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1. 緒言 

水野¹⁾によると，生涯に精神疾患に罹患する割

合は 4 人に 1 人であることが報告されている．こ

のように，精神疾患はごくありふれた病気であり

ながら，好発年齢が 10 代後半から 20 代にあるこ

とは，一般的にあまり知られていない．精神疾患は，

早期発見・早期治療が大切であり，正しく対処する

ことが，その後の回復に非常に大きな影響を及ぼ

す．しかし，患者の 3 人に 2 人は病院を受診する

機会を逸しており，精神病未治療期間（DUP；

Duration of Untreated Psychosis）が長いことが

課題となっている²⁾．  

ところで，2022年の4月から高等学校において，

2018 年に改定された学習指導要領に沿った学習が

始まる．今回の学習指導要領改訂の中で「現代社会

と健康」の単元の中に，新たに「精神疾患の予防と

回復」の項目が追加された．これにより，高等学校

で精神疾患の特徴及び対処法について取り上げる

こととなる．具体的には，うつ病，統合失調症，不

安症，摂食障害の４つの疾患については実際に疾

患名を挙げて，生徒が理解できるように指導する

ことが求められている．昨今の日本では，精神疾患

が多くの人達にとってより身近な問題となってい

るが，これまでの学習指導要領に沿った保健学習

では，精神保健教育は十分であるとは言えなかっ

た．そのため，今回の学習指導要領の改訂は，精神

保健教育の大きな前進であり，その学習の効果に

寄せられる期待は大きい．  

本研究では，上述したような精神保健教育を受

けていない世代，且つ，精神疾患の好発年齢である

大学生が，精神疾患についてどの程度理解してい

るのか現状を明らかにするとともに，今後，精神保

健教育の効果を検証するための基礎資料とするこ

とを目的とした． 
 

2. 研究方法 

2-１ 対象 

2019 年に I 大学に在学している 1 年生から４年

生を対象に調査を行った．I大学の身体活動を履

修している学生と，調査に協力することを許諾し

てくれた，教育学部の各選修(数学，英語，理

科，家庭科，技術，保健体育，健康，スポーツ，

養護教諭)243 名に配布した．回収数は 217 件(回

収割合 88.2％)（男子 122 名，女子 95 名）であっ

た． 

 

2-2 調査方法 

調査票による調査を実施した．調査票は，一部

多肢選択式により構成された無記名自記式の質問

紙を用い，調査者自らが配布して行った． 

調査は倫理的配慮として研究目的，回答が統計

的に処理されること，個人情報の保護等を説明

し，同意を得た上で行った． 

 

 

2-3 調査項目 

 5 つの疾患について，それぞれ症状，好発年

齢，治療法，対処法等を尋ねた． 

⑴うつ病に関する 12 項目 

⑵統合失調症に関する 11 項目 

⑶摂食障害に関する 10 項目 

⑷不安症に関する 10 項目 

⑸依存症に関する７項目 

 また，精神疾患全般に関する情報入手源，保健

学習等 6 項目について尋ねた. 
 

3． 結果 

3-1 各疾患についての理解 

「詳しく知っている」，「ある程度知っている」 

と回答をした割合が最も高かった疾患は，依存症

で 78.4％であった．次いでうつ病の 76.1％，摂

食障害の 65.0％，統合失調症の 32.7％，不安症

の 25.3％であった． 

表１に，各疾患の罹患率についての理解度を示

した．全体の結果から，摂食障害の罹患率の性差に

ついて正しく理解している割合が 61.3%と最も高

く，次いでうつ病の 46.6%であった.また，男女で

理解度を比較すると，「摂食障害の罹患率の性差」，

「不安症の罹患率の性差」の 2 項目において，有意

に女性の理解度が高かった.依存症に関しては，た

ばこやアルコール，薬物等その原因は多岐にわた

り，罹患率がそれぞれ異なるためここからは除外

した．同様に，摂食障害においても過食症，拒食症

に分かれて統計が出されていることから，罹患率

の検討からは除外した． 

 

表１ 各疾患における罹患率の理解度の性差(人数(%)) 

項目 
正答率 

P 値 
男 女 

男性のうつ病罹患率 38(31.1) 24(25.3) 0.367 

女性のうつ病罹患率 24(19.7) 17(17.9) 0.862 

うつ病の罹患率の性差 53(43.8) 48(50.5) 0.339 

統合失調症の罹患率 15(12.3)  7( 7.4) 0.264 

統合失調症の罹患率の性差 9( 7.4) 10(10.5) 0.472 

摂食障害の罹患率の性差 62(50.8) 71(74.7) 0.001 

不安症の罹患率 11( 9.2)  6( 6.3) 0.460 

不安症の罹患率の性差  9( 7.6) 17(17.9) 0.034 

 

次に，症状の理解度の検討を行った.うつ病，統

合失調症，摂食障害については 5 点満点とし，不安

症は 6 点満点，依存症は 3 点満点とした．3 点以上

の割合が最も高かったのは，うつ病で 65.0％，次

いで依存症で 63.0％であった.また，それぞれの疾

患において，3 点以上だった者を上位理解群とし，

男女の理解度の差について検討した(表２)．うつ

病の認知得点率と性別の間には p=0.002 と有意に

女性の理解度が高いことが明らかとなった．また，

統合失調症では p=0.001，摂食障害では p=0.001，
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不安症では 0.009 と同様に，有意に女性の理解度

が高かった．一方で，依存症においては有意差は認

められなかった．次に，全く理解をしていない割合

を検討した．ここでは，統合失調症と不安症が，そ

れぞれ全体で 41.5％，40.8％と高い割合となった. 

 
表２ 各疾患の症状の理解度(人数(%)) 

疾患  0 1-2 3 以上 P 値 

うつ病 男  9( 7.4) 46(37.7) 67(54.9) 
0.002 

 女  2( 2.1) 19(20.0) 74(77.9) 

統合失調症 男 60(49.2) 44(36.1) 18(14.8) 
0.001 

 女 30(31.6) 30(31.6) 35(36.8) 

摂食障害 男 19(15.6) 68(55.7) 35(28.7) 
0.001 

 女  5( 5.3) 23(24.2) 67(70.5) 

不安症 男 57(48.3) 23(19.5) 38(32.2) 
0.009 

 女 30(31.6) 15(15.8) 50(52.6) 

依存症 男  1( 0.8) 50(41.3) 70(57.8) 
0.119 

 女  2( 2.1) 27(28.4) 66(69.5) 

  

 表３には，各疾患別に好発年齢の理解度の差を

示した．うつ病，統合失調症，不安症では，男女

間に理解度の差はみられなかった．しかし，摂食

障害においては，p=0.002 と有意に女性の理解度

が高かった．どの疾患においても，罹患率や症状

の理解度と比較すると，好発年齢の理解度は低か

った. 
 依存症に関しては上述したように，好発年齢が

異なるため本検討から除外した． 
 

 

3-2 精神疾患と自分の選択する行動 

この項目では，各疾患に罹患したと仮定し，そ

の際に自分が取ると考えられる行動について質問

した．うつ病，統合失調症，摂食障害，依存症の

4 疾患に関しては，病院に行くとの回答が最も多

く，不安症のみ家族や友人に相談するという回答

が最も多いという結果になった． 

 

3-3 精神疾患の学習について 

本調査の対象者がどのようなツールから精神疾

患の情報を入手しているのかを尋ねた(複数選択

可)．テレビという回答が 31.3％と最も高く，次

いでインターネットの 28.9％という結果となっ

た． また，「高校の保健の授業で，精神疾患が詳

しく学ばれるようになることをどのように考えま

すか。」という質問では，１)とても肯定的に考え

る，２)肯定的に考えると回答した(肯定群)割合

は 195 名で全体の 90.3％と，多くの者がこれから

学習されることに前向きな姿勢を示していること

が分かった．  
 

4. 考察 

精神疾患の理解度調査では，不安症の理解度が

最も低いという結果が出たが，不安症という総称

を認知していないだけであり，パニック障害や各

恐怖症等，馴染みのある疾患名を提示して調査を

実施すれば，理解者の割合が高くなることが推察

される. 

それぞれの疾患において，3 割から 5 割の者は罹

患した際に取る行動として，病院に行くという回

答を選択しなかった．これまで精神疾患に関する

学習の機会がなかったために，精神疾患が病院に

かかることで治る可能性のある病気であることや，

精神疾患の対処法を認知しておらず，罹患した際

に正しい行動を選択ができないことが，DUP が短く

ならない理由の１つであると考えられる．不登校

や，いじめ，自殺等，精神疾患に関係した問題がよ

り深刻化している現代において，罹患した際にど

のような行動をとるべきか，具体的な対処法につ

いて学ぶ機会の重要性は言うまでもない．実際に，

メンタルヘルスリテラシー(精神疾患に関する認

識や管理，予防するための援助についての知識や

考え)を向上させるプログラムを行っているイギ

リスやカナダでは，精神疾患の早期発見・早期介入

を促す効果があることが確認されている⁴⁾．他の

先進国に倣い，学校教育の現場だけではなく地域

と連携を深めながら，青少年のメンタルヘルスリ

テラシーを高めていく必要性がある． 

今回調査対象としたのは，国立大学 1 校の学生

であった．国立大学に通う学生であることから，基

礎学力が身についている学生のみが対象となって

おり，全ての大学生に当てはまる結果であるとは

いえないところが本研究の限界点である．そのた

め，基礎学力の差を考慮し，複数の大学で調査を行

う必要性が示唆された．また，今後は精神保健教育

を受けた世代の理解度の調査を行い，その学習の

効果を明らかにしていきたい 

 

5．まとめ 

本研究は，I 大学男女 217 名を対象として，精

神疾患の理解度について調査を行い，以下の結果

を得た． 

1) これまで耳にする機会が多かったと考えられ

るうつ病と依存症の 2 疾患は，理解者の割合

が高かった. 

2) 摂食障害の知識を問う質問項目では，女性の

理解度が有意に高かった. 

3) 2022 年から精神疾患の学習が始まることに，

9 割を超える者が前向きな姿勢を示した． 
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表３ 各疾患の好発年齢の理解度(人数(%)) 

項目 
完答者の割合 

P値 
男 女 

うつ病 11( 9.1)  4( 4.2) 0.584 

統合失調症  1( 0.8)  1( 1.1) 0.324 

摂食障害 26(21.3) 40(42.1) 0.002 

不安症 23(19.3) 15(15.8) 0.533 


