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新型コロナウイルス感染者数は地球上で３億人を超えた



コロナ禍における
秋田大学の学生のこころの問題





解析対象
採用基準

第一、二回目調査両方に回答した1,148名

うつスコア未回答

80名

除外

学年 人数(人) 男性割合(%)

全体 985 49

1年生 359 36

2年生 218 22

3年生 208 21

4年生 200 20



秋田大学学生の実情：男性の約６割、女性の半数が
県外出身者、一人暮らし

男性（1,387人） 女性（1,162人）

n % n %

年齢,平均±標準偏差 21 3 20 4

出身地

県外 905 65 583 51

県内 477 35 571 49

暮らしている人

一人暮らし 912 67 610 53

それ以外 451 33 531 47

心配ごと

金銭面 312 23 233 20

学業面 328 24 263 23

趣味 374 27 334 29

ソーシャルサポート面 140 10 219 19

運動面 210 15 104 9

相談できる人

いる 969 74 941 83

いない 348 26 187 17





PHQ（0-27点）

第一回目 第二回目

中等度以上のうつ
n=113 (11.5%)

中等度以上のうつ
n=164 (16.7%)

男 男女 女



PHQ-9    N(%) 第一回目 第二回目 P

正常 (0-4) 659 (66.9) 587 (59.6) <0.001

軽度 (5-9) 213 (21.6) 234 (23.8) <0.001

中等度 (10-14) 77 (7.8) 102 (10.4) <0.001

やや重度 (15-19) 20 (2.0) 36 (3.7) <0.001

重度 (≥20) 16 (1.6) 26 (2.6) <0.001

PHQ9 ≥10 113 (11.5) 164 (16.7) <0.001

自殺念慮 57 (5.8) 116 (11.8) <0.001

重度自殺念慮 17 (1.7) 49 (5.0) <0.001

二回目でPHQスコア値が悪化



うつのリスク因子と予防因子

第一回目と第二回目の両方に参加し
た1148名中、ベースラインでうつ

(PHQ910点いじょうであった113名と
自死念慮のあった57名を削除）

第一回目から第二回の間に新
規に生じたうつ（自死念慮）に対
し、リスク因子と予防因子を検

討



ベースライン
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R.2. 5.20～6.19 R.3. 3.1～5.31

第一回目 第二回目

新規うつ（自死念慮）
発生

• 性別
• 年齢
• 一人暮らし
• 県外出身
• 喫煙
• 飲酒
• 運動
• 音声あるいはビデオ通信の利

用
• SNSの利用
• 相談できる人の存在

• 性別
• 年齢
• 一人暮らし
• 県外出身
• 喫煙
• 飲酒
• 運動
• 音声あるいはビデオ通信の利

用
• SNSの利用
• 相談できる人の存在

うつのリスク因子と予防因子

分析方法

新規うつ発生ならびに自死念慮をアウトカム



生活習慣、心配事、相談できる人
1回目 2回目

P
n(%) n(%)

Body Mass index 0.127

<18.5 130 (13.7) 112 (15.6)

18.5-24.9
719 (75.5) 537 (75.0)

25-29.9 84 (8.8) 57 (8.0)

30- 19 (2.0) 10 (1.4)

運動 (METs*min/week), median (Interquartile range) <0.001

480 (160-1200) 720 (240-1680)

飲酒 <0.001

週3日以上 33 (3.4) 72 (7.4)

未満 950 (96.6) 906 (92.6)

現在喫煙 21 (2.1) 29 (3.0) 0.057

心配事 <0.001

経済面 187 (19.0) 142 (14.5)

学業面 237 (24.1) 168 (17.1)

レジャー面
272 (27.7) 441 (45.0)

人との付き合い
169 (17.2) 138 (14.1)

運動面 117 (11.9) 92 (9.4)

相談できる人の存在
787 (80.1) 824 (83.8)

0.007



0.01 0.1 1 10
相談相手の存在 vs. いいえ

経済的な不安定
学業

社会的な支援制限
身体的な活動制限

一番の心配事 vs. 余暇の活動制限
連日の音声またはビデオ通話の使…
運動第二最小四分位 vs. 最小四…
運動第二最高四分位 vs. 最小四…
運動最高四分位 vs. 最小四分位

飲酒 3回以上 vs. 2回以下

BMI 30-vs. 18.5-24.9
BMI 25-29.9 vs. 18.5-24.9

BMI <18.5 vs. 18.5-24.9
一人暮らし vs. その他
県外出身 vs. 秋田出身

4年生 vs. 2年生
3年生 vs. 2年生
１年生 vs. 2年生

≥ 20歳 vs. 20歳>
女性 vs. 男性

新規うつ症状リスク
Adjusted OR 

(95%CI)

1.27 (0.76-2.10)
0.31 (0.09-1.00)
0.57 (0.29-1.12)
2.86 (0.84-9.71)
1.75 (0.50-6.16)
1.57 (0.84-2.95)
0.79 (0.42-1.47)
1.05 (0.51-2.16)
2.64 (1.31-5.33)
1.42 (0.27-7.33)
0.82 (0.17-3.92)
0.64 (0.32-1.29)
1.10 (0.59-2.04)
0.61 (0.32-1.18)
0.80 (0.39-1.62)

3.04 (1.45-6.38)
3.59 (1.75-7.37)
1.19 (0.48-2.91)
1.59 (0.63-3.96)
0.43 (0.25-0.75)

学業
経済的困窮
身体的活動

ソーシャルサポート
相談相手の存在



Adjusted OR 

(95%CI)

1.27 (0.73-2.20)

0.81 (0.28-2.32)

1.08 (0.50-2.36)

1.11 (0.35-3.52)

1.38 (0.46-4.21)

0.74(0.37-1.47)

1.41 (0.71-2.81)

1.16 (0.51-2.62)

1.65 (0.74-3.68)

2.20 (0.57-8.51)

2.22 (0.67-7.42)

1.02 (0.48-2.16)

1.01 (0.48-2.12)

0.88 (0.43-1.78)

1.09 (0.54-2.17)

3.35 (1.22-9.16)

6.08 (2.41-15.34)

2.80 (0.97-8.03)

2.58 (0.83-8.07)

0.49 (0.27-0.90)
0.1 1 10

相談相手の存在 vs. いいえ
経済的な不安定

学業
社会的な支援制限
身体的な活動制限

一番の心配事 vs. 余暇の活動制限
連日の音声またはビデオ通話の使用 vs. …
運動第二最小四分位 vs. 最小四分位
運動第二最高四分位 vs. 最小四分位

運動最高四分位 vs. 最小四分位
飲酒 3回以上 vs. 2回以下

BMI 30-vs. 18.5-24.9

BMI 25-29.9 vs. 18.5-24.9

BMI <18.5 vs. 18.5-24.9

一人暮らし vs. その他
県外出身 vs. 秋田出身

4年生 vs. 2年生
3年生 vs. 2年生
１年生 vs. 2年生

≥ 20歳 vs. 20歳>

女性 vs. 男性

学業
経済的困窮
身体的活動

ソーシャルサポート
相談相手の存在

自死念慮リスク



なぜうつが問題になるのか？

「うつ病」になると「自殺」を考える

自殺１名は氷山の一角

自殺：１

自殺未遂：２９

うつ病・うつ状態：３００

ハインリッヒの法則は、労働災害における経験則の一つである。

自殺者

その下には多数の自殺予備軍



毎年３万人前後

男性＞女性

15歳から39歳における死因の第一位

うつを含む健康問題が理由の第一位
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家庭問題
20%

健康問題
23%

経済・生活
2%

就労
5%

恋愛
8%

学校問題
33%

その他
9%

令和２年度19歳未満自殺の原因

家庭問題

健康問題

経済・生活

就労

恋愛

学校問題

その他

令和３年度 厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全局生活安全企画課による資料より作成



https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H2Q_W6A310C1SHA000/

キャンパスメンタルヘルス対策



PHQ9 が10点以上あるいは 感情疲労75点以上(男性149名, 女性139名)に対しリーフレット配布

ハイリスク学生への対応（2020年6月）
ハイリスクアプ
ローチ第１弾



ハイリスク集団へ
学校心理士による各種心理療法の

紹介（2020年8月）

• リラクセーションの紹介

• 呼吸法の紹介

• 自動思考の紹介

• 認知の歪みについて

• 認知行動療法の紹介

ハイリスクアプ
ローチ第３弾

メールによる
PDF資料



自殺ゲートキーパー講座受講

共感・傾聴スキルの向上

キャンパス精神衛生の向上

ポピュレーショ
ンアプローチ



R2.9月～R3.1.31
全学生対象に１時間のうつと希死念慮

自殺のゲートキーパー講義

Webclassにて、秋田大学全学部と大学院生に対し、学生メンタル調査の結果と対
策の音声付パワポ60分を視聴可能とした。



19Ver.2.0

GKの役割について講義



1.うなづく

2.あいずちをうつ

3.共感する

4.受容・肯定
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傾聴とは聞き上手であること

お地蔵様は、何もしゃべら
ないけれど、ただただ悩み
を聞いてくれて、すべてを

受け入れてくれる。



安心させるために伝えること

1.現在のうつ症状は、弱さや性格の問題ではなく、医
療の必要な状態であること、「うつはお薬や精神療
法がよく効きます。必ずよくなります。」と伝えま
しょう。

2.重大な判断はさせない。退学や離婚、出家など極端
なことを考える傾向にあり、あとで後悔することが
多い。重大な決断をしようとしている場合には、「
よくなってから考えましょう」と添える。

3.心療内科や精神科を受診するように勧めてみましょ
う。「専門家に心のことも相談してみましょう」
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友人・知人の
いつもと違うに気づいたら

自分で声をかけた 自分で対応できない

相手から「死にたい」
を打ち明けられた

①相談窓口
②保護者（キーパーソン）への連絡
③医療機関受診
④警察（緊急性の高い場合 身柄の確保）

相談にのった



学生による学生のためのキャンパス内自
殺のゲートキーパー養成動画制作

第一部 セルフケア

第二部 リラクゼーション法の紹介

第三部 自殺のゲートキーパー養成

第四部 学内相談窓口の紹介

シナリオはすべ
て手作り

役者はアマチュアと本学教員で
構成 学生もエキストラで参加

効果検証を行い
大学内で実施

タスクチームによ
る企画を制作会
社でプロ仕様へ

乞うご期待



ご清聴ありがとうございました
ご質問はこちらまでお願いします。
knomura@med.akita-u.ac.jp

mailto:knomura@med.akita-u.ac.jp

