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１．調査の概要 

このたび、「ストレスと健康・全国調査」

（世界精神保健日本調査セカンド）の調査

結果を報告書として公開することができた

（http://wmhj2.jp/）。この調査は、日本国

民における精神疾患の割合とその関連要因、

さらには仕事や生活への影響を明らかにす

るための面接調査である。特に日本国民の

代表サンプルに対する調査を行うために、

北は北海道から南は沖縄までの都道府県に

おいてランダムに選ばれた住民 5000 人以

上に対して面接調査を行うという点で、こ

れまでに例を見ないきわめて大規模な調査

である。また世界保健機関（WHO）が作成し

た、精神疾患の疫学調査専用の面接方法を、

ノートパソコンの中にプログラムとしてイ

ンストールし、これを使って、ある時は数

時間以上かかる長時間の、かつ複雑な面接

調査を行うという点で、きわめて技術的に

困難な調査であった。 

ストレスと健康・全国調査（世界精神保健日本調査セカンド）の調査概要 

 

調査の目的 

第１回「こころの健康についての疫学調査」（世界精神保健日本調査ファースト）から
10 年が経過した 2010 年代半ばにおけるわが国の地域住民の精神疾患の頻度、受診行
動、関連要因、社会生活・自殺行動などへの影響を、国民から無作為抽出された日本人
の代表サンプルにおいて明らかにする（研究期間は 2013～2015 年） 

調査対象者 全国に居住する日本国籍を有する 20歳以上～75歳未満 

サンプル数
（全体） 

5,600人 
 

調査方法 調査員によるパソコンを使った面接聴取法及び留置回収法（２種類の調査を実施） 

抽出方法 層化二段無作為抽出法 

全体回収数･率 パソコンを使った面接調査の回収数 2450人、回収率 43.4％ 

実施年 2013 年 2014 年 2015 年 

調査地域 

関東地方（１都６
県） 

東日本（北海道・東
北・北陸・甲信越・
東海エリア） 

西日本・関東地方
（近畿 (三重を除
く)・中国・四国・
九州（沖縄を含む）
エリア） 

関東地方（１都６
県）（追加調査） 
 
 

地点数 50 37 30 12 

サンプル数 1,900 1,850 人 1500+補充サンプル 600+補充サンプル 

面接調査の回
収数、回収率 

526人 
29.5％（転居・空き
地・更地、死亡・病
気・入院、住所不明
の者（119 人）を除
く 1781 人を分母） 

852人 
48.3％（転居、死亡、
長期不在、住所不明
の者（87 人）を除
く 1,763 人を分母） 

735人 
49.0％（転居、住所
不明、死亡の者（33
人）について補充サ
ン プ ル を 使 用 。
1,500人を母数） 

337人 
56.2％（転居、住所
不明、死亡の者（17
人）について補充サ
ンプルを使用。600
人を母数） 

調査実施会社 日本リサーチセンター 新情報センター 

※2015 年度西日本調査および 2015 年度関東地方調査では、転居、住所不明、死亡の場合補充サンプル
から対象者を補充したため、回答率の計算では分母から差し引くことはしていない。 

※調査概要は、研究班報告書から作成 
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10 数年前に、同じ方法で、世界精神保健

日本調査を行った時には、日本から 11 の市

町村を、それぞれの自治体に責任者となる

研究者がいる場所を選んで、その自治体ご

とに調査員を採用して調査を実施した。こ

れも大変な調査で、全ての調査が終わるま

でに５年の期間を要した。しかし今回の調

査は、日本全国の調査を行うという意味で、

その困難さは前回の比ではない。特に全国

調査を行うにあたっては、十分な能力のあ

る調査会社の調査員に調査を委託するしか

ない。新情報センターには、この調査にお

いて不可欠な役割を担っていただいた。 

 精神疾患に関する面接調査には、調査員

の強い信念と高い技術が必要である。精神

疾患に対する偏見や拒否感はまだまだ強い。

「こころの健康についての調査です」とい

う柔らかい説明をしても調査を拒否する人

は多い。調査を遠慮されたとしても、調査

の重要性を説明し気持ちを変えてもらうこ

とができることが必要である。何件か続け

て拒否されると気持ちも落ち込むものであ

る。以前、大学生を雇って同様の調査をし

た時には、５件続けて拒否されて、調査員

をやめてしまった人もいた。いかに拒否さ

れても、理解されなくても、調査の重要性

を信じて調査を続けてゆく。このような調

査員が精神疾患に関する面接調査では必須

である。 

そもそも対象者と会えないこともある。

都市部ではマンションに住む人、夜遅くま

で仕事や遊びに出かけている人も多く、土

日でもなかなか自宅にいるところを捕まえ

るは難しい。何度か、曜日や時間帯を変え

て足を運び、ようやく対象者に会うことが

できるというのが実際である。調査地域や

対象者の属性を考えて、コンタクトの方法

をいろいろに工夫し、できる限りの技術で

面接を成功に導こうとすることも必要なこ

とである。 

さらに精神疾患に関する面接調査では、

機微な質問を多くすることになる。自殺の

経験に関する質問、性的虐待やレイプの経

験に関する質問などはその典型である。こ

うした質問をしながら、ウェットになるこ

となく、淡々と回答者の応えを引き出すこ

とが求められる。今回の調査では、ノート

パソコンの画面に表示された文章を読み上

げ、回答を数値コードとして打ち込むとい

うことが求められる。紙と鉛筆による調査

では、相手の顔をみながら、うなずいたり、

微笑んだりして回答者の回答へのモチベー

ションを高めてゆくが、パソコン画面をみ

ながらこれを行うことは思った以上に難し

い。しかも調査は平均で 60 分、長いと数時

間かかる場合もある。回答者の疲労やいら

だちを共感しながら、質問を続けることは、

相当の技術がないとできることではない。

今回の調査は、調査員の忍耐と技術の限界

に挑戦し続けたのではないかと思っている。 

さらに調査を困難にしたのは、使用した

面接調査票が、元々は英語版で作成された

世界共通の方法（WHO 国際統合診断面接）

を日本語版に翻訳したものであり、時々日

本語としてやや不自然な質問があったりす

ることである。また精神疾患の診断を正確

に行うために、何度も繰り返し、よく似た、

しかし少しずつ異なる質問をすることが求

められる。しかも調査員は質問文に解説を

付け加えることは許されていない。回答者

が「よく意味がわかりません」という場合、

調査員は、質問文をもう一度読むことで対

応する。この時に、意味がうまく伝わるよ

うに、文章に強弱をつけて読み上げること

なども高度な技術の１つである。こうした

技術は数日にわたる調査員トレーニングで 
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提供されるが、やはり調査員自身のセンス

がないとうまくは使いこなせないものであ 

る。なお、面接調査の流れを図１にまとめ 

たので参考までに掲載する。 

 

図 1 面接調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうした調査員の大変な努力のおかげで、

世界精神保健日本調査セカンドでは、合計

2450 名、回収率 43％の回答者から調査デー

タを集めることができた。2450 名という人

数は、少ないように思われるかもしれない。

また 43％の回収率は低いように思われる

かもしれない。確かに 2450 名の回答者は、 

世界で同様の研究をしている国では、ルー

マニア、オランダ、ベルギーなどと並んで 

一番少ない部類に入る。しかし精神疾患の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接調査で、この規模での全国サンプルで

調査を実施した前例はわが国にはない。ま

た 43％の回答率は、世界の中ではフランス、

ポーランドと同等に低い部類に入る。しか

し国の公的調査でも回答率が伸び悩む中、

43％の回答率は十分すぎる成果である。調

査の後半では、回収率は 50％を大きく上回

るようになり、調査を経て次第に技術が向 

上していったことがうかがえた。 

 

※上図は、研究班報告書からの引用 
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２．調査結果と今後の課題 

 調査結果からは、この調査を行うことで

はじめてわかったことがいくつもあった。

例えば、わが国では、気分障害（ほとんど

がうつ病）の患者数がほぼ年々増加してい

る。2002年と 2016 年を比べると、1.6 倍の

増加である。この増加が、不況や災害、社

会的問題のために日本人でうつ病が増えた

せいなのか、あるいは国の啓発活動によっ

て、うつ病で受診する人が増えたのかはこ

れまでわかっていなかった。世界精神保健

日本調査セカンドでは、うつ病の割合の増

加はわずかであり、うつ病で医師を受診す

る人がこの 10年で増えたことが、うつ病患

者の増加の大きな要因であることが明らか

にできた。また、精神疾患の頻度は大都市

部で高く、地方で低いことがわかった。以

前から都市部では精神疾患の頻度が高いこ

とが世界の大規模都市から報告されていた

が、今回の調査ではわが国でもその傾向が

あることが示された。大都市では、都市そ

のものの持つ特性、例えば深夜までのライ

トアップや 24時間営業の店舗、あるいは過

密な人口分布、一方で希薄な人間関係など

により、日内リズムが崩れたり、脳に過剰

な負荷がかかることが知られている。また

地方から大都市に移動してきた者の精神健

康が悪化することも報告されてきた。わが

国でも、大都市では、特に住民の精神疾患

のことを考えた健康増進施策が進められる

ことが求められる。 

 以上のような調査結果は、国や自治体が

健康づくりの施策を立案する上で有用であ

り、今後、データが行政で活用されること

を期待している。また世界精神保健日本調

査セカンド調査のデータは今後、ハーバー

ド大学医学部が行う世界 30 カ国の共同研

究である世界精神保健調査コンソーシアム

のデータベースに加えられ、世界全体のデ

ータとして解析され、精神疾患の頻度、危

険因子、社会生活への影響を明らかにする

ことに利用される予定である。 

 世界精神保健日本調査セカンド以外にも、

同じ方法論を用いた調査を実施した。これ

にも新情報センターの協力を得た。１つは

2011 年３月に起きた東日本大震災の被災

者の調査である。岩手県、宮城県、福島県

の被災自治体を４ヵ所選び、その仮設住宅

の住民に対して、パソコンを使った精神疾

患に関する面接調査を実施した。被災から

３年目のことであったが、まだ多くの住民

が仮設住宅で生活しており、中には重度の

心的外傷後ストレス障害で通院中の住民に

出会った調査員もいた。しかし調査員が１

～２ヵ月にわたり、仮設住宅を歩き回り、

一軒一軒訪問調査をしてゆくうちに、住民

の方との交流も深まり、調査は思った以上

に円滑に進んだ。この調査では、2011年の

震災のあった１年に、仮設住宅に入居せざ

るを得ないほど、自宅が流されたり、財産

を失った被災者では、一般住民に比べて精

神疾患が５倍程度、自殺を考えることが

3.5 倍程度高くなっていたことがわかった。

これまで多くの被災地の調査は、自己記入

式の調査票で症状の程度を比較するだけで

あったが、この調査からは、被災者で確か

に精神疾患が増加していることが確認でき

た。 

 もう１つの調査は、2002～2006 年に実施

された世界精神保健日本調査（こころの健

康に関する疫学調査）の回答者のフォロー

アップ調査である。10年以上前に実施され

た調査の回答者に、再度連絡し、もう一度

長時間の面接調査を行って、精神疾患の罹

患率や長期経過を詳細に調べる研究である。

転居したり、死亡したりしたために、再調
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査することが困難であることが想定された

が、新情報センターの調査員のこれまた大

変な努力のおかげで、約 500 名から回答を

得ることができ、これから解析を行う予定

である。 

 

３．さいごに 

WHO 国際統合診断面接という特別な面接

方法を使った精神疾患の疫学研究を、わが

国で調査会社に委託して行った経験はこれ

がはじめてであった。当初は、うまくゆく

か不安であったが、しかし調査会社への委

託でも十分に回答率と調査の質を達成する

ことがわかった。私どもの調査は、それな

りに経費のかかる、「高級車」のような調査

であるが、質問紙調査では測定できない精

神疾患を診断することができる数少ない調

査である。隣国、韓国では同様の方法を用

いた調査が 10 年に一度、実施されている。

わが国でも、世界精神保健日本調査、世界

精神保健日本調査セカンドのような調査は、

これから 10 年後にもう一度実施され、精神

疾患の割合、受診率、影響の大きさを再評

価してゆくことが求められる。その時には、

今回の調査で蓄積した方法論や技術、経験

がとても役立つことと確認している。 
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