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精神科よりの広報、第２弾です。

前回の原稿依頼時には“認知症

について”ということで依頼がありま

したが、今回は“うつ病について”と

いうテーマでの依頼でしたので、簡

卖に病気の紹介をさせて頂きます。

具体的には、うつ病という疾患につ

いてその疫学（特定の疾患の患者

さんがどのくらいいるかといった統

計的なこと）、原因、症状、治療など

について簡卖に説明をしていきます。 

初めに、疫学についてです。報告

によって、ばらつきがありますが、大

体人口の５～１０％というものが多

いです。初めてうつ病となる年齢は、

大体２７才前後が多いといわれてい

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■うつ病の原因について 

次に、原因です。正確なところは

よくわかっていませんが、大まかに

次のようなことが原因として考えられ

ています。まず、遺伝的素因や、特

徴ある病前性格の人に、ある特定の

誘因や状況があり、主に脳内の生理

機能のバランスが崩れ、うつ病の症

状が出現する、というものです。といっ

てもこれでは分かりづらいと思いま

すので、それぞれについて少し補足

します。 

・原因①遺伝的要因と病前性格 

まず遺伝的素因と病前性格につ

いてです。遺伝は、うつ病の発症に

関係する、ということは言われていま

すが、特定の遺伝子が原因、という

ところまではまだわかっていません。 

・原因②性格 

次に、性格ですが、これまでのうつ

病の研究の中で、循環気質、執着気

質、メランコリー親和型という性格傾

向をもつ人がうつ病をはじめとした気

分障害と関連が深いといわれていま

す。循環気質は、人づきあいが良い、

気立てが良い、親切、元気、落ち着

きがある、などが特徴の性格の傾向

で、今回は紙面の都合で詳細は省

きますが、躁うつ病と関係が深いと

いわれています。執着気質や、メラ

ンコリー親和型は、うつ病と関連が

あるといわれています。執着気質は、

仕事熱心、凝り性、几帳面、正義感

や責任感が強い、という性格の傾向

です。メランコリー親和型は、秩序を

大事にし、人に気を使う、まじめで正

直、仕事熱心などの性格傾向です。  

（次ページへつづく） 
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・原因③誘因や状況 

次に誘因や状況についてです。人間は、生き

ていくうえで様々なストレスにさらされます。家庭

生活では、近親者、両親や子供などの死亡、子

供の結婚や進学、ほかにも、妊娠や出産、引っ

越し、火災などの天災、経済問題などがあります。

職場では、昇進や、仕事での失敗、転勤などが

あります。遺伝的素因や、特定の性格傾向にあ

る人にこれらのストレスがかかると、次第に体内、

特に脳の生理的なバランスが崩れてきます。 具体

的には、脳内で特にセロトニン、ノルアドレナリン

という物質が減少するといわれています。詳細

は省きますが、脳内の物質の中でも特に気分の

変化に関係しているといわれるこれら二つの物

質が減少します。 

次に、そのバランスが崩れるとどういう症状が

起きるか、ということについてです。症状は、精神

症状、つまりは気持ちや感情の変化と、身体症

状、体にどのような変化が現れるか、ということ

に分けて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず精神症状として、抑うつ気分、興味や喜び

の消失などの症状が見られます。 抑うつ気分と

は、心が沈んでいる状態のことで、よく「ずっとこ

ころが重い、気分が晴れない」などと訴えられます。

興味や喜びの喪失は、今まで楽しんでいたこと

が楽しめなくなることで、「何をやっても楽しくない、

すべてがつまらない」などと訴えられます。ほか、

何もしていないのに疲れた感じがしたり、「自分

はダメな人間だ、自分のせいで悪い状況になっ

た」と感じてしまったり、物事が決められなくなっ

たりもします。また、いっそ死んでしまいたいとい

う気持ちが生じて、実際に自分の命を絶ってしま

うこともあります。 

 

体の症状としては、食欲がなくなったり、眠れな

くなったりというものがあります。他にも、一見、

関係ないようですが、頭痛や便秘、めまい、吐き

気、口の中が乾く、手足がしびれるなどの症状も

よく見られます。多彩な体の症状がうつ病では出

現します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■うつ病の治療について 

次に治療について説明します。 

治療としては、薬物療法、精神療法などを行い

ます。抗うつ薬を使いながら、しっかりと休養をと

り、回復を目指していきます。 

 

以上でうつ病についての大まかな紹介を終わ

ります。何かわからないことや、心配な点などが

ありましたらお気軽に精神科までご相談を。 

（精神科 吉冨 祐輔） 
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※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

            

4月2日（月） 
竹原先生 

午前（10時～）、午後 

原先生 

午前（10時～）、午後 
  

調先生 

午前 
  

4月3日（火） 
竹原先生 

午前、午後（～16時） 

原先生 

午前 
      

4月4日（水）         
清水先生 

午前 

4月5日（木）           

4月6日（金）           

            

4月9日（月） 
大庭先生 

午前（10時～）、午後 

穐山先生 

午前（10時～）、午後 
      

4月10日（火） 
大庭先生 

午前、午後（～16時） 

穐山先生 

午前 

武野先生 

午前(10時～)、午後 
    

4月11日（水）         
小川先生 

午前 

4月12日（木） 
松尾先生 

午前（10時～） 
        

4月13日（金）           

            

4月16日（月） 
竹原先生 

午前（10時～）、午後 

坂口先生 

午前（10時～）、午後 
      

4月17日（火） 
竹原先生 

午前、午後（～16時） 

坂口先生 

午前 
      

4月18日（水）        
竹中先生 

午前 

4月19日（木）           

4月20日（金）           

            

4月23日（月） 
望月先生 

午前（10時～）、午後 

山口先生 

午前（10時～）、午後 
      

4月24日（火） 
望月先生 

午前、午後（～16時） 

山口先生 

午前 

深江先生 

午前（10時～）、午後 
    

4月25日（水）         
鍬塚先生 

午前 

4月26日（木）           

4月27日（金）           

            

4月30日（月）           
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 新診療所奈良尾医療センターは、昨年８月に

着工し、３月１５日に完成、３月２０日に井上

町長、熊川長崎県病院企業団議会議長ほか、町、

医療関係者約８０名の来賓の皆様が見守られる

中、落成式、祝賀会が執り行われました。 

旧診療所は、１９８０年に建設、老朽化が進

んでいたほか、高台にあり、特に高齢者の通院

に丌便でした。新診療所は、奈良尾港ターミナ

ル近くの平地に立地。４月２日から診療を開始

いたします。 

 ≪新診療所での機能強化≫ 

・内科医、外科医の常勤化 

・上五島病院からの応援医派遣による整形外科・小児科の特別診療や健診の拡充 

・訪問看護ステーション事業による在宅での医療、看護等の支援 

・機能訓練機器等の新規導入によるリハビリテーションの充実 

・時間外診療の継続 

 

   ●奈良尾医療センター概要 

   ① 名   称   長崎県上五島病院附属診療所 奈良尾医療センター 

   ② 住   所   新上五島町奈良尾郷字新港1000番地 

   ③ 構造規模  鉄筋コンクリート平屋建  床面積：999.76㎡ 

   ④ 診療科目  内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、 

         耳鼻いんこう科、リハビリテーション科 

 

   ●奈良尾医療センター診療体制 

 

【お問い合わせ先  奈良尾医療センター  電話 ４４－１０１０】 

診療科目 受付時間 診療時間 時 間 外 診 療 

内科・外科 
  8:00～11:00 

13:00～16:00 

  8:00～12:00 

13:00～16:45 

○月曜、水曜：若松診療所 

○火曜、木曜：奈良尾医療センター 

○金曜   ：隔週ごとに交代 

○土曜、日曜 

奈良尾医療センター、若松診療所

それぞれ終日時間外診療を行う。 

※受診する前に必ず電話連絡をして

下さい。 
  

整形外科 
木曜日 

8:00～11:00 

木曜日 

8:30～12:00 

小 児 科 
木曜日 

13:00～15:00 

木曜日 

13:30～15:30 

眼     科 
木曜日 

13:00～14:30 

木曜日 

14:00～16:00 

皮 膚 科 
第２水曜日 

  午 後 

第２水曜日 

  午 後 
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診 療 科  月 火 水 木 金 土 

内科 

1診 白濱 桑原 桑原 白濱 白濱 
<総合外来> 

第1：八坂         

第2：森井     

第3：桑原     

第4：森井 

第5：桑原      

２診 桑原 森井 森井 森井 － 

３診 麻生 麻生 麻生 麻生 麻生 

外  科 － － 八坂 － － 

整形外科 － 一宮 － － － 

健      診 桑原 麻生 麻生 麻生 森井 

◆午前診療担当医 

◆午後診療担当医 

診 療 科  月 火 水 木 金 

内科 

1診 白濱 桑原 桑原 白濱 白濱 

２診 森井 森井 森井 森井 森井 

３診 麻生 麻生 麻生 麻生 麻生 

４診 桑原 － － － 桑原 

夜間外来 麻生 － 
八坂(第1,3,5週) 

－ 森井 
桑原(第2,4週) 

曜 日 午   前 午   後 夜   間 

月・水・金 ８：００～１１：３０ １３：００～１７：００ １７：００～１９：００ 

火・木 ８：００～１１：３０ １３：００～１６：３０   

土 ８：３０～１１：３０     

◆診療受付時間 

※午後は、担当医師が往診のため丌在の場合もございます。ご了承ください。 

※上記以外の時間帯及び日曜日、祝日は休診となります。 

※救急の場合は、上五島病院（52-3000）にお問い合わせ下さい。 

【お問い合わせ先  有川医療センター  電話 ４２－０３２０】 
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎耳鼻科、泌尿器科の月曜日朝の診療開始時刻は午前10時です。泌尿器科の第２週木曜日朝の診療開始時

刻も午前10時です。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H24年4月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江/（直野） 山川 枡田/大澤 桑原/（直野） 山口将/（山口卓） 

内科 

１ 診 山川 山口将 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白浜 白浜 山口将 山川 

４ 診 大澤 緒方 直野 井上 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 第1週 調         

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 
本田 本田 緒方 岸川 堀川 

山口将 堀川、直野 山川、井上 深江 大澤 

大腸内視鏡（午後）   本田 緒方 本田   

検診 
１ 診 井上 深江 山口将 山川 直野 

２ 診     山口卓 大澤 桑原 

外科 堀川 八坂 堀川 八坂 深江 

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 三好 市村 三好 三好 

３ 診 三好   三好   （一宮） 

麻酔科 ペイン   山口卓   山口卓   

小児科 
午前 小森、北島 北島、小森 小森、北島 北島、小森 小森、北島 

午後   小森、北島 北島、小森 小森 北島、小森 

産婦人科 
山口純 山口純 山口純 助産師外来 山口純 

医療センター 助産師外来 医療センター 医療センター 医療センター 

眼科 
午前 船越 船越   船越 船越 

午後   (船越)   (船越) (船越) 

泌尿器科 
午前 長大 長大   第2週 長大   

午後 長大 長大      

精神科 
午前 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

午後 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前        第1週 長大 

午後         第3週 長置 
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2012年度診療報酬改定は、中央社会保険医療協議会（中医協）が2月10日に厚生労働相に答申し、

3月5日に大臣告示を行いました。 

2012年度診療報酬改定では、初診料や再診料など診療にかかる基本料金は原則変わりませんが、

在宅医療に1500億円、病院勤務医などの医療従事者の負担軽減などに1200億円を重点配分する結

果、利用者の負担はわずかに増える見込みです。一方で、薬代が6%程度下がるため、医療費負担全

体で見れば、ほぼ横這いになる見込みです。  

 2012年度診療報酬改定 
診療報酬全体では小額（0.004%）の増額 

診療報酬（本体） 約5500億円増 

医科（4700億円増） 

 Ⅰ 負担の大きな医療従事者の負担軽減 

   1200億円 

（１）救急・周産期医療の増進 

（２）病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組 

（３）救急外来や外来診療の機能分化 

（４）病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進 

 Ⅱ 医療と介護との機能分化や連携、在宅医療の充実 

   1500億円 

（１）在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進 

（２）看取りに至るまでの医療の充実 

（３）在宅歯科・在宅薬剤管理の充実 

（４）訪問看護の充実、医療・介護の円滑な連携 

 Ⅲ がん、認知症治療など医療進歩の促進 

   2000億円 

（１）医療技術の適切な評価、がん医療や生活習慣病対策、精神疾患・認知症対策、リハビリの充実、 

   生活の質に配慮した歯科医療 

（２）医療安全対策、患者への相談支援対策の充実 

（３）病院機能にあわせた入院医療、慢性期入院医療の適正評価、資源の少ない地域への配慮、 

   診療所の機能に応じた評価 

（４）後発医薬品の使用促進、長期入院是正、市場実勢価格を踏まえた医薬品等の適正評価など 

  

歯科（500億円増） 

  

調剤（300億円増） 

   ・後発医薬品の使用を促進 

    薬局からの後発医薬品の情報提供に報酬 

薬価等 約5500億円減 
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編集・発行 ：上五島病院広報委員会  2012.4.1 発行     発行責任者 ：八坂貴宏   

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

○５つの行動目標 

①信頼と満足の得られる医療の提供 

②地域の基幹病院としての診療機能の              

充実 

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化 

⑤地域における疫学研究と医療従事者 

   の教育・研究の推進 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県单松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

 ４月になりました。通勤途中の菜の花につ

いつい目が留まってしまう今日この頃です。 

 ４月といえば桜の花です。美しく咲いたか

と思ったら、すぐに儚く散ってしまう…日本

人にとって桜とは特別な花です。咲いている

様の美しさはもちろん、花を咲かすために全

ての力を使う生命力、咲いてから散るまでの

移ろい行く様に人生や一期一会、そして何よ

り、咲き終えた後に潔く散る姿に美しさを感

じ、それを自らに重ねています。 

咲いている期間は1～2週間ととても短い桜

ですが、今年のお花見は是非、桜を見ながら

美しさだけでなく、そういったことを感じて

いただけたらなと思います。  

～～  ４月といえば・・・４月といえば・・・  ～～  

 さて、年度が替わり、職場や学校でさまざ

まな出会いと別れがあったことと思います。 

「一年の計は元旦にあり」といいますが、

「年度の計は４月にあり」ともいってよいと

思います。新たな職場、学校へ行く方もいる

でしょう。または迎える側の方もいるでしょ

う。新しい環境の中でいかに自分や周りの人

と向き合っていくか、これは４月を逃すとな

かなか難しくなります。人は第一印象で８割

方はその人を見極めるそうです。これから一

年、理想の生活を送る為に4月は毎日を大事

にしていきたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

上五島病院も4月から新しい職員が増えま

す。詳しい紹介等は次号以降になると思いま

すが、基本理念である「地域と共に歩み、信

頼され親しまれる病院」を目指し、よりよい

病院になるように一緒に頑張っていきますの

で、今年度も上五島病院をよろしくお願いし

ます！  
（広報委員会 前田・濱江） 


