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巻　頭　言

一般社団法人 神奈川県精神科病院協会

会 長　竹　内　知　夫

　昨年当協会は、法人制度改革によって一般社団法人へと移行し、５月28日の総会に
おいて再出発をした。役員数も理事が２人増員され15名以内となり、役員選挙が改め
て行われたが、１名新理事が加わった他は従来の理事が再選され、会長、副会長も留
任となった。定款その他も新制度に沿った形で若干変わったが、ほとんど従来通りで
運営されている。
　日本精神科病院協会も公益社団法人と変わり、総会・代議員会等もあり方が変わっ
た。神奈川県支部も従来通り当協会とほぼ一緒という形だが、組織上は従来よりも明
確に別組織として機能し、経理上もはっきりと別会計となった。従って当協会総会時
には当協会の総会と日精協神奈川県支部総会・当協会政治連盟総会と三つに区別して
開催している。今後も一緒になって全県一区で活動していくつもりです。
　昨年は何と言っても当協会の50周年が大きな行事となりました。10月18日に50周年
記念事業を行わせていただきましたが、皆様方のご協力により盛大に開催することが
出来ました。作家五木寛之さんの含蓄のある講演、日本医師会葉梨常任理事（横倉会
長代理）、日精協関東地区代表の山田雄飛東京精神科病院協会会長、菊池神奈川県保
健福祉局長はじめ四県市の関係部局の皆さん、神奈川県選出の国会議員の皆さん等も
多数ご出席いただき、会員病院の会員はじめ関係者の皆さんを合わせて156人の参加
を得て盛大に祝賀会も開催できました。途中俳優の大和田伸也さんのユウモアある話
と歌が花を添えて下さいました。誌上を借りて御礼申し上げます。同時に50周年記念
誌も発行することが出来ました。20周年記念誌、30周年記念誌、40周年記念誌と比べ
てみますと各会員病院の建物がだんだんと綺麗になり、内容が充実してきているのが
うかがい知れます。会員病院の努力の賜物と嬉しく思います。
　昨年精神保健福祉法の一部が改正され４月から施行されます。保護者制度の廃止が
大きな変化であると同時に大きな問題でもあります。精神科医療を一般科の医療と同
様にしようということには異論はありませんが、精神科の場合は一般科とは異なり本
人が病気とは思わずまた治療を望まぬ、拒否する病状・状態があります。この人たち
への対応で現場と意識が違う点がありいづれ問題が生ずると危惧します。３年後の見
直しをしっかりとしていただきたい。
　同時に診療報酬の改定があり４月から実施されます。現時点では不明な部分も多々



ありますが、今回の改定は今後の精神科医療を考えるのにかなり方向性を出している
と思われます。法改正の趣旨を踏まえてかなりのメニューが取り揃えられているが、
果たしてどれほど会員病院が取り入れられるのだろう。是非取り入れて充実させよう
と思っても条件が多すぎてなかなか取り入れられないものが多い。精神科医師の配置
加算も結構なことだが、精神科医師がそれほど増えてもいないし、開業に流れる傾向
が強い現状の中でどれだけ実施できるだろうか。精神保健福祉士の配置加算も同様で
条件が多すぎる。
　まずは加算ありきで、いづれ条件を付けてくるのならわかるが、始めから条件を厳
しくして国はこういう精神科医療を推進して行くのだと良い顔をして、これを取り入
れないのは病院のほうが悪いと思わせるのは如何なものか。これまでも精神科医療は
冷や飯を食わされてきているのだから、まずは体力をつけさせてから整理していくべ
きではないのか。国の医療費減らしの犠牲を精神科がいつまで背負わなければならな
いのか悲しくなる。でも頑張りましょう!!
　
　現状での精神科救急の問題は身体合併症である。国もその点をやっと意識し始めて
今回の診療報酬でも加算等をつけてきたが、総合病院の精神科病棟が減少してからで
は少々遅い。神奈川県でも２年前から東海大学と北里大学に寄付講座を設置して、精
神と身体両方を診療できる医師の養成を始めたが、これも国の補助金しだいという側
面を持っている。医師の養成は時間がかかるが対応できる施設の充実には力を入れて
ほしい。協会としても各大学病院と協力して何とかより良い方策を考えて行きたい。

　今回の法の改正、診療報酬の改定が各会員病院にどのような影響を及ぼすのかわか
らないが、協会と会員が一体となって、行政や関係諸団体とも連携しつつ神奈川県の
精神科医療をより良いものにして行きましょう。
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創立50周年記念式典・講演・祝賀会

式辞を述べる竹内神奈川県精神科病院協会長

　壇上のご来賓　左から　菊地神奈川県保健福祉局長　　葉梨日本医師会常任理事　　山田東京精神科病院協会長
　長倉神奈川県病院協会長　　長田神奈川県議会厚生常任委員会委員長



創立５０周年記念 特別功労者表彰の皆さん
（前列の５名）

記念祝賀会

作家 五木寛之さんの記念講演

俳優　大和田 伸也さんのスピーチ
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神奈川県精神科病院協会 創立50周年記念式典報告

平塚病院

大　野　史　郎

　平成25年10月18日㈮に横浜ベイホテル東急で神奈川県精神科病院協会創立50周年の
記念式典・講演会・祝賀会が行われました。
　記念式典はアンバサダーズボールルームで開催され、神奈川県精神科病院協会竹内
知夫会長の挨拶に続き、来賓の皆様より心温まる祝辞を賜りました。
　・神奈川県保健福祉局長 菊　池　善　信　様
　・公益社団法人日本医師会常任理事 葉　梨　之　紀　様
　・一般社団法人東京精神科病院協会会長並びに
　　公益社団法人日本精神科病院協会関東地区代表 

山　田　雄　飛　様

　・公益社団法人神奈川県病院協会会長 長　倉　靖　彦　様
　・神奈川県議会厚生常任委員会委員長 長　田　進　治　様

　続いて神奈川県精神科病院協会会員病院において50年を超える永年にわたり精神科
医療福祉の推進に寄与された職員の皆様に、神奈川県精神科病院協会特別功労者とし
ての表彰が行われました。
　・日吉病院 千　葉　あきゑ　様
　・紫雲会横浜病院 須　藤　純　子　様
　・藤沢病院 木　戸　美代子　様
　・大和病院 室　尾　栄　子　様
　・秦野厚生病院 渡　辺　　　成　様
　表彰されました皆様、本当におめでとうございました。

　記念式典終了後は同じアンバサダーズボールルームで、作家五木寛之さんの「悲し
みの効用」という演題の記念講演会が行われました。五木寛之さん自身の体験を踏ま
えながらの大変示唆に富んだ講演を聞かせていただきました。講演の内容を簡単にま
とめました。

　世界には悲しみを抱えながら生きる生き方を表す言葉があり、中国では「悒
ゆう

」、韓
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国では「恨
はん

」、ロシアでは「トスカ」、ブラジルでは「サウダーデ」、アメリカでは
「ブルース」といわれ大切にされてきました。日本でも「暗愁」という言葉がその意
味で平安時代から使われていましたが、時代とともに忘れられ、戦後はまったく使わ
れなくなりました。「暗愁」という言葉が大事にされなくなった日本の時代背景が、
今の時代の日本人の心の脆弱さを招いているひとつの原因になっているのではないか
ということでした。

　記念講演会終了後にはクイーンズグランドボールルームに会場を移して祝賀会が開
催されました。
　神奈川県精神科病院協会竹内知夫会長の挨拶に続き、出席していただいた来賓の国
会議員の皆様に祝辞を賜りました。
　・衆議院議員　みんなの党 浅　尾　慶一郎　先生
　・衆議院議員　みんなの党 青　柳　陽一郎　先生
　・衆議院議員　自由民主党 星　野　剛　士　先生
　・衆議院議員　日本未来の党 阿　部　知　子　先生
　・参議院議員　民主党 牧　山　ひろえ　先生

　その後、一般社団法人神奈川県精神神経科診療所協会斎藤庸男会長による乾杯の発
声により祝宴が開始されました。祝宴の中では、ゲストにお迎えした日頃より精神保
健福祉活動に温かいご理解をいただいている俳優大和田伸也氏の熱のこもったお話や
すばらしい歌を聞かせていただきました。そして最後に出演されたテレビドラマ「水
戸黄門」の印籠を取り出しての有名なせりふを披露していただき、会場は大きな拍手
に包まれ、楽しい時間を過ごすことができました。
　今回の神奈川県精神科病院協会創立50周年記念式典・講演会・祝賀会には150名を
超える多数の関係各位、会員の皆様にご臨席いただきました。本当にありがとうござ
いました。
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武田 専先生を偲んで

紫雲会横浜病院

　　津　田　昌　利

　武田専先生との最初の出会いは、昭和30年代神奈川県内の学会でよく発言され、境
界線症例を発表され、先生の新進気鋭の学究の印象をうけました。いつも時代の流れ
を先取りする働きをされていたように思いました。
　日本に精神分析的な治療を導入した古澤平作先生の門下生として、慶応大学の医局
に入って以来、精神分析的治療を学び、その理論と技法を基に病院精神療法を実践す
ることを病院の運営の基本方針とした病院開設を考えておられました。日吉病院の顧
問医の古澤平作先生をお慕いして、日吉病院に勤務し、小此木啓吾、西園昌久等と精
神分析例研究会が行われました。昭和35年当時は、精神分析を治療概念とした入院施
設は殆ど見当たりませんでした。
　今日の高度情報化された管理社会の中でストレスによる心のひずみを生み出す社会
背景を考慮しつつ個人尊重という精神分析の理念を基本に常に先進的な精神医療で
す。
　重症な神経症や人格障害、気分障害圏を中心とする通院では治療困難な方に対して
精神分析理論を取り入れた入院治療を実践し、地域社会の貢献としては重度の認知症
のデイケア、物忘れ外来を含めて、小規模都市型の地域に根差した精神科と医療病院
の実現を目指して発足しています。
　地域の企業側の観点から、企業のメンタルヘルス―復帰支援の実際―をテーマに活
動を続けられ、シンポジウムも開催され平成23年６月14日、日本青年館で28回目を迎
えています。シンポジウムの参加者は医療関係者よりも企業関係者が圧倒的に多く、
毎年行われております。
　時代を生きていくために、時の流れに乗り社会人になっていく人たちに幅広く、人
生の歩みを示され、それぞれの立場からわかりやすく解説された著書を出版されてい
ます。「境界線症例」「病院精神療法」「躁鬱病・精神分析の立場から」など専門書の
ほか、「精神分析と仏教」「学徒兵らくだ君」「わんぱくらくだ君」「じーちゃんの思春
期」「現代人のこころの病い」「分裂病という名の幻想」「人はなぜ自殺するのか」「現
代フロイト読本２ “人間モーゼと一神教”」「時を旅する―私の日本史探訪」「古代・
中世・近代の文化と思想」などです。一読をお勧めしたい本です。
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　温和な風貌をもって接せられ、言いたいことを率直に話され、強い信念と実行力を
お持ちでした。長い間ご指導いただいた恩義に深く感謝し、かわることなくご厚情を
拝したことを、今あらためて深く思います。謹んでご冥福をお祈りいたし、武田専先
生の追悼の辞とします。
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精神保健福祉法改正について

平塚病院

大　野　史　郎

○精神保健福祉法改正の経緯
　平成22年６月29日に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向
について」において、厚生労働省は、１）精神障害者に対する強制入院、強制医療介
入、保護者制度の見直し、２）精神障害者に対する退院支援や地域生活における医
療・生活面の支援、３）精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実等
について検討し取りまとめることとなった。それぞれの検討会での取りまとめの結果
が今回の精神保健福祉法改正にも反映されている。１）に関する取りまとめは今回の
改正の保護者制度の廃止や医療保護入院の見直しに反映しており、３）に関する取り
まとめは精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定に反映している。

○精神保健福祉法改正の内容
　今回の精神保健福祉法改正の概要は大きく以下の４点にまとめられると思う。（①〜④）

①精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
　この指針の策定に関しては、国の思惑によって精神科医療施策が決められていく
のではないかという懸念が強かったが、「改革に向けた財源確保のため、説明材料
として指針の明記が必要である」との担当課長の説明を日精協執行部で充分検討
し、議論を重ねた結果、最終的には指針の策定に同意した経緯がある。

第41条　厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた
良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めな
ければならない。

１）精神病床の機能分化に関する事項
・機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移

行をさらに推進する。結果として、精神病床は減少する。
・地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方

策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討す
る。
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・急性期の患者に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員は一般病床と同
等の配置を目指す。

・在院期間が１年を超えないうちに退院できるよう、多職種による質の高い
チーム医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。

・１年以上の長期在院者の地域移行を推進するため、多職種による退院促進に
向けた取組を推進する。

２）精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関
する事項
・外来・デイケア等での適切な医療を受けながら地域で生活できるよう、外来

医療体制の整備及び充実並びに地域医療連携を推進する。
・治療中断者等が地域で生活するために必要な医療を受けられるようアウト

リーチ（多職種チームによる訪問支援）を推進する。
・在宅の精神障害者の症状の急な増悪等に対応できるよう24時間365日対応で

きる医療体制の確保や身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制の確保等
により、精神科医療体制を整備する。

・精神科外来等で必要と認められた身体疾患に対する医療について適切に提案
できるよう、一般の医療機関との連携を強化する。

・保健所や精神保健福祉センター等における相談や訪問支援を通して、早期に
必要な医療に適切にアクセスできる体制の整備と関係機関の連携を進める。

・障害福祉サービス事業を行う者等と医療機関との連携を推進するとともに、
居住支援に関する施策を推進する。

３）医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門知識を有する者との連携に
関する事項
・精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種との適切な連携

を確保する。
・チームで保健医療福祉を担う専門職種その他の精神障害者を支援する人材の

育成と質の向上を推進する。

４）その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
・保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市町村等の他の

関係機関の在り方も含めて検討し、当該検討に基づく方策を推進する。
・非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、また、イン
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フォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最大限配慮する。
・自殺（うつ病等）、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供する。
・精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康づくりの一環と

して、心の健康づくりを推進する。

②保護者制度の廃止
　主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されてい
るが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関
する規定が削除された。

③医療保護入院の見直し
１）医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等＊のうちのいずれか

の者の同意を要件とする。
＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等

は、市町村長が同意の判断を行う。
・従って医療保護入院の要件の見直しにより、あくまで法律上は、家族等（優

先順位はない）のうちいずれかの同意があれば、医療保護入院は可能であ
る。また法令上は、同意者が、同意後に特別な義務や権利をもつことはな
く、同意者と本人との関係は、同意書の記載により確認するとされている。

・市町村長同意を行うことができるのは、精神障害者の家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合だけであり、家
族等が存在しているが、反対している場合や、同意をすることを拒否してい
る場合は市町村長同意を行うことはできないとされている。

２）精神科病院の管理者の責務
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保

健福祉士等）の設置→退院後生活環境相談員の選任
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行

う相談支援事業者等）との連携
・退院促進のための体制整備→医療保護入院者退院支援委員会の開催

３）精神保健福祉法改正後の医療保護入院の手続き
１．精神保健指定医の診察により入院決定時に同意書に家族等の同意署名をもらう。

２．新規の医療保護入院者の入院届に加えて入院予定期間と選任された退院後生
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活環境相談員（入院後７日以内に選任）の氏名を記載した入院診療計画書を添
付する。

３．入院治療が当初の入院予定期間を超える場合には、入院予定期間を経過する
時期の前後概ね２週間以内に医療保護入院者退院支援委員会を実施し、更新と
その期間について審議を行う。審議の結果については、医療保護入院者退院支
援委員会審議記録を作成し、医療保護入院者退院支援委員会の結果お知らせの
書面にて本人に通知する。

４．入院後12カ月経過した時点で、新たに設けられた退院に向けた取組の状況
（選任された退院後生活環境相談員との相談状況、地域援助事業者の紹介状況、
医療保護入院者退院支援委員会で決定した推定される入院期間等について退院
後生活環境相談員が記載する）も記載した定期病状報告書を提出する。

④精神医療審査会に関する見直し
１）精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保護又は福祉に関し学識経験

を有する者」を規定する。→これだけは平成28年４月１日からの施行

２）精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人ととも
に、家族等を規定する。

・医療保護入院の見直しや精神医療審査会の見直しなどにより、退院請求等の
増加が見込まれることから審査の効率化を図っていく必要がある。
１．意見聴取等への予備委員の活用
２．書面による意見聴取の活用
３．意見聴取の必要性の整理
などが審査をスムーズに進めるために考えられているが、委員自身はもちろ
ん、委員を出して協力している病院にも今回の改正で負担が多くなってくる
状況は変わらないと思われる。

　以上が今回の精神保健福祉法改正の概要であるが、事前に行われた改正法の説明会
やＱ＆Ａでは、いろいろな問題点や不確定な要素について現場の医療者から指摘され
質問が出されていた。現場の不安が大きい中で、平成26年４月１日より改正法が施行
されているが、今後我々は３年後の見直しに向けて、この改正法により精神科医療の
質の向上や現場の診療業務に大きな支障を来すようなことがないかを厳しくチェック
していかなくてはならないと思います。
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精神科看護技術研修会日程表

神奈川歯科大学附属　横浜研修センター大会議室
横浜市神奈川区鶴屋町3–31–6

期　日 午　　前 午　　後

１月20日

㈪

開
講
式

「統合失調症」

ハートフル川崎病院　

院長　天　保　英　明　先生

「アルコール依存症の理解と対応」

独立行政法人国立病院機構

久里浜医療センター

副院長　松　下　幸　生　先生

21日㈫

「児童思春期患者の理解と対応」

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

こども医療センター

　児童思春期精神科部長

新　井　　　卓　先生

「急性期患者の理解と対応」

曽我病院

看護部長　渡　辺　勝　次　氏

22日㈬

｢心理療法について｣

川﨑幸クリニック

臨床心理士　稲　富　正　治　氏

「認知症の理解と対応」

横浜ほうゆう病院

副看護部長　原　科　美津枝　氏

23日㈭

「神奈川県の精神保健福祉について」

神奈川県保健福祉局保健医療部保健予防課

　グループリーダー　

鳥　海　　　薫　氏

「気分障害の理解と対応」

金沢文庫エールクリニック

院長　藤　原　修一郎　先生

閉
講
式

平成25年度　精神科看護技術研修会
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2014/5/9

2

（１）精神病状態とは？

１）精神病を精神「疾患」とし、主として身体的基盤
を持つものに限るドイツ語圏精神医学の考え方

非定型的な精神病は器質性精神病などの

シュナイダーのいう身体的基礎の明らかな精神病であり、

非器質性・反応性におこる異常体験反応、神経症や

生来の精神薄弱は含まれない

2014/5/9

4

（１）精神病状態とは？

２）精神障害を程度の差によって精神病と神経症に
分けるフロイト（Freud, S. ）以来の考え方

精神症状の種類よりも、全体的な人格変化、病識欠如、

コミュニケーション障害、現実検討能力障害、

社会適応力障害などの程度に応じて、

重症のものを精神病、軽症のものを神経症とする

2014/5/9

6

（（３３））統統合合失失調調症症
『１』定義

統合失調症は、主として思春期に発病し、

特徴的な思考障害、自我障害、感情障害、

人格障害などを主徴とし、

多くは慢性に経過する原因不明の精神病である

2014/5/9

5

（２）内因とは？
ー外因（器質性）と心因反応のはざまで －

内因性精神障害とは、

発病の要因はまだ解明されていないが、

患者自身に内在する生物的基盤にあるとされる
精神病のことをいう

2014/5/9

3

（１）精神病状態とは？

１）精神病を精神「疾患」とし、主として身体的基盤
を持つものに限るドイツ語圏精神医学の考え方

統合失調症、気分障害などのいわゆる内因精神病は、
おそらく将来身体的基礎が見い出されるであろうとの
前提のもとに精神病に含められる

心因性のものでも、異常が強く、自我障害、
意識障害・幻覚妄想状態などによる現実検討の障害、
病識欠如などが存在する時には
反応精神病（心因精神病）とされることもある

統合失調症

ハートフル川崎病院

院長　　天　保　英　明

2014/5/9

7

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史①

（１）モレル（Morel, B. A.）１８６０年 demence precoce
・青年期に発病して痴呆に陥る症例に対して早発痴呆
という名称を提唱

（２）カールバウム（Kahlbaum, K. L. ）１８６９年
緊張病 Katatonie

・循環性に交代する経過を辿る脳疾患で、
メランコリー、マニー、錯乱、痴呆という進行経過をとり、
強直やけいれんなどの運動症状を伴う精神病
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2014/5/9

15

『３』統合失調症への改名
＊１９９３年平成５年全家連から精神神経学会へ

精神分裂病の病名変更の要望

（１）精神神経学会 １）クレペリン・ブロイラー病
２）スキゾフレニア
３）統合失調症

（２）平成１３年１０月
全国精神障害者家族会連合会と精神神経学会で

意見を求める
（３）平成１４年６月の精神神経学会の評議員会、

８月の精神神経学会総会で統合失調症への
病名の変更の決定

2014/5/9

14

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史⑧

（６）シュナイダー（Schneider,K. ）の一級症状 １９３９年

・ブロイラーの症状構造論を離れて診断上大切な

症状として抽出したもの

１）特有の幻聴：考想化声、対話性幻聴、批判性幻声

２）作為体験：身体被影響体験、考想奪取、考想干渉、

考想伝播、感情・欲動・意志の作為と被影響

３）妄想知覚

＊一級症状は比較的特異性の高い症状であり、完全に

特異的なものではない

2014/5/9

13

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史⑦

（５）−2 基本症状 ４つのA

副次症状

幻覚、妄想、言語と書字の変化、身体症状

ブロイラーの統合失調症という概念は

横断的精神症状に基づいているので、

精神症状だけでなく経過・予後をも考慮した

早発痴呆よりも広い概念になっている

2014/5/9

12

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史⑥

（５）−１ 基本症状 ４つのA

１）連合弛緩 Assoziationslockerung
心的生活における種々の概念の連合の統一性が

障害され解体する

２）感情鈍麻 Affektverrblodung
３）自閉症 Autismus
４）両価性 Ambivalenz

2014/5/9

11

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史⑤

（５）ブロイラー（Bleuler, E. ) １９１１年

精神分裂病 schizophrenie

・schizo＝分裂、phren＝横隔膜、精神 ia＝病気

・この疾患の本質的特徴を心理学的次元にもとめ、

精神症状の特徴から統合失調症という名称を提唱した

・ブロイラーは時間の経過とは無関係に横断的に

この病気を構成している

2014/5/9

10

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史④

４）−２ 痴呆？

早発性痴呆という概念については、

この種の患者に見られるのは器質性脳疾患にみられる

痴呆のような知的能力の低下ではなく、

特有な精神機能ないし人格の解体であって、

痴呆という呼び方は混乱を招くこと、

必ずしも早発性ではないこと、

すべての症例が人格荒廃状態に陥るとは限らないなど

修正の必要がある

2014/5/9

9

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史③

（４）−１ 疾患単位 nosological entity, Krankheitseinheit

たとえば、進行麻痺のように一定の病因、症状、経過、
予後、病理組織学的所見などを備えた病的な状態で、
自然科学的概念（生物学的概念）であり、存在概念

クレペリンは、早発性、慢性進行性経過、

症状上の痴呆と情意鈍麻などの特徴があることから

器質病因はまだ不明であるが、１つの疾患単位と考え、

早発痴呆という概念を提唱した

2014/5/9

8

（（３３））統統合合失失調調症症
『２』概念の歴史②

（３）ヘッカー（Hecker, E. ）１８７０年 破瓜病 Hebephrenie
・思春期（破瓜期）に発病し、抑うつ状態から

ひねくれた子どもっぽい軽い興奮を経て

速やかに精神崩壊（支離滅裂）に至るもの

（４）クレペリン（Kraepelin, E. ）１８９３年
早発痴呆Dementia praecox

・思春期に発病して慢性に経過し

最後には痴呆（人格荒廃）に陥るもの

・この病気を時間の経過に沿ってまとめた（縦断的に観察）
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2014/5/9

22

『５』統合失調症の病因③

（３）遺伝の問題

１）統合失調症の経験的遺伝予後（Luxenburger, H. ）
子：16.4% 孫：3.0% 同胞：10.8%
いとこ：1.8% おい・めい：1.8% おい・めいの子：1.6%

＊一般成員：0.85%
＊統合失調症家系内では
統合失調質者（パーソナリティー障害）schizoid personality
の出現率が著しく高く、統合失調症の
２〜４倍に達している

2014/5/9

21

『５』統合失調症の病因②
（２）脆弱性ストレスモデル vulnerability-stress model
折衷的立場として、生物学的要因による病的素因ないし
中枢機能の脆弱性があり、これが心理社会的ストレス
（環境因、心因）を誘因として症状を形成するとする考え

・脆弱性：先天的にも後天的にも獲得
先天的−遺伝子異常と神経発達障害
（側頭葉を中心とした形態異常）

・後天的要因：思春期までの社会的な環境や家族内の
諸問題が患者の脆弱性を増長

＊これらの要因は、両親から受け継いだ遺伝子とは

無関係に、異常を導き出しているのではと疑われている
（表現模写：phenocopy）

2014/5/9

20

『５』統合失調症の病因①

（1）Prozess
統合失調症の成因については、まだ発見されていないが、

生物学的な 「病的過程」prozessが存在するという

生物学的病因説をとるものが多い

2014/5/9

19

『４』統合失調症の疫学④

生まれ月
：北半球では１月から３月にかけて出生したものが
統合失調症患者で多い
南半球では７月から９月に生まれたものが多い

＊理由は不明
・統合失調症が冬期のウィルス感染に弱いという説
・遺伝的に統合失調症にかかりやすい人は
冬期の各種の侵害に対する抵抗が強く、生き残る
確率が高い

2014/5/9

18

『４』統合失調症の疫学③

地域、文化

②統合失調症は気分障害に比べて下層貧困階級に多い
との説がある

＊統合失調症の社会因としての社会孤立説
（social isolation thoery）

＊統合失調症患者は病気になった結果低い社会階層に
落ちてスラム地域に流入し（＝流入説 drift theory）、
社会から分離される（＝分離説 segregation theory）
のであり、社会環境が直接の病因になるのではない
とされている

2014/5/9

17

『４』統合失調症の疫学②

地域、文化

①アメリカで統合失調症の外来および入院患者を
調査したところ、ともに非白人が白人よりも２〜３倍
多く、これは社会階層が低く、スラム地域等に住む
非白人が事例になりやすいためとされている
＝事例性

2014/5/9

16

『４』統合失調症の疫学①

有病率：１０００人中２〜４人程度と推定

好発年齢：思春期から３０歳くらい
＊中年期以降に発症する症例は全体の約１０％

性差：有病率に性差はない
＊男性は女性に比べて発症年齢が若い傾向にある
＊中年以降に発症する患者に限ると、

女性の方が多くなっている
＊男性は女性に比べて、再発率が高く、荒廃状態に

陥る確率も高い

2014/5/9

23

『５』統合失調症の病因④
（３）遺伝の問題
２）双生児研究
１：従来の研究
一卵生双生児：60〜70% 二卵性双生児：０〜１５％

２：最近（１９６０年以降の北欧やアメリカの研究）
一卵生双生児：６〜２５％ ニ卵生双生児：５〜１５％

３：１９９６年 DSM-III-Rを用いた研究（中根、岡崎ら）
一卵生双生児：３０〜５０％ ニ卵生双生児：４〜１５％

＊統合失調症における遺伝形式は明らかではない
＊養子研究の結果では統合失調症発病には成育環境より
遺伝素因関与の方がはるかに大きいとされている
（Heston, L., 1966およびKety,S.,1968）
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『６』統合失調症の薬物療法②

（１）定型抗精神薬antipsychotics
（神経遮断薬 neuroleptics）

 ドパミン作動性ニューロンとして、黒質線条体系、

中脳辺縁系、中脳前頭葉系があるが、主として後２者に親
和性が高く、その脱分極を抑制することによって

薬効を発揮

パーキンソニズムは、黒質線条体系の抑制が原因

2014/5/9

30

『６』統合失調症の薬物療法①

（１）定型抗精神薬antipsychotics
（神経遮断薬 neuroleptics）

 D受容体を遮断し、鎮静作用と抗幻覚妄想作用を発揮

１９５２年：クロールプロマジンが最初

薬理作用の中心はシナプス後部のモノアミン受容体（特に
ドパミン受容体）の遮断＊モノアミンは

モノアミンはドパミン（D）、ノルアドレナリン（NA）などのカ
テコールアミン類とセロトニンなどのインドールアミン類な
どに分けられる

2014/5/9

29

『５』統合失調症の病因⑩
（６）神経化学的仮説
２）修正DA仮説

＊統合失調症の症状のうちいわゆる陽性症状は
抗DA作用をもつ抗精神病薬によって改善されるが、
陰性症状は改善されにくいのでDA過剰仮説だけでは
分裂病の慢性病像は説明できない

＊前頭前野皮質のDA系が中脳辺縁系DAに対して
抑制性影響を及ぼしており、統合失調症では前頭前野の
DA系機能が低下して陰性症状を起こし、皮質性抑制の
解除により中脳辺縁系が過活動になり陽性症状が起きる
という仮説

2014/5/9

28

『５』統合失調症の病院⑨

（６）神経化学的仮説
１）ドパミン仮説：DAに対する感受性亢進状態hypersensitivity

＊統合失調症の治療薬、とくに幻覚・妄想などの陽性症状に
有効な薬物はドーパミン（DA）受容体、特にD2に対する
拮抗薬であること

＊ドーパミン作動薬であるアンフェタミンなどの長期使用が
統合失調症に似た精神症状を起こす

＊ドーパミン性の科活動が放出過多、受容体数の増加、
受容体の感受性の増加、あるいはそれらの合併の
いずれによるかはまだよくわかっていない

2014/5/9

27

『５』統合失調症の病因⑧

（４）家族研究と心因論

２）HEE：high expressed emotion の家族

・HEEの家族の場合には、患者が退院して

家族の中に戻ると、服薬を続けていても再燃率が

非常に高い

・HEE家族には家族そのものを治す家族療法が

必要になる

2014/5/9

26

『５』統合失調症の病因⑦

（４）家族研究と心因論

２）HEE：high expressed emotion の家族

Wing, J. K.
統合失調症の家族には２つのタイプがあり、１つは患者
のことを気にして干渉し過ぎたりするなど、患者の病的な
行動に対して感情的な表現を強く示す家族（HEE家族）

もうひとつは割合にのんびりして患者にあまり干渉せず
感情的に距離をおくことができる（LEE）家族

2014/5/9

25

『５』統合失調症の病因⑥

（４）家族研究と心因論

１）二重拘束説 Bateson, G., 1956
親のことばと態度が食い違い、２つ以上の相互に

矛盾した情報が子に伝わることを二重拘束と呼ぶ

2014/5/9

24

『５』統合失調症の病因⑤

（３）遺伝の問題
３）high risk children

・統合失調症の親から生まれた子を「統合失調症を
発症する危険が大きい子」と規定

・この種の子どもは過度に従順で内気なものや、
落ち着きがなく多動で自分勝手で攻撃的なものなど、
幼少児期から種々の人格偏倚や適応障害を示す
ことがわかっている
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『６』統合失調症の薬物療法⑧

〔抗精神病薬〕

（２）非定型抗精神病薬

１）セロトニン・ドーパミン拮抗薬

serotonin-dopamine anntagonist SDA
 ドーパミン受容体D2だけでなく、セロトニン5HT2受容体

にも強い拮抗作用をもつ

・risperidone：Janssen 
・perospirone：わが国で独自に開発されたSDA

2014/5/9

37

『６』統合失調症の薬物療法⑦

〔抗精神病薬〕

・CK上昇：血中LDH値、GOT値、ミオグロビン値の上昇、

WBCの上昇

・治療：大量の輸液、ダントロレンdantrolenを静脈注射、

ブロモクリプチンも

・発生率１％未満、致死率２５％から１０％以下へ減少

＊回復したケースは後遺症を残さない

2014/5/9

36

『６』統合失調症の薬物療法⑥

〔抗精神病薬〕

 １９６０年、抗精神病薬投与中（多くは開始後１週間以内）
突然、高熱、筋固縮、意識変容、自律神経症状を呈し、
適切な治療がなされないと死に至るケースが報告

・抗精神病薬投与中またはL-DOPAの突然の中止などが
誘因

・高熱：３８度以上
・筋固縮：歯車状から鉛管状〜しばしば振戦を伴う
・意識変容：混濁〜せん妄
・自律神経症状：発汗、頻脈、血圧の変動（多くは上昇）

2014/5/9

35

『６』統合失調症の薬物療法⑥

〔抗精神病薬〕

肥満：α１、5HT2受容体遮断作用が食欲を増進させる
・もともと統合失調症では一般成員に比べて
糖尿病発生が２〜４倍高いとされる

・非定型抗精神病薬の5HT2Aおよび5HT2c受容体や
H1受容体阻害作用が食欲亢進と体重増加を起こし、
肥満に伴う脂肪組織の増加が血中インスリン値増加を
起こし、インスリンの持続性増加によって
インスリン抵抗性が生じ、高血糖が起こるとされる

＊日本ではolanzapin、quetiapineは糖尿病者やその既往の
あるものには禁忌

＊肝障害：投与開始２〜４週、急性肝内胆汁うっ滞性黄疸、
アレルギー機序

＊悪性症候群 malignant syndrome, syndrome malin

2014/5/9

34

『６』統合失調症の薬物療法⑤

〔抗精神病薬〕

高プロラクチン血症

・プロラクチン産生細胞にはD受容体が存在し、ドパミン
が結合すると活動が停止する

・D受容体遮断薬が投与されるとプロラクチン分泌は亢
進し乳汁分泌無月経症候群

・男女 共に性欲低下を引き起こす(性機能障害)
水中毒

・多飲にADH不適合分泌（SIADH）が加わって発生（腎
の１日排泄料は２５リットル）

・抗精神病薬の長期投与により、視床下部の渇中枢と
ADH分泌細胞のドパミン受容体が同時に感受性を獲
得し（up-regulation）し、口渇とADH分泌亢進の両方を
引き起こす

2014/5/9

33

『６』統合失調症の薬物療法④

〔抗精神病薬〕

２）ブチロフェノン系：ハロペリドール（１９５７年Janssen, P. ）
・抗幻覚妄想に優れる

・錐体外路症状：アカシジア（静座不能）

急性ジストニア

＊投与６ヵ月をこえる頃から「遅発性ジスキネジア（tardive
dyskinesia）」発生

2014/5/9

32

『６』統合失調症の薬物療法③

〔定型抗精神病薬〕

分類

１）フェノチアジン系：クロルプロマジン(Delay, J.ら)
レボメプロマジン

・鎮静に優れる

・抗コリン作用：口渇、眩しい、頻脈、排尿困

難、便秘

・α１受容体遮断作用：起立性低血圧

（中枢性抗パ剤を併用すると危険増える）

2014/5/9

39

『６』統合失調症の薬物療法⑨

〔非定型坑精神病薬〕

２）MARTA：multi-acting receptor targeted agent
（antipsychotics） 多受容体作用物質

・clozapine：１９７２年開発

１〜２％に致死性の無顆粒球症発生

治療抵抗性の統合失調症には現在のところ

最も有効：有効率３０％

・olanzapine：海外ではリスペリドンと並んで

第１選択薬になりつつある

・quetiapine：
・zotepine？
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『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

３）記憶の異常

原則として異常はない

2014/5/9

46

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

＊最近は知能障害としてではなく認知機能障害として研究

＊認知機能
＝知覚には刺激を取り入れ、短期的に記憶し、

これまで貯蔵されていた記憶と照合し、推論・判断し、
言語化するといった複雑な活動が関係しており、
このような過程をより包括的に表現する用語として
認知cognitionあるいは認知機能cognitive function
ということばが使用されるようになった

2014/5/9

45

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

２）知能の異常

原則として異常はない

＊統合失調症にみられる知的能力の低下は器質疾患の
痴呆とは本質的に異なるものとされている

＊WAISなどの知能検査の成績は、統合失調症、とくに
破瓜型の慢性統合失調症では感情障害などほかの
精神病や健常者よりも劣ることが多く、その値は
境界知能あるいは軽度の知能障害の程度

2014/5/9

44

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

１）意識の異常

原則として意識は清明であるが

昏迷、亜昏迷はある

2014/5/9

43

『８』症候学
（２）Crow, T. J., １９８０年の分類

I型：陽性症状を比較的急速に発症し、抗精神病薬ヘの

反応は良好でDA仮説があてはまる

II型：陰性症状および認知障害を示し、緩徐に発症し、

治療への反応が不良で、中枢神経の発達障害による

神経細胞の減損に起因し（すなわち脳内の細胞消失

と構造の変化）、高率に画像診断の異常所見が

認められる

2014/5/9

41

『８』症候学
（１）陽性症状、陰性症状①

陽性症状：通常は存在しないもので、派手で目立つ症状、
生産的症状からなり、シュナイダーの１級症状、
幻覚、妄想、顕著な思考過程の障害（支離滅裂や
思考の脱線など）、奇異な行動、緊張病症状
などである

＊顕著な思考形式の異常（滅裂、脱線、逸脱、非論理性
など）を陽性症状とするか、連合弛緩ととらえて陰性症状
に含めるかは意見が分かれている

2014/5/9

40

『６』統合失調症の薬物療法⑩

〔非定型坑精神病薬〕

３）Dopamine System Stabilizer DSS：ドパミン安定剤

・aripiprazole
■ 5HT1受容体パーシャルアゴニスト作用もあり

・抗不安薬buspironeのような抗不安作用も合わせもつ

・ 5HT1A受容体アゴニスト作用は前頭前野の

ドパミンもコントロールし、前頭皮質のドパミンを増加

させ、認知機能も改善するとされる

・ H1受容体の親和性が低いため、食欲亢進、体重増加

メタボリック・シンドロームを誘発しにくい 2014/5/9

42

陰性症状：通常存在するはずなのに欠如したもので、
地味で捉えにくい症状からなり、感情鈍麻、
貧困な思考過程（思考途絶や乏しい会話など）、
意欲の低下、自閉や社会的引きこもりなど

＊陰性症状は脳の慢性の病的過程、器質変化などに
由来し、陽性症状は陰性症状を生じる病的過程の
基礎の上に反応性に出現し、
背景にドーパミン作動系機能異常などが存在すると
推定されている

『８』症候学
（１）陽性症状、陰性症状②
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『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

妄想気分：周囲の世界が何となく変わってきたように感じ、
周囲で起こる出来事が何か意味がありそうで
無気味であり、大きな事件が起こりそうで不安に
感じられる状態
ひどくなると世界没落体験

妄想知覚：心理学的には何の背景もないのに突然、
ある知覚に対して、特別な意味付けがなされ、
そのまま確信される現象

妄想着想：何の動機も理由もないのに突然、あるアイデア
（観念）が浮かんできて、それがそのまま
確信されるもの

2014/5/9

53

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

思考障害−３：思考内容の異常 妄想 delusion

・一次妄想：心理学的に了解できる理由なしに、

個々の事象に現実理論の枠組みから

はずれた特別な意味が与えられる

次の３つがある

2014/5/9

52

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

思考障害−２：思考体験の異常

・作為思考、考想察知、考想伝播、思考吸入

思考奪取、思考干渉

2014/5/9

51

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

７）思考障害

思考障害−１：思考過程の異常

・思考滅裂＝個々のアイデアの間に理論的な結びつき

が無くなる

・連合弛緩＝話の文脈のまとまりがなくなる

・言葉のサラダ

・思考途絶＝思考の進行が急にブレーキをかけられた

ように停止し、また急に動き出す

2014/5/9

50

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

６）自我意識の異常

・作為思考（作為体験）：自我意識の能動性の喪失に起因

＊一級症状であり、比較的特異性が高い

・考想吸入、考想干渉、考想伝播、考想察知、考想奪取

・自我の単一性の障害：憑依妄想

2014/5/9

49

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

５）意欲の異常

・運動心迫、多動（緊張病勢興奮）、無動、途絶、

緊張病性昏迷

・蝋屈症（カタレプシー）ctalepsy
：受動的にとらされた不自然な姿勢をいつまでも

とり続け、自分の意志で戻そうとしない現象

意欲の欠如に亢進した被暗示性のため

・反響症状、命令自動、拒絶症

・空笑、独語、儀式的行為、奇異な行動、無為、常同運動

2014/5/9

48

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

４）知覚の異常

幻聴：言語性幻聴が特徴的

対話性幻聴、考想化声、批判性幻声

体感幻覚：「誰かが自分に電気をかけていやがらせをする」

「夜寝ていると誰かが来て自分のからだに密着し

陰部に悪戯をする」

「脳みそが腐って流れ出す」

「皮膚の下の血管がくねくねと動く」

「子宮のなかに動物が入っている」

2014/5/9

56

８）感情の異常

（１）抑うつ気分

・精神病後抑うつpost-psychotic depressionなど
・抑うつ気分は長続きせず感情鈍麻や不適切な感情へ

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状
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2014/5/9

64

『９』分類

（３）妄想型統合失調症

 ３０歳ころに急激または亜急性に発症し、幻覚や妄想
などの陽性症状が前景

まとまった妄想（妄想体系、妄想構築）をつくる

感情鈍麻や自閉などの陰性症状はあまり目立たない

それほど大きな人格の崩れはないが妄想は消えない

＝人格予後良好

2014/5/9

63

『９』分類
（２）緊張型統合失調症

突然緊張症状（多動であれば緊張病性興奮、寡動で

あれば緊張病性昏迷）で発症

発病年齢はほぼ２０歳前後で、破瓜型とほとんど同じか若
干上

急激に発症し、意欲・行動の異常が前景に立つ

緊張病性興奮：運動心迫、強い不安。幻覚、妄想

緊張病性昏迷：途絶、カタレプシー、命令自動、反響行為、
常同運動

＊緊張病症状は数日から数週間で軽快し、病勢増悪（シューブ）を

反復しながら周期的に経過する（つまり再発は稀ではない）

＊欧米先進国では緊張病症状は近年激減した＝理由は不明

人格荒廃は軽度に留まる

2014/5/9

62

『９』分類

（１）破瓜型統合失調症（解体型統合失調症）
漢字で破瓜は１６歳を意味する
 １６歳を中心とする青年期に好発するタイプ

 １５〜２５歳頃に緩徐に発症し、感情鈍麻や自閉などの
陰性症状が前景に立つ

児犠牲爽快、人格の解体、幻覚や妄想はないことも多く
あっても軽度

＊そのまま一直線にあるいは数回の病勢増悪schubを経て
欠陥状態defect、または荒廃状態に陥る
＝最も人格予後の悪いタイプ

2014/5/9

61

『８』症候学
（４）その他の異常

３）初期統合失調症 （偽神経症性分裂病）

・被注察感：周囲の人々が自分を注視する

・気づき亢進：目に映る人物や景色が以前とは変わって

見える

・自生思考：自然に考えが浮かんでくる

＊患者は緊迫し、困惑した状態となる

＝一見すると対人恐怖のように見える

2014/5/9

60

『８』症候学
（４）その他の異常

２）疎通性障害 ラポール rapport

互いに感情や意志が通じ合うこと

＊統合失調症患者は、内面の緊張を反映して表情が

硬く、その内面に踏み込むことができない印象を与える

＊オランダのリュムケはプレコックスくささpraecoxgefuhlと
名付けた

統合失調症患者を目の前にした時の、その特有の表情

の硬さ、奇妙な行動、疎通性欠如に戸惑う。

この印象を表現すべくつくられた言葉

2014/5/9

59

『８』症候学
（４）その他の異常

１）病識欠如

病識：自分がどんな病気に罹っているか、

その重さの程度はどのくらいなのかについて、

客観的に正しく判断すること

病感：自分が病気であるという漠然とした感じ

2014/5/9

58

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

８）感情の異常

（３）自閉：自分の殻に閉じこもり、周囲との接触が
少なくなった状態
感情鈍麻の結果、周囲に対する関心が
薄れたために生じる

（４）児戯性爽快：子どものように朗らかであるものの、
いかにも深みのない印象を与える状態

平板化した感情の現れで特に破瓜型分裂病
の慢性期に見る

（５）両価性ambivalence：同一の対象に対して相反する感情を
同時にもつこと

2014/5/9

57

『８』症候学
（３）精神症候学に基づいた症状

８）感情の異常

（２）感情鈍麻と不適切な感情
・感情鈍麻：本来であれば何らかの感情を引き起こす

ような外界の刺激に対して、喜怒哀楽を
感じなくなる現象

・不適切な感情：悲しむべき知らせに対して喜びの感情、
喜ぶべき知らせに対して悲しみの感情
を表すこと
不適切な感情は、情報の混乱そのもの、
感情鈍麻は混乱し過ぎて情報に
反応しなくなった状態
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2014/5/9

70

『１０』経過と予後
（４）予後良好因子

１）急性に発症したものは、緩徐に発症したものよりも
予後は良好

２）発症年齢が高いものほど、その予後は良好
３）発症に際して精神的または身体的な誘因があるものは、
ないものに比べて予後良好

４）発症前の社会適応が良好なものは、
そうでないものよりも予後良好

５）遺伝的な背景が薄いものは予後良好
（近親者にいる時は予後不良）

６）統合失調症の一般的なパターンから外れるものは
典型例よりも予後良好

2014/5/9

69

『１０』経過と予後

（１）発病後１０年経過時での予後

 １／４は完全に回復 １／４はかなり改善（比較的自立）

 １／４はある程度改善（自立はかなり困難）

 １／４はほとんど改善せず、欠陥状態または荒廃状態へ

（２）３０年後の経過は１０年後のそれよりも良好としている

（３）２／３は波状パターン、１／３が単純なパターン

2014/5/9

68

『９』分類

＊現在、パラノイアとは、独断的、狂信的、偏執的などの
人格傾向をもつ人が、何らかの出来事に関係して強い
感情に色付けられた支配観念をもち、これが次第に発展
して、ある程度了解可能な妄想様観念を形成するに
至ったものと考えるのが普通である

＊統合失調症のような情意鈍麻、人格障害、幻覚などを
示さない

＊クレッチマーの敏感関係妄想

2014/5/9

67

『９』分類

（６）パラノイアparanoia
妄想性障害の一種
好初年齢４０歳前後

＊クレペリン１９０４年
：思考、意欲、行為のまとまりや秩序が完全に保たれて
いるのに、持続的かつ確固不動の妄想体系が非常に
緩慢に発展するもの

2014/5/9

66

『９』分類

（５）接枝統合失調症

比較的軽い精神遅滞のうえに統合失調症が

発病したもの

統合失調症の病型は破瓜型が多い

＊精神遅滞者は些細なことで環境への不適応を起こし、
心因反応を示しやすいのでそれとの鑑別が大事である

2014/5/9

65

『９』分類
（４）単純型統合失調症
ブロイラーが取り上げた第４の病型
統合失調症の基本障害である感情障害、意欲低下、
連合障害、自閉傾向などのいわゆる陰性症状を主症状
とし、幻覚、妄想、自我障害など陽性
症状が破瓜型よりもさらに少ない病型

＊２０歳前後に緩徐に発病し、潜行性ではあるが次第に
進行し、情緒の浅薄化、無感情、無気力など人格の貧困化
をきたすが、破瓜型のような高度な人格障害に至ることはな
い。浮浪者になるなど社会の最下層に転落することもある

＊DSM−IVでは統合失調症から外れて分裂病型人格障害と
診断される
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3

アルコール依存症の中心症状

連続飲酒を代表とする飲み方の異常
（精神的にアルコールに依存している）

離脱（禁断）症状
（身体・神経がアルコールに依存している）

7

アルコール依存の徴候

～飲酒の変化～

１．飲酒量が増える（耐性の形成）

２．二日酔いをよくしている

３．日中も酒のにおいがする

４．酔い方がおかしくなる

５．一人でよく飲む

６．隠れて飲む

７．酒に弱くなる

6

１．手指振戦

２．発汗、特に寝汗

３．入眠障害、途中覚醒、多夢、早朝覚醒等の睡眠障害

４．嘔気、嘔吐、下痢などの消化器症状

５．心悸亢進、高血圧などの循環器症状

６．イライラ、落ち着かない、不安等の精神症状

７．体温上昇、さむけ

８．ボーッとしている、トンチンカン等の意識障害

９．小動物、虫、糸、天井が動く等の幻視

10．音楽、物音、人の声等の幻聴

11．てんかん発作

主なアルコール離脱症状

5

60 80 100 120

大離脱
（振戦せん妄）

振戦
著しい発汗

精神運動興奮
幻覚

著しい見当識障害

断酒後経過時間 （時間）
20 40

小離脱

振戦
発汗

一過性幻覚
けいれん発作

0

断酒後の時間と離脱の経過

4

連続飲酒とは

常に体に一定レベル以上のアルコールを維持するため
に、一定量の酒を数時間おきに飲み続ける状態。この
間、酒以外の食べ物はほとんど摂らない。

その期間は、数日のこともあるが、数ヵ月続くこともある。

最後はアルコールさえも入らなくなり、離脱症状とともに
終わることが多い。

2

テーマ

 アルコール依存症とは

診断

依存症の特徴

治療

治療成績に影響する要因

 アルコール依存症への対応

変化のステージ

動機づけ面接

アルコール依存症の理解と対応

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

副院長　　松　下　幸　生
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13

飲酒のコントロール喪失

今日は飲むまいと思ってもつい飲んでしまう

飲み始めると飲みすぎるまで飲んでしまう

時間に関係なく飲んでしまう

量を減らそう、止めようとしても止められない

ブラックアウトを起こすまで飲んでしまう

連続飲酒

連続飲酒と短期間の断酒の繰り返し（山型飲酒サイクル）

12

アルコール依存症候群の診断基準

（ ICD-10 ）

1年間に以下の3つ以上があてはまる。

１）飲酒したいという強烈な欲求、強迫感（渇望）

２）飲酒の開始、終了、あるいは飲酒量に関して制御することが困難（抑制喪失）

３）離脱症状

４）耐性の存在

５）長い時間飲酒したり、酔いから醒めるのに1日の大部分の時間を消費してしまう（飲酒中心の
生活）、飲酒以外の娯楽を無視する（飲酒中心の生活）

６）精神的または身体的問題が飲酒によって持続的または反復的に起こり、悪化していることを
知っているにもかかわらず飲酒を続ける（負の強化への抵抗）

11

アアルルココーールル使使用用障障害害のの診診断断基基準準 （（ DSM-V ））
つつづづきき

８）身体的に危険な状況で繰り返し飲酒する（自動車運転、水泳、機械の操作など）

９）精神的または身体的問題が飲酒によって持続的または反復的に起こり、悪化していることを
知っているにもかかわらず飲酒を続ける（負の強化への抵抗）

１０）以下によって定義される耐性の存在

a) 酩酊または希望の効果を得るのに著しく増加した量の飲酒が必要

b) 同じ量の飲酒を続けることにより著しく効果が減弱

１１）以下のいずれかで示される離脱の存在

a) アルコール離脱症候群に特徴的な症状

b) アルコールやベンゾジアゼピンなどの関連した物質を離脱症状を抑えたり避けたり
するために使用する

軽症：２～３項目に該当
中等症：４～５項目に該当
重症：6項目以上に該当

10

アアルルココーールル使使用用障障害害のの診診断断基基準準 （（ DSM-V ））
診断名はDSM-IVの「アルコール依存症」、「アルコール乱用」
から「アルコール使用障害」へ一本化されました

1年間に以下の２つ以上があてはまる

１）始めのつもりより多量に、またはより長く飲酒すること

２）飲酒を減らそうとまたは、やめようと努力するが成功しない

３）アルコールを入手するために時間をかけたり（探索行動）、長い時間飲酒したり、酔いから醒
めるのに長時間かかる

４）飲酒したいという強烈な欲求、強迫感（他のことを考えられなくなるくらい強いもの）

５）繰り返し飲酒することによって職場、学校、家庭で果たすべき義務を果たせない

６）社会的問題や対人関係上の問題が飲酒によって起こっているまたは悪化しているにもかかわ
らず飲酒を続ける

７）飲酒のために重要な社会的、職業的または娯楽的活動を放棄、または減少させている

9

アルコール依存症者数の推計値

アルコールの有害な使用（ICD-10）
男性 197万人

女性 21万人

アルコール依存症（ICD-10）
男性 1.9 %
女性 0.9 %

男性72万人、女性8万人、合計で80万人と推計される

尾崎、松下、樋口他：日本アルコール・薬物医学会雑誌、2005

8

アルコール依存の兆候

～飲酒以外の症状～

１．嘘をつく

２．無責任（仕事をしない、家に帰らない）

３．だらしなくなる（時間を守らない、約束を破る）

４．健康や身だしなみに構わない（不潔、不食）

５．衝動的な行動が多い

６．強迫的行動（過食、働きすぎなど）

７．物忘れがみられる

８．性格が変わったようになる

９．孤立する（一人でいることが多い）

15

・ 嘔気・嘔吐なし 0点
・ 嘔吐を伴わない軽度の嘔気 1点

2点
3点

・ むかつきを伴った間欠的嘔気 4点
5点
6点

・ 持続的嘔気、頻繁なむかつき、嘔吐 7点

CIWA‐Ar (Clinical Institute Withdrawal 
Assessment for Alcohol, revised form)

１．嘔気・嘔吐 「胃の具合が悪いですか」「吐きましたか」

・ 振戦なし 0点
・ 軽度振戦：視診で確認できないが、触れるとわかる 1点

2点
3点

・ 中等度振戦：上肢伸展で確認できる 4点
5点
6点

・ 高度振戦：上肢を伸展しなくても確認できる 7点

２．振戦 （上肢を前方に伸展させ、手指を開いた状態で観察）

発汗なし 0点
わずかに発汗が確認できるが、手掌が湿っている 1点

2点
3点

前頭部にも明らかな滴状発汗あり 4点
5点
6点

全身の大量発汗 7点

３．発汗

不安なし、気楽にしている 0点
軽い不安を感じている 1点

2点
3点

中等度不安、または警戒しており不安であると判る 4点
5点
6点

重篤なせん妄や統合失調症(精神分裂病)の急性期に
見られるようなパニック状態と同程度の不安状態

7点

４．不安 「不安を感じますか」

Sallivan JT, et al: Brit J Addict,  1989

16

行動量の増加なし 0点
行動量は普段よりやや増加している 1点

2点
3点

落ち着かずそわそわしている 4点
5点
6点

面談中、うろうろ歩いたり、のたうち回っている 7点

CIWA‐Ar (Clinical Institute Withdrawal 
Assessment for Alcohol, revised form)

５．焦燥感

なし 0点
掻痒感、ピンでつつかれるような感じ 1点
上記症状が中等度である 2点
上記症状が高度にある 3点
軽度の体感幻覚(虫這い様感覚) 4点
中等度の体感幻覚 5点
高度の体感幻覚 6点
持続性体感幻覚 7点

６．触覚障害 「かゆみ、ピンでつつかれるような感じ、
やけつくような感じや、感覚が麻痺したり、皮膚に
虫が走っているような感じがしますか」

なし 0点
物音が耳障りか、物音に驚くことがあるが軽度 1点
上記症状が中等度にある 2点
上記症状が高度にある 3点
軽度の幻聴 4点
中等度の幻聴 5点
高度の幻聴 6点
持続性幻聴 7点

７．聴覚障害 ｢まわりの音が気になりますか。それは耳障り
ですか。そのせいで怖くなることがありますか。不安にさ
せるような物音は聞こえますか。ここにはないはずの物音
が聞こえますか｣

なし 0点
光に対し軽度に過敏 1点
中等度に過敏 2点
高度に過敏 3点
軽度の幻視 4点
中等度の幻視 5点
高度の幻視 6点
持続性幻視 7点

８．視覚障害 ｢光が明るすぎますか。光の色が違って見えますか。
光で目が痛むような感じがしますか。不安にさせるようなものが
見えますか。ここにはないはずのものが見えますか｣
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CIWA‐Arによる離脱の重症度

 最も軽症はCIWA‐Arスコアが10点未
満で見当識障害や幻覚が認められ
ない場合

 軽症はCIWA‐Arスコアが10～15点
 中等症はCIWA‐Arスコアが16～20点
 重症はCIWA‐Arスコアが21点以上

74.4

14.6
5.1 5.9
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Mayo-Smith MF, et al., JAMA, 1997

%

精神科専門治療施設に入院したアルコール依存
症828名の入院時離脱症状重症度

20

 軽症の場合

CIWA‐Arスコアが24時間8～10未満と軽症の場合はリラックスできる環境や水分・栄養

摂取などの非薬物療法で経過を観察

 CIWA‐Arが8～10点以上15点以下の軽症であればベンゾジアゼピン（ジアゼパム10～
20mgなど）を投与（経口可）し、1時間後に再度評価してCIWA‐Arスコアが8～10点以

上の場合は再度投与を繰り返す。基準未満であれば4～8時間後に再度評価して

CIWA‐Arスコアが24時間8～10点未満になれば終了

 中等症の場合は1時間毎に評価し、点数が高い場合はジアゼパムの静脈投与

 重症の場合は10分から15分毎に評価し、ジアゼパム5～10mgを静脈投与し、十分鎮

静が得られるまで最大500mgまで投与するが、この場合には十分な呼吸管理ができ

るICUでの管理を要する。

重症度に応じた離脱の薬物療法

森川すいめいら、医学のあゆみ、2010

22

 重症の離脱症状と関連する要因は、朝からの飲酒、初回CIWA‐Arスコ
アが10以上、AST≧80、過去のベンゾジアゼピン使用、離脱せん妄の
既往、２回以上のアルコール依存症治療歴の６因子（Kraemer KL, et al., 
Subst Abus, 2003）

 離脱せん妄をおこした依存症者とせん妄の既往のない依存症者を比
較した調査では、離脱せん妄の既往、入院時のBUN・クレアチニン高
値、胃腸障害、感染症が離脱せん妄に相関（Wright T, et al., Am J Addict, 
2006）

 CIWA-Arが初期から高得点、振戦せん妄または離脱けいれんの既
往、自律神経過活動（頻脈）、入院時のアルコール血中濃度
100mg/dL以上、電解質異常、身体合併症（特に感染症）（Ries RK, et al.; 
Principles of Addiction Medicine, 4th ed., 2009）

離脱せん妄の予測因子

17

なし 0点
ごく軽度 1点
軽度 2点
中等度 3点
やや高度 4点
高度 5点
非常に高度 6点
極めて高度 7点

CIWA‐Ar (Clinical Institute Withdrawal 
Assessment for Alcohol, revised form)

見当識は保たれており、3つを連続して言う事が出来る 0点
3つを連続して言うことができないか、日付があいまい 1点
日付の2日以内の間違い 2点
日付の2日以上の間違い 3点
場所か人に対する失見当識がある 4点

９．頭痛・頭重感(めまいは採点しないこと)、｢頭に違和感がありますか。
バンドで締め付けられるような感じがしますか｣

１０．見当識・意識障害 「今日は何日ですか。ここはどうですか。私は
誰ですか」

合計得点 点/67点

19

 ベンゾジアゼピンは薬理学的にアルコールと交叉耐性がある

 アルコール離脱時に投与するとGABA受容体に結合してGABAの欠乏
を補って鎮静効果を発揮する

 プラセボとの比較によりけいれんや離脱せん妄を予防する効果のあ
ることが示されている

 ベンゾジアゼピン系薬物の離脱に対する効果は同等だが、長時間作
用型はけいれん抑制により効果的であり、作用が強く離脱の経過をス
ムースにさせる可能性がある

 一方、長時間作用型は高齢者や肝障害の強い場合に過鎮静を起こ
しやすいため、このような場合には短時間作用型が推奨される

離脱に対するベンゾジアゼピンの効果

Ries RK, et al.; Principles of Addiction Medicine, 4th ed., 2009

21

 ジアゼパム（ホリゾン®等）10mgを６時間毎に４回投与、その後5mg
を６時間毎に８回投与

 クロルジアゼポキシド（コントール®等）50mgを６時間毎４回投与、
その後25mgを６時間毎に８回投与

 ロラゼパム（ワイパックス® 等）2mgを６時間毎４回投与、その後
1mgを６時間毎８回投与

 症状がコントロールできない場合（すなわちCIWA-Ar≧8-10）には
上記を追加で投与する

ベンゾジアゼピンの固定投与例（その１）

Mayo-Smith MF, et al., JAMA, 1997

23

 死亡率は6.6%、死亡の予測因子は肝硬変、離脱せん妄状態

での入院、肝障害以外の慢性身体疾患の存在、気管挿管の必

要な状態、肺炎でのICU入院（Monte R, et al. Alcohol Alcohol, 2010）

 振戦せん妄で死亡した入院患者の症例対照研究によると診断

24時間以内の38℃以上の高熱、頻脈（100/分以上）の持続、身

体拘束の必要なことが死亡に関する有意に高いオッズであった

（Khan A, et al., Acad Emerg Med, 2008）

アルコール離脱せん妄の死亡率とリスク

24

1. 専専門門知知識識をを有有すするる精精神神科科医医ののいいるる内内科科病病院院なないいしし内内科科医医ののいいるるアアルルココーールル専専門門精精
神神病病院院
Mayo-Smithらの方法に沿って、必要に応じ身体抑制を併用して持続点滴ラインを
確保しつつ経静脈的にベンゾジアゼピンを投与するか、経口服薬が可能なら十分
量のベンゾジアゼピンを投与して鎮静を維持する．興奮が少なく、食事も摂取する
気があれば十分な観察のもと摂取してもらい、持続点滴が必要ない可能性もある．
24時間以上鎮静状態とCIWA‐Arも8点未満の状態が持続すれば、薬物療法は終了
してよい．

2. 精精神神科科医医ののいいなないい内内科科病病院院
可能なら１１.をおこなうが、頻繁のレベルチェックが難しければ１日15から50mg程度
（ジアゼパム換算）の経口、経静脈、筋肉内投与に、焦燥感や幻覚が活発な症例で
は抗精神病薬（ハロペリドールなら1から10mg程度）の併用も考慮する．必要に応じ
身体抑制を併用する．１１.と同じ基準で治療を終了してよいが、１日ジアゼパム換算
30mg以上の場合は半量を２日程投与して終了してもよい．

3. 内内科科医医ののいいなないい精精神神病病院院
2.の薬物療法に準ずるが、興奮が少なければ隔離のみで身体抑制はせず、訪室に
よる会話などを頻繁におこなって、感覚遮断を避け、せん妄の早期回復を促す．

わが国でのアルコール離脱せん妄治療（試案）

宮川朋大：久里浜アルコール症センター研修資料
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26

酒の飲み過ぎで
起こる体の病気

脂肪肝，肝炎，肝硬変

高脂血症

高尿酸血症, 痛風

急性膵炎, 慢性膵炎

高血糖, 低血糖, 糖尿病

高血圧

脳萎縮，脳出血，脳梗塞

ホルモン異常

がん （喉頭がん，食道がん，大腸がんなど）

胎児性アルコール症候群 （妊娠中の飲酒

による胎児の奇形，知能障害など）

事故，外傷 （ケガ）など

その他、全部で6600を超える

背後に依存の問
題があることを見
抜くことが大切

｢｢酒酒はは百百薬薬のの長長ととははいい
ええどど、、よよろろずずのの病病はは酒酒
よよりりここそそ起起ここれれ」」
（（徒徒然然草草、、吉吉田田兼兼好好））

28

アルコール使用障害における精神疾患合併率
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30

男性 女性 P
反社会性人格障害 0.8% 2.2% 0.1528

情緒不安定性人格障害 2.1% 11.8% < 0.0001

他の薬物乱用/依存 8.3% 19.8% 0.0003

統合失調症 1.3% 2.2% 0.3897

感情障害 8.1% 16.2% 0.003

うつ状態 (入院前 30 日) 11.2% 17.7% 0.034

うつ状態 (生涯) 16.3% 30.2% 0.0001

強い不安 (入院前 30 日) 16.5% 30.9% < 0.0001

希死念慮（生涯） 14.6% 25.7% 0.0014

自殺企図 (生涯) 7.8% 12.5% 0.0731

精神科合併症の男女比較

25

他の精神疾患と比較した
アルコール依存症の特徴

合併症が多い（身体合併症、精神科合併症）

家族や周囲の人間を巻き込む

臨床例がすべてではない（自然回復もある）

原因はさまざまで疾患異質性が高い

否認、自己中心性といった独特の心理

目覚ましい回復をとげることも稀ではない

27

アルコール依存症の精神科合併症

気分障害（単極性、双極性）

不安障害

精神病性障害

人格障害（特に反社会性）

認知症

その他（発達障害、ADHD、PTSD、強迫性障
害、摂食障害、他の物質や行為への依存など）

アルコール依存症の精神科合併症は
見逃されやすい！！

29

精神疾患におけるアルコール使用障害の合併率
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32

認知症評価尺度の比較

認知症評価尺度 (CDR)

%

専門治療施設調査

認知症なし 物忘れ 認知症疑い以上

33

初回MMSE24点未満の割合
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χ2 = 73.0, p < 0.0001

%
アルコール依存症

一般高齢者調査
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34

依存症の対人関係の障害

全般的に対人関係は障害されている

家族（妻）との問題

意に反して飲ませるように振舞う

（イネイブリング）

家族も周囲の人達から隔絶される

（カプセリング）

夫婦が互いをコントロールしようとする

（共依存）

家族へ
の教育
も重要

1

アルコール依存の兆候

ー 家庭の問題 ー

１．別居、離婚

２．経済的問題

３．妻の問題

４．子供の問題

38

アルコール依存の兆候

ー 子供の問題 ー

１．学業不振・登校拒否・いじめ

２．非行・やせ症などの心身症

３．精神障害・対人関係障害

４．体の発育不良

５．アルコールや薬物の乱用・依存

35

アルコール依存への配偶者の対処
（ジャクソンの7段階仮説）

１．アルコールの問題を否認する

２．アルコールの話をさけて家族内で処理しようとする

３．妻は問題を認めるが、自信を喪失

４．夫の役割を妻が代行するようになる

５．妻の疲労が目立つようになり、飲酒問題から逃避

６．夫をあてにせず、家族を再建しようとする

７．夫が回復すると再び夫を含めた家族の再組織化

37

配偶者の健康問題

米国の18歳以上の一般
女性11683名が対象。配

偶者またはパートナーの
アルコール問題の有無に
よる健康への影響を調
査。暴力被害、女性自身
の気分障害、不安障害、
健康問題があるという自
覚は、いずれも配偶者に
アルコール問題がある女
性で有意に多い。

Dawson DA, et al. J Stud Alcohol Drugs, 2007

%

39

アルコール依存症の成因（遺伝因子）

遺伝的脆弱性

アルコール依存症を家族にもつ者の依存症のリスクは2倍であり、依存症者の3分
の1はその親にも飲酒問題あり、依存症の父から生まれた息子の4人に1人は依存

症になりやすい（Nurnberger JL, et al: Arch Gen Psychiatry, 2004）

遺伝因子

低いアルコール感受性、性格傾向、アルコールによる脳障害への脆弱性、神経伝

達物質の不足（セロトニン、ドパミン）、他の精神科合併症の遺伝因子（気分障害、

反社会性）、特に反社会性はうつ病、依存症と遺伝因子が共通（Fu Q, et al: Arch 

Gen Psychiatry, 2002）

40

精神科合併症の影響
～依存症に合併症が多い理由～

 共通の原因がある（遺伝因子、環境因子とも）

遺伝因子は特定できていない

共通の環境因子にはDVなどが含まれる。女性依存症の3分の2、
男性の4分の1には虐待経験あり（Pirard et al: Drug Alcohol Depend, 2005）

 他の精神疾患が依存の原因となる
例）反社会性人格障害の衝動性、不安障害のself-medicationなど

 多量の飲酒が合併症の原因になる
例）依存症による離婚がうつ病の原因になるなど

41

臨床場面で出会うアルコール依存症者

本人の飲酒が様々な問題を引き起こしていることが
明らかなのに・・・

-「内科の先生からは酒が問題だなんて言われなかった」

-「女房が余計な事いうから腹が立って殴っただけ」

-「先生のいう依存症の定義ってなんですか？」

-「先生だって飲んでるんでしょ？」

-「やめろやめろっていわれると余計飲みたくなる」

医療者の陰性感情
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42

依存症の心理特性

自己評価が低く、自信が持てない

人を信じられない

本音を言えない

見捨てられ不安が強い

孤独である

自分を大切にできない

成瀬暢也 日本アルコール・薬物医学会雑誌、2009年

44

否認のパターン  矮小化

 一般化

 比較

 全否定

 揚げ足とり

 ふてくされた居直り

 理由づけ

 挑戦

 知性化

46

否認の理由（2）

４）思考や認知の障害

長年の飲酒のため、飲酒をやめた自分の姿が想像できない

現実の破綻した生活を直視することは苦痛

過去の生活に捕らわれ自分を「大切な存在」と思えない

不確実な将来に期待を寄せ万能感（全能感）を高める

脳機能障害のために現実を認知する能力が低下＋飲酒による記憶
の欠損の相乗効果

43

ア症における否認の種類

 うそ
問題は認識している。しかし、それを認めない。

過小評価
事実は認識している。しかし、それを問題として認識しない。

ブラックアウト
酩酊（泥酔）のために、その間、自分のしたことを後で思い出せない。

記憶障害（認知機能障害）
障害のため、問題を記憶できないし、思い出せない。

45

否認の理由（1）

１）飲酒を止めることへの不安

依存症を認めれば酒をやめなければならなくなる。

離脱症状への不安とそれを回避したい気持ちが強い。

２）本人の持つ偏見と劣等感

「アルコール依存症」に関する知識が乏しく、自分を「アルコール中
毒者」と恥じている。

飲酒のコントロールができないことで、自分は意志が弱いと考え劣
等感を強めている。

３）周囲のからの偏見（スティグマ）

依存症を認めたら、周囲から低くみられる。

依存症を認めたら、職を失う。

47

強固な否認に出会った場合

心理的原因と器質的原因を区別

合併症はないか疑ってみる

認知機能障害：表面的には問題ないように見えても脳挫傷に
よる高次脳機能障害の場合もある

発達障害：実態は明らかではないが依存症と高率に合併して
いる可能性も指摘される

患者との関係性を重視する

48

アルコール依存症者の否認の一側面

アルコール依存症は過去に多くの問題を起こしてきている
が、その問題に心の蓋をしてきているので、ある程度平常
でいられるのである。一般に、問題を認識するのには心に
痛みを伴う。治療の場で、今までの多くの問題を一瞬に認
識するのは痛みがあまりにも大きく、それを支える心が破
たんするかもしれない。それを防ぐために問題を小出しに
するような無意識の心の働きがある。

依存症者が示す「否認」はすべて悪いわけではない
このような側面は治療上の鍵でもある

49

アルコール依存症の両面性

本来の性格： 真面目、律儀、責任感、世話焼
き、やさしさ、繊細、他人の言動に巻き込まれや
すい、完全主義、几帳面、せっかち、自信欠如

独特の防衛機制：否認、正当化、合理化
嘘、他人への攻撃

アルコールなどの物質や
ギャンブルなどの嗜癖行動
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50

断酒後の脳萎縮の変化

○ 少量飲酒
▽ 依存症再発
□ 断酒継続

初
回
の
検
査
結
果
か
ら
の
変
化
（
％
）

治療を受けたアルコール
依存症の人と依存症で
はない少量飲酒者を対
象とした調査。依存症の
人には断酒直後と治療を
終えて8ヶ月後の2回MRI
を施行。依存症ではない
人にも8ヶ月の間をあけ
て2回MRIを実施。初回と
2回目の脳の容積の変化
を調査。

Cardenas VA, et al., NeuroImage, 2007

52

治療の目標

プレアルコホリック

短期の断酒

アルコール依存症者

生涯断酒

（再発準備性による）

54

アルコール依存症のリハビリ治療

１．心理社会的治療

２．薬物療法

51

MMSE点数の変化

%
久里浜アルコール症セ
ンターに入院したアル
コール依存症者の入院
後のMMSE点数の変
化。1回目は入院後1ヶ
月程度の時点で実施。2
回目は入院後2ヶ月以上
経過した時点で実施。2
回目の点数が1回目より
10%以上上昇した場合を
改善。10%以上低下した
場合を悪化。変化が10%
以内のものを変化なしと
評価した。

(N = 16) (N = 61) (N = 36)

松下幸生他、平成19年度厚生労働省研究委託費「アルコール依存症の病態と治療法の開発に関する研究」
100/121
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退院からの年数

AL
DM
LC

AL

LC

DM

1 2 3 4 4.4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

生
存

率
(%

)

生死を分ける退院後の断酒

断酒

飲酒

AL:合併症なし
DM: 糖尿病合併
LC: 肝硬変合併

Yokoyama A, et al., Alcohol Alcohol, 1994
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集団精神療法の治療的要因

１．孤独からの開放（希望、普遍性）

２．疾病の認識（病識の獲得）

３．メンバーを介しての自己の客観化

４．感情状態の同定、内的葛藤の意識化（カタルシス）

５．自己評価と他者の受容（人間関係の習得）

６．危機の予防、危機における具体的対策の伝達（再飲酒予防）

７．自助グループへの抵抗の緩和（集団の力の発見）

８．断酒生活の喜びと意味の発見（価値の転換）

９．治療グループに対するセラピストの役割

・ グループ形成の維持

・ グループカルチュアの創造

・ 「今ここで」の問題に焦点を向け、プロセスの理解を助ける

56

いわゆる「久里浜方式」における
依存症の入院治療の特徴

① ｢断酒｣を治療の目標とする

② 患者の同意に基づく入院が原則

③ 病棟は開放病棟である

④ 入院期間が定められている(10週間～12週間)

⑤ 病棟の日課(病気に対する勉強会、ミーティング、抗酒

剤服用、作業療法、レクリエーション、個人精神療法、

自助グループ参加など)が組まれている

⑥ 退院後の通院治療、抗酒剤服用、自助グループ参加の重

要性が強調される

57

アルコール依存症の薬物治療

１．離脱症状の治療
ベンゾジアゼピン系薬物
その他

２．飲酒行動の改善のための薬物治療
主に肝臓に作用し代謝酵素系に作用する

ノックビン
シアナマイド

中枢神経に作用し、飲酒欲求や強化効果を抑える
ナルトレキソン
アカンプロセイト
選択的セロトニン再取り込み阻害薬
その他
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アルコール アセトアルデヒド 酢酸 CO2 H2O

アルコール脱水素酵素
MEOS、カタラーゼ

２型アルデヒド脱水素酵素
（ALDH2） 多くのステップ

体内におけるアルコールの分解過程

抗 酒 剤

61

アカンプロセイト
治験に関する
典型的な研究例

Sass H et al. Arch Gen Psychiatry, 1996.
Acamprosateの２重盲検比較試験。
それぞれの群が136名ずつ。
投与量は、1332mg/dayから2500mg/day、分３。
48週投与し、さらに48週follow-up。

63

アカンプロセイトは
どのような症例に有効か？

 治療開始初期のコンプライアンスが良好な者で効果あり

 断酒を治療目標としてモチベーションの高い者はナルトレキソン、プラセボより効
果的

 治療前の飲酒が頻回な者でより有効であり、治療前の非飲酒日数が多い者には
効果が弱い

 行動療法的介入と併用した場合には効果が乏しい一方、薬物療法開始前に動
機づけ面接を実施すると効果あり

 少量のアルコール（0.2g/体重kg）によって誘発される飲酒欲求をプラセボより有
意に抑制し、飲酒欲求の強さとアカンプロセイトの血中濃度は負の相関あり

Witkiewitz K, et al, Ther Clin Risk Manag, 2012
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 DE反応の強さは個体差があり呼吸抑制、心筋梗塞、不整脈、うっ血性心
不全、けいれん発作、死亡の報告があり、特に呼吸器や心機能に問題の
ある場合にその可能性が高くなる

 従って、重篤な心肺疾患を有する者には禁忌となる
 また、重篤な肝疾患や腎疾患の場合にもその代謝が遅延したり、低アル

ブミン血症では血中のフリーなジスルフィラムが増加する
 腎炎、脳障害、甲状腺機能低下、糖尿病、肝疾患、けいれん、多剤依存、

脳波異常のある場合には注意して使用
 ほとんどの致命的な反応はジスフィラム500mgを超える高容量を服用し

ているものが28g以上のアルコールを摂取した場合に発生している

ジスルフィラムの禁忌・注意点

Barth KS and Malcolm RJ, CNS Neurol Disord Drug Targets, 2010
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ジスルフィラムの投与量・副作用

 服用開始は最終飲酒から24時間以上待つ

 投与量は通常1日200～250mg, 最大500mg（FDAの推奨）

副作用としては・・・

 倦怠感、皮膚炎、インポテンス、視神経炎、末梢神経障害、肝障
害、精神症状が報告されている

 250mgの投与量では眠気以外の有意な副作用なし
 DBH阻害作用のため精神病疾患の場合は症状を悪化させる可

能性
 1968年から1991年までの23年間では155の副作用が報告され

ており、年間200～2000患者に対して1例の割合。内容は肝障害
（34%）、神経症状（21%）、皮膚症状（15%）、精神症状（4%）、
その他（26%）の順

Barth KS and Malcolm RJ, CNS Neurol Disord Drug Targets, 2010
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試験結果 完全断酒率の推移（初回飲酒までの期間）

完全断酒率の推移は、両群間に有意差は認められなかったが、 投与
期間、追跡観察期間のいずれの期間においても、レグテクト錠群がプラ
セボ群に比較して高い傾向が認められた。

（投与期間 + 追跡観察期間 : 24 週間 + 24 週間）

64

断酒を続けるための三本柱

外来治療

抗酒薬

自助グループ

65

代表的自助グループ

 AA （アルコホリクス・アノニマス）：本人

 Al-Anon （アラノン）：家族または友人

 Alateen （アラティーン）：アルコール症の親を
持つ１０代の子供たち

 断酒会：本人および家族

 （銀鈴会）：本人および家族
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AAにおける12のステップ

１．私たちはアルコールに対し無力であり、思い通りに生きていけなくなったことを認めた。

２．自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった。

３．私たちの意志と生き方を、自分なりに理解した神の配慮にゆだねる決心をした。

４．恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行い、それを表に作った。

５．神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対して自分の過ちの本質をありのままに認め
た。

６．こうした性格上の欠点全部を、神に取り除いてもらう準備がすべて整った。

７．私たちの短所を取り除いてくださいと、謙虚に神に求めた。

８．私たちが傷つけたすべての人の表を作り、その人達全員に進んで埋め合わせをしようとする
気持ちになった。

９．その人達や他の人を傷つけない限り、機会あるたびに、その人達に直接埋め合わせをした。

１０．自分自身の棚卸しを続け、間違った時には直ちにそれを認めた。

１１．祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神との意識的な触れ合いを深め、神の意志を知る
ことと、それを実践する力だけを求めた。

１２．これらのステップを経た結果、私たちは霊的に目覚め、このメッセージをアルコホリクに伝え、
そして私たちのすべてのことにこの原理を実行しようと努力した。

69

断酒新生指針

指針１ 酒に対して無力であり、自分ひとりの力だけではどうにもなら
なかったことを認める。

指針２ 断酒例会に出席し、自分を素直に語る。

指針３ 酒害体験を掘り起こし、過去の過ちを素直に認める。また、仲
間たちの話を謙虚に聞き、自己洞察を深める。

指針４ お互いの人格の触れ合い、心の結びつきが断酒を可能にする
ことを認め、仲間たちとの信頼を深める。

指針５ 自分を改革する努力をし、新しい人生を創る。

指針６ 家族はもとより、迷惑をかけた人達に償いをする。

指針７ 断酒の歓びを酒害に悩む人達に伝える。

71

断酒予後に影響する因子

一般的に予後良好

女性

高齢者

既婚者

発症が遅い

動機がある

自信がある

一般的に予後不良

飲み友達が多い

飲酒量が多い

他の物質依存の合併

精神疾患の合併

依存症が重症

66

AA
（アルコホリクス・アノニマス）

 1935年米国で始まる

 日本では1975年に最初のミーティング

 “AAとは、メンバーに共通したアルコール症という問題を

解決し、仲間のアルコール症からの回復を助けるため
に、経験、力、希望を共有しあう、男女による仲間の集ま
りである。メンバーであるために要求される唯一の条件
は、飲酒を止めたいという願いだけである”

Alcoholics Anonymous: The Big Book, 1973

68

断酒会

 AAを参考に1957年に東京断酒新生会、1958年に高知
県断酒新生会が発足

 1963年に合流し、現在の全日本断酒連盟が結成され、
1970年には社団法人全日本断酒連盟として認可

 活動の基本は例会

 会員同士の連帯感、信頼感、仲間意識が形成

70

自助グループの効用

飲まない時間を過ごすことができる

仲間の存在が傷ついた感情を癒す

回復している仲間から自信と勇気を得られる

仲間との付き合いによる新たな人間関係

仲間を通して自分を知る

社会的な偏見への対処

自分の体験を語ることが周囲の人を助ける

72

生存曲線

生存率（%）

退院後の年数
樋口 進：アルコール研究と薬物依存、1987
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死因と標準化死亡比

男性 女性

死亡数 死亡比 死亡数 死亡比

癌 5 2.1 3 2.1
心疾患 11 9.9 9 16.1
脳血管疾患 7 5.0 5 6.8
肝炎・肝硬変 16 32.7 18 180.0
事故 3 5.4 5 41.7
自殺 4 9.3 7 35.0
その他 10 5
合計 56 52

樋口 進：アルコール研究と薬物依存、1987
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治療プログラムと治療成績

退退院院後後のの飲飲酒酒のの有有無無 p
家族療法 なし あり 不明

なし（513名） 32.2% 57.7% 10.1%
0.008

あり（269名） 42.8% 46.5% 10.8%

認知行動療法

なし（604名） 36.4% 53.5% 10.1%
NS

あり（178名） 33.7% 55.1% 11.2%

退退院院後後のの連連続続飲飲酒酒のの有有無無 p
家族療法 なし あり 不明

なし（513名） 40.0% 30.6% 29.4%
0.04

あり（269名） 42.4% 22.3% 35.3%

認知行動療法

なし（604名） 39.6% 26.8% 33.6%
0.06

あり（178名） 44.9% 30.9% 24.2%

77

断酒の三本柱と治療成績

退院後の飲酒の有無 p

なし あり 不明

なし（248名） 21.8% 61.7% 16.5%

< 0.0001
1本（167名） 37.7% 59.9% 2.4%
2本（150名） 52.7% 47.3% 0%
3本（83名） 51.8% 47.0% 1.2%

退院後の連続飲酒の有無 p

なし（248名） 41.9% 32.7% 25.4%

NS
1本（167名） 50.3% 25.8% 24.0%
2本（150名） 40.0% 24.0% 36.0%
3本（83名） 41.0% 25.3% 33.7%
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アルコール依存症の経過

アルコール依存症は慢性・進行性の疾患であり、
底底ををつつかかなないいとと回回復復ししなないいと考えられた

Jellinekの4相モデル（1952）

74

国内の予後調査結果
調調査査年年 対対象象者者数数 追追跡跡期期間間 把把握握率率 断断酒酒率率 節節酒酒率率 死死亡亡率率

洲洲脇脇らら 1975 105 2年3ヶ月 84% 32.4% 13.3% 3.8%

田田中中らら 1980 114
76

5年
8年

93
94

22.8
21.1

19.3
7.9

21.9
39.5

斎斎藤藤らら 1982 724 3.9年 54 23 ― 5.4

菱菱村村らら 1983 330 3年
13年

63
―

27.9
24.8

15.2
9.7

―
34.8

堀堀井井らら 1987 65 2年
4年

100
82

―
―

―
―

9
26

野野田田らら 1988 329
6年半

9年
12年半

77
―
―

22.2
18.8
17.6

8.0
9.6
6.7

24.0
28.0
33.7

村村上上らら 1989 60 2～3年 75 ― 11.7 6.7

藤藤本本らら 1989 123 8～10年 82 30.0 6.5 26.0

吉吉野野らら 1996 259 3年 83

Type A: 
32.7

Type B: 
18.1

―

Type A: 
15.3

Type B: 
23.3

鈴鈴木木らら 1998
120
160
272

3年
5年
11年

92.5
86.2
72.1

34.2
32.5
29.4

18.3
14.4
1.5

20.0
21.9
26.1

今道裕之ら：精神科治療学 1994より改変
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治療プログラムへの参加姿勢と治療予後

退院後の飲酒の有無 pp

参加姿勢 なし あり 不明

良好（337名） 43.0% 51.9% 5.0%
< 0.0001普通（328名） 31.7% 53.7% 14.6%

不良（95名） 24.2% 61.1% 14.7%

退院後の連続飲酒の有無

良好（337名） 40.4% 28.8% 30.9%
NS普通（328名） 40.9% 26.2% 32.9%

不良（95名） 40.0% 30.5% 29.5%
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治療効果の予測因子
Japan Collaborative Clinical Study on Alcohol Dependence (JCSA)

説説明明変変数数 オオッッズズ比比 95% CI p
嗜癖重症度（ASI）点数 － － 0.8916

婚姻状況 － － 0.0651

同居者の有無 － － 0.6591

入院期間 － － 0.6211

参加プログラム数 － － 0.4304

年年齢齢（（6600歳歳未未満満vvss6600歳歳以以上上）） 1.568 1.041-2.364 0.0316

治治療療ププロロググララムム達達成成のの有有無無 1.653 1.053-2.596 0.0289

他他のの患患者者ととのの協協力力姿姿勢勢 1.512 1.136-2.013 0.0046

入入院院回回数数（（22回回以以下下vvss33回回以以上上）） 0.893 0.837-0.952 < 0.0001
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従来の考え方

好きなだけ飲ませて底つくまで放っておく

本人が止める気にならなければ止められない

しかし、底つくまで飲んでしまうと・・・

底ついても止められる保証はなく、さらに

絶望→自殺、事故、犯罪、病死、認知症・・・のリスク↑↑

早期発見・早期介入の考え方

キーワードは、変化のステージと動機づけ面接法

アルコール依存症と底つき

81

変化のステージモデル

無無関関心心期期

維維持持期期

関関心心期期

準準備備期期

実実行行期期

再再使使用用

＆＆繰繰りり返返しし

Valasquez,Maurer,Crouch,and DiClemente 2001
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ステージととらえることでその人が飲酒している状態にあってもそれは、

回復の途上として考えることができる

時期と内容を知ることで援助者が目安をもって関わることができる

当事者も自分自身がどのステージにあるのかを知ることによって、現現在在

のの自自分分のの位位置置ががわわかかるる

変化のステージモデルを用いることの利点

回復までのイメージがつかみやすくなり、
援助者や当事者の安心感につながる

85

重要性の認識

変化の重要性を理解すれば動機は高まる

準備

今すぐに変える必要があると考えるか

「明日から止めます」では止められない

変化への自信

自信があれば変わることができる

動機の３つの要素

否認している依存症は動機がないのではなく、
迷っている（両価的）人と考える

87

直直面面化化面面接接 動動機機づづけけ面面接接

私の飲酒に問題はありません

何て馬鹿なこと言ってるの？ 飲酒に問題はないと思うのですね？

酒で誰にも迷惑はかけてない

奥さんは困って泣いてますよ 迷惑はかけてないと思うのですね

面接例の比較

82

変化のステージモデル

 無関心期
やめることを考えない、ものごとがうまくいっていると感じている
問題から目をそむける

 関心期
やめようと考える、どのくらい人に迷惑をかけたか考える、少し変わろうと思う

 準備期
やめるための計画を考える、やめることの利点を考える

 実行期
やめるための具体的な行動を実践する

 維持期
長期間やめる、やめようとしている仲間を助ける、自分自身を受け入れる

Valasquez,Maurer,Crouch,and DiClemente 2001
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変化への動機の進展

やめるつもり 2/10

やめるつもり 5/10

やめるつもり 8/10

チャンスがあれば
飲むつもり 8/10

退院したら
飲むつもり 5/10

まだ飲めるかも
という気持ち 2/10

依存症の患者さんは迷っています
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動動機機づづけけ面面接接 直直面面化化的的アアププロローーチチ

依存であることを認める必要はない 依存症を認めることを強調

飲酒の継続は個人の選択であることを強調
依存症であることを強調するため、個人の選択
できる範囲は限られる

飲酒に関連した問題は面接者が客観的に評価
するが、本人の評価を重視

診断を納得させるために集められた証拠を提
示する

抵抗はセラピストの行動に影響された対人関係
上の行動パターンとみなす

抵抗は依存症者に特徴的なものであるため
直面化を必要とする否認とみなす

抵抗は再考をもたらす 抵抗は議論と修正をもたらす

動機づけ面接法と直面化の違い

Emmelkamp PMG, et al: Evidence‐based treatment for alcohol and drug dependence,
Routledge, NY,  2006より邦訳・改変
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患者ひとりひとりに敬意を持って接する
患者と対等の立場にあることを常に自覚する
患者の自尊感情を傷つけない
患者を選ばない
患者をコントロールしようとしない
患者にルールを守らせることにとらわれすぎない
患者との1対1の関係作りを大切にする
患者に過大な期待をせず、長い目で回復を見守る
患者に明るく安心できる場を提供する
患者の自立を促す関わりを心がける

医療スタッフの心得

成瀬暢也 日本アルコール・薬物医学会雑誌、2009年

問題となるケースには・・
多職種で関わる
職種間で意見を統一して役割を分担
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児童・青年期のこころのあり方を考える

①発達過程であるということ

子どもは、その個体が親に完全に依存した状態か

ら徐々に「個体それぞれの自立」をする重要な時

期（いわゆる発達過程）にある。人はその一生が

発達過程であるというライフサイクルの考え方が

あるにしても、とくに児童・青年期は身体的にも

急激な変化があり、親や社会に依存しながら自立

する（アイデンティティー確立）という大きな発

達課題を抱えている時期である。こどもはどんな

時期でもその発達段階なりの依存と自立を模索し

ている。

愛着について

ひと（ヒトに限らず）は何故、当たり前のように一人でい

ても不安や恐怖感に苛まれずに生きていけるのだろうか？

ひとは何故、特定の他人（ひと）を信じて共に生活し、共

に生きていけるのだろうか？

ひとはそう生きるように遺伝子に組み込まれているのだろ

うか？

第二次世界大戦後の孤児院での罹病率、死亡率の高さの研

究からBowlby（1907-1990)が愛着理論を唱えた。

愛着行動は生後3ヶ月頃から「発声」や「見つめ合い」とい

う形で見られ、その後「母親に近づく」、「母親の声を聞く

と落ち着く」「人見知り」「母親のまね」「母と共にいなけ

れば落ち着かない」などと変化する。

本日の内容

おさえておきたい心の発達
・愛着形成、情緒の発達

児童青年期の精神障害の理解
・症状形成の過程

・知っておきたい発達障害

・治療の考え方

ライフサイクルの中でのこども

基本的信頼感、愛着形成

自我同一性の確立

乳児期

前成人期 成人期 老年期

幼児期

青年期

学童期 社会関係の広がり（勤勉性、劣等感）

自立の始まり（愛着形成、自律

情動の広がり、罪悪感の内在化）

＜愛着形成＞

子どもの動作や表情

への反応

養育者の反応

相互的なやりとり

こうして築かれた基

本的信頼感を基礎に

その後の心理的課題

を積み重ねることが

できる

児童思春期患者の理解と対応

地方独立行政法人神奈川県立病院機構　こども医療センター

児童思春期精神科部長　　新　井　　　卓
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やがて、愛着対象の代用品ともいえる物（移行対象）を持ち

ながら、さらに行動範囲や他者関係を広げ社会的関係を作り

あげていく。そこには母親の姿はない。しかし、不安に陥る

ことはない。

・我慢を応援する

・我慢をほめる

・場面と感情の共有

母子間の相互交流

自我同一性の感覚

（a sense of identity)

「私は他の誰とも違う自分自身であり、私はひとり

しかいない」

「今までの私もずっと私でありこれからの自分も私

であり続ける」

といった主体的な自分が社会的な自分に合致してい

る感覚。（安定感、安心感、自信）

個性の基盤

素因

気質

資質

発達障害

MR

PDD

ADHD

LD

疾患素因

症状形成に関連する要因

社

会

体

験

・

事

故

い

じ

め

・

・

・

直前の

契機

症

状

の

出

現

対

応

に

よ

る

悪

循

環

社会的

環境因

教

育

環

境

友

人

関

係

家

族

関

係

発達早期

の環境因

養

育

環

境

虐

待

社社社社会会会会背背背背景景景景

そのうち、母と共にいなければ安心感を得られなかった子ど

もも、徐々に母親を安全基地として離れ（母親の位置を確認

しながら）、周囲を探索したりできるようになる。

現実の母親とは離れていても内在化された養育者との愛着に

より、持続的な安心感、安定感を持ちながら、社会的関係を

広げていく（仮想の安全基地を拠り所に社会参加していく）。

情緒の制御と広がり

興奮

不愉快愉快

恐れ

怒り悲しみ喜び 嫌悪

当惑 共感 嫉妬

望み

愛情

得意

心配
恥

罪責感

思いやり

自尊心

児童・青年期にみられる精神疾患

・適応障害・重度ストレス障害

・身体表現性障害

・不安障害

・強迫性障害

・解離性障害

・・・・特特特特定不能定不能定不能定不能のののの情情情情緒障害緒障害緒障害緒障害

・・・・チチチチックックックック障害障害障害障害

・・・・摂摂摂摂食食食食障害障害障害障害

・・・・選選選選択性緘黙択性緘黙択性緘黙択性緘黙

・・・・行行行行為障害為障害為障害為障害

・・・・愛愛愛愛着着着着障害障害障害障害

・うつ病（反応性うつ状態）

・統合失調症・そううつ病 少ないが・・・

成人では人格の問題として対応

心理発達と親子関係が

密接に関連
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自閉症関連障害

自閉症 自閉性障害

アスペルガー障害

アスペルガー症候群

レット症候群

たとえばあなたが女の子だったら・・・

“女の子じゃないよ”

“ハリセンボンの

－ます”？？

オウム返し

“ただいま”“ただいま”

ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーーーーシシシションョンョンョン

のののの問問問問題題題題

・言葉の遅れ

・使い方

・字句どおりの

理解

・比喩理解困難

・四文字熟語

・相互的な会話に

ならない

テレビの台詞が初

めての言葉

自分の知識を一方的に話す

会話よりも図・映

像・文字

冗談通じない

自閉症関連障害

想想想想像像像像性性性性のののの問問問問題題題題

・こだわり・常同反復・収集（物、知識）・変更への抵抗

虫博士・鉄道マニア

図鑑大好き

散歩道の変更で混乱

スケジュール通りがいい

やり方へのこだわり

同じ行為を繰り返す

回るもの大好き

変化は楽しみで

はなく不安材料

おもちゃを一列に並べる

特定の服への執着

感想文が苦手

自閉症関連障害

知的障害の程度により状態像は大きく異なるが、総じてこと

対“人”における特徴的な傾向。言語面の障害が軽微である

アスペルガー症候群や障害全体の重症度が軽度の場合、学童

期までその問題に気づかれずに経過し、その後対人関係障害

や集団適応上の問題として表面化することも少なくない。

知的レベルが標準でも小学3-4年生になると、学校や社会の

決められたルールとは別に“仲間同士のみのきまり”“暗黙

の約束事” それを楽しんだり、分からない人を排除するよ

うな仲間関係が作られる中で、彼らは周囲のペースについて

行けなかったり、集団参加への抵抗感を募らせる。

自閉症関連障害

ＡＳＤ

子どもの個性の基盤

＜素因 、気質、資質＞

社交性、好奇心、新奇求性、衝動性、不安・・・

＜心理的発達の障害＞

MR（知的障害）、PDD（広汎性発達障害）

ADHD（注意欠陥多動性障害）、LD（学習障害）

＜疾患素因（疾患脆弱性、疾患へのなりやすさ）＞

チック、統合失調症、うつ病、強迫性障害、神経

性食思不振症、不安性障害その他の様々な疾患群

に個体の遺伝的要因や素因が関与

ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーーーーシシシションョンョンョンのののの

問問問問題題題題

・言葉の遅れ

・使い方

・字句どおりの

理解

・比喩理解困難

・四文字熟語

・相互的な会話に

ならない

自閉症関連障害

社社社社会会会会性性性性のののの問問問問題題題題

・視線が合わない

・指差しをしない

・相手の意図が理

解できない

・一方的な会話

・配慮できない

・相互的な会話に

ならない

想想想想像像像像性性性性のののの問問問問題題題題

・こだわり・常同反復・収集（物、知識）・変更への抵抗

感感感感覚覚覚覚過過過過敏敏敏敏

・偏食・音・におい

・肌触り

ＡＳＤ

社社社社会会会会性性性性のののの問問問問題題題題

・視線が合わない

・指差しをしない

・相手の意図が理

解できない

・一方的な会話

・配慮できない

・相互的な会話に

ならない

視線が合わない

じっと視線を合わせ続ける

指差しに指先を見る

数回の“お断り”にも・・・

その場の雰囲気で話しの内容を

変えられない

相手に合わせた遊びが困難

（神経衰弱とばば抜き・・・）

人と

“うまく”

やるのが苦手

相手が不快になる事実の指摘

自閉症関連障害

感感感感覚覚覚覚過過過過敏敏敏敏

・偏食・音・におい

・肌触り

離乳がうまくいかない

特定のものしか食べない

Ｔシャツのタグ嫌がる

運動会のピストル音

耐えられない

自閉症関連障害
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心の理論（theory of mind ）とは

他者がどのように思ったり考えたりしているか、

自己の知識と区別して理解する能力。自己の考

えと他者の考えが相違することの認識。

「ほかの人たちは思考や知識、信念や欲求を持

つ存在であり、それがその人たちの行動に影響

を及ぼす」ということを理解しているかどうか。

【医療機関への受診動機】：就学後の場合

他の精神医学的問題による受診

学校から受診を勧められる

本人自ら希望していることは少ない

【治療の実際】

家族・教師など関わる大人の理解・配慮

随伴症状への治療

対症療法的薬物療法：抗うつ薬、精神安定薬

社会的技能習得の工夫（ＳＳＴ）

本人への疾患教育

【考慮すべき精神医学的問題】

強迫関連症状、社会的ひきこもり、非社会的傾向

自閉性関連障害３

一方、ポジティブな特性として

（ASD）

正確な記憶

（特に視覚記憶や数値）

論理的思考

真理の追及

場の雰囲気に

左右されない

ＡＳＤ

注意欠如多動性障害（AD/HD）２

授業中じっとして

いられない

忘れ物が多い

人の話をきいていない

思いついたら即行動

待てない

作業を完成できない

そそっかしい

おっちょこちょい

こうした子どもたちは数学や物理など約束事が論理的に決

まっている学問などはできても、その時々によって変わる人

間関係、他者理解、その場その場での曖昧な状況判断が苦手。

他者のイメージをイメージする能力（メタ表象機能）の障害

は自閉症関連障害の病態の中心ともいわれている。

コミュニケーションや関係性の発達障害

自閉症関連障害

ＡＳＤ

①関わり方の工夫（ASD）

分分分分かかかかりにくいりにくいりにくいりにくい表表表表現現現現 分分分分かかかかりやすいりやすいりやすいりやすい表表表表現現現現

（（（（具具具具体的体的体的体的なななな表現表現表現表現））））

そのくらい考えればわかるだ

ろう、空気読みなさい

いやな気持になったよ

いい加減にしなさい やめよう

うまくやれ 相手に確認してから

まあまあだね １０段階の８くらいだね

常識的にやりなさい ・

適当にやってください ・

人の振り見て我が振り･･･ ・・・

※つねに「相手はどう考えるか」をアドバイス、考えること

の重要性を伝える

① まず言い分を聞く

② 命令でなく提案

③ こちらの言行一致を心がける

④ こちらが感情的にならない

⑤ 情報の視覚提示

⑥ 目に見えにくいものを言語で構造化する

⑦ こだわりはうまく利用する

（本田秀夫氏講演より）

高機能自閉症の人々とうまく付き合う7カ条

注意欠如多動性障害（AD/HD）

多動症状

・じっとしていら

れない

・授業中の離席

・手足をそわそわ

・キョロキョロ

・走り回る

衝動性の問題

・かっとしやすい

・熟慮しない

・即応

注意集中の問題
・不注意

・集中が続かない

・物忘れやうっかりミス

不注意優勢型

多動・衝動型

AD/HD
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②関わり方の工夫（ＡＤＨＤ）

分分分分かかかかりにくいりにくいりにくいりにくい表表表表現現現現 分分分分かかかかりやすいりやすいりやすいりやすい表表表表現現現現

（（（（具具具具体的体的体的体的なななな表現表現表現表現））））

何やってるの！！ そこから降りなさい

財布持った？ハンカチ持った？水筒持っ

た？鍵持った？

財布は持った？

早く終わらせなさい 最初はこの宿題からね

月のお小遣い全部使っちゃったの

ね・・・

【小分けに渡す】

ちゃんと先生に渡しなさい 【連絡ケースの活用】

あなたはダメな子ね －

※叱られつづけてめげていたり、反抗的になっていると

これらも難しい

一方、ポジティブな特性として

迅速な行動力

思い立ったら

即実行

既成概念にとらわれない発想

アイデアが豊富

AD/HD

発達障害診断の難しさ

ＡＤ／ＨＤとＡＳＤの併存はあるのか？
生来的問題と環境要因の複雑な関係
情緒的問題により強調される発達特性
発達障害は成長とともに良くなる？

児童精神科医療の役割

診断・告知・投薬
併存症状・二次的精神症状
（強迫症状・集団不適応に伴う神経症性障害）

親支援（心理教育的アプローチ）

Attention  deficit ／ hyperactivity disorder

不注意・多動・衝動性を主症状とする

注意、集中、制御などの精神・心理的機能が何らかの原因

で障害されている。基本的には神経生物学的障害であり、

複数の中枢神経部位のネットワークの機能障害が想定され

ていて、病態として「「「「実行実行実行実行機能機能機能機能のののの障障障障害害害害」「」「」「」「報報報報酬系機能酬系機能酬系機能酬系機能のののの障障障障

害害害害」」」」 「「「「時時時時間間間間感覚感覚感覚感覚のののの障害障害障害障害」」」」あるいあるいあるいあるいはははは「「「「衝動衝動衝動衝動コントロコントロコントロコントロールのールのールのールの障障障障

害害害害」」」」などの病態が指摘されている。主症状への治療（神経

刺激薬）と障害のために損なわれた自己イメージや反社会

的傾向へのケアが重要。養育者やその他関わる大人の本障

害の理解が必要。

注意欠如多動性障害（AD/HD）３

AD/HD

【医療機関への受診動機】

家族が困って受診

学校から受診を勧められる

本人自ら希望していることは少ない

【治療の実際】

家族・教師など関わる大人の理解・配慮

治療薬の投与

（メチルフェニデート、アトモキセチン）

自尊感情・自己効力感への働きかけ

（「お薬が効いているね」は禁物・・・）

本人への疾患教育

【考慮すべき精神医学的問題】

チック症、反社会的傾向（素行障害への発展）、抑うつ、虐

待による心理的問題との判別の難しさ

注意欠如多動性障害（AD/HD）

どこから異常でど

こまで正常か

辺縁：不注意症状が全くない人はいない

他者の意図理解が完璧な人もいない

機能障害が社会生活上明らかな場合を障害と考えるが

その判断には一定の基準がない

発達障害診断にまつわる諸問題１

ASD

AD/HD

＜本人の特性に合わせた対応・指導・教育＞

・本人がどのように感じ、受け止めているか

・失敗しないように・・・

・理解しやすい個別の情報入力

・混乱しやすい状況の回避

・分かりやすい方法の練習

対応の二つの考え方

＜成長や適応の幅を促すための対応・指導・教育＞

・一般社会での常識の理解

・相手の事情を考える練習

・解決方法を自分で考える努力

・自らの特性の理解 社会に本人が合わせる

構造化
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発達早期の環境因

母子間の相互交流

・愛着形成

・自己コントロールの発達

・感情・情緒の発達

虐待に関連する精神障害

虐待には様々な形があり、被害者である子どもの心にも様々

な問題を残す。虐待行為による心的外傷にのみならず、幼少

時期からの愛着を形成できずに成長していくこと（愛着障

害）で対人関係障害、抑うつや不安あるいは解離症状などの

精神症状と関連が深い（複雑型PTSDなど）。さらに、子ど

もが成長し、自分の子どもにどう接したらよいのか分からず

に、子どもを愛せず、再び自らが虐待者となってしまうこと

も多い（虐待の連鎖）。また、乳幼児期の虐待により、子ど

もの脳機能の発達に障害をおよぼす。持続的なストレスによ

り中枢神経系（海馬や扁桃体）の機能障害を引き起こすとい

う研究もある。

単に迫害体験を受けたということに留まらず、虐待体験が人

格形成における中核に位置するという点が問題となる。

“自分が悪いから・・・”“自分さえいなければ・・・”

強く影響を受ける脳の部位２

【扁桃体：大脳辺縁系を構成】

記憶の情性部分（恐怖条件付け、攻

撃反応に関係する感情）の作成に関

わっている。

情動発達の問題（精神病質）、社会

認知機能の問題、自閉症などと関連

虐待歴のある患者の扁桃体容量は低

下している。扁桃体を損傷させた母

ザルはその子供に対する母性的行動

が減少し、しばしば物理的な虐待や

育児放棄を行うことが示されている。
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発達早期の環境因2：虐待

母子間の相互交流

・自己コントロールの発達

・感情・情緒の発達

・愛着形成

愛着形成の障害

虐待体験のトラウマ関連障害

身体的

心理的

性的

ネグレクト

【海馬：大脳辺縁系を構成】言

語記憶、情動記憶、思い出す機

能と関連。特に情動のバイアス

がかかっている出来事の記憶に

重要な領域

精神疾患ではPTSDと関連

虐待を受けて育った人の海馬の

容積減少や記憶機能の障害

母ラットから引き離した子ラッ

トの成長に伴う海馬シナプスの

形成障害

強く影響を受ける脳の部位１

強く影響を受ける脳の部位3

【脳梁：左右の半球の情報連絡】

ヒトで著明に発達している

精神疾患では解離性障害などと

関連

慢性のPTSDを示した被虐待児で解

離症状が重篤なほど脳梁の体積が小

さかった。
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症状の出現と対応による悪循環

様々な症状の出現様式（個人差がある）

症状への不適切な対応（例：チック）

状況を理解しない状態での性急な対応

「すべてが直前の契機によるものではないか」

と考えがちだが・・・

＜子どもの精神障害の特徴＞

生まれながらの問題

養育環境からの影響

突然の“発症”よりもその発症に文脈的理解が可能

治療の考え方

本人や家族とともに本来のそのこどもの姿を見極

めていく作業そのものが治療の第一歩。

①家族が本人の状態の把握と理解をすることが主

たる治療目標

②症状そのものへの対応

③症状の背景にあるものへのアプローチ

①②③の組み合わせ

②症状そのものへの対応

・不安、強迫、うつ状態、幻覚・妄想、チック

ＡＤＨＤ症状への薬物療法

・興奮、暴力への限界設定や薬物療法

・行為症状への行動療法

・不安、強迫、恐怖症への認知行動療法

社会的環境因

発達経過での家庭環境（躾や生活習慣）、親戚関係

学校環境・地域コミュニティー

集団内での相互交流から社会性が育つ

具体的な対処行動やストレス耐性を身につける

直前の契機

事故・災害など命を脅かされる体験

いじめ・暴力などの被害体験

転居・転校などの環境変化

家族構成の変化や友人関係のトラブル

＜疾患によって異なるもの＞

【生物学的基盤によりウエイトがある疾患群】

（発達障害、精神病性障害、強迫性障害、チック、

神経性食思不振症の一部・・・）

【発達早期の環境因によりウエイトがある疾患群】

（愛着障害、解離性障害、複雑型PTSD・・・）

【直前の契機にウエイトがある疾患群】

（適応障害、PTSD・・・）

大大大大切切切切ななななののののははははすべてのすべてのすべてのすべての要因要因要因要因がががが関与関与関与関与すすすするといるといるといるということうことうことうこと

児童期、青年期に出現する精神的問題を考える際

に重要なことはその発症に関与する事象はなにか

ということ、特に

①素因や生得的問題が大きく関与しているのか

②発達早期の環境の影響を強く受けているのか

③発症時期に先行する社会体験の影響が強いのか

生まれ、育ち、を通して出来上がりつつある子ど

もの「ありよう」を細かく理解することが重要で

ある。発達歴、養育歴、家族関係の詳細

子どもの精神疾患の考え方

①家族が本人の状態の把握と理解をすること

が主たる治療目標

子ども自身の基礎的状態を知ることで適切な集団に

参加したり環境を調整することで症状が軽快する。

・発達障害や気質傾向の把握

・軽症のチック症、身体症状、夜驚症
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加えて、青年期早期からこれまで説明し

てきた文脈では十分理解説明できない

“発症”が増え始める

この“発症”を見極めるのも

児童精神科医の重要な役割

精神病発症のリスクが高い子どもとは

（At Risk Mental State for psychosis）

ARMS

①明らかではないが軽度の精神病症状がある

②あきらかな精神病症状が短期間出現

③著しい社会的孤立傾向に陥りやすい人格傾向

（奇異な考え方、関係念慮、疑り深さ、奇妙

な行動様式や知覚体験、友人関係の欠如など）

④精神病の遺伝負因

⑤最近の社会的機能の低下

リスクの高い子どもが社会や保護者が持つ精神病に対

する偏見や抵抗から受診が遅れたり、治療の継続が困

難になることはできる限りなくさなければならない

実際は様々な精神的不健康状態の子どもたちが含まれている

③症状の背景にあるものへのアプローチ

（精神力動的アプローチ）

・家族機能不全、家族関係の歪み

・養育環境や体験から培われた子どもの対処行動

や考え方への対応

・個人の内面で何が起こっているかがテーマ

【子どもが語らない、語れない思いや行動】

自分でも理解できない怒りの感情

周囲からただ“問題行動”としか扱われない状態

ただ“うつ病”としか診断されない症状・・・

慢性の精神障害（主として統合失調症、躁うつ病など精神

病性障害）は児童・青年期に発症する頻度は低いと言われ

ているが、その前駆状態の子どもは少なからず存在する可

能性がある（ハイリスク群）。

発症前後は自殺リスクが高まる

発症後、迅速な治療導入により予後が大きく異なる。

統合失調症の場合、特に発症後から治療開始までの期間・

発症後2-5年の治療継続が予後に影響

児童・青年期に発症する精神病性の疾患

早期発見・早期支援の重要性

（15歳未満発症は全発症の4%）

統合失調症を中心とした精神病性障害

への治療・支援

治療継続

リハビリテーション

就学支援・ＡＣＴなど前駆状態

様々な精神疾患を

包含する時期の早

期介入・支援

顕

在

発

症

急性期治療

薬物療法・家族支援・心理教育

発症後の治療・支援

ARMS
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2014/5/14

6

正確な情報把握と早急な対応

①①生生命命にに危危機機をを及及ぼぼすす恐恐れれががああるるととききはは救救急急処処置置がが原原則則でで
ああるる。。ししたたががっってて、、患患者者へへのの問問診診とと同同時時にに意意識識障障害害のの有有無無
をを把把握握すするるここととがが重重要要ででああるる。。ままたた周周囲囲にに危危害害をを及及ぼぼししたた
りり、、迷迷惑惑ががかかかかるる場場合合ははそそのの防防止止がが必必要要ででああるる。。

②②精精神神運運動動性性興興奮奮、、激激ししいい幻幻覚覚妄妄想想状状態態、、ああるるいいはは希希死死念念
慮慮がが強強いい等等のの危危機機状状況況がが強強いい場場合合ににはは興興奮奮をを鎮鎮静静ささせせてて
かからら問問診診等等をを行行ううここととももああるる。。ままたたややむむをを得得ずず静静脈脈麻麻酔酔（（ﾌﾌﾙﾙ
ﾆﾆﾄﾄﾗﾗｾｾﾞ゙ﾊﾊﾟ゚ﾑﾑ等等））ににてて鎮鎮静静をを図図るるここととももああるる。。ここののよよううななととききはは、、
投投与与薬薬にによよるるｼｼｮｮｯｯｸｸ状状態態、、血血圧圧降降下下、、呼呼吸吸抑抑制制、、心心肺肺停停止止
等等をを起起ここすすここととががああるるののでで注注意意深深くく観観察察すすべべききででああるる。。

2014/5/14

5

急性症状としては

幻覚、妄想、興奮、昏迷、拒絶、自閉など
が著しくあらわれる。

激しい症状を陽性症状といい、意欲減退
や感情鈍麻などの症状を陰性症状という。

患者は病的体験のため、十分にセルフケ
アが行えないことが多い。

疎通性が取れず食事や薬物を拒絶する場
合もある。

2014/5/14

4

印象や感じとして表現される群

• 自自分分のの世世界界にに入入っってていいるる感感じじ。。現現実実感感ががなないい

• 派派手手なな症症状状ははなないいがが看看護護者者がが不不安安ににななるる。。

• 放放っってておおけけなないい感感じじ。。

• そそのの人人ららししささをを失失っってていいるる感感じじ。。

• 生生活活がが破破綻綻ししてていいるる（（生生ききてていいくくたためめにに必必要要なな能能力力をを
欠欠いいてていいるる））。。

• ババララババララとといいうう感感じじ。。

• 看看護護者者側側のの緊緊張張感感をを喚喚起起すするる（（かかかかわわりりににおおいいてて精精
神神的的なな集集中中力力をを必必要要ととすするる。。安安心心ししてて話話ががででききなないい
雰雰囲囲気気））。。

2014/5/14

3

現象群
• 興興奮奮 （易刺激的。エスカレートしていく。喧嘩になる）

• 攻攻撃撃・・暴暴力力 （看護者への暴力行為。罵声を浴びせる。物を投げ

つける。椅子を蹴る）

• 落落ちち着着ききのの無無ささ（多弁。多動。部屋を動き回る。行動にまとまりが

ない。焦燥感が強い）

• 奇奇妙妙なな行行動動 （たとえば、空っぽの缶ジュースを飲む。鼻に箸を入

れる）

• おおびびええ （身体をこわばらせ小さくなっている。びくっとする）

• 自自殺殺企企図図 （表情が暗い。いまにも何かしでかしそう。独特の暗さ

を伴った何ともいい難い表情）

• 自自傷傷行行為為 （リストカット）

• 激激ししいい身身体体消消耗耗 （食事をとらない。極端にやせている）

2014/5/14

2

症候群

• 幻幻覚覚・・妄妄想想状状態態 （（妄想に支配されている。幻聴や妄想の内容が

行動化されている）

• 疎疎通通性性のの無無ささ （話のつじつまが合わない。支離滅裂）

• 躁躁状状態態 （夜中に音楽をかけるなどの迷惑な行為。急激な興奮）

• ひひききここももりり （関係がとれない。意思の疎通がはかれない）

• 昏昏迷迷・・亜亜昏昏迷迷状状態態 （まったく動かない。固まった状態。反応がな

い。無表情。まばたきが少ない。全く他動的）

2014/5/14

1

急性期と急性状態

• 急性期とは

統合失調症が経過する期間のうち、急性状

態から回復期に入る前の段階までの期間。

• 急性状態は

急性期のもっとも初期（発病または入院時）

の状態。つまり、症状が顕在化している時期

の状態を指す。

急性期患者の理解と対応

曽我病院

看護部長　　渡　辺　勝　次
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2014/5/14

14

観察視点②

• 症症状状出出現現時時のの対対応応

患患者者がが、、自自分分のの中中にに起起ききてていいるるささままざざままなな現現象象をを
言言葉葉やや動動作作、、ああるるいいはは文文字字やや絵絵でで看看護護者者にに訴訴ええてて
ききたたとときき、、そそれれがが看看護護者者自自身身のの常常識識範範囲囲をを超超ええ、、まま
たた非非現現実実的的ななここととででああるるとと考考ええらられれててもも、、そそれれをを幻幻
覚覚・・妄妄想想とと決決めめつつけけてて否否定定やや拒拒絶絶とといいっったた態態度度でで患患
者者にに接接すするるここととはは避避けけるる。。患患者者がが訴訴ええてていいるるここととをを
親親身身ににななっってて聞聞くくこことと、、そそうういいっったた態態度度がが患患者者ーー看看護護
者者関関係係をを築築くく過過程程でで大大切切ででああるる。。

2014/5/14

13

観察視点①

• 幻幻覚覚・・妄妄想想のの理理解解

幻覚・妄想は、現実世界でありえないこと
が患者にとっては現実のもの、事実なので
ある。そして、幻覚・妄想の世界と現実とが
共存している状態である。

2014/5/14

12

幻覚・妄想とは

幻幻覚覚・・妄妄想想（（病病的的体体験験））はは精精神神病病のの代代表表的的なな症症状状のの
一一つつとと言言ええるる。。

【【幻幻覚覚】】

知知覚覚のの障障害害でで「「幻幻聴聴・・幻幻視視・・幻幻嗅嗅・・幻幻味味・・体体感感幻幻覚覚」」なな
どどががあありり、、幻幻視視（（小小動動物物幻幻視視ななどど））ははアアルルココーールル依依存存
症症ななどどのの中中毒毒性性精精神神病病にに多多くく見見らられれるる

【【妄妄想想】】

思思考考のの障障害害でで、、ここれれににはは、、被被害害妄妄想想、、関関係係妄妄想想、、迫迫
害害妄妄想想、、誇誇大大妄妄想想、、血血統統妄妄想想ななどどがが多多いい。。

2014/5/14

11

急性症状にある患者の観察

この時期の患者、行動、言葉、対人関係、

日常生活面（睡眠、清潔、食事、排泄）など
日常生活を円滑に送ることができない。

この時期では、あれこれと働きかけること

は避け、親身になって訴えを聞き、訴えを
受けとめながら観察することが大切である。

2014/5/14

10

③③患患者者がが興興奮奮状状態態やや拒拒絶絶状状態態のの場場合合はは説説明明、、説説得得はは
難難ししいいがが、、話話ししかかけけらられれるる状状態態ででああれればば時時間間ををかかけけ
てて説説得得、、説説明明がが必必要要ででああるる。。

④④状状態態にによよっっててはは、、ややむむをを得得ずず抑抑制制ししてて処処置置をを行行ううこことと
ももああるる。。そそのの際際もも説説明明しし理理解解がが得得らられれるるよよううにに努努力力すす
べべききででああるる。。

⑤⑤家家族族はは、、患患者者のの状状態態をを理理解解ででききずず動動揺揺ししてていいるるこことと
がが多多いい。。患患者者やや家家族族がが安安心心ししてて入入院院生生活活がが送送れれるるよよ
ううにに、、治治療療のの必必要要性性とと入入院院生生活活ににつついいてて、、具具体体的的にに
オオリリエエンンテテーーシショョンンをを充充分分にに行行ううここととででああるる。。
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インフォームド コンセント

①①患患者者はは緘緘黙黙、、緊緊張張、、興興奮奮がが激激ししくく幻幻覚覚妄妄想想状状態態をを呈呈しし
てていいるるここととがが多多いい。。そそののよよううななととききはは患患者者はは自自我我機機能能
（（精精神神機機能能））がが脆脆弱弱ががゆゆええにに病病気気をを否否認認（（病病識識ががなな
いい））ししてていいるるとといいええるる。。ままたた、、入入院院にに対対ししてて恐恐れれやや生生活活
環環境境のの変変化化かからら入入院院をを拒拒否否すするる場場合合ががみみらられれるる。。

看看護護者者はは病病院院はは安安全全なな場場所所でであありり、、味味方方ででああるるこことと
をを伝伝ええ、、入入院院のの必必要要性性をを時時間間ををかかけけてて説説明明すするる必必要要
ががああるる。。

②②特特にに、、意意識識障障害害ががああっったたりり、、昏昏迷迷、、錯錯乱乱状状態態のの場場合合はは
本本人人にに対対すするる説説得得はは不不可可能能ででああるる。。そそののよよううななととききはは
家家族族、、ああるるいいははそそれれにに代代わわるる者者へへのの説説明明、、承承諾諾がが必必
要要ででああるる。。

2014/5/14
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②②患患者者はは不不安安、、緊緊張張、、混混乱乱ののたためめ病病院院ででああるるこことともも判判
断断ががつつかかずずににいいるるここととがが多多いい。。看看護護者者はは病病院院ででああるる
ここととをを印印象象づづけけ、、落落ちち着着いいたた温温かかいい穏穏ややかかなな態態度度でで
対対応応すするるここととででああるる。。つつままりり、、相相手手ををおおびびややかかささなないい
対対人人関関係係能能力力でで、、患患者者のの不不安安をを和和げげるるよよううなな心心ががけけ
がが大大切切ででああるる。。

③③患患者者はは自自分分自自身身ににつついいてて自自覚覚ででききずず、、不不当当にに扱扱わわ
れれてていいるるとと思思いい込込みみ、、医医療療不不信信にに陥陥るるここととももああるる。。批批
判判的的なな言言動動はは厳厳にに慎慎みみ、、水水分分をを与与ええたたりり、、手手、、足足、、
身身体体のの汚汚れれをを落落ととししたたりり、、衣衣服服のの乱乱れれをを整整ええたたりりすす
るるこことともも必必要要ででああるる。。そそののよよううなな具具体体的的なな看看護護介介入入をを
通通ししてて、、問問診診ををススムムーーズズににししたたりり、、外外傷傷やや合合併併症症のの
有有無無のの観観察察もも行行ううととよよいい。。

2014/5/14
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現実能力適応への援助

①①精精神神科科救救急急でで受受診診すするる多多くくのの患患者者はは現現実実検検討討能能力力がが
危危機機にに陥陥りり、、適適応応ででききずず緊緊張張、、不不安安、、葛葛藤藤ししてていいるる状状
態態ででああるる。。つつままりり患患者者自自身身がが過過去去にに獲獲得得さされれたた対対処処
法法ででははどどううししててもも解解決決すするるここととががででききなないいよよううなな困困難難にに
直直面面ししてていいるるととききがが多多いい。。再再びび元元のの現現実実をを少少ししででもも早早
くく取取りり戻戻せせるるよよううにに援援助助しし、、関関わわっってていいくくここととででああるる。。
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疾患の経過と各期の看護ケア

• 臨臨界界期期ののケケアア

・不十分なセルフケアへの援助

・薬物療法と効果・副作用の観察、服薬支援

・身体症状への対処

・タイミングを図りながら関わる

・十分な睡眠をとるように関わる

・孤独や不安への関わり

・行動の拡大→除々に刺激に馴らしていく

・患者のペースを大切にする

・家族への援助（精神面のケア、心理教育）
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疾患の経過と各期の看護ケア

• 寛寛解解期期前前期期ののケケアア

・焦って自立へと駆り立てない

・生活リズムを作ることを目的とした作業活動やデイケアを勧

める

・セルフケア能力を高める

・肯定的なフィードバック

・外泊の検討・試み

・入院までの生活や出来事の振り返り、退院後の生活につい

ての話し合いを始める

・家族への援助：心理教育、精神面のケア
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疾患の経過と各期の看護ケア
• 急急性性期期ののケケアア

・生命の維持・身体管理

・薬物療法の支援と観察

・十分な休息・睡眠の確保

・刺激の少ない、安全な環境の提供

・話しかけ方・口調に配慮

（穏やかに、柔らかく、簡潔に、わかりやすい言葉

・受容的・支持的な関わり

・行動制限に伴う援助

・家族への援助

（精神面のケア、休息が取れるように、具体的に取るべき行

動がわかるように支援）

2014/5/14
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疾患の経過と各期の看護ケア

統統合合失失調調症症のの経経過過
精
神
運
動
興
奮
の
度
合
い

精
神
運
動
抑
制
の
度
合
い

臨界期

◆再発を繰り返すごとに、精神機能
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◆発症後早期に治療を開始したほ
うが、脳のダメージが少ない

前
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観察視点⑥

• 急急性性状状態態患患者者

患患者者のの言言動動はは、、幻幻覚覚・・妄妄想想のの内内容容にに左左右右さされれ、、
患患者者個個々々にに違違いいががああるる。。そそののたためめ看看護護者者のの対対応応
もも個個別別性性をを重重視視ししたたももののででななけけれればばななららなないい。。そそ
ししてて、、観観察察さされれたたすすべべててをを分分析析しし、、言言動動とと幻幻覚覚・・
妄妄想想ととのの関関連連をを明明ららかかににしし、、現現にに起起ここっってていいるるここ
ととやや、、予予測測さされれるるこことと（（自自傷傷・・自自殺殺・・他他害害））をを整整理理しし、、
問問題題解解決決とと予予防防のの方方法法をを考考ええななががらら対対応応すするるここ
ととがが必必要要ととななるる。。
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観察視点⑤

• 日日常常生生活活

幻幻覚覚・・妄妄想想がが活活発発なな時時期期はは、、日日常常生生活活をを円円滑滑にに
送送るるここととががででききなないい。。睡睡眠眠、、清清潔潔のの保保持持、、食食事事、、対対
人人関関係係ななどど、、そそのの障障害害ととななっってていいるる程程度度ととととももにに、、
対対象象者者をを理理解解すするるたためめのの観観察察がが必必要要ででああるる。。そそしし
てて、、観観察察さされれたた事事実実かからら幻幻覚覚・・妄妄想想ととのの関関連連をを明明
ららかかににししてていいくくここととがが必必要要ででああるる。。
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観察視点④

• 激激ししいい妄妄想想患患者者

激激ししいい妄妄想想はは笑笑うう、、泣泣くく、、怒怒るる、、叫叫ぶぶ、、暴暴言言、、暴暴
力力、、奇奇異異行行動動、、不不安安感感、、恐恐怖怖感感、、他他者者をを避避けけるる、、逃逃
れれるる、、とといいっったたよよううにに行行動動はは衝衝動動的的・・破破壊壊的的・・攻攻撃撃
的的・・逃逃避避的的ででああるるここととがが多多いい。。そそししてて、、そそれれららがが言言
語語化化さされれたたりり、、非非言言語語的的ででああっったたりりすするる。。ままたた対対象象
がが自自分分、、他他者者、、不不特特定定のの人人だだっったたりりすするる。。ここれれらら観観
察察さされれたた言言動動のの中中かからら起起ここりりううるる問問題題点点をを予予測測しし、、
患患者者本本人人とと他他者者のの安安全全をを考考ええたた対対応応がが必必要要ででああ
るる。。
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観察視点③

• 激激ししいい幻幻覚覚患患者者

激激ししいい幻幻覚覚（（幻幻聴聴））はは、、独独語語、、空空笑笑、、怒怒るるとといいっったた
よよううなな言言動動がが自自己己破破滅滅やや日日常常生生活活にに適適応応ででききなな
いい反反社社会会的的行行動動にに発発展展すするるここととがが多多いい。。そそししてて、、
幻幻覚覚がが音音、、声声、、特特定定ああるるいいはは不不特特定定のの対対象象者者でで
ああっったたりりすするる。。ここれれららのの観観察察さされれたた行行動動のの中中かからら
幻幻覚覚のの原原因因をを探探りり出出しし、、起起ここりりううるる問問題題点点をを予予測測
しし、、患患者者本本人人とと他他者者のの安安全全をを考考ええたた対対応応がが必必要要
ででああるる。。
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入院治療の長所

• 病病状状をを悪悪化化ささせせるる刺刺激激のの多多いい環環境境かからら離離れれるるここととがが
ででききるる

• 日日常常生生活活のの責責任任かからら開開放放さされれてて身身体体・・精精神神のの休休養養をを
取取るるここととががででききるる

• 外外来来通通院院ででははででききなないい治治療療とと看看護護ががででききるる

• 規規則則正正ししいい生生活活ののリリズズムムをを立立てて直直せせるるここととががででききるる

• 家家族族にに休休養養をを与与ええ、、患患者者のの人人間間関関係係をを修修復復すするるこことと
ががででききるる

2014/5/14
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精神科入院
入入院院はは、、患患者者ににととっってて慣慣れれ親親ししんんだだ社社会会生生活活のの場場かからら““病病院院””とと

いいうう全全くく別別のの場場ににおおいいてて集集中中的的なな治治療療、、看看護護をを受受けけるるももののででああるる。。

初初めめてて病病院院にに足足をを踏踏みみ入入れれたたととききのの思思いいはは、、患患者者ややそそのの家家族族
ににととっってて不不安安、、戸戸惑惑いいはは計計りり知知れれなないい大大ききななももののででああるる。。看看護護者者はは
““患患者者のの生生活活のの場場””でで24時時間間接接ししてていいるる。。そそれれゆゆええにに、、看看護護者者はは安安

全全でで安安心心なな治治療療的的環環境境のの提提供供者者ででああるる。。看看護護者者はは患患者者のの不不安安をを
ででききるるだだけけ軽軽減減しし、、少少ししででもも早早くく病病棟棟生生活活にに慣慣れれるるよようう援援助助すすべべきき
ああるる。。ままたた、、日日常常生生活活のの中中でで患患者者自自身身がが選選択択しし、、自自己己決決定定ででききるる
よよううにに支支援援すするるここととででああるる。。かかつつ、、セセルルフフケケアア能能力力のの回回復復やや発発達達をを
ううななががししてていいくくよよううなな看看護護のの関関わわりりををししてていいくく必必要要ががああるる。。

看看護護者者はは24時時間間患患者者のの身身近近ににいいるる専専門門職職ででああるるががゆゆええにに、、患患者者

のの権権利利をを侵侵害害ししててししままうう恐恐れれがが強強いい。。そそれれをを防防ぐぐににはは、、精精神神保保健健
福福祉祉法法にに定定めめらられれたた手手続続ききをを理理解解しし、、患患者者のの人人間間ととししてて尊尊厳厳とと人人
権権をを尊尊重重ししてていいくくここととがが入入院院患患者者のの看看護護のの基基本本ととななるるももののででああるる。。

2014/5/14
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３）社会/文化的側面

• 個人（患者）をとりまく社会的側面。家族や友人
との関係、社会的役割や地位経済状態、学歴、
職業などがこの側面に含まれる。日本の社会で
はあまり強調されないが、信仰や民族的習慣、
社会的価値観などもある。

以以上上のの3つつのの側側面面はは、、そそれれぞぞれれ独独立立ししてて存存在在すするるのの

ででははななくく、、互互いいがが密密接接にに影影響響ししああっってて患患者者のの問問題題をを形形
成成ししてていいるるとといいええるる。。患患者者のの状状態態にに合合わわせせてて、、そそれれらら
のの影影響響ののどどここににアアププロローーチチししてて看看護護をを展展開開すするるかかをを考考
ええるるここととがが大大切切ででああるる。。
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２）心理的側面

• 患者個人の内的な心理状況の側面。発達
課題やライフサイクル上の問題、用いてい
る防衛機制、感じている不安やストレス、
性格などがこの側面に含まれる。
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１）生物学的側面

• 生物としてのヒトの側面。あらゆる身体状
況（年齢、性別、体重、身長、栄養状態な
ど）や加歳や疾病に伴う身体の器質的、機
能的障害、薬の副作用などがこの側面に
含まれる。

2014/5/14
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対象理解（生物ｰ心理ｰ社会/文化的側面の視点から）

• 患者の持つ問題を全人的に統合して理解する
には、まずいくつかの側面に照らし合わせ、整
理して見ることが必要となる。焦点を当てる側
面はいろいろなカテゴリーがあるが、もっとも基
本的でわかりやすく、かつ全体を網羅すること
が可能な3つの側面、すなわち １）生物的側
面 ２）心理的側面 ３）社会/文化的側面の視
点で全体像を把握する。

2014/5/14
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患者理解

患者理解するときは、病気の部分だけを見るの

ではなく、必ず健康な部分にも目を向けることが
大切である。そして、患者の状態がどうなのか、
病気の理解度はどうか、現実検討能力がどの
位残存しているか、幻覚、妄想などの病的体験
が患者にどのような影響を及ぼしているのか、
又、及ぼす可能性があるかを知ることが大切。

その為には患者の表情、行動の観察が重要で
ある。

2014/5/14
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疾患の経過と各期の看護ケア

• 寛寛解解期期後後期期ののケケアア

・最初の頃：やや保護された環境で、仲間との交流や基礎体

力作りなどを行う

・必要な心理教育を行う

・退院後の生活目標に向けた訓練への支援

・できることを増やして自信がつくように支援

・患者の意思決定を促す

・対処能力や生活技術の獲得への支援

・退院後の生活支援体制の検討と調整

・家族への援助：つきあい方や支援方法を考えられるように支援
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症状を呈する患者への
接近についての覚え書②

１１））妄妄想想がが彼彼をを脅脅かかしし、、彼彼はは
危危険険をを感感じじてていいるる

「「ややりりすすごごすす、、隠隠れれるる、、行行ききががかかりりににここのの
へへんんでで一一線線をを引引くく」」意意味味でで、、入入院院ななどどのの
庇庇護護をを提提供供すするる用用意意をを示示すすここととががよよいい。。

２２））強強いい被被害害妄妄想想、、世世界界没没落落
体体験験ななどどののたためめパパニニッックク
ををおおここししてていいるる

耳耳ももととでで「「君君ににははだだいいじじょょううぶぶとと思思ええなないいだだ
ろろううがが、、ほほんんととううははだだいいじじょょううぶぶななののだだ」」とと、、
小小声声ででささささややききつつづづけけるるここととももああるる。。

３３））「「自自分分ははななんんででももなないいのの
にに、、ままわわりりががそそうういいっってて連連
れれててききたた」」・・・・・・（（病病識識欠欠如如））

「「ななににかか、、ききゅゅううくくつつなな感感じじががししなないいかか」」
「「振振りりままわわさされれてていいるる感感じじががししなないいかか」」
「「ででももふふだだんんととちちょょっっとと違違ううででししょょ・・・・・・」」 「「頭頭

がが忙忙ししくくななっってていいるるののでではは？？」」「「頭頭のの中中がが
騒騒ががししいいののでではは？？」」とと、、おおだだややかかにに問問うう。。
ああるるいいはは、、追追いいつつめめらられれたた気気持持ちちにに共共感感
をを表表明明すするる。。
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症状を呈する患者への
接近についての覚え書①

１１））孤孤立立・・不不安安・・不不信信

２２））不不眠眠不不休休のの努努力力、、中中立立
的的行行為為のの不不能能

３３））妄妄想想的的ななももののをを表表現現しし
ててくくるる

教教訓訓的的・・高高圧圧的的ににななららなないいこことと。。ひひららかかれれ
たた、、ややわわららかかなな態態度度。。ここととばばにに振振りりままわわささ

れれなないいこことと。。相相談談ににののるる用用意意ががああるるこことと
をを示示すす。。非非言言語語的的ななももののがが大大切切。。

誇誇りりをを傷傷つつけけずずにに休休むむよようう説説得得。。「「ここののへへ
んんでで行行ききががかかりりをを整整理理すするる」」ここととををすすすすめめ
ててももよよいいだだろろうう。。冗冗談談・・ユユーーモモアアはは禁禁忌忌。。
皮皮肉肉・・訂訂正正・・反反駁駁もも。。相相手手のの冗冗談談をを受受けけるる
ののははよよいい。。

中中立立的的、、ひひららかかれれたた態態度度。。訂訂正正はは無無効効、、
有有害害。。「「世世ののななかかににはは思思いい及及ばばぬぬここととももたた
くくささんんああるる」」 ししたたががっってて、、相相手手ががそそ
うう感感じじてていいるるここととはは認認めめるる。。「「振振りりままわわさされれ
ぬぬよようう」」助助言言ししててももよよいい。。
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入院の意味づけを示し了解を得る

• 入入院院のの際際にに、、家家族族にに連連れれててここらられれたた場場合合ににはは本本人人のの了了
解解をを、、本本人人がが自自らら受受診診ししたた場場合合ににはは家家族族のの了了解解をを得得るる必必
要要ががああるる。。

• 入入院院ににつついいてて外外来来でで相相談談のの上上決決定定ししててもも、、入入院院前前にに患患者者
やや家家族族ががししりり込込みみすするる場場合合ががああるる。。そそのの時時はは納納得得ののいいくく
話話しし合合いいををすするる必必要要ががああるる。。

• 再再入入院院、、転転院院にによよるる入入院院、、外外来来かからら入入院院にに至至っったたケケーースス
ななどど、、個個々々のの状状況況にによよっってて入入院院のの目目的的やや目目標標がが違違っっててくく
るる。。

• 入入院院がが患患者者ににととっっててﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｽｽのの経経験験ににななるるよよううにに、、入入院院のの意意
味味づづけけをを明明確確ににしし、、入入院院のの長長期期化化をを避避けけ、、患患者者自自身身がが少少
ししででもも進進歩歩すするるよよううなな援援助助計計画画をを立立案案すするる必必要要ががああるる。。
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救急入院に関して

入入院院がが救救急急ででああっったたりり、、緊緊急急でで一一時時的的なな保保護護室室やや身身体体拘拘束束ががああるる場場合合、、

ままたた、、静静脈脈麻麻酔酔注注射射がが必必要要なな場場合合はは、、無無言言でで施施工工せせずず、、落落ちち着着いいたた穏穏ややかか
なな口口調調でで話話しし、、批批判判的的なな言言動動はは慎慎むむよよううににすするる。。中中立立的的なな態態度度でで具具体体的的にに
わわかかりりややすすくく話話すすよよううににすするるここととがが必必要要ででああるる。。

患患者者がが不不穏穏がが激激ししくく暴暴力力的的ななととききににはは、、自自傷傷他他害害ささせせなないいよよううにに、、物物理理的的
なな距距離離ををととるるここととででああるる。。ししかかしし、、直直接接看看護護介介入入がが必必要要ななととききににはは、、危危険険ととなな
るる眼眼鏡鏡、、時時計計、、装装飾飾品品ををははずずししてて関関わわるるここととででああるる。。ままたた不不用用意意にに背背中中をを向向
けけたたりり、、患患者者ののももつつカカテテゴゴリリーーにに不不用用意意にに入入ららなないいここととででああるる。。ああるるいいはは、、守守
れれなないい約約束束やや取取引引ををししなないいこことともも大大切切ななここととででああるる。。ここののととききのの対対応応ががたたととええ
患患者者ののたためめににななるるここととででもも被被害害的的にに受受けけ入入れれてて後後日日ししここりりをを生生じじるるここととががああ
るるののでで注注意意すすべべききででああるる。。

看看護護者者自自身身もも安安定定ししたた自自信信にに満満ちちたた態態度度でで時時間間ををゆゆっっくくりりかかけけてて基基本本的的
なな対対人人関関係係作作りりををすすべべききででああるる。。

救救急急患患者者のの中中ににはは、、身身元元不不明明のの患患者者ももいいるるととききががああるる。。そそののよよううなな患患者者にに
はは精精神神状状態態やや意意志志疎疎通通がが成成立立すするるかかどどううかかとといいうう観観察察とと同同時時にに、、身身ななりり、、所所
持持品品、、履履きき物物、、頭頭髪髪、、髭髭、、皮皮膚膚等等をを詳詳細細にに観観察察すするるこことともも重重要要ででああるる。。
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④④当当面面必必要要ののなないい私私物物はは家家族族にに渡渡ししたた方方ががよよいい。。そそ
れれががででききなないい場場合合はは看看護護室室でで預預かかるるがが、、トトララブブルルをを
未未然然にに防防ぐぐたためめ所所定定用用紙紙にに記記入入ししてておおくくととよよいい。。

⑤⑤定定期期的的ななババイイタタルルササイインンののチチェェッッククとと入入眠眠状状態態、、顔顔
色色等等のの一一般般状状態態のの観観察察をを充充分分にに行行ううここととででああるる。。

⑥⑥自自殺殺、、自自殺殺行行為為、、器器物物破破損損等等のの事事故故がが起起ききなないいよようう
にに事事故故防防止止にに努努めめるるここととででああるる。。

⑦⑦状状態態にに応応じじてて、、多多くくはは個個室室（（PICU)かか、、保保護護室室をを使使用用
すするるののでで、、頻頻回回にに訪訪室室しし観観察察すするるここととがが大大切切ででああるる。。
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入院時の対応

①①外外来来でで処処置置後後、、入入眠眠状状態態でで入入院院ににななるるここととがが多多いい。。
病病室室にに入入るる際際、、安安全全確確保保ののたためめにに更更衣衣をを実実施施しし、、持持
ちち物物のの確確認認をを行行うう。。

②②更更衣衣すするる際際、、全全身身ののチチェェッッククををししてて、、傷傷やや打打撲撲、、ああるる
いいはは覚覚醒醒剤剤等等のの注注射射痕痕のの有有無無等等をを確確認認すするる。。

③③持持ちち物物をを確確認認すするる際際、、義義歯歯、、指指輪輪、、ネネッッククレレスス、、イイヤヤリリ
ンンググ、、時時計計等等ををははずずすす。。
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早期退院に向けて

• 入院して何をするのか

• 何をゴールとして設定するのか

• 退院までに達成しなければならないことは何か

• いつまでに誰が何をどのように行うか

という退院計画をいままで以上に患者とともに綿
密に立案する必要がある。そのためには、他専
門職によるチーム医療が大切である
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入院治療の短所

• 現実的な社会生活から離れてしまう

• 施設症（ﾎｽﾋﾟﾀﾘｽﾞﾑ）になる危険性がある

• 精神科入院に対する精神的および経済的
負担がある
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各期ごとの患者の状態と看護のポイント
まとめ③

区区分分 期期間間 状状態態 日日常常生生活活ででのの自自立立のの程程
度度

看看護護ののポポイインントト

退院
準備期

回復期に症状
が早期に安定
する場合には、
退院準備ケア
はその時期か
ら行う。

・病的症状は日常
生活には影響し
なくなる。

・外出、外泊、院
外作業などのほ
か、家族、職場、
社会での過ごし方
に問題点が少なく
なる。

・基本的生活、身近整理、
身だしなみなどは整ってく
る。

・薬剤は自分から進んで服
用できるようになる。

・協調性が芽生え、集団行
動に自然に参加できる。

・経済性の認識が高まり、
社会的自立への計画、準
備が行えるようになる。

・服用 自己管理が
・金銭 できるように
・買物 指導する。

・単独による外出・外泊訓
練を行う。

・長期在院者の場合は、料
理教室で自炊ができるよう
に指導する。

・必要に応じ、院外作業ま
たは地域共同作業所など
に通所し、職業に就く準備
をする。

・余暇の過ごし方を指導す
る。
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各期ごとの患者の状態と看護のポイント
まとめ②

区区分分 期期間間 状状態態 日日常常生生活活ででのの自自立立のの
程程度度

看看護護ののポポイインントト

回復期

症状によりこ
の期間は長・
短があるが、
最近では短
期入院の傾
向となってき
ている。

また、症状が
不安定で増
悪状態の再
発を繰り返し
ている場合は
慢性に移行
する。

・激しい症状が
落ち着く。

・幻覚や妄想は
認められるが、
それに支配され、
行動することは
少なくなる。

・周囲の状況が
判断でき安定し
たｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが
とれるようにな
る。

・自分のかかえ
ている問題点を
洞察し、立て直
す努力をする。

・社会への認識
が深まり、自分
の置かれた環
境との調整をは
かる。

食事、排泄、睡眠：平常に
戻る。

服薬：自分で服用するが、
まだ、服薬確認が
必要。

入浴、更衣：援助が必要。

・身近整理、日用品や嗜
好品の購入、自由時間の
過ごし方などは自発的に
はできない。

・自己中心的なところがあ
る。

・クラブ活動 参加する
・作業療法 ように働
・レクリエーション きかけて
療法 生活空間

・院外散歩 をひろげ
・外出による買物 自主的意
・整容、身近整理 欲の回復

を育てる。

・服薬：自主的に服用できるよう
に指導する。

・外泊時の生活状態を本人およ
び家族から得て社会復帰ケアに
つなぐ。
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各期ごとの患者の状態と看護のポイント
まとめ①

区区分分 期期間間 状状態態 日日常常生生活活ででのの自自立立のの程程度度 看看護護ののポポイインントト

急性期
（増悪期） 約1~4周

・幻覚、妄想な
どの病的体験
に支配される
言動がみられ
る。

・不安、緊張、
興奮、不眠状
態になりやすく
拒絶的、自閉
的、攻撃的、刺
激的である。

・治療に非協力
的で拒薬、拒
食がみられる。
・周囲に無関心。

・身体疾患を合
併している場合
も多い。

食事：拒絶、空腹感
満腹感がわからない。
介助または援助

排泄：便意、尿意、生理、
がわからない。
不潔も気にならない。
睡眠：不規則で、昼夜の
区別もできない時がある

入浴、更衣、身近整理：介助または
援助を必要とする。

服薬：介助、服薬確認が必要である。

日用品補充：介助する。

・アセスメントを的確に
し、患者理解に努める。

・受容的態度で患者に
接近する。

・攻撃的言動には感情
的にはならず、巻き込
まれないようにする。

・不規則になりがちな基
本的生活の援助または
介助を行う。

・入院前の疲労や薬物
療法開始による薬の副
作用で倦怠感があるの
で、臨床も認め、ｸﾞﾙｰﾌﾟ
活動参加は自由にする。

・入院時検査やﾊﾞｲﾀﾙｻ
ｲﾝの観察などにより、
合併症の早期発見に
努める。
・自殺企図に注意する。

最
も
状
態
が
不
良
の
時
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症状を呈する患者への
接近についての覚え書④

１１））精精神神テテンンポポののかかたたままりり

明明確確なな短短いい文文章章、、おおだだややかかなな確確信信的的態態度度。。
治治療療者者のの生生理理的的・・心心理理的的条条件件をを整整ええるる（（空空
腹腹、、尿尿便便意意切切迫迫、、ああととにに急急用用をを控控ええてていいるる
こことと、、個個人人的的問問題題にに悩悩んんででいいるるこことと、、不不眠眠
ななどどののととききはは深深いい話話ををししなないい））。。

２２））一一方方的的にに語語るる

３３））退退院院をを早早くくししたたいい（（入入院院
前前後後とと退退院院前前後後にに自自殺殺がが
多多いいここととにに注注意意！！））

ととききどどきき相相手手ののここととばばををくくりり返返ししててももよよいい。。
言言語語的的定定着着はは安安心心をを与与ええるる。。相相手手のの「「未未曾曾
有有のの状状態態」」「「追追いいつつめめらられれたた気気持持ちち」」「「どどううしし
よよううももなないい気気持持ちち」」にに、、おおだだややかかなな共共感感をを表表
現現。。

ゆゆととりりかからら焦焦りりかかららかかとと、、いいちちおおうう尋尋ねねるる。。
「「焦焦りりかかららでですす」」とと認認めめるる人人もも多多いい。。「「ゆゆととりり
がが十十分分ににななっっててかかららででもも遅遅くくなないい」」とといいうう調調
子子でで。。
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症状を呈する患者への
接近についての覚え書③

１１））自自棄棄的的行行為為ををししたたいい
とといいうう

動動ききままわわるるととかかええっってて謎謎ががふふええるる。。収収拾拾がが

つつかかななくくななるる。。いいままははじじっっととししてていいるるここととがが
大大切切・・・・・・「「ほほんんととううのの行行ききづづままりりははななかかなな
かかなないいももののだだよよ」」。。

２２））自自力力でで解解決決ししたたいい いいままはは焦焦ららなないいここととををすすすすめめるる。。問問題題ににはは
解解決決すすべべききももののとと、、おおののずずとと解解消消すするるもものの
ととががああるるここととをを話話しし、、いいままののああななたたのの問問題題
のの多多くくはは後後者者ででははなないいかかとと話話すす。。

３３））つつつつぬぬけけ体体験験 ここののたためめ、、「「どどううししたたののでですすかか」」ななどどとと聞聞くくここ
ととはは、、ししららばばっっくくれれてていいるるこことといいうう感感じじをを与与ええ
るる。。

４４））妄妄想想知知覚覚

ここれれにによよっってて治治療療者者がが変変容容ししてて見見ええるるのの
でで、、そそれれをを避避けけるるたためめ、、ななるるべべくく正正面面をを避避
けけ横横かからら話話すすよよううににすするるこことと。。
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7

今後の障害保健福祉施策について
（改革のグランドデザイン案）

○ 厚生労働省としての試案（平成１６年１０月１２日）

 市市町町村村をを中中心心にに、、年年齢齢、、障障害害種種別別、、疾疾病病をを超超ええたた一一元元
的的なな体体制制をを整整備備

 利利用用者者負負担担のの見見直直しし（（応応益益的的なな１１割割負負担担のの導導入入））

（施設・福祉サービス・公費負担医療の見直し）

→ その後応能負担に変更（平成２４年）

 良良質質なな精精神神医医療療のの効効率率的的なな提提供供

・精神病床の機能分化の促進と地域医療体制の整備

・入院患者の適切な処遇の確保 （看護基準の見直し）

6

〔改革ビジョン続き〕

１０年後の達成目標

１ 国民の意識の変革

→「誰もがかかりうる病気」の認識９０％以上に

２ 精神保健医療福祉体系の再編

・ 新規入院患者はできる限り１年以内に退院

・ 既に１年以上入院している患者は段階的、計画的

に地域生活への移行を促す

・ この目標を踏まえ医療計画の基準病床数を算定

する ＊ 病床の減少についても言及

5

平平成成１１７７年年改改正正前前のの国国のの動動きき

 精神保健医療福祉の改革ビジョン
（H１６．９月）

（厚生労働省精神保健福祉対策本部報告）

基本方針

「入院医療中心から地域生活中心へ」

「退院可能な精神障害者約７万人の解消を目指す」

4

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律

 精神保健福祉法第２条（下線部分 Ｈ17年改正）

 (国及び地方公共団体の義務：精神衛生法昭和25年）

国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規
定による自立支援給付と相まって～精神障害者の医
療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総
合的に実施することによって精神障害者が社会復帰
をし～精神障害者の発生の予防その他国民の精神
保健のための施策を講じなければならない。

3

精神保健福祉法関係の経緯
1900年（明治33年）精神病者監護法（相馬事件。私宅監置）

1919年（大正８年）精神病院法

1950年（昭和25年）精神衛生法（前２法廃止。措置入院制度・公費負担）

1965年（昭和40年）精神衛生法改正（ライシャワー事件。保健所業務）

1987年（昭和62年）精神保健法（宇都宮病院事件。人権尊重、社会復帰。）

1993年（平成５年）精神保健法改正(５年後の改正を記載）

障害者基本法（精神障害者が明文化）

1995年（平成７年）精神保健福祉法（手帳制度の創設）

1999年（平成11年）精神保健福祉法改正（保健所→市町村）

2003年（平成15年）心神喪失者等医療観察法（池田小事件）

2005年（平成17年）障害者自立支援法成立とともに精神保健福祉法改正(次頁)

2006年（平成18年）自殺対策基本法成立（７年連続３万人）

2012年（平成24年）精神保健福祉法一部改正

精神科救急医療体制の整備（都道府県の努力義務）

障害者総合支援法（障害者に難病を加える）

2013年（平成25年）精神保健福祉法改正（保護者制度の廃止）

2

本日の研修内容

 精精神神保保健健福福祉祉法法関関係係のの経経緯緯

 国国のの動動向向

 神神奈奈川川県県のの精精神神保保健健福福祉祉施施策策ににつついいてて

神奈川県の精神保健福祉について

神奈川県保健福祉局保健医療部保健予防課

精神保健医療グループリーダー　　鳥　海　　　薫
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15

平成25年 精神保健福祉法の改正概要

○ 医療保護入院の見直し 20条～22条の２削除

保護者ではなく、家族等のいずれかの者（以下）の同意が要件

 配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人

○ 退院促進の措置（病院管理者の義務）33条の４～６

 「退院後生活環境相談員」（精神保健福祉士等）の設置

 「地域援助事業者」（相談支援事業者等）との連携

 「医療保護入院者退院支援委員会（仮称）」の開催

○ 精神医療審査会の見直し 38条の４

 退院等の請求者として本人の他に家族等を追加

 ■平成26年４月１日施行

14

精神科医療の機能分化と質の向上等に
関する検討会 （報告書 平成24年6月28日）

 「重度かつ慢性」の患者を除き１年以内で退院を促進する。

（現在、新規入院者の約９割は１年以内で退院。１年以
上の長期入院者が約２０万人（入院者全体の２/３）

 ３ヶ月未満の入院は、医師・看護職員の配置を一般病床
と同等の配置とする。（現在、医師１/3 看護職員３/4）

 ３ヶ月～１年の入院は、医師現状維持、看護職員は３対１

 １年以上の入院は、医師は現行以下、他職種で３対１

 退院後の支援のためアウトリーチ（訪問支援）や入院外医
療を推進する。

 今後、診療報酬や医療法施行規則等の変更予定

13

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検
討チーム 保護者制度・入院制度に関わる報告
書概要（平成24年6月28日）

 医療保護入院の見直し

 ①保護者による同意を必要としない入院手続き

 ②入院当初から早期の退院を目指した手続きの導入

 ③入院した人は、自分の気持ちを代弁する人を選べる

 ④早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見

 直す

 → 平成25年の法改正に盛り込まれる。

 内容の詳細は政令によって通知される。

12

新たな地域精神保健医療体制の構築に向け
た検討チームの検討内容

平成22年5月～平成24年6月

○ アウトリーチについて（平成22年６月）

○ 認知症と精神科医療（平成23年11月）
地域生活を支えるための精神科医療の構築

○ 保護者制度・入院制度について
（平成24年6月）

→ 概要は次に説明

11

新たな地域精神保健医療体制の構築に向け
た検討チーム設置（平成22年5月設置）

 平成２１年９月に「今後の精神保健医療福祉のあり方等
に関する検討会」において取りまとめられた報告書「精
神保健医療福祉の更なる改革に向けて」では、「地域生
活支援体制の強化」及び「普及啓発の重点的実施」等が
改革の基本的方向性として示された。

 この報告書の内容等を踏まえ、今後の地域精神保健医
療施策としての具体化を目指し、当事者・家族、医療関
係者、地域での実践者、有識者の方々からご意見を伺
い、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討
を行う。

10

精神保健医療福祉の更なる改革に向けて
「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（平成16年9月から
概ね10年間）の中間点において、後期5ヵ年の重点施策群
の策定に向け、有識者による検討をとりまとめ
〔平成21年9月〕

 基本理念の推進「入院医療中心から地域生活中心へ」

 地域で安心して自立した生活を継続できる社会へ

〔質の高い医療〕〔症状・希望に応じた適切な医療・福祉サービス〕

 精神保健医療福祉の改革を更に加速

地地域域をを拠拠点点ととすするる共共生生社社会会のの実実現現

9

精精神神障障害害者者のの二二つつのの概概念念 （引用:精神保健福祉法詳解 中央法規)

医学的な障害概念（精神疾患を有する者）

精神保健施策の対象者

（予防、治療、リハビリ）

法第５条 統合失調症、精神作用物質によ
る急性中毒又はその依存症、知的障害、精
神病質その他の精神疾患を有する者

生活能力に着目した障害概念

精神障害者福祉施策の対象者

（社会復帰、社会参加の促進）

障害者基本法第２条 長期に
わたり日常生活又は社会生活に
相当な制限を受ける者

健常者

精神保健の対象者
精神障害者保健福祉
手帳取得者

8

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律
○○平平成成1177年年改改正正

（平成１１年の見直しと「精神保健医療福祉の改革ビジョン」及び「今後の障害保
健福祉施策について（改革のグランドデザイン案）」を踏まえたもの）

・ 障害者自立支援法に移行したため、削除された主なもの

○通院医療費の支援

（定率10％負担。所得に応じて負担軽減あり）

○居宅生活支援事業（ホームヘルプサービス、ショートステイ、グループ
ホーム）

○社会復帰施設

・ 精神分裂病→統合失調症への呼称変更
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23

神奈川県の状況２

 人口 907万人 （H25.1.1）

 精神科病院等病床
基準病床数 12,958 床（県保健医療計画H25～29年度）
既存病床数 14,530床 （ H25年3月31日） （全国では約34万床）
過剰病床数 1,572床

 万対病床数 15.0 (H24年度末）（全国では26.8（H24年10月））

 県内入院者数 11,694人 （H24年度末）（全国では約30万人）


22

神奈川県の状況１

精神保健福祉に関する行政組織

 県所管域（政令市を除く地域）

＜県＞保健予防課、障害福祉課、障害サービス課

精神保健福祉センター

保健福祉事務所

（９ヶ所→Ｈ26年度 ５ヶ所４支所）

＜中核市＞ 藤沢市、横須賀市保健所

＜市町村＞ 障害福祉所管課

自殺対策主管課

健康づくり課

21

医療保護入院者退院支援委員会

 法33条の６

 規則15条の６

 開催時期：推定される入院期間が経過するごとに開催

 構成委員：

 主治医、（准）看護師、退院後生活環境相談員、病院
管理者から出席を求められたもの、希望する場合は入
院者本人、家族等、地域援助事業者

 記録:
 文書で５年間保存

 主治医は診療録に記載

20

地域援助事業者（33条の５）

 ９ 介護福祉施設サービスを行なう者（介護保険法）

 10 介護保健施設サービスを行なう者（介護保険法）

 11 介護予防特定施設入居者生活介護を行なう者

 12 介護予防小規模多機能型居宅介護を行なう者

 13 介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者

 14 介護予防支援事業者（介護保険法）

 15 介護療養施設サービスを行う者（改正前介護保険法

19

地域援助事業者（33条の５）

 法律施行規則（厚生省令第31号。H26年4月1日改正）

 第１５条の５

 １ 一般（特定）相談支援事業者（総合支援法）

 ２ 特定施設入居者生活介護者（介護保険法）

 ３ 小規模多機能型居宅介護者（介護保険法）

 ４ 認知症対応型共同生活介護者（介護保険法）

 ５ 地域密着型特定施設入居者生活介護者（介護保険

 ６ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護者

 ７ 複合型サービスを行なう者（介護保険法）

 ８ 居宅介護支援事業者（介護保険法）

18

退院後生活環境相談員の資格（33条の４）

 本文上は、精神保健福祉士、その他は省令で定める。

 法律施行規則（厚生省令第31号。H26年4月1日改正）

 第１５条の２

 １ イ 保健師

 ロ 看護師

 ハ 准看護師

 二 作業療法士

 ホ 社会福祉士

 ２

 前号以外で３年以上、相談実務に従事した経験者

17

法改正の条文変更

 ４１条（保護者の引取義務）→文言変更（国の指針）

 ４２条（保護者の費用）→削除

 ５１条の１１の３（後見等を行う者の推薦等） 新設

16

法改正の条文変更

 ２０条～２２条の２（保護者の規定）削除

 ２２条の３（任意入院）→２０条

 ２２条の４（任意入院、退院の手続き）→２１条

 ２３条（一般人の申請）→２２条

 ２４条（警察官通報）→２３条

 ２５条（検察官通報）→２４条

 ２５条の２（保護観察所長の通報）→２５条

 ３３条の４、５（応急入院）→３３条の７、８

 ３３条の４～６（医療保護入院の地域移行促進） 新設
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31

精神障害者アウトリーチ推進事業

国のモデル事業としてH２４年度から実施

アウトリーチチームを医療機関に設置

アアウウトトリリーーチチチチーームム（（多多職職種種チチーームム））
（医師・精神保健福祉士等）

そそのの人人ららししいい生生活活ををおおくくるる

地地域域でで希希望望ををももっっててくくららすす

自ら医療・福祉の支援が
求められない

生活に支障をきたしている
精神障害者

主主体体性性をを大大切切ににししたた支支援援

30

精神科救急医療調整会議

部会
具体的な課題について
検討

平成23年度～H24年度

一般救急で精神疾患を有

する傷病者の搬送受入基
準を作成

実務連絡会
受入協力病院や関係機

関と実務的な調整を行う

○ 基幹病院

○ 精神科病院協会

○ 警察本部

県の精神科救急医療体制のあり方について検討する。
必要に応じて、部会、実務連絡会を開催する。

29

精神科救急医療体制

○ 平成１４年 ハード救急（警察官通報）の２４時間化

○ 平成１９年 ソフト救急（情報窓口）の２４時間化

○ 平成２５年 休日・夜間における体制の充実

土日午後輪番病院の設定

○ 今後の課題

身体合併症・薬物患者の受入体制の整備充実

28

精神保健福祉普及相談事業
（保健福祉事務所）

 精神保健福祉相談（保健福祉事務所）

嘱託医による相談・訪問指導

福祉職、保健師による相談・訪問指導

（来所相談、訪問相談、電話相談等）

 普及啓発

講演会、研修等

当事者・家族支援等

27

県の事業体系

 精神保健医療の充実

○精神保健福祉相談

○精神科救急医療体制（措置入院等）

○精神科病院実地指導・実地審査、精神保健指定医関係

○精神保健福祉審議会

○医療費（措置費、入院援護金、自立支援医療（精神通院））

 精神障害者福祉の充実

精神障害者保健福祉手帳、地域移行支援

(障害者総合支援法による福祉サービス（障害福祉課）)
 こころの健康づくりの推進

普及啓発、相談訪問、○自殺対策

26

神奈川県保健医療計画

県保健医療計画の改定（H25年度～H２９年度）

・既存の４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）に精
神疾患を追加して５疾病として、医療連携体制を構築する

概概要要

基準病床数 （12,958床。前回14,716床、平成25年４月14,530）
精神科救急

夕方から夜間の受入医療機関数 ８病院→９病院

身体合併症対応施設 ０病院→６病院

精神疾患の予防

うつ病対応力向上研修受講者数 H29年度3,000名
メンタルヘルス対策

計画の進行管理（PDCAサイクル）

25

かながわグランドデザイン
＜＜基基本本構構想想＞＞

目標年次 2025（平成37年） （平成24年３月策定）
将来像、施策の基本方向

＜実施計画プロジェクト編＞（平成24年～26年に取り組む政策）
柱Ⅲ いのちが輝き誰もが自分らしくくらせる社会作り
ププロロジジェェククトト８８ こここころろとといいののちちをを守守るるししくくみみづづくくりり
１１ 自自殺殺対対策策のの総総合合的的なな推推進進
２２ 精精神神科科医医療療体体制制のの整整備備・・充充実実

○数値目標 ゲートキーパーの養成数
2014年３万人（2012年 ３万人超）

他職種専門チームによる訪問支援回数
2014年1800回（2012年 85回）

精神医療センターの改築（2014年12月）

24

神奈川県の計画

 かながわ障害者計画（H15年度～H25年度）

精神障害者施策の充実

 神奈川県障害福祉計画（第３期H24年度～H26年度）

 かながわグランドデザイン（H24年度～H26年度）

・こころといのちを守るしくみづくり

・自殺対策・精神科医療体制の整備

○かながわ医療のグランドデザイン（H24年5月）
10年先の方向性（地域に根ざした医療、病気にならない取組等）

 神奈川県保健医療計画（第６次H25年度～H29年度）

基準病床、精神科救急、メンタルヘルス対策
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36

地域自殺対策緊急強化基金事業（～Ｈ26）
○県事業及び市町村事業

○地域の実情の例

 H24年度 県内救急病院への調査（107/178   約25万人）

・ 救急搬送患者のうち自殺企図者は１％

（1日当り7人。うち１割は死亡、５割入院、４割帰宅）

・ 女性が６割。 ・ ２０代・３０代が５割。

・ 自殺企図手段は６割が薬物。

・ 自殺企図者の５割は精神科受診歴あり

対対面面相相談談・・電電話話相相談談・・人人材材養養成成
普普及及啓啓発発・・強強化化モモデデルル

35

かながわ自殺総合対策指針及び主な取組

重点施策
１地域の実態分析・・・かながわ自殺予防情報センター

２普及啓発・・・街頭キャンペーン、シンポジウム、小中「いのちの授業」

３人材（ゲートキーパー）養成・・・行政職員、教員、一般、理容組合等

４心の健康づくり・・・こころの電話相談、一般企業の出前講座

平成25年度新規：高校生のこころの相談員配置（県立高校20校）

５うつ病対策の推進・・・かかりつけ医うつ病対応力向上研修

６ハイリスク者対策・・・アウトリーチ、精神科救急医療体制

７社会的な取組み・・・多重債務者相談、包括相談会、鉄道に青色照明設置

８自殺未遂者支援・・・未遂者支援研修、未遂者支援

９遺された人への支援・・・自死遺族のつどい、相談

１０様々な関係機関との連携強化・・・自殺対策会議、庁内・市町村と情報共有

34

自殺対策の経過

平成１８年６月
自自殺殺対対策策基基本本法法成成立立

平成１９年６月
自自殺殺総総合合対対策策大大綱綱閣閣議議決決定定

平成２０年１０月
自自殺殺総総合合対対策策大大綱綱一一部部改改正正

平成２２年２月
いいののちちをを守守るる自自殺殺対対策策緊緊急急ププラランン

平成２４年８月
自自殺殺総総合合対対策策大大綱綱のの見見直直しし

地域の実情に合わせた対策へ

平成１９年７月
神神奈奈川川力力構構想想・・実実施施計計画画

平成２０年３月
かかななががわわ健健康康ププラランン２２１１（（改改定定計計画画））

平成２３年３月
かかななががわわ自自殺殺総総合合対対策策指指針針

国 県

33

 自殺対策

国の自殺の状況 （平成２４年）

・全国で27,858人。15年ぶりに3万人を割る。

神奈川県の状況

・自殺者数は1,644人（１日当り４～５人）

・自殺死亡率は低い 全国45位

・自殺者数は多い 全国３位

・中高年男性の自殺者数が多い

・女性、若年者の自殺率は高い（全国比較）

自殺者の５割（女性35％男性15％）に自殺未遂歴あり

・高齢者の自殺率は低い（平成２１年人口動態統計）

32

こころの健康づくり関連事業

 こころの電話相談 月～金 ９時～21時（受付終了20:45)

０１２０－８２１－６０６

フリーダイヤル化は平成23年11月21日から

 特定電話相談（電話料金は、かけ手負担）

依存症電話相談 （月）13:30～16:30（004455--882211--66993377)

死遺族電話相談 （水・木） 13:30～16:30((004455--882211--66993377)

ピア電話相談 （金） 13:30～16:30(004455--882211--66880011)

 自死遺族面接相談 月～金9時～17時
045-821-8822（代表） 相談課
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１．はじめに

事例から、同じうつでも・・

2014/4/19

5

30代女性

• 死にたい

• 誰も頼る人がいない

• 夫は躁うつ病で、家庭のことには無関心

• 子供が2人いるが、学校教員や剣道の指導者に

無理解にどうしていいか悩んでいる

• 信頼できる人はいない

• カウンセリングなんかやっても解決できない

2014/4/19

7

10代男性

• 急に寝込んでしまって、食事もとらない。

• 学校の友人とうまくいかない。

• その前ははしゃいでいた。

2014/4/19

6

２０代後半男性

• 手が震える、頭痛も続いている。眠れない。

• 職場で、電話で苦情対応を任された。

• 派遣されたばかりで、状況を把握できていな
いのに、負担、サポートしてもらえない。

• 配置転換について、相談している。それまで
休みたい。家にいても休めないので、入院し
たい。

2014/4/19

4

50代男性

• 眠れない、食欲がない

• 会社員、管理職として社員のリストラに関わった

• 妻が乳がん、息子が受験・・・・

2014/4/19

2

本日の流れ

１．はじめに
２．把握するポイントは？
３．（従来型）うつ病とは
４．治療・看護の始まり
５．薬物療法について
６．うつ病（気分障害、双極性障害）は増えている？
７．「現代型（非定型・新型）うつ病」とは
８．「パーソナリティ障害」との関係
９．その他のうつ病
１０．予後について
１１．補足・その他の治療について

気分障害の理解と対応

金沢文庫エールクリニック

院　長　　藤　原　修一郎
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自自責責的的・・自自己己否否定定的的感感情情
「「私私ははだだめめなな人人間間」」、、「「周周りりのの人人にに迷迷惑惑ばばかかりりかかけけてていい
るる」」ななどど、、自自分分をを否否定定ししたたりり責責めめたたりりすするる。。
「「自自分分はは生生ききてていいるる値値打打ちちががなないい。。死死んんだだ方方ががままししだだ」」
とと、、思思いいここむむよよううににななるる。

自自律律神神経経症症状状
自自律律神神経経系系のの症症状状。。例例ええばば「「口口のの中中がが渇渇くく」」「「頭頭がが重重たた
いい」」「「便便秘秘やや下下痢痢」」「「耳耳鳴鳴りり」」「「手手足足のの冷冷ええややししびびれれ」」
ななどど。。

2014/4/19

14

主主なな症症状状
憂憂ううつつ

「「憂憂ううつつだだ」」、、「「悲悲ししいい」」、、「「何何のの希希望望ももなないい」」、、

「「落落ちち込込んんででいいるる」」とといいううよよううなな感感情情。。

意意欲欲・・興興味味のの減減退退
・・今今ままでで好好ききだだっったたここととももややららななくくななるる。。

・・新新聞聞をを読読むむ、、テテレレビビななどどをを見見るる気気ががししななくくななるる。。

・・仕仕事事へへのの意意欲欲がが低低下下すするる。。

・・何何ををすするるににももおおっっくくううににななるる。。

気気分分のの日日内内変変動動
朝朝目目覚覚めめたた時時がが一一番番重重苦苦ししくく、、

午午後後ににななっってて比比較較的的楽楽ににななるる。。

早早朝朝覚覚醒醒
４４時時頃頃にに目目がが覚覚めめててししままいい、、そそれれかからら眠眠れれずず悶悶々々とと。。ああるる
いいははううつつららううつつららししななががらら苦苦ししいい夢夢ばばかかりりみみてていいるるななどど。。

2014/4/19
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メランコリー型うつ病

３．（従来型）うつ病とは

定型うつ病

うつ病

2014/4/19
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ライフステージ・性別とうつ病

• 幼稚園生、小学生、中学生のうつ？

• 高校生から大学生のうつ？

• 20歳～30歳代前半のうつ？

• 中高年のうつ（比較的典型的、生活上の難題）

• 高齢者のうつ

（不安、焦燥感、心気妄想、罪業妄想、貧困妄想）

2014/4/19
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１．年齢、性別

２．生活歴

３．本人の訴え、言い方、内容

４．現病歴、出来事（ライフイベント）

2014/4/19
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２．把握するポイントとは？

2014/4/19

9

８０代女性

• 眠れない。食欲がない

• 歯のかみ合わせがわるい。舌が痛い。

• 息子が単身赴任

2014/4/19

8

７０代女性

• 申し訳ないことをしてしまった。

• ここにきても医療費も払えないし、近所の人にも
贅沢をし過ぎたからだと言われている。

• 頭痛がして、近所の医者に言っても、良くわから
ないと言われた。

• 食事も取ろうとしない。
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〔〔渡渡辺辺昌昌祐祐，，光光信信克克甫甫：：ププラライイママリリケケアアののたためめののううつつ病病診診療療 QQ&&AA，，pp..  3399，，金金原原出出版版，，東東京京，，11999977..〕〕
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ううつつ病病のの発発病病にに関関係係すするる誘誘因因
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0
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を伺うことそのものが
看護・治療である。

2014/4/19

21

４．治療・看護の始まり

2014/4/19

20

自分で気がつくとすれば

• 眠れない、食欲がない。
• ネガティブな感情、いらいら。
• 人間関係の悪化、悪くとらえる、疎外感。
• 仕事の効率や質の低下。
• 代償的行動（過食，拒食，深酒，薬の常用など）
• 物事が無意味に感じられる。
• 億劫になる。
• 楽しい気持ちになれない。
• 考えがまとまらない。
• 心配事が頭から離れない。
• 疲れているのに眠れない。

2014/4/19
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精精神神科科55..66％％

うつ症状を呈する患者の
初診診療科

三木 治：心身医学 42(9): 586, 2002

内内科科6644..77％％

婦婦人人科科99..55％％

脳脳外外科科88..44％％

心心療療内内科科33..88％％
耳耳鼻鼻科科33..88％％

整整形形外外科科22..88％％

そそのの他他11％％

2014/4/19
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はじめは自分なりに対処しようとする。

ななかかっったたここととににししよようう。。
ここののよよううなな状状態態ににななっったたののはは恥恥ずずかかししいい

ははじじめめかからら相相談談ししよよううととすするるののはは難難ししいい

2014/4/19
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思思いいももよよららぬぬ人人ががううつつ病病ににななりりまますす

• ももととももとと性性格格がが暗暗かかっったたりり、、後後ろろ向向ききなな人人ががううつつ病病にになな
るるののででははあありりまませせんん。。

• 前前向向ききでで、、意意欲欲的的でで、、積積極極的的でで、、趣趣味味もも多多いい人人がが何何故故うう
つつ病病ににななるるんんででししょょううかか？？

• 社社会会的的にに望望ままししくくててもも、、度度をを越越ししててししままううととううつつ病病にになな
りりまますす。。

 他他者者配配慮慮タタイイププ（（周周囲囲にに気気をを遣遣いいすすぎぎてて、、自自分分
ががどどううししたたいいかかよよりり、、他他者者をを優優先先すするる））

 完完全全主主義義、、秩秩序序志志向向タタイイププ（（完完璧璧ににししてていいなないい
とと気気がが済済ままなないい。。几几帳帳面面でで、、予予定定通通りり物物事事がが進進
ままなないいとと我我慢慢ででききなないい））

2014/4/19
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うつ病になりやすい人

1. 責任感、義務感の強い人。
2. 完璧主義、凝り性な人。
3. 真面目な人、うそをつくのが苦手な人
4. 几帳面な人
5. 何事にも熱心な努力家な人
6. 人情が厚く、他人に気を配る人
7. 相手の気持ちに敏感な人
8. その場の雰囲気を大事にしようとし、同調

させようとする人
9. ○○をしなければならない、○○でなけれ

ばならないと考える人

執着気質・メランコリー親和型性格・循環気質
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効効果果

効効
果果
及及
びび
副副
作作
用用 副副作作用用

１ ２ ３ ４ （週）

服服薬薬期期間間

2014/4/19
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うつ病患者さんを対象としたインターネット調査 ：
『うつ病治療薬で、最も辛かった副作用』

全体
（ｎ＝３００）

上島 国利 : 臨床精神薬理 １２（５） : ９６７, ２００９

過過去去にに抗抗ううつつ薬薬にによよるる治治療療をを受受けけたたここととののああるる患患者者ささんんのの多多くくがが、、
最最もも辛辛かかっったた副副作作用用ととししてて「「眠眠気気・・だだるるささ」」をを挙挙げげたた。。

眠気・だるさ
（倦怠感）
３６.０％

不眠
（眠れない・

寝つきが悪い）
１４.７％

消化器症状
（吐き気・
下痢など）
１０.３％

体重が
増える
８.０％

口が渇く
６.０％

頭痛４.７％

あてはまる
ものはない
１５.７％

心臓や血圧への影響
２.０％

性機能への影響
２.７％

対 象 : うつ病・うつ状態と診断され、過去に抗うつ薬による治療を受け、寛解に至った２０歳以上の患者３００名。

方 法 : ２００８年８月、インターネットパネルよりデータベース情報に基づき事前に条件合致者を有意抽出後、ＰＨＱ-９※１日本語版によるうつ病スクリー

ニング調査を実施し、「うつ病治療薬に期待することについてお聞かせください」という趣旨のもと

インターネットによるアンケート調査を実施した。本グラフは「うつ病治療薬で、最も辛かった副作用」に対する回答を集計したものである。

※１ ＰＨＱ-９ : Ｐａｔｉｅｎｔ Ｈｅａｌｔｈ Ｑｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅ-９

2014/4/19
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５．薬物療法について

2014/4/19
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回回復復初初期期がが要要注注意意

職職場場（（仕仕事事））復復帰帰にに際際ししててはは、、不不安安のの問問題題がが大大ききいい

緩緩ややかかにに

復復帰帰１１ヶヶ月月はは，，復復帰帰先先ととのの調調整整がが必必要要。。例例ええばば、、リリハハビビリリ
出出勤勤（（時時間間短短縮縮勤勤務務，，ノノルルママななしし，，““出出勤勤がが仕仕事事””））

よよくくななっっててもも急急ににはは薬薬ををややめめなないい（（心心理理教教育育・・振振りり返返
りり））

動動悸悸，，振振戦戦，，めめままいい，，ななどどのの離離脱脱症症候候群群のの可可能能性性

再再発発ししややすすいい，，反反復復すするるににししたたががっってて再再発発ししややすすくくななるる

2014/4/19
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うつ症状の経過

笠原 嘉：精神神経学雑誌 100(12)：1074，1998

不不安安・・いいららいいらら

ゆゆううううつつ感感

おおっっくくうう感感

集集中中力力・・持持続続力力・・
注注意意力力のの低低下下
たたくくささんんのの悩悩みみ事事

2014/4/19
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香香川川医医科科大大学学医医学学部部附附属属病病院院 医医療療情情報報部部副副部部長長・・助助教教授授 岡岡田田 宏宏基基 先先生生

ううつつにに陥陥りりややすすいいままじじめめななタタイイププのの
人人はは、、エエネネルルギギーー補補充充ををししなないいでで休休
ままずずにに働働きき続続けけるるののでで、、エエネネルルギギーー
ががどどんんどどんん減減っってていいききまますす。。

ううつつ病病のの説説明明（（ダダムムにに例例ええるるとと））

2014/4/19
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治治療療ののポポイインントト

““薬薬とと休休養養、、周周囲囲のの理理解解””

●●今今のの状状態態をを説説明明しし、、いいかかにに休休養養がが大大事事ででああるるかかをを
伝伝ええるる。。（（ダダムムのの例例ええ、、歯歯車車のの例例ええ、、ガガソソリリンンのの例例ええ））

●●焦焦ららなないいたためめにに。。
薬薬物物のの効効果果がが出出現現すするるののにに２２～～８８週週をを要要すするる場場合合ががああるる
本本来来のの回回復復ににはは３３ヶヶ月月位位ははかかかかるるもものの、、仕仕事事、、役役割割をを忘忘れれるる。。

2014/4/19
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喪喪失失体体験験にに焦焦点点ををああててるるこことと

卒業・進学

近親者の死 出産・同居・親・子離れ

就職・転職・退職・転居 結婚・失恋・離婚

病気

自己イメージの喪失

対象喪失
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薬物療法のポイント

• 少量から開始

• 徐々に増量

• 安定した状態で十分な量を十分な期間投与

（反応性であれば、２，３ヵ月）

• 慎重に減量

2014/4/19

38

Activation syndromeの症状

• 易刺戟性

• 攻撃性

• 衝動性

• 興奮

• 躁状態

• 不眠

• 退行的

• 多愁訴

2014/4/19
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当当時時のの新新聞聞記記事事よよりり

朝日新聞（3月7日）AERA（3月30日）

2014/4/19
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Activation syndromeに関して

2014/4/19
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パパキキシシルル

５５ＨＨＴＴ

ＮＮＡＡ

鎮鎮静静

５ＨＴ－ＮＡ神経伝達への作用と鎮静作用を
指標にした坑うつ薬のプロフィール（白川治）改変

トトレレドドミミンン ププロロチチアアデデンン トトリリププタタノノーールル

デデププロロメメーールル・・ルルボボッッククスス

レレススリリンン

アアナナフフララニニーールル

アアモモキキササンン

ノノリリトトレレンン

アアンンププリリッットト

ルルジジオオミミーールル

テテシシププーールル テテトトララミミドド

ジジェェイイゾゾロロフフトト

35

ササイインンババルルタタ

トトフフララニニーールル

レレククササププロロ

ミミルルタタザザピピンン

2014/4/19
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三･四環系抗うつ薬の長所・短所

長長 所所 短短 所所

•１１日日１１回回投投与与

•抗抗ううつつ効効果果ががああるる

•種種類類がが多多いい

•乱乱用用がが少少なないい

•生生理理的的依依存存性性のの欠欠如如

•十十分分にに研研究究さされれてていいるる

•効効果果発発現現がが遅遅いい

•いいららいいらら症症候候群群

•副副作作用用

抗抗ココリリンン作作用用

起起立立性性低低血血圧圧

心心血血管管毒毒性性

鎮鎮静静作作用用

•体体重重増増加加

•血血圧圧上上昇昇のの可可能能性性

•過過量量でで致致死死的的

2014/4/19

33

従来の抗うつ薬の分類
分類 一般名 発売年 主な商品名（会社名）

第1世代

3環系

イミプラミン

アミトリプチリ
ン
トリミプラミン

ノルトリプチリ
ン

クロミプラミ
ン
アモキサピン

ロフェプラミ
ン
ドレスピン

1959
1961
1965
1971
1973
1980
1981
1985

トフラニール（ノバルティス）
トリプタノール（萬有）
スルモンチール（塩野義）
ノリトレン（大日本住友）
アナフラニール（アルフレッサ）
アモキサン（ワイスレダリー・武田）
アンプリット（第一三共）
プロチアデン（科研＝日医工）

第2世代

4環系

マプロチリン
ミアンセリン
セチプチリン

1981
1983
1989

ルジオミール（ノバルティス）
テトラミド（シェリング・ブラウ）
テシプール（持田）

その他
トラゾドン 1991 レスリン（シェリング・ブラウ）

デジレル（ファイザー）

気分安定薬 リチウム 1980 リーマス（大正）

その他 スルピリド 1979 ドグマチール（アステラス）

2014/4/19
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主な注意するべき副作用

• 眠気とだるさ、ふらつき、めまい

• 排尿障害、便秘、

• パーキンソニズム

• 吐気，口渇

• アカシジア

• イライラ、不眠

• 薬疹
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精精神神疾疾患患とと精精神神障障ががいい者者

２２５５００万万人人

一一 般般 人人 口口

ググレレーーゾゾーーンン

不不登登校校 ひひききここももりり
非非行行 いいじじめめ
虐虐待待 問問題題飲飲酒酒
ＤＤＶＶ ギギャャンンブブルル依依存存
買買いい物物依依存存ななどど精精神神疾疾患患をを有有すするる人人::３３００００万万

（（一一般般のの「「精精神神障障害害者者」」）） 入入院院者者3311万万人人

精精神神障障ががいい者者

後藤雅博 新潟大学改変

2014/4/19
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外外来来患患者者のの疾疾病病別別内内訳訳

資資料料：：患患者者調調査査

（（
千千

人人
））

外来精神障害者総数(千人)
１１，，８８５５２２ １１，，７７００００ ２２，，２２３３９９ ２２，，６６７７５５ ２２，，８８２２００
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現代ＶＳ昔

敬う、関係を大事にする、努力、忍耐、根性、
単調さ、集団、一体感、感謝、喪う、悲しむ、
あきらめる、懐の深さ、大らかさ、待つこと
ラジオ、手紙

（なぜ叱られるか）
ｖｓ

関係を切る、刹那的、変化、即効性、効率性
刺激性、衝動性、複雑さ、短絡性、壊す、
批評、批判、個人主義、権利意識、競争意識
携帯電話、メール、インターネット、マニュアル化
マクドナルド化

（何で自分だけが叱られるか）
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６．うつ病（気分障害、双極性障害）は
増えている？

その理由とは

2014/4/19
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睡眠覚醒リズム表の意義

2014/4/19
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躁状態の対応

• 多くは、1～3か月で落ち着いてくる。

• 周囲とのトラブルを避ける。（入院中は他の

患者との関係、言動に気をつける）

• 状況に合わせた行動の制限

• 刺激しないよう、時には波長を合わせる。

• 簡潔な説明（日課、規則、服薬）

• 落ち着いた段階での心理教育

2014/4/19
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躁状態について

• 気分の高揚、興奮、

• 多弁（観念奔逸）、注意散漫、誇大妄想（発明妄想）

• 多動、過活動、行為心迫、浪費、

• 睡眠障害（短時間睡眠、早朝覚醒）

• 性欲亢進、食欲亢進（少食、ダイエット）

• 人のいい、明るい躁状態、

• 不機嫌な、怒りっぽい躁状態・・

2014/4/19
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気分安定薬の保健適応の有無
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ＩＣＤ－１０ 気分「感情」障害

• Ｆ30 躁病エピソード

• Ｆ31 双極性感情障害＜躁うつ病＞

• Ｆ32 うつ病エピソード

• Ｆ33 反復性うつ病性障害

• Ｆ34 持続性気分「感情」障害

• Ｆ38 その他の気分「感情」障害

• Ｆ39 詳細不明の気分「感情」障害

2014/4/19
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双双極極性性障障害害

I型型双双極極性性障障害害・・・躁病とうつ病
• II型型双双極極性性障障害害・・・軽い躁症状とうつ症状
• 気気分分循循環環性性障障害害・・・軽い躁症状と軽いうつ症状
• 特特定定不不能能のの双双極極性性障障害害

ううつつ病病性性障障害害
• 大大ううつつ病病性性障障害害・・・

• 気気分分変変調調性性障障害害・・・軽いうつ症状が２年以上続く（抑うつ神経症）
• 特特定定不不能能ののううつつ病病性性障障害害
• 抑抑ううつつ関関連連症症候候群群
• 小小ううつつ病病性性障障害害・・・症状の軽いうつ病（軽症うつ病）
• 反反復復性性短短期期抑抑ううつつ障障害害・・・短期のうつ状態が繰り返される（軽症うつ病）
• 月月経経前前不不快快気気分分障障害害・・・女性特有の生理的うつ状態

• 一一般般身身体体疾疾患患をを示示すすここととにによよるる気気分分障障害害
• 特特定定不不能能のの気気分分障障害害

ＤＤＳＳＭＭ－－IV 気気分分障障害害
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診断基準に関わること

薬剤使用に関わること
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WHO（世界保健機関）は疾患の政策的重要度の指標として
健康・生活被害指標
DALY（障害調整生命年）（disability‐adjusted life years)を用いています。

※DALY＝「病気により失われる命」＋「障害により損なわれる健康生活」
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15

20
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30

精神疾患 がん 循環器疾患 傷害（このうち自殺4.3) 感染症疾患

日本

OECD

日本 OECD
精神疾患 22 24
がん 17 13

循環器疾患 16 15
傷害（このうち自殺4.3) 11 10

感染症疾患 6 8
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昭昭和和57年年 昭昭和和60年年 平平成成2年年 平平成成7年年 平平成成12年年 平平成成17年年 平平成成19年年 平平成成20年年 平平成成21年年 平平成成22年年

一一般般診診療療医医療療費費とと精精神神医医療療費費のの年年次次推推移移

一一般般診診療療医医療療費費総総数数 精精神神障障害害関関連連のの医医療療費費

一一般般医医療療費費のの
約約６６．．３３％％

一一般般医医療療費費のの
約約７７．．１１％％

精精神神医医療療費費とと一一般般診診療療医医療療費費にに占占めめるる割割合合ははおおおおむむねね不不変変

（（国国民民医医療療費費））

（（億億円円）

約約27兆兆円円

約約2兆兆円円
（（一一般般医医療療費費のの
約約７７．．２２％％））一一般般医医療療費費のの

約約77..22％％

2014/4/19
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医療費に関わること
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「現代型うつ病」職場で見られる症状

• ２０～３０代におおく、うつ病全体の約３０％

• 朝起きれなくて、よく遅刻をする

（生活リズムも乱れがち）

• 自分の好きな仕事の時だけ元気になる（うつ症状
が軽くなる）

• 色々な体調不良（特に身体のだるさ）を訴える

• ささいなことに、過剰に反応する

• やりがいのある仕事に出会っていないなどと言う

• 自分の趣味には積極的のようだ

• 長期の経過をたどりやすい

2014/4/19
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７．「現代型（非定型・新型）うつ病」
とは

神経症性うつ病

非定型うつ病

新型うつ病

特別な診断基準はありません

2014/4/19
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うつ病と不安障害の併存

ううつつ病病

外外傷傷後後
スストトレレスス障障害害

（（PTSD））

パパニニッックク障障害害
（（PD））

全全般般性性
不不安安障障害害
（（GAD））

社社会会
不不安安障障害害
（（SAD））

特特定定のの
恐恐怖怖症症

強強迫迫性性障障害害
（（OCD））

監修：昭和大学医学部精神医学教室教授 上島国利
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大大ううつつ病病性性障障害害

非非定定型型ううつつ病病

双双極極ⅡⅡ型型障障害害

パパーーソソナナリリテティィ障障害害

抑抑ううつつ気気分分をを伴伴うう適適
応応障障害害

※※ ううつつ状状態態はは、、統統合合失失調調症症のの初初期期、、広広汎汎性性発発達達障障害害、、物物質質依依存存等等ででもも起起ここりりううるる。。
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DDSSMM--ⅣⅣ：：大大ううつつ病病エエピピソソーードドのの診診断断基基準準
以以下下のの症症状状ののううちち、、少少ななくくとともも11つつががああるる。。

11.. 抑抑ううつつ気気分分

22.. 興興味味ままたたはは喜喜びびのの喪喪失失

ささららにに、、以以下下のの症症状状をを併併せせてて、、合合計計でで55つつ（（ままたたははそそれれ以以上上））がが認認めめらられれ

るる。。

33.. 食食欲欲のの減減退退ああるるいいはは増増加加、、体体重重のの減減少少ああるるいいはは増増加加

44.. 不不眠眠ああるるいいはは睡睡眠眠過過多多

55.. 精精神神運運動動性性のの焦焦燥燥ままたたはは制制止止（（沈沈滞滞））

66.. 易易疲疲労労感感ままたたはは気気力力のの減減退退

77.. 無無価価値値感感ままたたはは過過剰剰（（不不適適切切））なな罪罪責責感感

88.. 思思考考力力やや集集中中力力のの減減退退ままたたはは決決断断困困難難

99.. 死死ににつついいててのの反反復復思思考考、、自自殺殺念念慮慮、、自自殺殺企企図図

•上上記記のの症症状状ががほほととんんどど11日日中中、、ほほととんんどど毎毎日日あありり、、22週週間間ににわわたたっってていいるる。。

•症症状状ののたためめにに著著ししいい苦苦痛痛ままたたはは社社会会的的、、職職業業的的、、ままたたはは他他のの重重要要なな領領域域ににおおけけ

るる機機能能のの障障害害をを引引きき起起ここししてていいるる。。

•ここれれららのの症症状状はは一一般般身身体体疾疾患患やや物物質質依依存存（（薬薬物物ままたたははアアルルココーールルななどど））でではは説説明明

ででききなないい。。

③③労労災災とと精精神神疾疾患患のの考考ええ方方
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原原因因論論をを排排ししたた操操作作的的診診断断にによよるる
ううつつ病病概概念念のの拡拡大大・・神神経経症症のの排排除除

症症状状（（とと経経過過））にに基基づづいいてて診診断断

同同様様のの症症状状をを示示すす他他のの疾疾患患（（例例：：脳脳腫腫瘍瘍、、様様々々なな身身
体体疾疾患患ななどど））をを除除外外すするる。。

診診断断がが精精神神科科医医・・研研究究者者のの間間でで一一致致すするるここととがが大大事事

一一定定のの診診断断基基準準をを用用いいるるこことと

アアメメリリカカ精精神神医医学学会会、、WWHHOOがが作作成成ししたた診診断断基基準準
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従来のうつ病の分類

• 死死別別体体験験ななどどがが通通常常よよりり強強くく長長引引くく反反応応

→反反応応性性ううつつ病病（（抑抑ううつつ反反応応））

• 明明ららかかなな原原因因ががみみああたたららずず発発症症すするるううつつ病病

→内内因因性性ううつつ病病

• 葛葛藤藤をを生生むむ体体験験がが抑抑ううつつ症症状状をを引引きき起起ここすす

→抑抑ううつつ神神経経症症 ・・退退却却神神経経症症⇒⇒非非定定型型ううつつ病病

（（身身体体因因性性：：頭頭部部外外傷傷後後遺遺症症、、脳脳腫腫瘍瘍術術後後等等のの脳脳器器質質性性ううつつ病病））
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心心のの病病気気のの考考ええ方方

外外因因性性：：
「「こここころろ」」のの外外側側にに「「原原因因」」ががああるる＝＝「「身身体体因因」」
・・脳脳器器質質性性‥‥脳脳炎炎後後、、頭頭部部外外傷傷後後、、認認知知症症
・・症症状状性性‥‥‥‥ババセセドドウウ精精神神病病、、肝肝性性脳脳症症
・・中中毒毒性性‥‥‥‥アアルルココーールル依依存存症症、、覚覚醒醒剤剤精精神神病病

内内因因性性：：
原原因因がが確確定定ししてていいなないい。。
・・躁躁ううつつ病病、、統統合合失失調調症症

心心因因性性：：
ＰＰＴＴＳＳＤＤ、、心心身身症症((身身体体表表現現性性障障害害））、、適適応応障障害害
「「こここころろ」」のの問問題題、、悩悩みみがが原原因因とと考考ええらられれるる
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９．その他のうつ病
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気気分分障障害害像像とと病病型型 (阿阿部部隆隆明明・・精精神神神神経経誌誌よよりり））

パパーーソソナナリリテティィ障障害害のの臨臨床床

高高いい

生得的エエ
ネネルルギギーー
水準（躁的
因子）

人人格格のの統統合合水水準準 高高いい

若若年年発発症症
双双極極性性障障害害

「「単単極極躁躁病病」」
（（ママニニーー親親和和型型））

「「ＢＢＰＰＤＤ様様
双双極極ⅡⅡ
型型」」

未未熟熟型型
ううつつ病病

双双極極性性障障
害害（（執執着着
性性格格））

ううつつ病病（（「「デディィ
ススチチミミアア親親和和
型型」」））（（樽樽味味））

双双極極ⅠⅠ型型

双双極極ⅡⅡ型型

単単極極型型

ううつつ病病（（メメ
ラランンココリリーー
親親和和型型）

逃逃避避型型
抑抑ううつつ
（（広広瀬瀬）
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不安定なパーソナリティの人の理解

• 行動の不安定さ（過食嘔吐、薬物依存、自殺企図、

家庭内暴力、奔放な恋愛）、空虚さがある。

• 感情の不安定さ（落ち込み、不安、焦燥）

• 対人関係の不安定さ（絶賛と非難：誰かを責める、

相手の都合を考えない、自分のことを棚に上げる）

⇒人間関係を操作する

• 良い人と悪い人

⇒相談機関、支援者の人間関係が混乱する

職場の人間関係が混乱する
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情緒不安定性パーソナリティ障害
の特徴

背背景景ににはは不不安安
「「嫌嫌わわれれたたくくなないい」」

「「自自分分にに自自信信ががなないい」」

「「私私ののこことと、、全全然然わわかかっってていいなないい」」
「「ああななたたののせせいいでで落落ちち込込んんだだののよよ」」
「「ももうう絶絶望望的的だだわわ」」

「「ああななたただだけけがが親親友友」」
「「ここんんななにに意意気気投投合合ししたたののはは
ははじじめめてて」」

パパッッーーとと明明るるくくななっったたかかとと思思ううとと、、すすぐぐにに落落ちち込込みみ（（衝衝動動的的、、
短短絡絡的的））、、他他人人ののせせいいににすするる

極極端端なな評評価価をを揺揺れれ動動くく 問問題題行行動動！！
自自己己嫌嫌悪悪
～～リリスストトカカッットト
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８．「パーソナリティ障害」との関係

理解と関わり方
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現代型うつ病への対処

• 多少とも励ます。

• 中等度の症状であれば，学業，仕事は続ける。

• 適度の運動を勧める。

• 生活の規則化をはかる。

• 怒り発作などの逸脱行為に対しては，病気に
よって生じたものと考え，同じ土俵で争わな
い。
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「現代型うつ病」の対応比較

従従来来型型ううつつ病病 特特徴徴 現現代代型型ううつつ病病
必必要要 受受診診 必必要要

ゆゆっっくくりりとと休休養養ささせせるる 休休養養 休休養養がが逆逆効効果果ににななるるこことともも。。規規則則正正
ししくく生生活活ささせせるる

厳厳禁禁 励励まましし 多多少少とともも必必要要。。時時ににはは叱叱咤咤激激励励もも。。

ああくくままででももややささししくく 接接しし方方 言言葉葉ははややささししくく、、心心はは厳厳ししくく
本本人人のの気気力力をを奮奮いい立立たたせせるるよよううにに。。
※※会会社社のの制制度度をを示示しし、、ここれれ以以上上対対応応でできき

なないいここととははききちちんんとと伝伝ええるる。。

今今はは休休養養がが必必要要なな事事をを理理解解ささせせ、、
職職場場内内のの業業務務調調整整をを図図るる

周周囲囲へへ
のの対対応応

職職場場内内のの他他ののメメンンババーーかからら公公平平ででなな
いいとと見見らられれるるよよううなな対対応応はは避避けけるる。。
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従従来来型型ううつつ病病 特特徴徴 現現代代型型ううつつ病病
中中高高年年層層 年年齢齢層層 青青年年層層（（2200～～3300歳歳代代））

几几帳帳面面、、真真面面目目、、規規範範意意識識あありり、、所所属属
意意識識、、責責任任感感がが強強いい、、仕仕事事熱熱心心

性性格格 所所属属意意識識がが低低いい、、仕仕事事にに対対すするる熱熱意意・・意意
欲欲がが低低いい

焦焦燥燥、、動動作作がが緩緩慢慢、、感感情情やや思思考考のの制制止止、、
疲疲弊弊、、早早朝朝覚覚醒醒、、食食欲欲ななしし

症症状状のの
特特徴徴

不不全全感感とと強強いい疲疲労労感感（（鉛鉛ののよよううにに重重いいとと
表表現現））、、回回避避的的、、衝衝動動的的なな自自傷傷、、過過眠眠、、

過過食食傾傾向向、、著著明明なな体体重重増増加加

好好ききななここととににももややるる気気がが起起ききずず、、いいつつ
もも元元気気ががなないい

気気分分 憂憂ううつつなな気気分分だだがが、、好好ききななここととににはは元元気気
がが出出るる

ああるる（（他他人人配配慮慮型型）） 自自責責感感 なないい（（他他罰罰的的））

多多くくはは良良好好 薬薬物物のの
効効果果

部部分分的的効効果果

休休養養とと服服薬薬でで全全般般にに軽軽快快ししややすすいい。。環環
境境調調整整でで、、気気持持ちちがが楽楽ににななるる半半面面、、時時

にに自自責責的的ととななるる。。

経経過過 休休養養とと薬薬物物ののみみでではは、、ししばばししばば慢慢性性化化すす
るる。。環環境境調調整整でで急急速速にに改改善善すするるここととががああ

るる。。

ああるる 自自殺殺のの
危危険険性性

ああるる（（衝衝動動的的））

従来型と現代型 主な症状の違い
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ががんん 20～～38
慢慢性性疲疲労労症症候候群群 17～～46
慢慢性性疼疼痛痛 21～～32
冠冠動動脈脈疾疾患患 16～～19
ククッッシシンンググ症症候候群群 67
痴痴呆呆 11～～40
糖糖尿尿病病 24
ててんんかかんん 55
血血液液透透析析 6.5
HIV感感染染 30
ハハンンチチンントトンン舞舞踏踏病病 41
甲甲状状腺腺機機能能亢亢進進症症 31
多多発発性性硬硬化化症症 6～～57
パパーーキキンンソソンン病病 28～～51
脳脳卒卒中中 27

Wise MG, et al.：American Psychiatric Prex, Washington, DC, 2002

身身体体疾疾患患 有有病病率率（（％％））

身体疾患患者のうつ病有病率
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老年期うつ病には
身体疾患の合併が多い

• 本態性高血圧症

• 脳動脈硬化症

• 冠動脈疾患（狭心
症，心筋梗塞）

• 胃潰瘍

• 潰瘍性大腸炎

• 糖尿病

• パーキンソン症候群

• 慢性関節リウマチ

• 悪性腫瘍（がん，その他）

• その他

– 慢慢性性難難治治性性疾疾患患

– 外外傷傷後後

– 各各種種のの手手術術後後

中村 徹也：Pract Gerontol 2（1）：15, 1981
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身体的な合併症と
服用している薬剤に注意してください
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越越野野 好好文文：：臨臨床床とと研研究究 7788（（1122））：：22116677,,  22000011

老年期うつ病の特徴
• 老年期うつ病の特徴は不安・焦燥感

– 不不安安・・焦焦燥燥がが強強いい
– 心心気気症症状状がが多多いい
– 妄妄想想をを形形成成ししややすすいい
– 意意識識障障害害をを伴伴ううここととががああるる
– 認認知知症症様様症症状状をを示示すすここととががああるる

（（物物忘忘れれをを主主訴訴ににすするる））
– 身身体体科科疾疾患患のの併併発発がが多多いい
– 治治療療薬薬のの副副作作用用がが出出ややすすいい
– 自自殺殺率率がが高高いい

2014/4/19

75

うつ病と認知症の違い

うつ（病性仮性認知） 認知症

抑うつ的な感情、不安 無気力・無関心、感情が
動揺的

物忘れを訴える

深刻

物忘れを気にとめない、
言い訳

能力の低下を嘆く 能力低下を取り繕う

見当識混乱は軽い 時間・場所の見当識障害

心気、罪業、貧困妄想 物とられ、嫉妬妄想

早朝覚醒 ない

2014/4/19
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うつ病と認知症の関係

認知症

せん妄

うつ病
無無気気力力・・不不安安
体体のの症症状状のの訴訴ええ

2014/4/19
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認知症とうつ病

2014/4/19
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季節性感情障害

• 女性に多い

• 炭水化物の摂取が増える

• 過眠、過食を伴うことがある。

• 発症時期は秋以降に悪化しやすい

• 高照度光療法に反応することがある。
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人によって見える世界は違っている

「会合で会った人が挨拶もしないし、視線を合わせようとし
ないという場面を想定してください。」

「あの人を何か怒らせるようなことをしたんだろうか」
→不安

「だれも私のことなんか気にかけてくれないんだ」
→悲しみ

「挨拶くらいしてくれてもよいのに、ひどい人だ」
→怒り

「ずいぶん忙しそうだ、大丈夫かな」
→気遣い

「「こここころろがが晴晴れれるるノノーートト：：ううつつとと不不安安のの認認知知療療法法自自習習帳帳」」（（創創元元社社））
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うつの思考パターン

選択的注目
（こころの色眼鏡）

良良いいここととももたたくくささんん
おおここっってていいるるののにに，，ささささ
いいななネネガガテティィブブななここととにに
注注意意がが向向くく

拡大解釈と過小評価

自自分分のの失失敗敗ななどどはは大大ききくく，，
反反対対にに良良くくででききてていいるるこことと
はは小小ささくく考考ええるる

86

2014/4/19

85

認知とは

2014/4/19
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認知行動療法とは
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１１．補足・その他の治療について

2014/4/19
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うつ病（最近）の経過

• 完全寛解 １/３
• 部分寛解 １/３
• 不完全寛解 １/３

2014/4/19
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１０．予後について

うつ病は治りやすいものでしょうか？

2014/4/19
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老年期うつ病と薬物の影響

• スステテロロイイドド剤剤
• イインンタターーフフェェロロンン
• 消消化化器器系系薬薬剤剤

– HH22受受容容体体遮遮断断薬薬，，DD22受受容容
体体遮遮断断薬薬

• 降降圧圧薬薬
– ββ受受容容体体遮遮断断薬薬，，CCaa拮拮抗抗

薬薬，，レレゼゼルルピピンンななどどのの末末
梢梢神神経経遮遮断断薬薬，，中中心心神神経経
抑抑制制剤剤，，αα受受容容体体遮遮断断
薬薬，，ササイイアアザザイイドド系系利利尿尿
剤剤

• 強強心心配配糖糖体体
• 抗抗不不整整脈脈剤剤

• 性性ホホルルモモンンおおよよびびそそのの
他他ののホホルルモモンン関関連連薬薬剤剤

• 鎮鎮咳咳剤剤
• 抗抗ががんん剤剤
• 非非スステテロロイイドド系系消消炎炎鎮鎮

痛痛剤剤
• 抗抗結結核核薬薬
• 精精神神神神経経薬薬剤剤

– 抗抗パパーーキキンンソソンン薬薬，，抗抗精精
神神病病薬薬，，抗抗ててんんかかんん薬薬，，
ベベンンゾゾジジアアゼゼピピンン系系薬薬
剤剤，，中中枢枢神神経経刺刺激激薬薬，，興興
奮奮剤剤，，アアルルココーールル，，抗抗痴痴
呆呆薬薬

（（大大坪坪らら，，11999988））
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光療法

• 地球が24時間周期に対して、人間は25時間周
期で活動している。

• この誤差をリセットするのが朝の太陽光であ
る。

• 光療法は太陽の代替として2,500ルクス以上の

光を目から取り入れることにより、体内時計を
リセットし生体リズムを整える治療法。

2014/4/19
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2014/4/19
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（修正型）電気けいれん療法

対象
▼種々の薬物療法で、病気が良くならない。

▼薬の治療では、強い副作用が出てしまう。

▼緊張、興奮、昏迷などによる身体の衰弱や、切
迫した自殺の危険性があり、早急に症状を改善したい。

▼以前に電気けいれん療法を受けたことがあり、効果が
あった。

2014/4/19
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病的な否定的認知様式（２）

⑥ 極端な一般化
– ひとつのあるプロジェクトが思ったように進まないときに，過去

の失敗を思い出して，自分はいつも失敗すると考える

⑦ 自己関連づけ
– 子どもが学校で問題を起こして担任から注意を受けたときに，

すべて自分の育て方が悪かったんだと自分を責める

⑧ 情緒的な理由づけ
– 新しい仕事についたときに不安を感じると，「はじめてでよくわか

らないから不安なんだ」とは思わずに「こんなに不安なんだか
ら，自分にはできないほど難しい仕事に違いない」と思い込む

⑨ 自分で実現してしまう予言
– 人前で話そうとすると声が震えるのではないかと心配している

ために，いざ実際に人前で話すことになると，失敗することばか
り考えて意識過剰になり，声が震えてしまって，結局やはりそう
だったと考える

（大野裕，「こころが晴れるノート」より）
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病的な否定的認知様式（１）

①① 根根拠拠ののなないい決決めめつつけけ
ははじじめめてて手手ががけけたた仕仕事事ががううままくく進進ままなないいととききにに，，ここのの仕仕事事はは
ううままくくいいかかなないいだだろろううととすすぐぐにに決決めめつつけけててししままうう

①① 白白黒黒思思考考
– 何何ででもも完完全全ににででききてていいなないいとと気気ににななっっててししままうう

②② 部部分分的的焦焦点点づづけけ
– ああるる人人にに苦苦手手意意識識ををももっってていいるるとと，，行行きき会会っったたととききにに挨挨拶拶ををさされれなな

かかっったたとといいうう事事実実にに目目がが向向いいてて，，ややははりり嫌嫌わわれれてていいるるとと考考ええててししまま
うう

③③ 過過大大評評価価・・過過小小評評価価
– 対対人人交交渉渉がが下下手手だだとと思思っってていいるるたためめにに，，上上手手にに交交渉渉ででききななかかっったた

ととききののここととばばかかりりをを思思いい出出ししてて，，ううままくくいいっったたととききののここととはは忘忘れれててししまま
うう

④④ べべきき思思考考
– 家家事事がが十十分分ににででききなないい自自分分をを見見てて「「主主婦婦なならら家家事事をを完完璧璧ににすすべべきき

だだ」」とと責責めめるる

（大野裕，「こころが晴れるノート」より）

2014/4/19

89

参考図書

大野裕，「こころが晴れるノート」
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私私たたちちのの気気分分やや行行動動はは、、そそのの時時にに頭頭にに浮浮かかんんだだ
「「考考ええ」」（（認認知知））にによよっってて影影響響さされれるる

気
分
・
行
動

考え方

捉え方・受けとめ方

認 識

出
来
事
・
状
況

認知：Cognition
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経頭蓋磁気刺激（TMS）について

• 経頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stimulation, 
TMS）は、非侵襲的に大脳皮質を刺激し、皮質や皮質
下の活動性を変化させる方法。

• 直径7‐8cmの8の字型コイルに瞬間的に電流を流すこ
とにより磁場が形成され、それに伴って生じる誘導電
流が、大脳皮質の神経細胞の主に軸索を刺激すると
考えられている。

• 従来は、神経生理学的領域の検査方法として利用さ
れてきたが、10‐20Hzの高頻度刺激が皮質興奮性を
増強し、1Hzの低頻度刺激が皮質興奮性を抑制するこ
とから、精神神経疾患の治療方法として応用されるよ
うになってきている。
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 常勤医師 4名

 薬剤師 3名

 作業療法士 2名

 臨床心理士 3名

 精神保健福祉士 2名

 看護師 40名

2 2014/5/15

4

 １００点（週１回）勤勤務務医医のの負負担担軽軽減減等の観点
から薬剤師が勤勤務務医医等等のの負負担担軽軽減減等等に資す
る業務を病棟で一定以上実施している場合
に対する評価

4 2014/5/15

6

(1) 入院患者に対する最適な薬物療法の実施による有効性・

安全性の向上

(2) 疾病の治癒・改善、精神的安定を含めた患者のQOLの向上

(3) 医薬品の適正使用の推進による治療効果の向上と副作用

の防止による患者利益への貢献

（4） 病棟における薬剤（注射剤、内服薬等）に関するインシデント

アクシデントの減少

（（5）） 薬薬剤剤師師のの専専門門性性をを活活かかししたたチチーームム医医療療のの推推進進

6

2014/5/15

5

 すべての病棟に入院中の患者を対象とする。たただだしし、、
療療養養病病棟棟又又はは精精神神病病棟棟にに入入院院ししてていいるる患患者者ににつついい
ててはは、、入入院院ししたた日日かからら起起算算ししてて４４週週をを限限度度すするる。。

（本年度の診療報酬改訂により8週以内に緩和される

見込み）

 薬剤師が病棟において医療従事者の負担軽減及
び薬物療法の質の向上に資する薬剤関連業務（以
下「病棟薬剤業務」という。）を実施している場合に
算定する 。

5

2014/5/15

3

3

2014/5/15

1

当院紹介

病棟薬剤業務とは

日吉病院の病棟薬剤業務について

1

平成25年度 薬剤部長会研修会（シンポジウム）

〈精神科病院における病棟薬剤業務の取り組み〉
事例発表　日吉病院での病棟業務の取り組み

日吉病院

國　岡　博　孝
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2014/5/15

14

③ 医薬品の情報収集と医師への情報提供

④ 薬剤に関する相談体制

⑤ 副作用等による健康被害が発生した時

の対応

14

2014/5/15

13

・ 薬剤特性を踏まえたTDMや検査のオーダーの依頼、又は

医師との合意のもとにオーダを行う。

・ 薬剤師が処方提案や継続処方のオーダ入力支援を実践し

た場合には、その内容を診療録等に記録する。

13

2014/5/15

12

・ 患者に複数の薬剤が同時に投薬される場合には、投薬前に

注射剤と内服薬との間の相互作用の有無等の確認を行う。

・ 治療方針に係る説明を行う際、ハイリスク薬の説明を投与前に

行う必要がある場合には、投与前に患者等に詳細に説明する。

・ 抗がん薬を投与している患者については、病棟においても

レジメンチェックと副作用軽減のための処方提案を行う。

・ 薬物療法プロトコルを設計提案し、医師等と協働して作成し

それに基づく実施と管理を行う。

・ 薬剤の投与に際して、個々の患者に合った流量、投与量等を

計算して、医師などに提案する。

12

2014/5/15

11

・ 副作用モニタリング、TDM（治療薬物モニタリング）等によって

得られた情報を、医師へフィードバックし、必要に応じて、処方

変更等の提案を行う。

・ 副作用の発現、効果の確認等のために、必要に応じて、病棟

ラウンドとバイタルサイン・ファイジカルアセスメント等を実施

する。それに基づいた情報を、医師へフィードバックし、処方

変更等により、薬剤による副作用の軽減と防止に貢献する。

・ 投薬されている薬剤のアドヒアランス及び服薬の阻害因子

を評価・確認する。

11

2014/5/15

10

・ 入院した患者等の面談を行い、持参薬、一般薬も含めた

服薬状況、アレルギー歴及び健康食品等の日々の摂取量や

相互作用可能性等、入院治療において特に注意が必要な

薬剤を確認する。

・ 入院した患者等の面談により得られた情報を、入院中の処置

等で使用する薬剤を含め、医師等へ提供するとともに、処方

設計と提案を行い、その書面の写しを診療録に添付する。

・ 当該医療機関で未採用の薬剤について、代替薬・後発品医

薬品等の提案などを行う。
10

2014/5/15

8

病棟専任薬剤師が病棟で行う業務は、原則として、薬剤の投与
前（病棟薬剤業務）と後（薬剤管理指導業務）で区分される。

医療機関や病棟によって、その専門性と業務内容が異なるので
病棟専任薬剤師は、医療機関や病棟の機能に適した質の高い
病棟業務を実施する。

平成24年度診療報酬改定で新設された病棟薬剤実務実施加
算の算定にあたっては、医薬品情報の収集、抗がん剤等の無菌
調製など、病棟薬剤業務の内容によっては、、病病棟棟以以外外ででもも実実施施
すするるここととががででききるる。。ままたた、、同同一一のの病病棟棟ににおおいいてて、、複複数数のの薬薬剤剤師師がが
業業務務をを分分担担すするるここととももででききるる。。

8

2014/5/15

7

病棟に専任配置された薬剤師として、病病棟棟ににおおけけるる薬薬物物療療法法

全全般般にに責責任任をを持持つつ薬剤師のことを言う。

平成24年度診療報酬改定で新設された病棟薬剤実務実施加
算を算定するためには、原則として、全病棟において、薬薬剤剤管管理理
指指導導業業務務にに要要すするる時時間間以以外外に各各病病棟棟にに１１週週間間にに20時時間間相相当当以以
上上のの病病棟棟薬薬剤剤業業務務をを行行うう必必要要ががああるる。。

また、可能な限り、休日等も対応できる体制が求められている。

7 2014/5/15

9

9
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22

・新規入院患者の病名や今後の治療方針の説明

・薬剤師としての現処方の意見と今後の処方提案

・退院予定患者の薬剤 を含め退院の妥当性を検討

22

2014/5/15

21

 当院では、患者が入院する流れの中で必ず薬剤師を通過す
るようになっている。

医師 → 精神保健福祉士 → 看護師 → 薬剤師
（医師の初回診察に精神保健福祉士、薬剤師、看護師、作業療法士が同席する
場合もあり)

薬剤師の業務
・持参薬、アレルギーなどの確認
・患者、家族にこれから服用する薬剤の効果、副作用
などの説明

・当該医療機関で未採用の薬剤について、代替薬・後発品医
薬品等の提案などを行う。

・今後の処方提案

21

2014/5/15

20

患者背景及び持参薬の確認とその評価に基
づく処方設計と提案

患者状況の把握と処方提案

当該病棟における医薬品の適正な保管管理

薬歴調査

医薬品の情報収集と医師への情報提供

薬剤に関する相談体制

多職種との連携

20

2014/5/15

19

患者背景及び持参薬の確認とその評価に基
づく処方設計と提案

患者状況の把握と処方提案

当該病棟における医薬品の適正な保管管理

薬歴調査

医薬品の情報収集と医師への情報提供

薬剤に関する相談体制

多職種との連携

19

2014/5/15

18

18

2014/5/15

17

・ 各病棟における業務内容と要した時間を記録した業務

日誌を作成し、5年間保存するとともに、当該日誌を用いた

勤務管理を行う。

・ 業務日誌の作成にあたっては、必要に応じて日本病院薬剤

師会の｢病棟薬剤業務簡易記録システム｣を利活用する。

・ 患者の薬物療法に直接的に関わる業務については、可能な

限り、その実践内容を診療録にも記録する。

17

2014/5/15

16

⑦ 結核病棟におけるDOTSの取り組み

⑧ 抗がん剤等の適切な無菌調製

⑨ 当該医療機関及び当該病棟における

医薬品の投与・注射状況の把握

⑩ 当該病棟における医薬品の適正な保管

管理

16

2014/5/15

15

・ 必要に応じて、病棟カンファレンスの参加や回診同行等

により、患者情報を収集するとともに薬物治療について

提案する。

・ 個々の患者に対して途切れない薬物療法を実践するために

必要に応じて、退院先の医療機関・介護施保健施設との

連携を図る。

15
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2014/5/15

30

薬剤師が推奨する
新規採用薬品に関
してアドバイスを行う。

30

2014/5/15

29

 過去の患者の状況把握

 過去５年分の処方を医
師へフィードバック

 フィードバックする際、薬
剤師としての処方提案を
必ず記載する。

29

2014/5/15

28

28

2014/5/15

27

27

2014/5/15

26

患者

医者

薬剤師

 薬剤提案（SDM）
 服薬指導
 心理教育
 副作用評価（DIEPSS）
 病識評価（SAI-J，DAI-10，SWNS-J ）
 のみ心地評価

 薬剤の妥当性検討
 心理教育の補充，個別性に対応
 処方

26

2014/5/15

25

病態について(主治医、臨床心理士）

作業能力について（作業療法士）

薬剤について（薬剤師）

日常生活について（看護師）

現在の状況や今後の見通しについて（ＰＳＷ）

25

2014/5/15

24

チーム医療カンファ

ファシリテーター

資料

主治医

担当Ns担当
薬剤師

担当
PSW

心理士

担当外
Staff

24

2014/5/15

23

チーム医療カンファレンス

・一週間に二回（１Ｆ病棟

２Ｆ病棟）

・医師２名～３名

担当薬剤師

担当看護師

作業療法士

精神保健福祉士

看護師

臨床心理士

23
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33

精神科での病棟薬剤実施加算の限定を解除

精神科での薬剤師の人員確保

精神科薬剤師としての専門性

33

2014/5/15

32

・・良良かかっったた点点

 薬剤師業務の見直し
・院内処方の処方開始日の変更
・時間の使い方の見直し（業務フローチャート図活用）

 各スタッフとの連携
・患者情報の共有

 薬剤師の役割向上（→自己効用感up→やりがい→勉強意欲up→エビデンスレベル
up）

・・当当院院ででのの課課題題

・少ない人員で行っているため一人でも少なくなると業務が出来なく
なる可能性がある。

・祝日（連休など）によっては，20時間実施が困難である．

32

2014/5/15

31

31
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2014/4/24

6

２．週２０時間の確保

課題：週２０時間の時間管理

全員、毎⽇１０分刻みの業務⽇誌をつけ、室⻑が時間管理
病棟専任薬剤師以外の薬剤師でも、該当病棟の業務は算定対象

平均 週２０時間以上を確保

6

2014/4/24

3

病棟薬剤業務実施加算の要件

 平成２４年度診療報酬では、薬剤師が病棟で薬物療法の
有効性、安全性の向上に資する業務を実施することが評
価され、⼊院基本料の加算として病棟薬剤業務実施加算
が新設

⇒単科の精神科病院である当院での実施に課題となるものは？

業務内容は殆どが実施されているものであるが・・・
平成１２年７⽉：薬剤指導管理業務算定開始

平成１２年９⽉：外来処⽅を院外処⽅箋（医薬分業）開始

3
2014/4/24

5

1.薬剤師の数
課題：薬剤師数⇒病棟の数+外来+⼟曜⽇出勤者２名の確保

平成２４年 ３⽉ 常勤５名、パート１名、

４⽉ 常勤６名、パート１名

６⽉ 常勤６名、パート２名← 業務内容の検討

平成２５年 １⽉ 常勤７名、パート２名← 本格的に時間管理を始める

１０⽉ 加算取得 ← ７・８・９⽉時間確保（実績）

１２⽉ 常勤６名、パート３名

平成２６年 ２⽉ 常勤６名、パート２名

４⽉ 常勤１名⼊職予定、７⽉パート１名産休予定、(パート勤務：４⽇/週)

現在、⼀般病床：専任薬剤師各１名以上配置
療養病床は努⼒義務のため担当薬剤師を配置、外来・⼟曜⽇勤務は当番制。

5
2014/4/24

7

7

2014/4/24

4

病棟薬剤業務実施加算の要件

解決すべき課題の整理

１．薬剤師の数
２．週２０時間の確保
３．病棟業務により期待できる効果

4

2014/4/24

2

医療法⼈ 丹沢病院
病棟概要

 ⼀般病床１：５０床
 ⼀般病床２：３７床
 療養病床１：５２床
 療養病床２：５９床
 療養病床３：６０床
 療養病床４：６０床

稼動病床数：３１８床
2

2014.2.5撮影

事例発表　丹沢病院における病棟薬剤業務
薬剤師による代理処方〜医師の負担軽減を目指して〜

丹沢病院

川　口　三都子
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15

３．病棟業務により期待できる効果
代理処⽅ （オーダリングもどき）

⼿順３．薬剤師が前回do処⽅を記載

15

代理オーダー印

調剤印

監査印

①②③do
14

2014/4/24

14

３．病棟業務により期待できる効果
代理処⽅ （オーダリングもどき）

⼿順2.定期処⽅の処⽅状況チェックシート上で区別
→処⽅状況、処⽅箋の印刷・代理オーダーの進捗状況を明確にする

14

2014/4/24

13

３．病棟業務により期待できる効果
代理処⽅ （オーダリングもどき）

 代理処⽅ （オーダリングもどき）
電⼦カルテでもなく、オーダリングシステムもない
紙カルテ、紙処⽅箋で⾏う⽅法の考案
⼿順1.各医師に病棟毎にオーダリングシステムにしてよい患者の選定
→カード作成

13

2014/4/24

12

３．病棟業務により期待できる効果
 安全性の向上

副作⽤情報、新薬・後発医薬品等に関する情報、各医薬品における使⽤上の注意
喚起等も即座に情報が提供されるシステムおよび運⽤構築

医薬品情報管理担当薬剤師

病棟スタッフ・該当患者のカルテ

医局・医師病棟専任・担当薬剤師

⇒病棟薬剤業務への⽀援⇒より良い医療の提供・医療安全の確保 12

情報発信

使用患者
リスト付

使用患者
リスト付

2014/4/24

11

３．病棟業務により期待できる効果
 医師の負担軽減

平成２４年度 常勤１０名、⾮常勤９名

平成２５年度 常勤 ７名、⾮常勤９名（指定医３名減）

⇒定期処⽅の薬剤師による代理オーダー制をスタート（ノンストップオーダー）

処⽅提案・持参薬→処⽅箋へ反映

11

定期
処⽅箋定期

処⽅箋

2014/4/24

10

10

2014/4/24

9

9

2014/4/24

8

8



− 69 −

2014/4/24

21

３．病棟業務により期待できる効果
代理処⽅ （オーダリングもどき）

 カルテ内の処⽅の記録が ①～③do 14日分から内容が
記載されたものになり
 ⾒やすい・判りやすいものに変⾝
 医師の評価は良好、（医師だけでなく他職種からも）
 中⽌・追加・臨時から定期への移⾏の効率アップ
 処⽅の疑義照会・⻑く継続する臨時処⽅が減った
 処⽅提案の採⽤がスムースに⾏われるようになった
 薬剤師も処⽅箋待ちがなくなり調剤が順調、仕事の効率アップ

 年末年始の調剤も計画的に⾏え、残業が減った

21

2014/4/24

20

カルテ

カルテに「カルテ貼付⽤処⽅記録⽤紙」を貼付し処⽅記録とする
看護師に処⽅内容の変更の有無を伝達

20

Ns

指⽰受け印

貼付

④アレロック(5)2T/2xM･V

平成26年2月20日

2014/4/24

19

変更があった場合、再調剤・再監査を⾏う

19

医
師

医
師

平成26年2月20日

平成26年2月20日

変更内容指⽰

変更内容指⽰

カルテ処理⽇

再調剤印

病棟処理印

医師確認⽇

④アレロック(5)2T/2xM･V

④アレロック(5)2T/2xM･V

医師指⽰確認印

2014/4/24

18

18

医
師

医
師

医師確認が済んだ処⽅箋の処⽅処理を⾏う

平成26年2月20日

平成26年2月20日

医師確認⽇

カルテ処理⽇

2014/4/24

17

医師による処⽅内容の確認、前回doまたは変更等確認

17

医
師

医
師

医師指⽰確認印

2014/4/24

16

調剤・「カルテ貼付⽤処⽅記録⽤紙」作成・監査・払出準備

16

医師に指⽰内容確認

H26.2.25
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2014/4/19

5

実施業務②

《病棟薬剤業務》
持参薬・他科受診薬の管理（再分包まで）

ＣＰ換算

入院時(研修医等)薬品選定関与…処方設計

定数配置薬の保管・管理

注射剤…(前日セット)配合変化確認

デポ剤管理…施行予定・実施確認

導入レジメン指導

2014/4/19

6

持持 参参 薬薬 管管 理理 表表

ID

氏名

○持参薬を入院中使用することに同意します

生年月日

性

年 月 日 患者名

（家族）

病棟

持参薬服用指示

服用開始 ： 月 日 朝 ・ 昼 ・ 夕 ・ 眠 ～

Rp)

医 師

看護師

日分

＊薬剤情報提供書がある場合で

必要事項の記載があれば 調剤できた日数 調剤済印

上記処方の指示は記載しなくてもよい

日分

○持参薬の廃棄

今回持参されたお薬は、今後与薬する予定がないので、処分（破棄）いたします 看護師

確認欄

持参薬を処分（破棄）することに同意します

年 月 日 患者名

（家族）

○持参薬の保管

今回持参されたお薬は一時的に、薬局で保管いたします

看護師

薬剤師 持参薬保管期間 確認欄

月 日

保管期限を超過した場合は廃棄処分させていただきます

薬局での持参薬保管期間は６か月間とします

持持 参参 薬薬 鑑鑑 別別 表表

ID

医 師

氏名 （ 年 月 日持参薬）

（ 病院 ・薬
局）

生年月日

性

病棟 日分持参

№
薬剤

色 薬 品 名 用法・用量 採用有無 類似薬
使用

記号・番号 中止・継続

1 有・無 中止・継続

2 有・無 中止・継続

3 有・無 中止・継続

4 有・無 中止・継続

5 有・無 中止・継続

6 有・無 中止・継続

7 有・無 中止・継続

8 有・無 中止・継続

9 有・無 中止・継続

10 有・無 中止・継続

11 有・無 中止・継続

12 有・無 中止・継続

13 有・無 中止・継続

14 有・無 中止・継続

15 有・無 中止・継続

16 有・無 中止・継続

17 有・無 中止・継続

18 有・無 中止・継続

19 有・無 中止・継続

20 有・無 中止・継続

薬剤師

2014/4/19

4

実施業務①

《薬剤管理指導業務》

薬歴管理

処方変更時内容確認

服薬指導

副作用のモニタリング・チェック

退院時指導

指導記録の作成

2014/4/19

2

病棟機能（福井記念病院）

2014/4/19

3

病棟業務を加算できない理由

人員不足…最低１０人必要

現在

薬剤師 ７人（非常勤１人含）

薬剤助手 ２人（非常勤）

（通常業務で必要人数 ５人）

スタッフのスキル不足

各個人に能力差

事例発表　病棟薬剤業務
（未実施）

福井記念病院

森　　　比呂子

2014/4/19

7

実施業務③

《ＤＩ業務》
医薬品の情報収集

質疑応答表

後発医薬品採用マニュアル

薬剤プロトコル

注射剤…プロトコルカード

家族会

病棟カンファレンス・勉強会参加

精神医学講座(院内)で発表
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2014/4/19

13

問題点

慢性的な人員不足

精神科・療養病棟で算定は４週のみ

薬剤師を増員しても採算が取れない

一般科と同等になるまで

出来るところから始める

2014/4/19

12

課題

業務の効率化

時間配分

２０時間/週の調整

教育

スタッフの知識・意識向上

クリニカルパス利用への積極的参加

2014/4/19

11

今後実施業務

クリニカルパスへの関与

ＤＡＩ－１０ 治療満足度の評価

ＤＩＥＰＳＳ 副作用の評価

処方単剤化

ＤＩ業務の強化

問診票…入院時に薬剤科として情報収集

2014/4/19

10

当院の予定

Ｈ２６年より病棟改築

Ｈ２７年急性期病棟増床

Ｈ２８年慢性期療養病棟

Ｈ２９年スーパー救急

４９２床⇒４３０床

2014/4/19

9

未実施業務

病棟での配薬

電子カルテ未導入

日誌

訪問診療に同行

ＴＤＭ

2014/4/19

8

別紙 １

後発医薬品チェックシート

一 般 名 規 格 製造（販売）会社名 発 売 日 薬 価（円）

後発医薬品名

先発医薬品名

項目 具体的分類 具体的なチェック項目 確認チェック

品

質

科学的データー

① 先発医薬品に対する適応症の同一性 □ 同一 □ 異

《異なる場合 》

② 添加物関連資料（同一性・安全性・添加目的等） □ 有 □ 無

③ 安定性資料（長期保存試験・加速試験・苛酷試験） □ 有 □ 無

④ 規格試験資料溶出試験・崩壊試験等） □ 有 □ 無

⑤ 生物学的同等性資料

㋐ 溶出比較試験 □ 有 □ 無

㋑ 血中濃度試験 （AUC・Cmax・T1/2 等） □ 有 □ 無

⑥ 注射剤関連資料（PH・浸透圧・配合変化等） □ 有 □ 無

① 剤形に関する資料

㋐ 剤形の同等性 □ 有 □ 無

㋑ 使用感の同等性 □ 有 □ 無

㋒ その他 □ 有 □ 無

情

報

情報提供・収集体制

① 学術部門について □ 有 □ 無

② ＭＲ専門性

㋐ ＭＲ認定試験 □ 有 □ 無

㋑ 定期的訪問回数（月・週 回） □ 有 □ 無

③ 緊急連絡体制（苦情含む）について □ 有 □ 無

④ ホームページの開設 □ 有 □ 無

⑤ ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾎｰﾑ・製品概要・添付文書集等の提供 □ 有 □ 無

⑥ 患者向服薬指導用資料の提供 □ 有 □ 無

⑦ 最新情報（副作用情報・回収等）の提供体制 □ 有 □ 無

供

給
供給体制・流通体制

① 取扱い卸業者 （ ）

② 製品在庫の確保 □ 可 □ 不可

③ 残有効期限の確保 □ 可 □ 不可

④ 先発医薬品と同一規格の全製品を製造 □ 有 □ 無

⑤ 小包装・バラ包装製品の供給 □ 可 □ 不可

そ
の
他

その他

① 回収履歴 □ 有 □ 無

有る場合の回数 （ 回）

② その他 □ 有 □ 無

記載責任者

医薬品安全管理委員会

別紙3-2

後後 発発 医医 薬薬 品品 採採 用用 後後 評評 価価 項項 目目 （（例例示示））

薬 品 名 評 価 日 評価者

１１．．品品質質

項 目
評 価

○ ×

クレームへの対応 良い（速い） 悪い（遅い）

従来採用医薬品と同等の薬効 同等 劣っている

従来採用医薬品になかった副作用 ない ある

安定性 安定である 経時変化が見られる

粉砕・一包化時の配合変化・安定性 問題なし 劣っている

混合調整時の安定性 変化なし 配合変化等が見られる

２２．．情情報報

項 目
評 価

○ ×

ＭＲの訪問 適切な訪問がある 訪問が少ない

使用上の注意改訂の伝達 適切に対応されている 対応されていない

副作用への対応 良い（速い） 悪い（遅い）

病院からの要望に対する対応 対応が適切 悪い

販売中止品目の情報 供給に支障がない 中止により支障を生じる可能性

３３．．供供給給・・そそのの他他

項 目
評 価

○ ×

緊急時の医薬品の提供 卸業者を通じ対応できている 対応できていない

発注から納品までの日数 従来品と変化なし 明らかに遅い

適応症 治療に支障がない 違いにより支障が生じる

規格の同一性 治療に支障がない 治療に支障が生じる

＊ 後発医薬品の採用後、上記項目を参考として評価する。

問題がないと評価された場合、引き続き採用を継続する。

医薬品安全管理委員会
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平成25年度事業報告
理事会に関する事項

年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

第１回
平成25年
４月30日㈫

理事定数 13名
出席理事数 13名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴事務局長後任候補者

について
　後任候補者（川上栄司氏）について協議の結果、
採用することが承認された。

⑵平成24年度事業報告
（案）について

　事務局長から資料に基づき概要を説明。原案どお
り定期総会議案として提案することが承認された。

⑶平成24年度収支予算
の決算報告（案）につ
いて

　事務局長から資料に基づき概要を説明。原案どお
り定期総会議案として提案することが承認された。

⑷第１期定期総会及び
優良職員表彰等につ
いて

　定期総会、表彰式、祝賀会の進行、役割分担及び
来賓祝辞依頼者が決定された。
　優良職員表彰、日精協永年勤続病院職員表彰の受
賞者が原案どおり承認された。
　なお、受賞者代表の答辞は丹沢病院の明弥志子副
看護部長、日精協永年勤続病院職員表彰代表受領者
は栗田病院の山下師長代行に依頼することとした。

⑸各種委員等の推薦に
ついて

　協議の結果、次のとおり推薦することが承認され
た。

①　神奈川県教職員第二健康審査会委員
　　熊田副会長
②　相模原市精神科病院実地指導・実地審査担当医
　　平成24年度担当医（継続）

⑹50周年記念誌につい
て

　荒井副会長から50周年記念誌の基本体裁等につい
て説明があり、協議の結果、了承された。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

２　報告事項
⑴日精協報告について

　大野理事から、平成24年度第８回理事会（平成25
年３月14日開催）及び精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律の一部を改正する法律案の概要につい
て報告があった。
・科学的根拠に基づく自殺予防総合対策推進コンソ

ーシアムの設立について
・「自殺」表記変更について
・「精神科病院における法令遵守と質の向上のため

の手引き」について
・日精協パンフレット、ホームページのリニューア

ルについて
・｢医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデ

ル事業」について
・厚労省施策総合推進実施地区に関するアドバイザ

ー会議について
・重度慢性入院患者の基準検討のための調査研究等

に関するワーキングチームについて
・平成25年度被災病院年会費免除について

⑵会員病院の届出事項
変更について

　３病院４件の変更届が報告された。

⑶24年度第８回理事会
議事録について

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

⑷一般社団法人への移
行等について

　事務局長から一般社団法人への移行に伴う登記及
び名称変更、定款変更に伴う必要な規則等の改正に
ついて説明があった。

第２回
平成25年
６月11日㈫

理事定数 14名
出席理事数 13名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴役員役務分担につい

て
　５月の総会において新たに坂井理事が選任された
ため、役務の調整が行われた。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

⑵各種委員等の推薦に
ついて

　協議の結果、次のとおり推薦することが承認された。
①　神奈川県救急医療功労者　
　　曽我病院
②　公衆衛生事業功労者表彰候補者
　　湘南病院副院長の大滝紀宏氏
③　こころといのちを守る訪問支援（アウトリーチ）

事業のアウトリーチ事業評価委員会構成員
　　大滝理事

２　報告事項
⑴精神保健福祉事業功

労者厚生大臣表彰・
連盟会長表彰候補者
の推薦について

　会長から、厚生大臣表彰については愛光病院の大
高正光氏、連盟会長表彰については湘南病院の奥村
瑞枝氏を推薦した旨、報告があった。

⑵神奈川県精神医療審
査会委員の推薦につ
いて

　会長から、会長に代わり後任として山口理事を推
薦したことについて報告があった。

⑶日精協報告について ①　大野理事から、平成25年度第１回理事会（平成
25年５月９日開催）及び第２回理事会（平成25年
５月30日開催）等の概要について報告があった。
・精神保健福祉法改正について
・ｍＥＣＴについて
・七者懇　卒後研修問題委員会について
・厚労省　救急医療体制の在り方に関する検討会

について
・第２回日本精神科医学会学術大会（関東ブロッ

ク埼玉）議題募集について
・日本精神神経学会役員選挙について

②　畑理事から、日精協第２回日本精神科医学会（埼
玉）開催にかかる拠出金の協力について、日精協
神奈川県支部から日精協加入病院に対し協力要請
の文書を送付することについて報告があった。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

⑷会員病院の届出事項
変更について

　１病院１件の変更届が報告された。

⑹第１回理事会議事録
について

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

第３回
平成25年
７月９日㈫

理事定数 14名
出席理事数 13名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴各種委員等の推薦に

ついて
　協議の結果、次のとおり推薦することが承認された。

①　神奈川県公衆衛生協会長表彰候補者
　　藤沢病院の石井千恵氏
②　神奈川県保健衛生表彰（知事表彰）候補者
　　湘南病院副院長の大滝紀宏氏
③　神奈川県医師会各種委員会委員等

・救急医療対策委員会委員及び神奈川県救急医
療中央情報センター運営協議会委員

　　　　　　　　　　　　　　熊田副会長
・災害救急対策委員会委員　　坂井理事　
・学校医部会幹事　　　　　　熊田副会長

⑵50周年記念事業の準
備状況について 

①　50周年記念誌
　荒井副会長から、現時点の記念誌編集に係る基
本体裁、紙面構成、作成部数、今後のスケジュール
及び現時点の出稿状況等について説明があり、質
疑、協議の後、引き続き10月18日の記念式典での
発刊に向けて作業を進めていくことを確認した。

②　50周年式典等
　熊田副会長から、現時点の記念講演、祝賀会ア
トラクションの予定、勤続50年表彰者、招待者・
会員病院の参加者予定数、式典等の流れ等につい
て説明があり、質疑、協議の後、引き続き式典等
の準備作業を進めていくことを確認した。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

２　報告事項
⑴平成26年春の叙勲・

褒章について
　会長から、今回は該当者なしとする旨報告があっ
た。

⑵事務長会、看護部長
会、薬剤部長会につ
いて

　事務長会総会、看護部長会総会及び薬剤部長会総
会の開催状況等について、担当役員の川口理事、山
口理事及び黒岩理事から報告があった。

⑶こころといのちの地
域医療支援事業につ
いて

　山口理事から、こころといのちの地域医療支援事
業（自殺対策）に係る研修日程等について報告があ
った。

⑷会員病院の届出事項
変更について

　２病院２件の変更届が報告された。

⑹第２回理事会議事録
について

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

⑺その他 ・武田理事から、名誉会員であった尊父武田専氏の
葬儀に関し挨拶があった。

・荒井副会長から、７月８日開催された県医療審議
会の概況について報告があった。

第４回
平成25年
９月３日㈫

理事定数 14名
出席理事数 12名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴50周年記念誌の準備

状況について
　荒井副会長から、記念誌の最終構成に基づき現時
点の出稿及び校正状況、表紙布の色候補等について
説明があり、質疑、協議の後、発刊に向けて最終作
業を進めていくことを確認した。

⑵50周年記念式典の準
備状況及び実施案に
ついて

　熊田副会長から、諸事情により記念講演と記念式
典の順序を変えることが提案され了承されるととも
に、現時点での記念式典、記念講演、祝賀会の流れ
及び勤続50年特別功労表彰者の候補者について了承
された。また、記念式典・講演会、祝賀会の司会担
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

当が決められた。

⑶その他 　県・３政令市より、平成26年度から休日・土日午
後輪番病院と平日輪番病院の受入体制確保費につい
て、各病院への支払を県・３政令市から県精神科病
院協会に追加委託するとともに、支払いも月毎から
四半期毎に変更したい旨の検討依頼について協議し
た。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　畑理事から、平成25年８月１日に開催された日精

協全国支部長会議について、次の事項についての説
明があった。
・各支部からの問題提起と回答
・執行部からの報告（平成26年度診療報酬改定のス

ケジュール、代議員・予備代議員の選出など）
・第２回日本精神科医学会学術大会について

⑵神奈川県精神保健福
祉協会長表彰につい
て

　会長から、愛光病院の高塚英彰氏を推薦したこと
について報告があった。

⑶会員病院の届出事項
変更について

　３病院３件の変更届が報告された。

⑷第３回理事会議事録
について

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

第５回
平成25年
10月８日㈫

理事定数 14名
出席理事数 13名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴創立50周年記念式典

等の実施最終案及び
準備状況について

　第４回理事会において協議及び調整された実施案
の内容に基づき、事務局から最終的な記念式典・記
念講演・祝賀会の次第、出席者状況、会場配置等に
ついて説明があり了承された。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

２　報告事項
⑴日精協報告について ①　大野理事から、平成25年９月５日に開催された

第５回理事会報告として次の事項についての説明
があった。
・医療法人の事業展開等に関する検討会について
・精神科２次医療圏データベースについて
・精神科病床に入院した認知症患者の実態調査に

ついて
・指定医レポート要件緩和会議について
・外来診察体制の安全管理対策についてのお知らせ
・厚労省の精神障害者に対する医療の提供を確保

するための指針等に関する検討会
②　畑理事から、平成25年９月10日に開催された日

精協関東地区支部長会等の概況について、事務局
から、日精協神奈川県支部代議員等選出の実施に
関して説明があった。

⑵会員病院の届出事項
変更について

　１病院１件の変更届が報告された。

⑶第４回理事会議事録
について

 議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

⑷その他 〇　山口理事から、神奈川県・横浜市・川崎市から
共同提案された国際戦略総合特区に係る「健康・
未病産業と最先端医療関連事業の創出による経済
成長プラン」について概要の紹介があった。

〇　会長から、前回、４県市から輪番調整委託契約
に関し、平成26年度以降、休日・土日午後輪番病
院と平日輪番病院の受入体制確保費の支払業務に
ついても併せて協会に追加委託したいとの提案に
ついては、必要なデータが期日までに協会へ送付
され、支払も定期的に支払うことが可能な事務の
流れを県市がきちんと調整するとのことであり、
その結果を待って判断したい、との報告があった。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

第６回
平成25年
11月12日㈫

理事定数 14名
出席理事数 14名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴休日・土曜日午後等

輪番病院への受入体
制確保費に係る県等
との委託契約内容の
追加について　

　県・３政令市から提案のあった、平成26年度から
の支払委託契約（４半期毎の支払い）追加変更の提
案に対しては、情報の伝達の敏速化、病院への支払
い時期の早期・定時化、支払内容の明確化など理事
会での要望・事務改善等について、4県市から改善
の意向が協会事務局を通じて示されたため、そうし
た改善を前提として、契約変更を受け入れることに
ついて了承された。

⑵その他 　12月の第49回神奈川県精神保健福祉大会、来年３
月の看護フォーラムその他の行事への出席につい
て、調整が行われた。

２　報告事項
⑴授章、表彰について 　会長から、11月３日に川口理事が瑞宝小授章を受

けられたこと、及び神奈川県保健衛生知事表彰に大
滝理事が決定したことについて報告があった。

⑵創立50周年記念事業
の実施結果について

　事務局から、創立50周年記念式典等の出席者数、
記念誌の発刊、記念式典・記念講演・祝賀会及び記
念誌印刷代等の収支報告（仮決算）、式典等の出席
者状況などについて報告があった。

⑶日精協報告について 〇　大野理事から、平成25年11月１日に開催された
第６回理事会報告として次の事項についての説明
があった。
・山崎会長ＷＨＯ訪問報告について
・看護職員の確保対策に関する要望書について
・精神疾患啓発ビデオの制作について
・代議員・予備代議員選出に係る「選挙管理者」に

ついて
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

・自由民主党　障害者特別委員会
　　議題：「障害者権利条約」を巡る経緯について
・厚労省精神障害者に対する医療の提供を確保

するための指針等に関する検討会
・専門医等情報データベース作成等事業につい

て
〇　日精協神奈川県支部代議員等の立候補届け出状

況について、日精協県支部竹内選挙管理者から報
告があり、10月30日に締め切られた立候補届け出
状況の結果について、現代議員及び予備代議員以
外に立候補の届け出がなかったことから、現代議
員等がそのまま当選となる旨、報告があった。

⑷神奈川県保健医療計
画推進会議の報告

　会長から、平成25年10月28日に開催された神奈川
県保健医療計画推進会議での、平成25年度病床整備
に関する事前協議等についての会議結果報告があっ
た。

⑸第５回議事録につい
て

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

第７回
平成26年
１月14日㈫

理事定数 14名
出席理事数 14名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴平成26年度当初予算

案について　 
　事務局長が原案を説明し、協議の結果、10年後の
60周年記念事業経費に対応するため、特別支出とし
て毎年度積立を行うことにより、予算額の年度毎の
平準化を図るべきとの提案がなされ、この点の修正
を加えることで了承された。

⑵各種委員等の推薦に
ついて

　協議の結果、次のとおり推薦することが承認され
た。
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年月日 理事定数、出席理事数
及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

①　横浜市精神医療審査会委員（予備委員）
　　　坂井理事
　　　清川遠寿病院増田直樹理事長
②　横浜市こころの健康相談センター自立支援

医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福
祉手帳判定会議委員

　　　畑理事、佐伯理事、西井監事
③　川崎市精神医療審査会委員

西井監事、佐伯理事、山口理事、武田理事、
熊田副会長（予備委員）

④　川崎市精神保健福祉センター判定会委員
西井監事、武田理事、ハートフル川崎病
院天保英明院長、日吉病院熊田貴之院長

⑤　神奈川県公衆衛生協会理事
西井監事

⑶その他 〇　会長から、神奈川県災害医療対策会議専門部会
の構成員について、医療救護体制部会に山口理事、
医療活動部会に大滝理事、ロジスティックス部会に
坂井理事を推薦する旨報告があり、了承された。

〇　会長から、平成26年度全国医師会勤務医部会連
絡協議会における「指定発言」演者について県医
師会から依頼があり、大滝理事を推薦する旨報告
があり、了承された。

〇　会長から、会長が川口理事の瑞宝小綬章を祝う
会の発起人代表となったことの報告と併せ、協会
役員一同も発起人としたい旨発言があり、了承さ
れた。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、理事会が１月23日、社員総会が２

月14日に開催されること、精神疾患啓発ビデオが12
月に完成し日精協のホームページで見られること等
の報告がされた。
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及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

⑵第２回定期総会での
精神保健福祉法改正
に関する説明につい
て

　会長から、第２回定期総会（平成26年２月25日開
催）終了後、精神保健福祉法の一部改正に関して、
大野理事及び県から説明の機会を設けたい旨発言が
あり了承された。

⑶会員病院の届出事項
変更について

　１病院１件の変更届が報告された。

⑷第６回議事録につい
て

　議長から、修正があれば事務局まで連絡するよう
発言があった

⑸その他 〇　大滝理事から、2013総合病院精神医学会「2012
年総合病院精神科基礎調査の結果報告」について
説明があった。

〇　荒井副会長から、マイカルテの試行案について
報告があった。

〇　会長から、５月19日に神精協としての診療報酬
改定の説明会（講師は田中病院の松本先生）を開
催する予定である旨報告があった。

〇　会長から来年度の県精神神経科診療所協会との
合同講演会について、７月10日に開催予定である
ことについて報告があった。

第８回
平成26年
２月４日㈫

理事定数 14名
出席理事数 12名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴定期総会の開催につ

いて　 
①　平成26年度事業計画（案）について
　　事務局長から、事業計画（案）について説明が

あり、原案を総会議案とすることが了承された。
②　平成26年度予算計画書（案）について
　　事務局長から、前回の理事会における意見を踏

まえた修正案について説明があり、修正案をもっ
て総会議案とすることが了承された。
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及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

③　役割分担について
　　平成24年度第２回定期総会と同様の役割分担と

することで了承された。

⑵各種委員等の推薦に
ついて

　協議の結果、次のとおり推薦することが承認された。
①　横浜市精神医療審査会委員
　　荒井副会長、山口理事、佐伯理事
②　横浜市保健医療協議会委員
　　佐伯理事

⑶その他 〇　会長から、県精神保健福祉士協会より研修会（テ
ーマ：精神保健福祉法改正について）の共催申し
入れがされている旨の報告があり、協議の結果、
実施の方向で今後4月以降、コ・メディカル研修
担当理事が窓口になり調整していくことについて
了承された。

〇　熊田副会長から、生活保護者の医療要否意見書
の情報開示について報告及び問題提起があった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、平成26年１月23日に開催された第７

回理事会報告として次の事項についての説明があった。
・第４回臨時総会（平成26年２月14日）の開催について
・平成26年度事業計画案について
・平成25年度収支補正予算案について
・平成26年度収支予算案について
・平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の

整理について
・精神保健福祉法改正に関する通知について

⑵第７回議事録につい
て

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

⑶その他 〇　武田理事から、１月20日~23日に実施された精
神科看護技術研修会の実施結果についての報告が
あった。
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及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

〇　山口理事から、県災害医療対策会議の報告があ
った。これに関連し、会長から、今後、当精神科
病院協会として災害時の対応を考えていく必要性
について発言があった。

〇　大野理事から、会報の編集計画について報告が
あった。

〇　会長から、横浜市より市内の精神科病院に発出さ
れた「児童虐待対応における精神科医療機関と区
福祉保健センター及び児童相談所等との積極的な機
関連携について」の文書について、説明があった。

第９回
平成26年
３月11日㈫

理事定数 14名
出席理事数 13名
出席監事 1名

１　協議事項
⑴ 平 成26年 度 主 要 行

事・事業等日程等に
ついて

①　平成26年度理事会・総会の日程等が協議され、
次の日程が承認された。
・理事会９回を予定
・第２回定期総会は２月24日㈫
・診療所協会との合同研修会は７月10日㈭
・代表者・院長会議は10月21日㈫

②　平成26年度役員役務分担は、平成25年度と同様
にすることで承認された。

⑵優良職員表彰式の来
賓について

・来賓については名簿（案）のとおり了承された。
・国会議員の出席は、本人のみと明示する。
・会長から、気づいた点があれば事務局に連絡する

よう指示があった。

⑶各種委員等の推薦に
ついて

　協議の結果、次のとおり推薦することが承認された。
①　川崎市精神保健福祉審議会委員
　　武田理事
②　かながわ福祉サービス運営適正化委員会等委員
　・運営適正化委員会　　　黒岩理事
　・苦情解決委員会　　　　山口理事
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及び協議・報告事項 協　議　・　報　告　事　項　の　概　要

⑷その他 　会長から、「いじめ防止対策推進法」に基づき県
が設置する組織の委員について県から推薦依頼があ
り、いじめ問題対策連絡協議会に熊田副会長、神奈
川県いじめ防止対策調査会に大滝理事、神奈川県い
じめ問題再調査会に愛光病院赤間史明医師を推薦す
る旨報告があり、了承された。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、平成26年3月6日に開催された第8

回理事会報告として次の事項についての説明があっ
た。
・医療・介護サービスの提供体制改革のための新た

な財政支援制度について
・公衆電話設置・維持に関する要望書（案）につい

て
・認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方

に関する研究について
・平成26年度診療報酬改定について

⑵届出事項変更届につ
いて

　１病院１件の変更届が報告された。　

⑶第８回議事録につい
て

　議長から、修正があれば事務局に連絡するよう発
言があった。

※開会前 　神奈川県保健福祉局保健医療部保健予防課、横浜
市健康福祉局障害福祉部障害企画課、川崎市健康福
祉局障害保健福祉部精神保健課及び相模原市福祉部
精神保健福祉課から平成26年度予算案等に関する説
明があり、質疑が行われた。
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総会に関する事項

年月日
会　場

会員定数、出席会員数
及び議案等 議　　事　　の　　概　　要

第１期
定期総会
平成25年
５月28日㈫
横浜ベイホ
テル東急

会員定数（正会員） 56名
　出席会員数 44名
　出席者 26名
　委任状提出者 18名

第１号議案
平成24年度　事業報告
承認の件

第２号議案
平成24年度決算報告

（案）承認の件

第３号議案
平成24年度会計監査報
告の件

第４号議案
役員改選の件

　定刻14時00分　佐伯　彰理事の司会により開催を
告げる。
　引続き竹内　知夫会長が開会の挨拶を行った。

　続いて、司会者から定款第15条に基づく議長の選
任について、司会者に一任を諮ったところ出席者全
員の拍手で承認された。
　司会者は、福井記念病院　高屋 淳彦 院長を指名
し承諾が得られた。
　高屋 淳彦 院長が議長席に就く。
　議長は、挨拶のあと本日の出席者について出席者
26名、委任状による表決者18名の計44名で、定足数
を超えており総会は成立する旨を宣した。

　議長は、これより議事に入ることを告げ、第１号
議案から第４号議案までを議案として提案すること
を宣した。

　議長は、第１号議案及び第２号議案はそれぞれ関
連があるので、一括して提案するとともに事務局に
議案の内容説明を求めた。
　事務局長は、議長の指示に基づき第１号議案　平
成24年度事業報告承認の件及び第２号議案　平成24
年度決算報告（案）承認の件を第１期定期総会議案書
に基づき各議案の概要を説明した。
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会員定数、出席会員数
及び議案等 議　　事　　の　　概　　要

　続いて議長は、第３号議案について西井　華子監
事に報告を求めた。
　西井監事は4月30日に会計監査を行った結果、適
正に処理されていることを報告した。
　議長は第１号議案から第３号議案までの質疑を行
うことを告げ、議場からの発言を求めたが特に発言
はなく、議長は第１号議案から第３号議案までの議
案を一括で諮ったところ、拍手多数で可決承認され、
議長は原案どおり承認可決されたことを告げた。

　第４号議案　役員改選の件について
　議長は、第４号議案に関して事務局に立候補の状
況について説明を求めた。
　事務局長は、議長の指示により第１期定期総会議
案書に基づき立候補者数は理事、監事とも定款第20
条の規定に定める定数以内であることなど、立候補
状況の概要を説明した。
　その後、議長は議場からの発言を求めたところ、ハ
ートフル川崎病院 天保 英明 院長から監事立候補者が
１名であったことから監事に過度の負担がかかるので
はないかとの懸念が表明されたが、竹内会長からは今
回の監事候補は西井候補者一人であったことからやむ
を得ないものと考えているとの発言があった。
　他に発言がないことから、議長は、定款第17条第
３項に基づき、各候補者毎にその可否を議場に諮っ
たところ、いずれも満場一致異議なく下記のとおり
承認可決確定した。

理事　黒　岩　　　隆
理事　熊　田　隆　夫
理事　山　口　哲　顕
理事　大　滝　紀　宏
理事　長谷川　　　剛
理事　竹　内　知　夫
理事　石　井　一　彦
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及び議案等 議　　事　　の　　概　　要

理事　武　田　龍太郎
理事　佐　伯　　　彰
理事　荒　井　政　明
理事　畑　　　俊　治
理事　坂　井　喜　郎
理事　大　野　史　郎
理事　川　口　陽太郎
監事　西　井　華　子

  なお、議長は被選任者に就任承諾の確認を求め、
被選任者全員が席上その就任を承諾した。

　議長は定款第21条第２項の規定により代表理事で
ある会長及び副会長の選任のための理事会を開催す
るため、暫時休憩することを議場に告げた。

　（新役員が別室に移動し、理事会を開催し会長及
び副会長の選任を行った後、議場に戻る。）

　議長は、会議の再開を宣し、会長及び副会長の選
任の結果報告を求めた。
　竹内会長から、理事会における決議により、会長
に竹内 知夫、副会長に荒井 政明、熊田 隆夫が選任
されたことを報告するとともに、新役員を代表し就
任あいさつを行った。
　その他の発言はなく、議長は、新役員が今後２年
間協会運営に尽力願いたい旨発言し、以上で第４号
議案役員改選の件の審議が終了したことを宣した。
　議長は予定の議案は全て可決されたことを告げ、
議案審議の終了を宣し降壇した。

　司会者は、閉会の辞を荒井 政明副会長に指名した。
　荒井副会長は定期総会の終了を宣言し、14時50分
閉会した。
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平成25年度
第２回定期
総会
平成26年
２月25日㈫
ホテル
キャメロット
ジャパン

会員定数（正会員） 
 56名
　出席会員数 47名
　出席者 22名
　委任状提出者 25名

第１号議案　平成26年
度事業計画書（案）の件

第２号議案　平成26年
度収支予算計画書（案）
の件

　定刻15時00分　佐伯　彰理事の司会により開催を
告げる。
　引続き竹内　知夫会長が開会の挨拶を行った。
　続いて、司会者は定款第15条に基づく議長の選任
について、司会者に一任を諮ったところ出席者全員
の拍手で承認された。
　司会者は、福井記念病院 高屋 淳彦 院長を指名し
承諾が得られた。
　高屋 淳彦 院長が議長席に就く。
　議長は、協会会員数正会員56名、賛助会員７名の
うち、本日の正会員出席者について、出席者22名、
委任状による表決者25名の計47名で定足数を超えて
おり、総会は成立する旨を宣した。

　議長は、これより議事に入ることを告げ、第１号か
ら第２号議案までを議案として提案することを宣した。
　議長は、第１号議案と第２号議案は関連があるの
で、一括して提案するとともに事務局に議案の内容
説明を求めた。
　事務局長は、議長の指示に基づき第１号議案　平
成26年度事業計画書（案）の件及び第２号議案　平成
26年度収支予算計画書（案）の件を定期総会議案書に
基づき概要を説明した。
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　議長は第１号議案及び第２号議案の質疑を行うこ
とを告げ、議場からの発言を求めたが、特に発言が
なく議長は、第１号議案及び第２号議案について一
括で承認を求めたところ、出席者多数の拍手で承認
され、議長は原案どおり承認可決されたことを告げ
た。

　議長は以上で予定の議案は全て承認されたことを
告げ、議案審議の終了を宣し降壇した。

　司会者は、以上で平成25年度第２回定期総会を終
了することを告げ、15時27分閉会した。
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後　　記

　会報の原稿を整理しながら2013年の１年間を振り返ってみました。2012年12月26日
に成立した自民党第２次安倍内閣は、前民主党政権に対する大きな失望感やアベノミ
クスへの期待感などから、2013年７月21日の第23回参議院議員選挙でも大勝し、2013
年の１年を通して高い支持率をキープしました。１年間（１月１日〜12月31日）を通
じて内閣の交代が行われなかったのは、小泉純一郎内閣の2005年以来８年ぶりであ
り、また１年間を通じて主要閣僚の交代（内閣改造や辞任）が行われなかったのはな
んと1975年の三木武夫内閣以来38年ぶりのことでした。しばらくは安倍内閣による日
本の舵取りが続くと思われます。
　誰もがうれしく思ったのは、2013年９月７日に2020年夏季オリンピック開催都市
が東京に決定したことでした。オリンピック招致のプレゼンテーションで使われた

「お・も・て・な・し」は2013年の流行語大賞にもなり、接遇・マナー・サービスの
基本理念として「おもてなしの心」というフレーズが、医療・福祉も含めいろいろな
業界で使われました。
　心配なこととしては、地球温暖化の影響によると思われる様々な異常気象が2013年
にも観測されたことでした。夏は各地で記録的な猛暑となり、高知県四万十市では８
月にこれまでの国内最高気温を更新する41度を観測しました。９月には大気の不安定
状態から発生する竜巻による被害が関東各地で続発しました。８月、９月、10月には
台風がもたらした記録的な豪雨により、死者を多数出す重大な災害が日本各地で引き
起こされました。自然災害に対する国の取り組みが今の日本では喫緊の重要課題に
なってきています。
　2013年は神奈川県精神科病院協会にとっても大きな区切りの年で、創立50周年を迎
えることができました。2013年10月18日には感謝の念をこめて神奈川県精神科病院協
会主催の記念式典・記念講演会（五木寛之氏「悲しみの効用」）・祝賀会を開催しまし
たが、本当に多くの会員病院ならびに関係者各位皆様方にご臨席を賜りありがとうご
ざいました。2014年４月からは、2014年度改訂診療報酬や改正精神保健福祉法が施行
されていますが、精神科医療を取り巻く環境は厳しく、舵取りが大変難しい時代に
なっています。神奈川県精神科病院協会はこれからも竹内知夫会長のリーダーシップ
の下、しっかりしたビジョンを持って積極的に神奈川県における精神科医療活動の展
開を目指していきたいと思っております。今後も会員病院の皆様の温かいご支援とご
協力よろしくお願い致します。

（編集担当　大野史郎）
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