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コロナ禍をうまく乗り越えるために
〜メンタルヘルスの視点から〜

渡辺洋一郎

日本 CHR コンサルティング（株）代表
精神科専門医・認定産業医

不安や影響を与えている。このコロナ禍をいかにし
て乗り越えるかは大きな課題である。そこで、コロ
ナ禍をうまく乗り越える方法を考えるとともに、これ
からも遭遇する多くのストレスとうまく付き合うための
方法について考える。

新型コロナウイルス感染症は、私たちに非常に多
くの不安やストレスをもたらしている。主たるものを
あげてみると以下のような不安がある。
１. 病気になることや死ぬことへの恐怖
２. 大切な人を感染させてしまうのではないかという
不安
３. 感染症のために大切な人を失うのではないかと
いう恐れ
４. 大切な人を守れないのではないかという無力感
５. 大切な人から引き離されるのではないかという恐
れ
６. 病気ではないかと疑われて、社会的に除外され
たり、隔離されたりすることへの恐れ
７. 隔離によって生じる無力感、倦怠感、孤立感、
抑うつ感
８. 生業を失ったり、隔離のために仕事ができなく
なったり、解雇されることへの恐怖

思考（考え）面への影響
どうせうまくいかないと考える
同じことばかり考える
悪い結果ばかり考える
呆然として何も考えられない
他人の意見が頭に入らない
大事なことを考えるのを避ける
集中できない
自分は役に立たないと考える
自分を責める

感情（気持ち）面への影響

眠れない
熟睡感がない
すぐ目が覚める
食欲がない
身体がだるい
頭が重い
疲労感が強い
動悸や息苦しさがある
おなかの調子が悪い
ふらつく

不安
ストレス

睡眠リズムがくずれる
生活リズムがくずれる
家に閉じこもる
ずっと寝ている
過度に集中、没頭する
些細なことで腹を立てる
アルコールや喫煙が増える
浪費が増える
運転が乱暴になる
ギャンブルにのめり込む

身体（からだ）面への影響

行動（習慣）面への影響

これらの変化が生じた場合には早めに産業医、
かかりつけ医、あるいは外部相談窓口に相談するこ
とが重要である。１人で抱え込まずに必ず相談すべ
きである。

コロナ禍におけるセルフケアについて
コロナ禍におけるさまざまな不安やストレスを少し
でもうまく乗り越えるためにはどのようにすればいい
のか。セルフケアについてWHO（世界保健機関）
がまとめているので参考にしていただきたい。
１）友だちや家族に連絡をとる ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷
信頼している人と話すと、気持ちが楽になる。悩
みがあればもちろんだが、特に悩んでいなくても定
期的に連絡をとり、
話をすることはとても意味がある。

９. ステイホームに伴う生活環境の変化に伴う不安

同居する家族との関わり、遠方の家族や友だちとの

10. 仕事環境の急激な変化に伴うさまざまな不安

メールや電話など、社会との接点を大切にする。

不安やストレスの影響
上記のような不安やストレスは、さまざまな形で私
たちに影響を与える（図）
。

２）健康的な生活習慣を心がける ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷
食事や睡眠を適度にとり、運動をする。在宅勤務
やテレワークなどが増えれば増えるほど生活リズムが
くずれやすくなる。よって、自身の生活管理、セル
フコントロールが重要になる。
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気持ちが沈む
やる気が出ない
何をするのもおっくうに感じる
さみしい、悲しい
不安でしかたない
落ち着かない
イライラする
絶望的に感じる
いなくなりたいと感じる

➡
➡

新型コロナ禍に伴う不安

図 不安とストレスが及ぼす影響

➡
➡

新型コロナウイルスの猛威は私たちにさまざまな
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３）たばこやお酒に頼らない▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

と良いと思われる。そして、その状況に適した対処

眠れないからといって飲酒する、あるいは落ち着

方法（１つとは限らない。いくつかを組み合わせるの

かないからといって喫煙が増えるなどするとますます
体調が悪化する。精神的、身体的につらくなったら、
医療関係者やカウンセラー（外部相談窓口）と話を
してみることが重要である。また、身体や心の健康
のために、どこで、どうすれば支援を受けられるか、
調べておくことも大事である。

が良い）を考えて実行していただきたい。
【ストレスへの対処方法の種類】
①問題焦点型ストレスコーピング
ストレッサーを取り除くことを目的として、直面し
ている問題を解決するため対策を立てること。
例えば、どうしても自分の苦手な仕事をしなくて

４）事実を確認する ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

はいけなくなったときに、その仕事自体のスキルを磨

適切な予防策がとれるよう、自分にかかるリスク

く、あるいは、チームの総合力を上げるべく仕事の

の正確な判断に役立つ情報を集めることが重要であ

役割分担などを合理的に見直すといったことである。

る。地域や国の保健機関など、信頼できる情報源

②認知修正型ストレスコーピング

を探すようにする。いたずらに不安をあおるようなマ

直面している問題に対して、異なる視点から見て

スコミ報道を見たり聞いたりする時間を減らし不安

みる、あるいは発想を変えて受け止め方を再評価す

や興奮を抑え、冷静で客観的な目を忘れないように

ることにより自分にとってのストレス度が低減する。

することが重要である。

例えば、自分の役割ではない仕事をやらねばなら

５）これまでに逆境を乗り越えたときに役立った

なくなり、強いストレスを感じているような場合、そ

スキルを活用する ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

の仕事を別の視点から見ることにより、自分自身に

これまでにもいろいろなストレス状況はあったと思
われる。そのときにどうやって乗り越えてきたかを思
い出してみる。誰かに相談した、気分転換を図った、
睡眠をよくとるようにしたなど、これまで逆境を乗り
越えてきたときに役立った方法を思い出し活用するこ
とが役に立つ。

コロナ禍を乗り越えるために
コロナ禍をはじめとしてどのような環境、ストレス
状況であってもうまく乗り越えるようになること、そ
れは、ストレスに強くなること、そして、より良いワーク、

とっての意義を見出せると精神的負担は減少する。
③支援探索型ストレスコーピング
関係者、友人や家族、相談機関に相談したり、
情報収集をする。
例えば、仕事がうまくいかないときに、うまくやっ
ている人から助言を得る、あるいは専門家に相談に
行くといったことである。
④情動焦点型ストレスコーピング
感情を表に出したり、聞いてもらったりすることに
よって気持ちを発散し整理をつける。
例えば、困ったとき、あるいは不安や怒りを感じ

より良いライフにつながり、結局は幸せな人生（ウェ

る状況になったときに、自分の気持ちを誰かに話す

ルビーイング）につながると考えられる。そのために

ことである。自分の気持ちを話し、相手が理解し

重要なポイントを以下に述べる。

てくれると気持ちが落ち着く。こういった話し相手、

１）多くのストレス対処方法をもつ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

聞いてもらえる場所をもっていることが必要になる。

予想外の状況や、急な状況変化などに臨機応変
に対応できるようになれば適応力がひろがることに
なる。そのためには、ストレス状況の対処方法とし

⑤充電・活性化型ストレスコーピング
ストレス状況から生じる精神的身体的疲労の軽減
を図ること。

て多くの選択肢をもち、状況に合わせて最も適切な

例えば、
好きなことをしたり遊びに出かけたりといっ

対処方法を選ぶことができるようになることがポイン

た一般的に気分転換、ストレス解消と呼ばれること

トである。

である。いくら楽しくても、エネルギーの回復につな

ストレスの対処方法としては以下の５種類が主た

がらなければならない。そのためには、以下の３つ

るものである。これらを頭に入れておき、困難な状

の「R」が重要である。◇Rest；休息、特に睡眠。

況に遭遇したときにそれぞれについて検証してみる

エネルギーの充電とバランスの回復◇Relaxation；
老健 2020.12
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身 体 の緊 張 緩 和は 精 神の緊 張 緩 和につながる

失敗も経験する。このようなときに大事なことは、そ

◇Recreation；楽しむことは活力の活性化につなが

のネガティブな体験を忘れることではなく活かすこと

る。

である。つまり、自分にとってマイナスの出来事が生

２）コミュニケーションスキルを高める▷▷▷▷▷▷▷

じたときに、将来「あんなことがあったおかげでこう

今後求められる働き方の多様化において非常に重

なれた」と言えるようにすることである。将来そう言

要なポイントは、
「個人の仕事の仕方は多様化させ

えるようになるためには、いまどうしたらいいか、何

つつチーム力を高める」ということである。働き方が

をすべきかをしっかり考えて、そのための行動をとる

多様化すること、逆にいえば、個人の個性を活かし、

ことである。すなわち、生じたマイナスの体験を将

多様性を受け入れるということは大事なことである。

来に活かすための行動をとっていくこと、これが「真

しかしながら、そのことが組織全体のパフォーマン

のポジティブシンキング」である。

スの低下になってしまったのでは頓挫してしまう。
「個

楽観主義も重要である。ただし、楽観主義には

人の仕事の仕方は多様化させつつチーム力を高め

真の楽観主義と偽りの楽観主義がある。真の楽観

る」ためには、いかにコミュニケ―ションを図るかが

主義は、その状況を乗り越えることが困難であるこ

重要な課題となる。良いコミュニケーションを築くた

とをしっかり認識したうえで、それでもなんとかなる

めのポイントを以下に記す。

はずだと信じ、なんとかしようと行動し、努力するこ

①コミュニケーションは「情報の伝達」と「人間関

とである。それに対して偽りの楽観主義は、なんと

係の構築」

かなると夢想するだけで、何も行動せず努力しない

コミュニケーションとは情報の伝達であるが、大

ことである。真の楽観主義を理解しめざすことが大

事なことは「情報」には「事実」
「考え」
「気持ち」
「相

事である。

手への期待」が含まれるということである。相手が

４）良い私的人間関係をつくる ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

何かあなたに話したときに、その会話には、相手に

理解し合える家族や友人、仲間などと親しい人間

とっての事実、相手の考えのみならず、相手の気持ち、

関係をもつことはとても大事である。支え、支えられ

相手のあなたに対する期待という要素が含まれてい

る人間関係はエネルギーのもとになる。つらいとき、

るということである。この４つの要素を理解すること、

苦しいときに話し合え、そして気持ちを分かち合える

理解しようとすることが非常に重要である。

とそれだけで非常に楽になる。そして、またがんば

そして、この４つの要素がお互いにうまく理解し合

ろうというエネルギーも生まれてくる。人間のエネル

えると、それはお互いの関係性を深めることにつな

ギーの源は良い人間関係といってもいい。したがっ

がり、人間関係も良くなる。

て良い人間関係をもっていることはストレスへの大き

②コミュニケーションツールを使い分ける

な抵抗力となる。

メールによる情報伝達は事実と考えの伝達には良

「良いワーク」のためには「良いライフ」が不可欠

いが、気持ちや期待の部分を伝えたり、受け取った

である。ワーク・ライフ・バランスということばがよく

りすることが困難である。電話の使用、あるいはビ

使われるようになってきたが、大事なことはワークと

デオ電話、web会議などで生の声を聞いたり、表情

ライフは対立的なものではない。良いライフを築くこ

を見たりするほうが気持ちや期待の部分は伝わりや

とは良いワークにつながるのである。

すい。しかし、やはり対面で面談することでこそ伝

５）生活管理能力を高める▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷

わることもある。このようなコミュニケーションツール

さまざまな困難な状況においてもベストを尽くすこ

の使い分けが今後重要なポイントになる。

とができるということが、ストレスを乗り越えるため

 ▷▷▷▷▷▷
３）ポジティブシンキング能力を高める▷

には非常に重要な力である。大変な状況だからこそ

コロナ禍はとても嫌な体験である。起こらないほ
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ベストを尽くせる状態にあることが必要になる。

うが良かったことといえる。しかし不幸にして起きて

ベストを尽くすために最も必要であり、基本とな

しまった。コロナ禍に限らず、私たちはさまざまな嫌

るのは「ベストを発揮できるコンディション」である。

な体験、苦しい出来事に遭遇する。またさまざまな

心身の状態が良くなければ、本来のパフォーマンス
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が発揮できないばかりか、意欲や気持ちにも影響を

つまり、相談するということは、より良い方法を見

与え、適切な判断、前向きな行動がとれなくなるこ

つけるための前向きな行動である。課題をクリアす

とにもつながる。

るためのより良い方法を検討するために、事前に話

肉体的にも、精神的にもいつも良いコンディション

し合うのが相談であることを忘れないようにする。

でいるために必要なのは体調管理である。自身が常

相談することのメリットは他にもある。状況などを

に良いコンディションでいられるために体調管理ので

相手に説明するなかで、自分自身のなかでも整理が

きる人こそがいつもベストを尽くすことができる人、そ

ついてくることが多いのである。話をしているうちに

して責任のある仕事を任せられる人ということになる。

いままで自分では気づかなかったことが見えてくるこ

身体面のみならずメンタル面も含めた体調の管理、

とも少なくない。相談するという行動によって、自分

そして疾病の予防のためには、睡眠リズム、食事、

自身のなかで問題点が整理でき、気づかなかった

アルコールなどの嗜好品、そして運動などの生活習

点が明確化され、そして、全体像が見えてくる、あ

慣が大きく関係する。生活習慣から心臓疾患、脳卒

るいは客観的に見えてくることが少なくない。

中などの血管障害の発症率は大きく異なる。また、

さらに、
相談することで相手にいまの状況をわかっ

ガンの発症リスクも大きく変わってくることが実証さ

てもらえることになる。自分の置かれた状況などを

れている。運動習慣は身体疾患の予防のみならず、

わかってもらえると一体感を感じて安心できる。そし

メンタル不調の予防、ストレスへの抵抗力の向上に

て、その安心感は疲れを癒してくれる。さらに、そ

つながることも証明されている。

こからまた新たなエネルギーがわいてくる。たとえ、

したがって、ストレスに強い人というのは病気や

次に行うべき良い方法が、見つからなかったとして

体調不良を予防できる人ということができ、それは、

も、自分の状況をわかってもらうことにより、自身の

生活習慣の管理ができる人ということもできる。

癒しとなり同時に新たなエネルギーが生まれてくる。

６）相談ができるようになる▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷
「相談する」ということはどういうことか改めて考

最後に

えてみることが重要である。相談するということは、

仲間同士でお互いの健康状態を温かい目で見守る

いろいろな人の意見を聞いてみるということである。

ことが重要である。同時に、精神的健康が悪化し

いろいろな人の意見を聞くことから、自分が気づか

た場合に、そのことを伝えやすくする工夫も大事で

なかったことが見えてくることがある。相談すること

ある。こまめに声をかけること、仲間同士で話し合

は、自分のできないことを誰かにお願いしてしまうこ

うことも精神的な安定に役立つ。仲間がきちんと休

とではなく、そのような事態に陥らないためにより良

息をとっているか、お互いが規則的な生活、睡眠が

い方法を見つけるための行動である。１人で抱え込

確保できているかを注意し合い、この大変な状況を

み、エネルギーを使い果たし、へとへとで動けなく

乗り越えていただきたい。

なって、もうどうにもならなくなってするのが相談で

つらいこと、困ったこと、悩みがあるときには１人

はない。なんらかの課題に際して、その課題をクリ

で抱え込まず、相談することが重要である。全老健

アするためのより良い方法を検討するために、事前

でも相談窓口を設けているので、気軽に利用してほ

に話し合うのが相談である。

しい。

老健 2020.12

17

