 
1. 楽観主義であること 
2. 恐怖と向き合うこと 
3. 道徳指針を持つ（正義を実践する） 
4. 信仰とスピリチュアリティ 
5. 社会的サポートを求める 
6. ロールモデルを手本に行動する 
7. 健康を維持し身体を鍛える 
8. 脳の健康増進（知力と感情調整力を鍛える） 
9. 認知と感情調整力を鍛える 
10. 人生の意味、目的を知る 

以上 
 
文責 熊丸 


