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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

　昨年は、精神保健福祉法の一部改正と診療報酬改定があり、これからの日本の精神
科医療の方向性が一段と明確になった。既に平成16年「精神保健医療福祉の改革ビ
ジョン」に基づき、「入院医療中心から地域医療中心へ」という方針で様々な施策が
打ち出されてきた。しかし、依然として１年以上の入院患者数が約20万人と入院患者
全体の３分の２を占めていることが厚生労働省としては問題であり、一層の進捗を図
るべく「医療保護入院者の退院促進のための取り組み」が法に定められた。即ち、退
院後生活環境相談員の選任、地域援助事業者の紹介、医療保護入院者退院支援委員会
の開催などである。また、診療報酬とドッキングして精神保健福祉士配置加算や一般
科と同様の医師配置16対１加算（精神科急性期医師配置加算）を導入した。これらの
先に見えるものは、精神科も一般科も同様にしていくという方向性がうかがわれる。
　一般科でも病院の機能別分類が言われており、昨年から「病床機能報告制度」が始
まり、高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢性期機能に分類された病棟機能
を各医療機関が担っている医療機能ごとに毎年都道府県へ報告することとなってい
る。精神科は今のところ外れているが、数年後にはわからない。一方で「地域医療構
想」なるものが論議されており、平成27年から「地域医療ビジョンの策定」が各都道
府県で始まり、二次医療圏ごとの各医療機能の2025年（平成37年）時点での必要量が
決められようとしている。そして今年３月18日に策定するためのガイドラインがまと
められた。これも精神科医療は含まれていないが、何れどのように位置付られるのだ
ろう。特に「認知症」に関しては「新オレンジプラン」が策定されたが、地域包括医
療という面からは切り離せないものであり、精神科医療も大いに関与してくるはずで
ある。
　また、2018年には第７次医療計画と第７期介護保険事業計画がスタートし、診療報
酬・介護報酬同時改定が予定されている。こうして、医療・介護提供体制見直しがす
べて出来上がり一本化されるということになる。これに精神科医療・精神科病院がど
のような形で整理され生き残られるのか、十分に監視し吟味していかなくてはならな
い。それプラス「障害者虐待防止法」「医療事故調査制度」の施行、障害者の人権に
かかわる法律の整備、精神科専門医制度の改変などしっかりと把握して対応していか
なければならないことが山積している。会員の皆さんも情報をしっかりと把握し、対



応を考えていただきたい。
　このような激変の時代に代替わりする経営者・管理者の方々は、大変な苦労を背負
うこととなりますが、五感を隅々まで働かせ負けることなく頑張っていただきたい。
そのためにも顔の見える連携が必要となります。是非神精協の総会をはじめ種々の行
事に参加してください。
　今後はいろいろな施策も国から都道府県に、都道府県から市町村に下りてくるもの
がますます増えてきます。行政格差が生じないよう神精協としても監視し頑張ってい
きたいと思います。会員皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
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平成26年度研修実施状況

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

期　日 午　　前 午　　後

１月27日

㈫

開
講
式

「神奈川県の精神保健福祉について」

神奈川県保健福祉局

保険予防課G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

28日㈬

「急性期患者の理解と対応」

曽我病院

看護部長　渡　辺　勝　次　氏

「心理療法について」

川崎幸クリニック

臨床心理士　稲　富　正　治　氏

29日㈭

「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

「統合失調症」

東横惠愛病院

院長　石　垣　達　也　氏

30日㈮

「アルコール依存症の理解と対応」

久里浜医療センター

　精神科医師　湯　本　洋　介　氏

「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

閉
講
式

平成26年度　精神科看護技術研修会
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DSM－－５５ 気気分分障障害害

抑うつ障害群

重篤気分調節症
うつ病（DSM－５）/大うつ病性障害
持続性抑うつ障害（気分変調症）
月経前不快気分障害
物質・医薬品誘発性抑うつ障害
他の医学的疾患による抑うつ障害
他の特定される抑うつ障害
特定不能の抑うつ障害

DSM－－５５ 気気分分障障害害

双極性障害および関連障害群

双極Ⅰ型障害
双極Ⅱ型障害
気分循環性障害
物質・医薬品誘発性双極性障害および関連障害
他の医学的疾患による双極性障害および関連障害
他の特定される双極性障害および関連障害
特定不能の双極性障害および関連障害

診断基準に関わること

診断分類は細かすぎて頭にはいりませんね。

２．気分障害の診断

今日お伝えしたいこと

• 「気分障害」の診立てと治療、看護の基本

• 薬物療法、とくに副作用

• 混合状態とは

• 躁うつ病(双極性気分障害）と自殺問題

１．はじめに

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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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

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））

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。。

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

気気分分障障害害のの概概念念

双極性 単極性
内因性

神経症性

躁うつ病 うつ病

健常

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

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

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。。



− 4 −

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

６０代男性

• 早期退職、再就職したが不適応

• 自室にこもる。会話はするが、投げやり。

• もともと家族とも打ち解けない人。それでも

職場では、きちんと労働組合委員長として勤め
た。

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。

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。

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。

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

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・・・・同じうつでも
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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。。

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。。

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

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）

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）

把握するポイントとは？

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

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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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））
治治療療・・看看護護ののポポイインントト ２２

““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、、充充
電電のの例例ええ））

・・・・・・・・主主治治医医のの言言いい方方やや、、誰誰かかのの言言いい方方をを参参考考ににすするる。。
●●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。。

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

〔渡辺昌祐，光信克甫：プライマリケアのためのうつ病診療 Q&A，p. 39，金原出版，東京，1997.〕

（％）

仕仕

事事

のの
過過

労労

近近
親親
のの
病病
気気
・・
死死

妊妊
娠娠
・・
出出
産産
・・
月月
経経

男

女

職職

務務

異異

動動

異異

性性

関関

係係

家家

庭庭

内内

葛葛

藤藤

経経

済済

問問

題題

環環

境境

変変

化化

引引

越越

しし

精精

神神

的的

打打

撃撃

緊緊

張張

解解

消消

身身

体体

疾疾

患患

対対

人人

関関

係係

そそ

のの

他他

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

25

20

15

10

5

0

治療・看護のポイント１

• まずは、喪失体験を伺う。

• その人が、どういう人生を送っていて、どういっ
たことを張り合いに、大切にして生活してきた
か、そして、その出来事が起きたことで、何を悲
しんでいるのか。

４．治療・看護の基本

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。

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％％
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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・・

5．躁病とは

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

うつ病（最近の診断）の経過

• 完全寛解 １/３
• 部分寛解 １/３
• 不完全寛解 １/３

うつ病は治りやすいものでしょうか？

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

治療・看護のポイント３

• うつ、倦怠感は段階的によくなるもの

• それが急に変わっていないか

• 長く続きすぎていないか

正正常常なな気気分分

軽軽躁躁病病エエピピソソーードド

ううつつ病病エエピピソソーードド

＜本人の自覚＞

アアイイデデアアがが次次々々ととわわくく
意意欲欲満満々々
他他人人よよりり優優れれてていいるるとと思思うう
幸幸福福感感とと爽爽快快感感にに満満ちちああ
ふふれれてていいるる
眠眠るる時時間間ががももっったたいいなないい

＜周囲の気づき＞

高高級級なな買買いい物物ををしし始始めめるる
じじっっととししてていいなないい
急急ににいいつつももよよりりおおししゃゃべべりり
ににななるる
何何ももななくくててもも大大笑笑いいすするる
些些細細ななここととでで腹腹をを立立ててるる

躁の症状
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７．躁うつ病と自殺

混合状態

・躁状態のようでハイテンションな気分、多幸感で

はなく、不安、焦燥、希死念慮、不機嫌がでてくる。

・行動面では、多動であったり、衝動的である。

・うつ状態のようで、多弁であったり、行動面では抑

制が効かない。

• 極度の興奮とひどい落ち込み、あるいは極度の怒

りと絶望といった反発する気分が同居するようにな

り、最終的に「自殺の危険性」が高くなる。

• 危険的な状況で、早く気づくことが重要。

６．混合状態とは訪問が必要なこともあります。

NPO訪問看護ステーション

診療所からの訪問

① 再発を防ぐこと。
普通の社会生活を送れるようにする。

② 躁状態による社会生活への影響を最小
にとどめる。

③自殺を予防する。

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

双極性うつ病と単極性うつ病の症状は、ほぼ同じ

約７０％がうつ病相から始まる

うつ病相で過ごす期間が長い

うつ状態で受診することが多い

当初に、単極性うつ病との区別がつきにくい！

躁／軽躁の有無は、家族や周囲の人にも確認を！

躁躁病病エエピピソソーードド

ううつつ病病エエピピソソーードド

急急性性交交代代型型

12ヶヶ月月

正正常常なな気気分分

ラピドサイクラー
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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

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

８．「パーソナリティ障害」との関係

同僚としても困るし

保護者にこういう人がいるととても大変

双極性障害と自殺
• 双極性障害（躁うつ病）では、「躁」から「うつ」に転じたタイミ

ングが最も危険である。

• 「躁」のときの自分の行動を思い返し、激しく自分を責めて

自己破壊的な行動を起こしやすい。

• また、「躁」の症状と「うつ」の症状が同時期に入り混じって

表れる「混合状態（気分は落ち込んでいるのに、焦る気持ち

が生じて、じっとしていられない）」の人も自殺率が高いと指

摘されている。

• 約15,000人の双極性障害の患者さんを一定期間追跡した

海外の研究では、約5人に1人（19.4％）が自殺で亡くなって

います。

1) Osby et al. Arch Gen Psychiatry. 2001;58:844‐850
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双双極極性性障障害害 大大ううつつ病病性性障障害害 そそのの他他のの精精神神疾疾患患

自自殺殺企企図図率率（（％％））

％％

精精神神疾疾患患別別のの生生涯涯自自殺殺企企図図率率（（海海外外デデーータタ））

％％

％％

（（N＝＝１１６６８８）） （（N＝＝８８００１１）） （（N＝＝５５６６９９７７））

6.102

0.315
0

1

2
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5

6

7

双双極極性性障障害害 一一般般人人口口

自自殺殺関関連連行行動動率率（（％％））

約１９倍

双双極極性性障障害害とと自自殺殺関関連連行行動動ととのの関関係係

％％

％％

９．「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
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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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）

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

うつ病患者さんを対象としたインターネット調査 ：

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

『うつ病治療薬で、最も辛かった副作用』

１０．治療（薬物療法を中心に）

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。

「「現現代代型型ううつつ病病」」のの対対応応

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。。

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））

従従来来型型とと現現代代型型 主主なな症症状状のの違違いい
「「現現代代型型ううつつ病病」」職職場場でで見見らられれるる症症状状

• ２２００～～３３００代代ににおおおおくく、、ううつつ病病全全体体のの約約３３００％％

• 朝朝起起ききれれななくくてて、、よよくく遅遅刻刻ををすするる

（（生生活活リリズズムムもも乱乱れれががちち））

• 自自分分のの好好ききなな仕仕事事のの時時だだけけ元元気気ににななるる（（ううつつ症症状状
がが軽軽くくななるる））

• 色色々々なな体体調調不不良良（（特特にに身身体体ののだだるるささ））をを訴訴ええるる

• ささささいいななここととにに、、過過剰剰にに反反応応すするる

• ややりりががいいののああるる仕仕事事にに出出会会っってていいなないいななどどとと言言うう

• 自自分分のの趣趣味味ににはは積積極極的的ののよよううだだ

• 長長期期のの経経過過ををたたどどりりややすすいい
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最最近近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）

Activation syndromeに関して

ＳＳＲＩ，ＳＮＲＩなどの副作用

• 吐き気、下痢、胃腸症状

• 口渇き、便秘

• 不眠

• イライラ

• 排尿障害

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

75

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

注意するべき副作用

• 眠気とだるさ、ふらつき

• 排尿障害

• パーキンソニズム

• 吐気

• アカシジア

• イライラ、不眠

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

気分安定薬

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
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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。

修正型電気けいれん療法（ECT）

薬物療法よりも優れた急性期の抗うつ（抗躁）効果
薬剤抵抗性のうつ状態や躁状態にも有効なことが多い。

栄養状態が悪化している場合、希死念慮が強い場合、薬の副作用

が強い場合、本人希望の場合が第１選択になりうる。

最大の限界： ECT後の再発
高い急性期効果を示す一方、効果が長続きしないことが多い。

⇒ECT後の再燃予防には十分な維持薬物療法が必要。

維持ECT
薬物療法でコントロール困難な易再発者では、希望により、

定期的にECTを行う維持ECTも可能。

（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。

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

気をつけるべきリチウム中毒

• 躁状態を抑えるための濃度：0.8－1.2mEｑ/L

• 中毒濃度：1.5－２ｍEｑ/Lのレベルでは

脱力、下痢、失調、嘔気嘔吐、傾眠

• 中毒濃度：２ー３ｍEｑ/Lのレベルでは

めまい、失調、かすみ目、耳鳴、錯乱、言葉のもつれ、

ミオクローヌス、反射亢進、構語障害

• ３ｍEq/Lを超えると

けいれん、不整脈、血圧低下、昏迷、筋硬直、昏睡→

死に至る。

注意すべき副作用

• リチウム バルプロ酸

多飲・多尿 悪心、嘔吐、体重増加

甲状腺機能低下症 眠気、ふるえ

腎性尿崩症 血小板減少症

リチウム中毒（次、スライド） 肝毒性 催奇形性

カルバマゼピン
再生不良性貧血

血小板減少

多形性紅斑性発疹；スティーブンス・ジョンソン症候群

ララモモトトリリギギンン

薬疹 （スティーブンス・ジョンソン症候群 ）

躁躁病病・・躁躁状状態態 双双極極性性ううつつ病病 維維持持療療法法

炭炭酸酸リリチチウウムム ○ × ×

パパルルププロロ酸酸 ○ × ×
カカルルババママゼゼピピンン ○ × ×
オオラランンザザピピンン ○ ○ ×

アアリリピピププララゾゾーールル ○ × ×

ククエエチチアアピピンン × × ×

リリススペペリリドドンン × × ×

ククロロルルププロロママジジンン ○ × ×

ハハロロペペリリドドーールル ○ × ×

レレボボメメププロロママジジンン ○ × ×

ゾゾテテピピンン × × ×

ララモモトトリリギギンン × × ○

気気分分安安定定薬薬のの保保険険適適応応のの有有無無

平平成成２２４４年年
３３月月３３１１日日時時点点でで
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その他のうつ病
－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。

その他のうつ病

11．補足

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。

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

認知症とうつ病
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認知とは認知行動療法とは

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））

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

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

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

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

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
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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）

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）

参考図書

大野裕，「こころが晴れるノート」

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

106

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））

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

105



− 16 −

統合失調症の症候群

生活における機能の低下

仕事や人間関係の障害

セルフ・ケアの障害

陽性症状

幻覚・妄想

興奮・敵意

猜疑心

陰性症状
感情↓
やる気↓

興味・楽しみ↓
思考・会話↓

認知機能障害

注意の障害

記憶の障害

感情の障害

抑うつ・不安

自責感

統合失調症

1. 統合失調症とは?

2. 統合失調症の治療

3. 統合失調症の方に対する基本的対応

4. 困った症状への対応

5. 症例呈示

統合失調症

東横惠愛病院

院長　　石　垣　達　也

統合失調症は…

1. 統合失調症は100人に1人の割合で発症する．

2. 統合失調症は思春期から青年期に発症しやすい．

3. 発病には遺伝的な体質が関与する．

4. 統合失調症は「脳」の機能の障害である．

5. 統合失調症は治療可能，回復可能な病気である．

6. 長期に渡る治療継続が必要である．が必要．

統合-失調-症（2002.8月より呼称変更）

1.「統合」

健康な人も，誰もが，常にかなりのエネルギーをさいて，

思考や行動をひとつの方向へと「統合」している．

2.「失調」は「統合」がうまくいかなくなった状態が，

一時的なものであり，回復可能であるという意味．

3.「病」ではなく「症」

→「病気」というイメージではなく，

様々な原因から起こる様々な「状態」の集まり．

精神科医療の特殊性による弊害

1. 治療の対象が精神症状で数量化しにくい．
→診断・治療，治癒判定などの標準化が困難．

2. 対象疾患の多くは慢性疾患
→患者の生活全体を包括した治療的接近が必要．

3. 病識の欠如，精神疾患に対する社会の差別と偏見
→医療への導入が困難な場合がある．

4. 医療機関，社会復帰施設・制度の不備
→社会的入院が10万人

5. 自傷・他害の危険性，治療同意が得られない
→強制入院，行動制限など

3. 発病には遺伝的な体質が関与する．

遺伝は関与するが，いわゆる「遺伝病」ではない．

精神障害の発病＝体質×ストレス

発病を促す体質≒脆弱性（発病しやすい傾向）
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統合失調症の病態

1. 刺激に対する感受性の増大（過敏性），過覚醒

2. 情報の取捨選択（正誤・要否）についての

検討能力，判断力低下

↓
知覚過敏→錯覚，聴覚過敏，幻覚

思考過剰→思い込み，関係づけ，妄想

↓
不安，恐怖，混乱，興奮

4. 「脳」の機能の障害である．

ＣＴ，脳波などでは特異的な異常はない

→目に見える異常ではない．

脳の機能（働き）の異常．

脳内の神経伝達物質が関与．

（ドーパミン，セロトニン，ノルアドレナリン，グルタミン酸など）

発病は，親の育て方や幼少期のトラウマと無関係．

発病は，本人や家族の責任ではない．

ストレスが発病，経過に影響を及ぼす．

• 発病＝遺伝×ストレス

• ストレスー脆弱性 ・モデル

• EE （Expressed Emotion） ：感情表出
1.批判的な言葉

2.敵意

3.情緒的巻き込まれ過ぎ

（過保護，自己犠牲的な行動）

発病＝体質×ストレス

体質
発病
!

ストレス

統合失調症の幻覚や妄想はどうして生じるか?

統合失調症の初期症状 （または再発前の徴
候）

中安信夫の初期統合失調症より

1. 音に対して過敏になる（ちょっとした物音にビクッとなる）．

2. 何となく周囲から視線を感じる．

3. いろいろな考えが自然に浮かんでくる．

4. 切迫感をともなう緊張感，不安感

High EEの悪循環

家族のEEが高い

患者さんのストレス↑↑ 家族の苦悩↑↑

病気の増悪，再発・再燃，再入院

統合失調症の発病が一致する割合

1%

13%

9%

46%

17%

48%

一般集団

片親が統合失調症の子ども

兄弟姉妹

両親とも統合失調症の子ども

二卵性双生児

一卵性双生児

健康な状態

不必要な情報はカット．

必要なものだけを選ぶ．
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ドーパミン仮説 1

ドーパミン

受容体

健常者

ドーパミン仮説

「ドーパミン」がシナプスに過剰に放出

↓
刺激や情報が過剰

↓
頭が混乱

↓
不安，不眠，幻覚，妄想（思い込み，かん違い）

「脳の神経のバランスがくずれる」とは…

「脳の神経のバランスがくずれる」ことの原因は，

↓
脳内ホルモンの一つである が

多すぎるためです．

ドーパミン

情報処理の混乱によって…

1. 頭が混乱し，気持ちのゆとりがなくなる．

→身の回りのでき事を冷静に，正しく判断

できなくなる（考えすぎ，思い違いをしやすくなる）.

2. 感情や意欲のコントロールがうまくいかなくなる．

→不安になったり，イライラしたり，怒りっぽくなる

3. ストレスに弱くなり，疲れやすくなる．

→人間関係をわずらわしく感じたり，さけたくなる

4. 体の調子も悪くなる

（眠れない，食欲がなくなったりする）．

統合失調症における情報処理の混乱

1. 脳内化学物質の働きのアンバランスにより，

2. 情報を適切に受け取ることができず，

（特に過剰・複雑な，ストレス状況下，疲労時）

3. それらの情報を処理するうえで，混乱を来たす．

（情報を正確に受け取らず，誤認したり，

実際にはない情報を，「ある」としたり，

相互に関係ないものを，結びつけたり…，）

治療によって回復

過剰な情報をカット．

頭の混乱を修復．

病気の状態

情報を取捨選択できない．

過剰な情報のため，

　　　頭が混乱してしまう．

ドーパミン仮説 2

ドーパミン

受容体

統合失調症
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6. 長期に渡る治療継続が必要．

「脳の病気」→脳に非可逆的な化学的変化．

治療薬は，脳の化学的変化を代償しているだけ．

→薬をやめれば元どおり

寛解，軽快はあるが，治癒（完治）はない．

薬物療法を中止した場合，再発率は4倍以上．

（1年間で75％が再発，薬物を維持すれば25％）

再発を繰り返すと，病状・予後は悪化していく．

統合失調症の予後

25% 25% 25% 15% 10%

完全回復 かなり改善 ある程度改善

入院，慢性化 自殺

3. 症状は陽性症状と陰性症状に分けられます．

• 症状

□現実に起こっていないことを正しいと思い込んでしまう（妄想）

□頭が混乱してしまう

□悪口が聞こえる（幻聴）

□感情が不安定になる

• 症状

□何を見ても体験しても，感情がわかない

□考えがまとまらず，頭が働かない

□何かをする意欲が出なくなってしまう

□自分の世界に閉じこもってしまう

陽性

陰性

→急性期に多い

→休息期～回復期に多い

ドーパミン仮説 3

治療薬

薬物療法
初期

ドーパミン

受容体

統合失調症の過程・進行

0 10 20 30 40 50 60 (歳)

健康

病気

病前
前駆期

発病・増悪期

残遺・安定期

5. 統合失調症は治療可能，回復可能である

2001年のWHO精神保健レポートにおいて，

「 適切な薬物療法と心理社会的なケアを受ければ

初発の患者の過半数は，

長期に渡る回復を期待できる」

と明記された．

さっきの2人が，悪口を言って，
ぼくのことをバカにしていた!

ぼくのことについて，話して
いたわけではないのかも…

被害的に関係づける

<事実>2人は，テレビのお笑い番組の話で盛
り上がっていた．

ココンンププラライイアアンンスス Compliance と アアドドヒヒアアラランンスス Adherence

• ココンンププラライイアアンンスス Compliance  治療遵守度

医療者側の指示に患者が従うこと．

「決められた通りに薬を飲む」という受動的な態度．

• アアドドヒヒアアラランンスス Adherence

患者自身が病気を受容し，治療方針の決定に参加し，積極的

に治療を行おうとする能動的な態度のことを「アドヒアランスが

良い」という．

医療者側は，それを維持していくための援助をしていく．

• アドヒアランスを規定するものは，治療内容，患者側因子，医

療者側因子，患者-医療者の相互関係．
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お薬をきちんと飲めている人ほど
入院する割合が低くなります

35
30
25
20
15
10
5
0

(%)

入
院
す
る
患
者
さ
ん
の
割
合

お薬を服用した割合

0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100 (%)

31.7
29.5 28.1

25.9
23.4

18.5 17.0
13.4

11.2
8.3

再発を繰り返すと，
1. 病気がだんだん治りにくくなります

2. 脳の働きが回復しにくくなります

3. お薬が効きにくくなります

1回 2-4回 5-9回 入院回数

入
院
期
間

6

5

4

3

2

1

0

(ヶ月)

1.1

2.9

5.0

入院を繰り返すほど
1回の入院期間が長

期化してしまう

薬がきちんと飲めるどうかが大切です．
（服薬と病状悪化の関係）

病
状
悪
化

時間経過

全く忘れず服用した場合

薬を飲まない場合

不規則になり，再発を繰り返す場合

発病 治療開始

薬を続ける目的

1. くすりは，飲み続けることで，

神経のバランスを適切に保つ．

2. やめてしまうと，

バランスを保っていた神経の流れが，

再び崩れることになる．

薬による治療について大切なこと

1. 規則正しく服用することで，効果を発揮する．

2. 薬を調整した結果が現れるまで，数週間かかること

がある．

3. ほとんどの薬には習慣性がない

4. どんな薬にも副作用が出る可能性はあるが，

対処可能である．

いろいろな治療を組み合わせて行う

薬薬にによよるる治治療療

不眠，神経過敏，ゆううつ，恐怖感，幻聴，混乱した思考などの症状を改善， 集
中力を高める．

心心理理療療法法

病気の症状や，病気によって生じる問題点などに対処する方法について，

相談し，一緒に考える．

心心理理教教育育

病気に関する知識，回復する方法，再発予防などについて学習する．

リリハハビビリリテテーーシショョンン，，作作業業療療法法

より快適に毎日を過ごす，生活する，働くためのスキル（技術）を獲得する．SST
自自助助ググルルーーププ

同じような問題をもつ仲間と交流をもち，情報交換をしたり，お互いに助け合う．

地地域域のの社社会会資資源源

区役所，精神保健福祉センター，地域生活支援センターなどで，

受けられるサービスなどについて相談．

治療は薬物療法，精神療法，リハビリなどを
総合的に行なう．

薬物療法は，絶対不可欠．

精神療法は，患者さんの精神的苦痛を和らげ，
病気の理解を深め，薬物療法を効果的にする．

リハビリテーションとして，生活指導，作業療法，
リクリエーション療法，SST（生活技能訓練）など．

薬を飲まないとどうなるか ?

再発率は 倍以上です.

• 薬をやめた場合では 75%が再発.

• 薬を続けた場合でも 25%が再発.

（退院をしてから1年間に再入院した人）

4
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6. 回復するまでのそれぞれの時期には，
大事なポイントがあります．

急性期

→睡眠・休息・安心感が大切

妄想，混乱，幻聴，不安定な感情

回復期

→リハビリテーション，体力づくり

ゆとり感が増大，

周囲への関心が増加

休息期

無気力，だるさ，ボーっとする

→休息，規則正しい生活

焦らず，無理しない

精神障害を「火山」に例えると‥

障害

疾患

急性期治療→
活火山を休火山

にすること

リハビリテーション
→崩れた部分を
修復すること

薬のおもな副作用

• 手のふるえ，筋肉がこわばる，動きがぎこちなくなる

• 足がむずむずする，じっとしていられない感じ

• 口が渇く，かすみ目，便秘，尿が出にくい

• ねむけ，だるさ，ふらつき

• 体重増加

• 無月経，乳汁が出る
錐体外路系

副作用

抗コリン性
副作用

高プロラクチン血症による

0 6ヶ月 1年 1年6ヶ月 2年

薬を続けている場合

薬をやめた場合

0再
発
し
た
患
者
さ
ん
の
割
合

50

再入院した人の割合
退院

75

25

100(%)

Q:あなたにとってのストレスとは?

• 日常生活の中での心配ごと →

• 家族との関係 →

• 人間関係 →

• 経済的なこと →

• 身体の病気 →

• その他 →

危険因子と防御因子の関係

規規則則正正ししいい生生活活

薬薬物物療療法法

社会的な

支援

過過労労

睡睡眠眠不不足足

high EE

スストトレレスス

対対処処技技能能

生生活活技技能能

脆脆弱弱性性

代表的な治療薬

1. リスパダール；SDA
2. インヴェガ；SDA
3. ルーラン；SDA
4. ロナセン；DSA
5. ジプレキサ；MARTA
6. セロクエル；MARTA
7. クロザリル；MARTA
8. エビリファイ；DSS

その他，リントン（セレネース），フルメジン，バルネチール

レボトミン（ヒルナミン），コントミン（ウィンタミン），ロドピンなど

非非定定型型抗抗精精神神病病薬薬

副作用が少ない新しい薬

統合失調症の回復への道のり

発発病病 寛寛解解
急性期 寛解期前期 寛解期後期

服薬・規則正しい生活

生活空間の拡大

作業所

就職

デイケア

リリハハ・・ププロロググララムムへへのの参参加加

病院から家庭・地域へ入院
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健康的な回復を妨げるもの

1. 十分な休養，規則正しい服薬ができないこと

2. 早急な社会復帰の試み

3. 周囲の人の不適切な対応

4. ストレスが多い環境

5. 受け皿としての社会制度，地域の施設の不備

調子を崩しそうな時，崩した時，
どうするか ?

• 生活上の注意点は?

• 仕事は?

• 相談は?  誰に?

• 病院は?

再発のきっかけとなるもの

• 薬を飲まなくなったり、不規則になった。

• 睡眠不足。

• がんばりすぎ、疲れすぎ。

• 人間関係のストレス。

• いつもと違うことが起きた。

（引っ越し、就職、結婚、葬式など）

• お金の心配。

• お酒の飲みすぎ。

再発のサインに気をつける

• 眠れない．

• 食欲が落ちる，体重が減る．

• わけもなくイライラする．

• 家の中をそわそわと動き回る．

• 突然，生き生きと活発になる．

• その他…

→早めの相談，受診を

再発予防のためには，再発のパターンを知る.

Q: 自自分分のの病病状状がが悪悪化化すするる時時ののパパタターーンンをを覚覚ええてていいまますすかか ?

1. 調子が悪かった時，どんな症状がありましたか?

2. どのように経過しましたか?

3. 調子が悪くなる前にどんなことがありましたか?

薬の副作用ではないかと思われる症状の対処

（主治医の判断による）

1. 軽度であれば経過をみる．

2. 薬の量を減らす．

3. 副作用が少ないほかのくすりに変更する．

4. 副作用を減らすくすりを追加する．

「薬の副作用ではないか？」 と思った時は，
自分で判断せずに，主治医にまず相談してください

主治医の先生に相談する

↓

薬の副作用ではないかと思われる症状

病気の症状 薬の副作用 病気やくすりとは

↓ ↓ 無関係

病気の治療を進める 4つの対応 ↓

身体の検査や治療

軽度であれば心配ない

到達目標 goal の設定

1. 目標到達までのいくつかの段階の設定．

2. 具体的な行動を課題とする．

3. 一段階到達したら，ともによく喜ぶ．

4. 病前の水準を求めない．

5. 到達目標は一人一人異なる．

6. 「どうすべきか ?」より「本人がどうしたいのか ?」
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対応の基本原則

傾聴・共感・受容・支持

1. 傾聴‥ひたすら耳を傾けて，話をよく聞く．

2. 共感‥「つらいですね」「大変ですね」

3. 受容‥批判，解釈，説得せず，まず,うなずく．

4. 支持‥「大丈夫ですよ」「私も力になりたい」

＊病気の原因についての不毛な議論や，

生育歴や親子関係についての不用意な追求は避ける．

服薬率と病状，病識・認知障害との悪循環

病状悪化 ! 病識↓ 認知障害↑

服薬率↓

治療有効性（effectiveness)のコンセプ
ト

効果 忍容性

アドヒアランス
継続性

effectiveness

到達目標と段階設定

身だしなみ
更衣，入浴
服薬管理

簡単な食事

洗濯，掃除

金銭管理

単身生活

社会資源の利用

他人との交流など

就労

十分な休養

医師*,1と患者†,2による服薬状況評価と実態

MEMS=Medication Event Management System.   
*Criterion; “tock all pils” †Criteria; >70% of days (MEMS cap), score >4 on clinician rating scale.
1.Lam YWF et al. Poster presented at: Biennial Meeting of the international Congress on Schizophrenia Research; March 29-April 2, 2003: Colorado Springs. CO.
2.Byerly M et al. Poster presented at: Annual Meeting of the American Psychiatric Association; May 17-22, 2003; San Francisco, CA.

100

80

60

40

20

0
Pill count 患者自己評価電子機器測定

（MEMS）
医師評価

10.3%

67.5%

38.1%

94.7%

%

服
薬
遵
守
率

医医師師はは、、実実際際はは4割割程程度度のの
患患者者のの服服薬薬遵遵守守状状況況をを
ほほぼぼ完完璧璧だだとと誤誤認認ししてていいるる

患患者者自自身身もも、、自自分分のの服服薬薬
状状況況をを、、実実際際よよりり良良いいもものの
とと誤誤認認ししてていいるる

服用したくない

拒薬

のみ忘れ
怠薬

怠薬と拒薬

• 実際の服薬状況はどうか? （What，how，when，why…）

• 患者が薬や副作用，服薬習慣についてどう考えているか?

• 病気についてどのように受けとめているか?

服薬が確実にできていない

心身の基本的機能の回復

1. 生活に必要な身体機能を取り戻す．

2. 生活のリズムを整える．

3. 多少の心身のストレスをやり過ごす体力を回復．

4. 食生活，身だしなみ，身の回りの整理など基本的な自

己管理，身辺整理が可能になる．

5. 病気のため制限されていた遊び，楽しみを実行．

ラポール （rapport)

rapport :感情の疎通性

＝気持ちが通じ合う，当事者との信頼関係

＊統合失調症の方とラポールを形成することが，困難である場

合が少なくない（特に始めのうちは）．

過敏で猜疑的，周囲の人が自分に危害を加えるのではない

かと思っていることもあるため．

→焦らず，徐々に関係を築いていくことが大切．
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3. 病状にあった役割・課題を与える

統合失調症者の中で
十分な生活能力をもっている人の割合

ア メ リ カ合衆国 20%

ナイジェリアの部族* 50%

*その人ができる事を，その人の役割・仕事として

与える → 部族の社会に受け入れられている．

リフレーミング reframing

「事実」は変えようがないが，

その「意味」を変化させて，

「行動」や「感情」を変化させる方法

1/2 1/5

2. 現実的な希望・目標を持つ

• 高すぎる期待→「失敗」に対して失望，怒り，

いらだち，感情的になる

• 現実的な期待→小さな「成功」をともに喜ぶ

• 「病気さえしていなければ…」 と悔やんだり，発病前

の状態を求めたりせず，

• 現在の「ありのまま」の病者を受け入れる

1. 病気を憎んで，人を憎まず

• どの行動が症状であるかを理解する．

• 症状は誰のせいでもない．

• 症状を無理にはぎ取ろうとしない．

• 症状そのものに一喜一憂せず，

本人に援助の手を差しのべる．

患者さんへの対応の6原則

1. 病気を憎んで，人を憎まず．

2. 現実的な希望・目標を持つ．

3. 病状にあった役割・課題を与える．

4. 長所をみつけて，ほめる，伸ばす．

5. 一つずつ，焦らず，根気よく前進．

6. 健康的な部分に働きかける．

EEを低くするための対応

原則：焦らず，叱らず，あきらめず

1. 悪い所，良くならない面ばかり見ず，

良い所，良くなった面を評価する．

2. 叱るより，ほめる．

3. 病的な部分をなくすことにこだわらず，

健康的な部分を伸ばし，育む．

4. 周囲が困らされている症状よりも，

本人が困っている症状に焦点を当てる．

5. 患者さんの自尊心，自立心を尊重し，

自分でやるべきことはやってもらう．

6. 本人のペースを温かく見守り，せきたてない．

統合失調症に対する基本的対応

1. 会話は短く，簡潔に，明快に．

2. 助言，指示は具体的に．

3. 症状を無理にはぎ取ろうとしない．

4. 時間をかけてラポールを形成する．

5. 本人の自尊心，自主性を尊重し，

できることは自分でやってもらう．

4. 長所をみつけて，ほめる，伸ばす

• 悪い点，困らされている点ばかりこだわらず，

よく観察して長所を見つけ，

それを口に出してほめる，

それを伸ばす（強化 する）

• うまくできたことについては，声をかけ，苦労，

努力をねぎらう．
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幻覚・妄想

• 幻覚・妄想が「非現実的なものである」という 説得は
うまくいかないことが少なくない．

• 幻覚・妄想の内容そのものよりも，
それによる苦しさ，辛さを話題にし，
その部分に共感する．

• 場合によっては，幻覚・妄想が持続していても，

それに左右されない生活を促すことも可能．

病識とは？

• 病識＝自分が「病気である」という認識．

• 統合失調症や躁うつ病，重症のうつ病では，
病識が欠如～乏しいことが少なくない．

• 病気の症状である認知機能の障害による．

• Compliance;コンプライアンス…少し古い考え方

（治療遵守 ; 治療方針を守ってくれるか

服薬をきちんとしてくれるか)

• Adherence;アドヒアランス

…治療に対する当事者自身の積極的な姿勢

6. 健康的な部分に働きかける

健康 健康

障害

障
害

強化のサイクル

自尊心

役割・課題
に取り組む

自信

失敗 成功意欲・勇気

ほめる

支支持持・・励励まましし

病識がない

• 根気強い説得が必要（納得しないことも多い）．

• 周りが困らせられ，苦しめられている症状よりも 本人が困

っている，苦しんでいる症状に，焦点を合わせて話をする．

• 「病気である」と完全に納得しなくても，わずかな自覚症状

を糸口に，「受診や服薬をした方がいい」と思わせる．

対応に困難を来たす精神状態

1. 病識がない

2. 自殺念慮

3. 幻覚・妄想に支配されている

4. 自閉的，引きこもり，口数が少ない

5. 介護者に対する被害妄想

6. 拒絶的

7. 易怒的，不機嫌，攻撃的

8. 躁状態

5. 一つずつ，焦らず，根気よく前進

• 一度に多くのことを始めず，

一つのことに集中する．

• 今日一日でできる事だけに集中する．

• 新しい課題は本人と一緒に取り組む．

• 慣れてきたら，徐々に一人でやってもらう．

幻覚・妄想に対する認知療法

「妄想」を，健康な人にもある「思い違い」と連続的な

ものととらえる．

「幻覚」そのものよりも，「それを真に受けること」を問

題としてとらえる．
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精神医療における強制治療

• 医療保護入院，措置入院，任意入院

• 行動制限（閉鎖病棟，隔離，身体的拘束）

病識欠如，自傷の恐れ，（他害の恐れ）

→強制治療の必要性

＊そうしなければ，
自分（または他人）の生命が危険となる状況．

易怒的，不機嫌，攻撃的

• 暴力行為の危険性があり，注意が必要．

• 無理に接近せず，一定の距離を保つ．

• 落ち着いて，共感を示しながら話す．

• 複数で対応する必要がある場合も．

• 必要に応じて，強制治療，警察の手も．

拒絶的

「拒絶的」とは…周囲からの働きかけを拒む状態

拒食，拒薬，無言症，指示に従わない，

助言に聞く耳を持たない，身体的診察の拒否など

• 昏迷や興奮を伴うことがある．

• 放置すると，自傷・他害行為や脱水・低栄養状態に至ること
があり，速やかな対応が必要な場合も．

• 説得や治療的接近は困難な場合がある．

→強制治療が必要なことが少なくない．

自閉的，引きこもり

• 自閉，引きこもりの盾を，無理にこじ開けない．

• 会話を無理に引き出そうとせず，まず，場を共有．

• 一緒に居る，行動をともにすることから始める．

• 焦らず，時間をかけて，関係を作っていく．

幻聴についての心理教育

1. 幻聴が生じやすい4つの条件を減らす

（不安，孤立，過労，不眠）

2. 精神安定剤を服用する

3. 幻聴の受け止め方を変える

=幻聴は実際の他人の声ではない

4. 幻聴への態度＝「気にかけず，相手にしない」

（幻聴を「真に受ける」「聞き耳を立てる」

「話しかける」ことによって，幻聴は悪化する）
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１．あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか？

０．飲まない １．１ヶ月に１度以下 ２．１ヶ月に２〜４度

３．１週に２〜３度 ４．１週に４度以上

２．飲酒する時には通常どのくらいの量を飲みますか？

０．０〜２ドリンク １．３〜４ドリンク ２．５〜６ドリンク

３．７〜９ドリンク ４．１０ドリンク以上

３．１度に６ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？

０．ない １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度

３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日

４．過去１年間に飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの

頻度でありましたか？

０．１週に１度 １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度

３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日

２．AUDITで飲酒問題チェック！

AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification test)は、

WHO(世界保健機構)が開発したもので、健康に害を

もたらすようなお酒の飲み方を早期に発見し、

修正するためのテストです。

ささっっそそくくややっっててみみままししょょうう！！

当当ててははままるるももののをを一一つつ選選んんでで、、選選択択肢肢のの番番号号にに○○をを

つつけけててくくだだささいい。。

飲酒量の計算表

日日本本酒酒
（（１１５５％％））

ウウイイススキキーー
（（４４００％％））

ビビーールル
（（５５％％））

缶缶酎酎ハハイイ
（（７７％％））

焼焼酎酎・・泡泡盛盛
（（２２５５％％））

ワワイインン
（（１１２２％％））

１合 ダブル１杯 中瓶１本
（５００ml）

１缶
（３５０ml）

１合 グラス１杯

２ドリンク ２ドリンク ２ドリンク ２ドリンク ３．５ドリンク １ドリンク

例：１日ビール（５００ml）１本と日本酒２合を飲む人の場合…

ビール（５００ml）１本 日本酒２合 合計

２ドリンク ４ドリンク ６ドリンク

・飲酒量の単位を「ドリンク」と言います。

・・「「純純アアルルココーールル１１００gをを含含むむアアルルココーールル飲飲料料」」

＝＝「「１１ドドリリンンクク」」でですす。

問題：

次の画面を参考に、１日あたりのドリンク数を計算してみましょう。

あなたの１日の飲酒量は・・・

１．飲酒量を確かめよう

ドリンク

はじめに

ご自分のお酒の飲み方を

チェックするために

「「AUDIT」」をやってみましょう。

アルコール依存症の理解と対応

久里浜医療センター

精神科医師　　湯　本　洋　介

５．過去１年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったこと
がどのくらいの頻度でありましたか？

０．ない １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度
３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日

６．過去１年に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならな
かったことが、どのくらいの頻度でありましたか？

０．ない １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度
３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日

７．過去１年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの
頻度でありましたか？

０．ない １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度
３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日

８．過去１年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、
どのくらいの頻度でありましたか？

０．ない １．１ヶ月に１度未満 ２．１ヶ月に１度
３．１週に１度 ４．毎日あるいはほとんど毎日
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アルコール依存症について

■２０点以上の方は・・・

・現在のお酒の飲み方ですと、アルコール依存症が疑われ飲酒の

ためにあなたの健康だけでなく、家庭や職場での生活に悪影響が

及んでいることが考えられます。

・今後のお酒の飲み方については、一度専門医にご相談ください。

診断によっては断断酒酒が必要になります。

点数が示す影響と望ましい対処

■１０点未満の方は・・・

・今のところあなたのお酒の飲み方にあまり大きな問題はないようです。

・適正飲酒のすすめ１０か条を参考にして、さらに楽しく健康的なお酒

との付き合いを心がけてください。

・１日２ドリンク（缶缶ビビーールル５５００００ml１１本本かか日日本本酒酒１１合合弱弱）までの飲酒にとど
めましょう。

点数が示す影響と望ましい対処

＜適正飲酒のすすめ１０か条＞（アルコール健康医学協会）

１１．．笑笑いいななががらら、、楽楽ししくく飲飲ももうう。。 ６６．．人人にに酒酒のの無無理理強強いいををししなないい。。
２２．．自自分分ののペペーーススででゆゆっっくくりりとと。。 ７７．．薬薬とと一一緒緒にに飲飲ままなないい。。
３３．．食食べべななががらら飲飲むむ習習慣慣をを。。 ８８．．強強いいアアルルココーールル飲飲料料はは薄薄めめてて。。
４４．．自自分分のの適適量量ににととどどめめよようう。。 ９９．．遅遅くくとともも夜夜１１２２時時でで切切りり上上げげよようう。。
５５．．週週にに２２日日はは休休肝肝日日をを。。 １１００．．肝肝臓臓ななどどのの定定期期検検査査をを。。

９．あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたこと
がありますか？

０．ない ２．あるが、過去１年にはなし

４．過去１年間にあり

１０．肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人
が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたり
したことがありますか？

０．ない ２．あるが、過去１年にはなし

４．過去１年間にあり

AUDITは地域保健指導に

とてもよく利用されています。

アルコールの問題が気になる患者さんがいたら、

AUDITを実施して飲み方を見直すきっかけに

してみましょう。

■１０〜１９点の方は・・・

・現在のお酒の飲み方を続けると、今後お酒のためにあなたの健康や
社会生活に影響が出る恐れがあります。

・これまでのお酒の飲み方を修正された方が良いでしょう。

具体的には１日２ドリンク（缶ビール５００ml１本か日本酒１合弱）まで

の飲酒にとどめましょう。

■１０〜１９点で現在糖尿病や肝臓病の治療中の方は・・・

・現在お酒の飲み方を続けると、お酒が現在治療中の病気の回復の

妨げになるばかりか、病状を悪化させる恐れがあります。

・まずはこれから２週間お酒を飲むのをやめて、お酒が身体に与えた

影響を確かめましょう。

点数が示す影響と望ましい対処

AUDITのの採採点点方方法法

１〜１０の各質問について、あなたが○を付けた番号（例：選択肢の

「０．ない」にマルをつけたとしたら、０点）を合計すると、

あなたのAUDIT点数が求められます。

あなたのAUDIT点数は・・・

点／４０点

点数が低いほど、より健康に影響の少ない、

安全な飲み方と言えます。

次の画面、点数ごとのアドバイスを参考にしてください。

１．「飲酒のコントロール」ができない病。

２．「連続飲酒」と「離脱症状」が特徴。

アルコール依存症とは何か？
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お酒の飲み過ぎと

関係のある病気は？

・アルコール依存症は

「「脳脳のの神神経経シシスステテムムにに変変化化をを来来たたししたた」」精精神神疾疾患患のの一一つつ。。

スッキリしたい

暇な時間を楽しく過ごしたい

腹が立つので気持ちをおさめたい

「怒り」や「疲れ」をアルコールで

すぐに麻痺させようとする習慣がつく。

アルコールを多量に飲む習慣⇒脳の変化

依存症が病気といわれる理由

毎日大量のアルコールを飲み続けると

身体は「アルコールが入っている状態が普通」

と勘違いしてしまう。

↓

アルコールが身体から抜けると異変が起こる。

手が震える、汗をかく

心臓がドキドキする、幻覚を見る

「離脱症状」が起こる。

離脱症状とは

アルコールを思い通りに飲むことができなくなってくる。

＜飲酒コントロールの要素＞

①飲み始めるタイミング

②飲む量や飲酒する時間

③飲酒を終わらせるタイミング

↑これらが制御できなくなると、飲酒時間や量がとても多くなる。

飲酒のコントロールとは

アルコールの大量使用による

「脳神経システムの変化」の病

⇒⇒⇒⇒⇒

アルコールの

繰繰りり返返しし使使用用

・・常常にに飲飲酒酒がが頭頭のの中中のの大大部部分分をを占占めめるるよよううににななるる。。
アアルルココーールルへへのの強強いい欲欲求求ががああるる。。

・・飲飲酒酒のの効効果果ががききれれるるとと、、再再びび使使いいたたくくななるる。。

アアルルココーールルののココンントトロローールルががででききななくくななるる。。

依存症が病気といわれる理由

家家族族
仕仕事事 趣趣味味
運運動動 食食事事
子子育育てて 酒酒

酒酒酒酒
酒酒酒酒
酒酒酒酒

どうして酒に依存してしまうのか？

意思が弱いから？

道徳観念が欠けているのではないか？

好きで依存症になったのだから、

自分ひとりで責任をとるべきだ！！

依存症は病気か？

飲酒が思い通りにコントロールできなくなると…

→１日の多くの時間を飲酒、または酒を冷ますのに費やす。

→飲酒が中心の生活。

それが数日間〜週に渡って続いてしまうと「連続飲酒」となる
。

・食べれない、身体が思うように動かない。

・仕事に行けない、日常生活ができない。

連続飲酒とは

お酒の飲み過ぎと関係のある病気

糖尿病

痛風

食道静脈瘤

癌うつ病・
不眠症

手足のしびれ

免疫力低下

胃炎、胃潰瘍

肝炎、肝硬変

急性・慢性膵炎

高血圧

勃起障害、生理不順

下痢

メタボリックシンドローム
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肝硬変になると・・・

肝臓が固くなって、肝臓の働きがおちる。
＋血の巡りが悪くなる。

肝臓への影響–脂肪肝、肝硬変

アルコール性脂肪肝

アルコール性肝硬変

2015/3/27

早早期期のの食食道道ががんんのの内内視視鏡鏡にによよるる粘粘膜膜切切除除術術

舌舌ののががんん 口口蓋蓋垂垂ののががんん 中中咽咽頭頭ののががんん

外外喉喉頭頭ののががんん 声声帯帯ののががんん 下下咽咽頭頭ののががんん

がん

アルコールが原因の癌

口腔がん・咽頭がん
食道がん・肝臓がん
大腸がん・女性の乳がん

がんを防ぐには・・・

・運動、野菜・果物をとること、禁煙

脳への影響

不眠症： アルコールで良い睡眠は得られない！

・脳に麻酔がかかるので意識は「寝ている」が、身体がお酒を分解するために
頑張っている。バランスが悪い。
・トイレに行きたくなって、尿意で目覚める。

→睡眠が続かず、夜中によく目覚めてしまう。

うつ病： アルコールはうつを引き起こすし、うつを悪くさせる。

・「うつ」を訴えて病院を受診する人の２２％が、AUDIT15点以上だった。
・「アルコールに問題がある」と訴えて病院を受診する人の５４％が、
うつ病にあてはまった。

脳への影響

脳が縮んでしまう＝脳脳萎萎縮縮

・記憶力の低下
・性格の変化
→待てない、怒りっぽい

無責任、無頓着など

ひどくなりすぎると・・・
※ウェルニッケ・コルサコフ
症候群
→重い認知症。

断酒前（アルコール依存症)
断酒後

クモ状血管腫
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アルコール依存症患者の糖尿病と肝硬変と死亡状況

退退院院5年年以以内内のの死死亡亡99例例中中47例例がが糖糖尿尿病病（（30例例））
ままたたはは肝肝硬硬変変〔〔27例例））;
母母集集団団のの罹罹患患率率はは糖糖尿尿病病16%、、肝肝硬硬変変14%.

＊＊死死亡亡当当日日にに死死体体でで発発見見

さされれたた。。

糖糖尿尿病病 肝肝硬硬変変 糖糖尿尿病病＋＋肝肝硬硬変変
死死亡亡年年齢齢 死死因因ままたたはは死死亡亡状状況況 死死亡亡年年齢齢 死死因因ままたたはは死死亡亡状状況況 死死亡亡年年齢齢 死死因因ままたたはは死死亡亡状状況況

40 急急死死＊＊ 36 急急死死＊＊ 45 急急死死＊＊

47 急急死死＊＊ 59 急急死死＊＊ 50 急急死死

48 急急死死＊＊ 36 肝肝不不全全 55 急急死死

49 急急死死＊＊ 38 肝肝不不全全 57 急急死死＊＊

50 急急死死＊＊ 41 肝肝不不全全 56 肝肝不不全全

51 急急死死＊＊ 43 肝肝不不全全 58 肝肝不不全全

53 急急死死 50 肝肝不不全全 63 肝肝不不全全

53 急急死死 53 肝肝不不全全 58 胃胃癌癌

56 急急死死＊＊ 57 肝肝不不全全 58 事事故故

63 急急死死＊＊ 58 肝肝不不全全 55 不不明明

53 肝肝不不全全 59 肝肝不不全全

47 食食道道静静脈脈瘤瘤 58 食食道道静静脈脈瘤瘤

40 呼呼吸吸不不全全＊＊ 48 肝肝癌癌

46 消消化化管管出出血血 50 肝肝癌癌

53 膵膵炎炎 42 肺肺炎炎＊＊

54 事事故故 51 脳脳出出血血

56 喉喉頭頭癌癌 52 心心不不全全

68 肺肺炎炎

43 不不明明

59 不不明明＊＊

肝硬変＋糖尿病で飲酒をし続けていると、急死の割合も高い。

アルコールが膵臓を
破壊する。
→膵臓に石がたまり、
膵臓が働かなくなる。

糖尿病の発症！

膵臓への影響

急性膵炎

慢性膵炎

糖尿病

肝硬変の影響–食道静脈瘤

食道静脈瘤
食道静脈瘤の破裂

Yokoyama et al., Alcohol Alcohol, 1994

肝肝硬硬変変＋＋
糖糖尿尿病病のの人人
→飲酒を
続けていると
４年後に２割しか
生きていない。

膵
炎
の
痛
み
に
耐
え
る

特
徴
的
な
姿
勢

((%%))

((YYookkooyyaammaa  AA,,  eett  aall..,,  AAllccoohhooll  AAllccoohhooll,,  11999944))

1100
00

8800

6600

4400

2200

00
00                    11                  22                  33                    44      44..44    （（年年））

生生
存存
率率

断酒継続

飲酒再開

(88%)

(35%)

アルコール性肝硬変の予後と飲酒の影響

肝硬変の
人が飲酒
を続けると
3年後に3割
しか生きられない。

循環器系への影響

• 高血圧

• 多発性脳梗塞、脳出血

• 不整脈
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依存症の

治療手段について

治治療療のの目目標標ををどどここにに置置くくかか。。

断断酒酒ののみみがが治治療療のの対対象象かか？？
・アルコール依存、または何らかの精神的あるいは身体的合併症
のあるアルコール使用障害には断酒をすすめるべきである。

・患者が節酒を望む場合には断酒が最も適切な目標であることを
強くすすめる。しかし、断酒をゴールとしないからと言って治療を拒
んではならない。

・断酒を目標に考えていない患者にはハームリダクション的ケアも
あるが、あくまで断酒を見据えてのものである。

NICEによるガイドライン（2012，UK）

依存症の回復とは断酒を継続し

身体の健康、精神的な健康を保ち、

家庭・職場・社会での機能を高めることにある
。

治療の目標をどこに置くか。

アアルルココーールル依依存存症症のの治治療療ににつついいてて

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは・・・

・腹囲（男性８５センチ以上、女性９０センチ以上）
＋＋

・高血圧（１３０mmHg/ ８５mmHg以上）
・高脂血症（中性脂肪１５０mg/dl以上、HDL４０mmHg未満）
・高血糖（空腹時血糖１１０mg以上）

アルコールによる害はメタボリックシンドロームを増悪させる！

大大体体骨骨頭頭壊壊死死
骨や間接への影響

• 骨粗しょう症

• 骨折

• 痛風

• 筋炎、脱力

• 大腿骨骨頭壊死

まずするべきこと・・・

「解毒（げどく）」

依存症の治療手段について
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１．依存症の知識をつけること（※専門用語で心理教育）。

・依存症についての知識を深めることに断酒継続の

効果がある。

→このプログラムに参加していること自体が、断酒継続に有効
。

ぜひ全てのプログラムに参加してみてください。

解毒後の治療手段について

断断酒酒をを続続けけてていいくくののはは

かかななりり大大変変・・・・・・

だからこそ、色々なサポートを得ながら

断酒を続けていくことが

断酒継続＝回復にとって有効である。

解毒の後の治療が大事。

解解毒毒のの後後ににはは・・・・・・

酒を飲まない生活（シラフの生活）を続けること。

これはけっこう大変なことである。

なぜなら、今まで酒が生活の大部分だったので

飲酒なしの生活は想像以上にツラい！

酒から離れた生活を新たに作り上げていく必要がある。

依存症の回復
→解毒の後の治療が大事。

「解毒」とは。
＝身体の中からアルコールを完全になくすこと。

・数週間程度、飲酒しないことで解毒ができる。

・程度によってはビタミンの補充や水分補給を要する。

・離脱症状をおさえるために「ベベンンゾゾジジアアゼゼピピンン」を

使うことがある。

依存症の回復

・教育プログラム、外来通院

・内服治療

・自助グループ

・入院治療で行っていること、認知行動療法

・ご家族のサポート

解毒後の治療手段について

「壁」→解毒した後、無性にアルコールを飲みたくなる

時期がある。

・１か月の壁：体からアルコールが抜けて、心身ともに

スッキリする時期。→「また飲める体になった」と考えがち。

・３か月の壁：断酒していることに疑問を感じ始める。

→「楽しみは何もない」考えから再飲酒。

・１年の壁：断酒や断薬に気を付けることを忘れる時期。

→「もう飲んでも大丈夫だろう」と。

（解毒の後の「壁」）

解毒するとかなり身体がスッキリ
して「もう大丈夫！」と思いがち。
だが・・・

「解毒」だけでは充分ではない。

解毒ができても、脳の変化は治っていない。

依存症の回復

２．外来通院の継続

・１年間の通院治療を続けた人と中断した人を比較すると 通
院を続けた人の方が断酒できていた。

→最低でも１年は通院治療を続けると断酒がしやすい。

＜外来通院の役割＞

・「次の外来まで飲酒しないようにする」短期間の目標が立つ。

・「壁の時期」など、それぞれの時期へのアドバイス。 など．．．

解毒後の治療手段について
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「自助グループ」の話題

・参加者は飲酒していた頃にどのような問題があったか、断酒

している現在はどのような新しい生活を送っているかを語る。

「人の話を聞くこと、自分を表現すること、自身への反省、

他者への共感、他者を理解する能力」などを意識する。

→自身の断酒に向けての意欲をはっきりとさせ、断酒継続に

効果的とされる。

解毒後の治療手段について

自助グループ

・独りで酒をやめていくのは大変なこと。

・だからこそ、酒を使わない仲間たちと一緒に断酒

を目指す。そのためのグループ。

断酒会、AA：アルコール依存症者の自助グループ

解毒後の治療手段について

「抗渇望薬」の使い方

・１日３回内服、効果が出てくるまでに５日間程度かかる。

・薬を飲むだけで効果があるわけでなく、通院や教育

プログラムなど別の治療との併用で効果が発揮される。

・半年間の断酒率を３６％→４７％にあげる効果。

解毒後の治療手段について

新しい内服治療「抗渇望薬」

・レグテクト（錠剤）

「渇望」とは・・・

飲酒への強い欲求

レグテクトは

「渇望」を抑える効果

解毒後の治療手段について

「抗酒剤」の使い方

①朝に毎日内服→１日飲酒しない決意をもつ。

②飲みそうな危険のある時に内服→危険時を乗り切る。

③家族の前で内服することで、家族に安心感を持ってもらう。

副作用：発疹、肝機能障害

※「試し飲み」→抗酒剤の効果を見るために、わざと飲酒する人
がいるが・・・救急搬送されるくらいひどい効果が出ることがあるの
で、厳禁！

解毒後の治療手段について

「抗酒剤」とは・・・

・・・アルコールの分解を抑え、毒性物質「アセトアルデヒド」が蓄積。

→抗酒剤を飲んでお酒を飲むと、顔面紅潮、呼吸が荒くなる、発汗
、嘔吐、頭痛など「ひどい二日酔い」の状態になる。

解毒後の治療手段について

３．内服治療：「抗酒剤」

・ノックビン（粉）

・シアナマイド（液体）

解毒後の治療手段について

認知行動療法

・飲酒の欲求を引き起こす「引き金」に気付き、

考え方（認知）や行動を工夫して飲酒しないでやりすごす。

そのための手段をはっきりさせ実践できるようにする治療法。

例えば・・・

「引き金」→暑い日。ビールが飲みたくなっていたところを・・・

考え方（認知）の工夫：「飲んだら後悔する」と思い止まる。

行動の工夫：お茶や炭酸水など別の物を飲む。

入院中の治療について
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３）安定期（４週間以降）

・情動に落ち着きが見られるようになる。

・薬物依存に関する心理教育、再発予防の手段などの教育が

入っていきやすい時期。

・自助グループへの参加。

薬物依存の治療

薬物依存について

（（乱乱用用薬薬物物のの種種類類・・作作用用））
危険ドラッグ

興奮作用 メタンフェタミン、アンフェタミン カチノン系
パウダー

幻覚作用 コカイン メチルフェニデート リキッド

MDMA 

LSD 

マジックマッシュルーム

合成
大麻 カンナビ

ノイド
抑制作用 ヘロイン モルヒネ あへん

薬物依存について

ご静聴ありがとうございました。

覚せい剤連続使用後：不眠、幻聴、被害関係念慮→興奮、錯乱

治療開始

１）嗜眠期（治療開始〜１週間）

・入院前の幻覚妄想や興奮が収まる。

・入院前に続いた不眠や過活動の反動で１日の多くを寝て過ごす。

２）易刺激期（１週間〜４週間）

・体調が戻ってくる時期。

・「もう大丈夫」という思いと、様々な問題（仕事、家族、借金など）を急
に思い出し、退院や外出要求。時に威嚇や暴力行為。

・再使用のリスクが高い時期。

治療開始

薬物依存の治療

薬物依存について

（（乱乱用用薬薬物物のの種種類類・・作作用用））

興奮作用 メタンフェタミン、アンフェタミン

幻覚作用 コカイン メチルフェニデート

MDMA 

LSD 

マジックマッシュルーム

大麻

抑制作用 ヘロイン モルヒネ あへん



− 36 −

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　神奈川県立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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事務長会研修会

当院における退院支援・地域生活支援の取り組み

医療法人社団　和敬会　谷野呉山病院

院長　　谷　野　亮一郎
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ラインによるケアとは

職場の管理監督者が、職場環境の改善、部下か
らの相談対応、こころの健康問題を持つ部下への
⽀援などを⾏うことである

ラインケアが中⼼的役割を果たす

メンタルヘルス⽀援に関する集合研修
 集合研修
新⼈看護職員へのリフレッシュ研修
夜勤・交代制勤務に関する研修
実地指導者への「先輩のストレスマネジメント」研修
ラダー研修の「コミュニケーション」「精神症状のアセスメント」
＜主な内容＞
・ストレスへの気づき、対処の重要性
・認知⾏動療法、元気回復⾏動プラン（WRAP）
・弁証法的⾏動療法（マインドフルネス）
・アサーショントレーニング、アンガーマネジメント
・睡眠教育 など

事業場内産業保健
スタッフ等によるケア

セルフケア

ラインによるケア

事業場外資源
によるケア

治療機関、カウンセリングルームなどの
紹介・情報提供

4つの柱とリエゾン精神看護専⾨看護師の役割機能

４つの柱

個⼈・グループ⾯接
ストレスマネジメントの教育研修

スタッフ⽀援に悩む師⻑への精神的ケア
看護師の⽀援に関する師⻑への相談活動
管理者によるケアを推進するための環境調整

看護師への個⼈・グループ相談
看護師の⽀援に関する師⻑からの相談
他部⾨・他職種への橋渡し

リエゾン精神看護専⾨看護師の役割機能

野末聖⾹編 リエゾン精神看護 医⻭薬出版株式会社 2004 より抜粋して簡略化

事業場内産業保健
スタッフ等によるケア

セルフケア

ラインによるケア

事業場外資源
によるケア

職員個々
による

上司
による

職場環境等の把握と改善
部下からの相談対応
職場復帰における⽀援

情報の提供や助⾔
専⾨家による相談や治療

職場における４つのケア
（厚⽣労働省「労働者の⼼の健康の保持増進のための指針」より）

⼼の健康づくり
計画の策定

産業医等
による

精神科医等の
専⾨家による

⽅針表明・教育研修の実施
⼼の健康づくり計画の策定
労働者のプライバシーへの配慮

ストレスへの気づき・対処
⾃発的相談

組織
による

職場環境等の評価と改善
労働者への相談対応
事業場外資源とのネットワーク形成
教育研修の実施

安全配慮義務

使⽤者は、労働契約に伴い、労働者がその⽣命、
⾝体等の安全を確保しつつ労働することができるよ
う、必要な配慮をするものとする

平成20年3⽉労働契約法 第5条

看護部長会研修会

ラインケアについて学ぶ

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

精神看護専門看護師　　河　野　伸　子

管理監督者が⾏うこと
－仕事の管理者であり健康の管理者－

【⽇ごろの気配り・⽬配り】
⽇頃から部下の健康状態を⾒守り、⽇常の状態を把握
し、変化に早く気づく

【声かけ】
気軽な声かけで相談のきっかけを作る

【話を聴く】
相⼿の悩みをじっくりと聴く
解決やアドバイスを急がない

１回⽬は聴くだけで(が)良い
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話の聴き⽅
･相⼿の話を聞く
(事実と感情の整理ができるように・⾃分が話すのではない）

・無理に話さなくて良いことを保証する

・⽣じている反応や⽇常⽣活の変化を聞く
（睡眠・⾷事、休⽇の過ごし⽅、相談相⼿はいるか）

・活⽤しうる⽀援体制について情報を提供する

声かけの順序
・まずは体調に配慮した⾔葉を伝える
・次に、本⼈に「事情」を説明してもらう
・その次に、指導や教育的介⼊をする
・最後に、労いや期待を伝える

①Aさん、昨⽇は体調不良で休んだけれど、今⽇は⼤丈夫？
②どんな状態だったの？それは⾟かったね。
③Bさんが勤務を代わってくれたから、Aさんから先にお礼を⾔ってね。
④体調管理は気をつけてね、無理する前に教えてね。

こんな時は注意
・何らかの変化があった（異動、不幸など）
・いつもと違って元気がない
・不満が多くイライラしている
・遅刻や⽋勤が多い（特に休み明けの⽋勤）
・ストレス反応がみとめられる
・集中⼒がなく、ちょっとしたミスが多い
・「できていたこと」ができなくなった
・些細なことで泣く
・事故などの出来事の当事者だった

医療従事者のメンタルヘルスを⽀援する
意義

医療従事者の⼼⾝の健康の保持・増進
医療の質の保証
医療従事者のキャリア発達の⽀援
組織にとってのリスクマネジメント

〈きく〉

聞く（Hear）
訊く（Ask）
聴く（Listen）
⽿と14の⼼を持ってきく
⽿＋⽬と⼼できく

声のかけ⽅

・事象の説明
⾃分が⾒た、聞いた、⼼配していると伝える

・⽀援意図の説明
⽀援したい、⼒になりたいと明確に伝える

・相⼿の都合の良い時間かどうか確認する

・相⼿に話してもらうよう促す

ラインケアのキーワード

つなぐ聴く声かけ気づく

⽇
頃
の
観
察

リ
ス
ニ
ン
グ

事
業
場
内
・
外
へ

聴き⽅の基本
・プライバシーの保たれる場所で聴く

・最初に時間の⾒積もりを伝える

・私⾒を交えず、相⼿の気持ちを受けとめるつもりで聴く

・理解した相⼿の気持ちや考えを伝え返してみる

・相⼿を⼗分理解したうえで、助⾔や⾃分の意⾒を⾔う
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早期介⼊と予防のためのガイドライン
 ストレス反応を引き起こすのは正常であることの周知
 患者、家族、友⼈などへの教育
 その出来事を何度でも話すこと
 感情的⽀援
 不合理な罪悪感をとりのぞくこと
 ピアサポートグループやトラウマカウンセリングの紹介
 短期の睡眠薬の処⽅

福⽥紀⼦著、看護師の⼼的外傷性ストレス反応への介⼊；⽇本専⾨看護師協議会監修、
精神看護スペシャリストに必要な理論と技法、⽇本看護協会出版会、2009より

振り返りの重要性

 クリニカル・レビュー・カンファレンス
事実を正しく共有する
感情を整理し、出来事に「区切り」をつける

・ストレス反応が起こることは正常であることの周知
・個々の不合理な罪悪感を取り除く
・個別の⽀援が必要な者を同定する

⼼的外傷性ストレス
 医療者が働く職場は、⾃分や他者の⽣命を脅かす出来事
(⼼的外傷体験になりうる出来事）が、⽇常的に繰り返さ
れている

 職場での外傷体験では・・・
外傷と関連した刺激から回避することが困難
医療者としての責任感や倫理観に基づいて起こる
罪責感を伴う

“相談”の重要性
 セルフケアやセルフコントロールとは、⾃分ひとりで問題を
解決することではない

 相談は弱い⼈間がすること？
 感情を吐露しても現状は変わらない？

相談とは、相談相⼿を通して（活⽤して）⾃分の現状を
知り、⾃分でさまざまなことに気づき解決していく前向きな
⾏為である

NGワード
 もう○年⽬なんだから

 あなたのフォローで周りが⼤変なのよ

 今まで何を勉強してきたの

 あなたはこの仕事に向いてない

 でもね、だけどね

 あの⼈はああいう⼈だから
⾔葉の内容だけでなく、声のトーンや表情など
上司の⾮⾔語的な反応を敏感に感じ取ります

⾔葉を選ぶ
 いきなり、「メンタルなんじゃないか」「精神科に⾏け」「うつ病
だ」などと⾔わない

 「ダメ」や「これだけ」といったネガティブな表現は避ける

 「ストレス（反応）」「疲労」「緊張」といった⾔葉は⽐較的
受け⼊れられやすい

具体的な⾔葉の例
・もう少し話してもらえる？

・具体的にどのようなことがあったの？

・そのことをどのように感じているの？

・私はこう受け取ったけれど、ズレはない？

・良く話してくれたね。

つなぐ
 専⾨家の⽀援が必要な場合や、相談内容等を職場内
の⼈に知られたくないと考える者への⽀援を⾏う場合に
は、事業場外資源を活⽤する

 事業場外資源への過度の依存や丸投げはせず、事業
者がメンタルヘルスケアの推進については主体であること
に留意する

× 完全に治してから戻って来い
× 専⾨的なことはわからないから良いようにやって
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復職に必要な条件
 良く眠れ、朝すっきり⽬覚められる
 体調が安定している
 翌⽇までに疲れが疲労回復できる体⼒がある
 テレビや新聞等を⾒て、興味が持てる
 家族や友⼈とリラックスして話ができる
 ⾃分の趣味が楽しめる
 職場復帰への意欲がある
 ひとりで安全に通勤ができる
 まとまった時間の勤務ができる
 業務に必要な読み書き、話す能⼒が回復している
 仕事中に眠気がなく、注意⼒や集中⼒が回復している

休養後の職場復帰⽀援
 原則として元の職場に復帰させる

 ⼀般的に、フルタイムに戻るまでに１年程度の期間を要する

 他の職員との⼈間関係に注意を払う

 職員としての公平性を保つ
就業規則に則り、公平な対応を⾏う

休職者への対応（A病院の場合）

 本⼈、師⻑、総務課職員の三者で⾯談し、就業規則や
労務管理上の事項を確認する

 休養中は、⽉に1回程度は定期⾯談をする
⽬的：休養が取れているか、治療や回復具合はどうかを

確認し、適切な助⾔を⾏う
確認：通院状況、服薬、睡眠、⾷欲、気分、⽇中の

過ごし⽅、今の⾃⼰評価など

 産業医からの紹介状を書いてもらうことが原則である

 受診後の経過などについて主治医に問い合わせる場合には、
本⼈の同意を得たうえで、医療機関に同意を得たことを伝えて、
情報の提供を求める

＊本⼈の同意書を求める病院も多い
＊診察場⾯に同席し、本⼈・上司・主治医で⾯談する場合も
ある

公平な処遇とは（A病院の場合）
職員ならば受けられる対応を、医師の診断書にもとづき、過不
⾜なく⾏うことである

例えば
・常勤職員は、医師の診断書にもとづき、
90⽇間の特別有給休暇、１年間の休職制度を利⽤できる
・この範疇で、仕事の量（業務量や時間）と質業務内容）を
軽減することは公平である

就業規則の正しい理解 ⼈事担当部署との連携が重要

試し出勤制度
【模擬出勤】
勤務時間帯に図書館などで時間を過ごす

【通勤訓練】
⾃宅から職場近くまで通勤経路で移動し、
職場付近で⼀定時間過ごして帰宅する

【試し出勤】
職場復帰の判断等を⽬的として、本来の職場
などに⼀定期間継続して出勤する

正式な職場復帰の前に、職員⾃⾝が現場の状況を確認しながら
復帰の準備を⾏うことができ、不安の軽減につながる

休職後の職場復帰⽀援の流れと各ステップ

職 場 復 帰

【第１ステップ】
病気休業開始及び休業中のケア１

【第５ステップ】
職場復帰後のフォローアップ５

【第４ステップ】
最終的な職場復帰の決定４

【第３ステップ】
職場復帰の可否の判断及び職場復帰⽀援プランの作成３

【第２ステップ】
主治医による職場復帰可能の判断２

復職後の⽀援
 症状の再燃・再発、新たな問題の発⽣等の有無の確認
 勤務状況及び業務遂⾏能⼒の評価
 職場復帰⽀援プランの実施状況の確認、評価、⾒直し
 治療状況の確認
 職場環境等の改善等
 管理監督者、同僚等への配慮等

 復職直後は、勤務の度に声をかける
 ⽬安を決めて、個別の⾯談をする
 個別⾯談の頻度は、次第に減らしていく
 逆戻りがあっても焦らず、持ち直しの状態を把握する
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ラインケアを成功させるために

 ⾃⾝の価値観や反応パターンを知っておく

 プライバシーの保護に注意する

 ラインケアだけで何とかしようとしない

 焦らない

 多様な働き⽅・成⻑過程を柔軟に受け⼊れる

 周囲のスタッフとの公平性を保つ

管理監督者に起こりやすい反応

 ⾃分の⾔葉が部下を追いつめる不安が⽣じ、声かけや必
要事項の確認ができない

 状況を軽視し、⼤丈夫、問題ない、誰もが通る道、などと
励ます

 「⾃分の管理が⾄らなかった」と⾃分を責める

 周囲のスタッフの不満や負担を軽視する、あるいは過度に
⼼配する

集団に出現しやすい問題とその対処
対処
リーダーがリーダーシップを発揮すること
メンバーの不満を抱える、
メンバーが何を求めているかを理解する
バウンダリーを守る
スタンドプレーを戒める
1⼈では何もできないことを認識しあう
⾮難と批判の区別をつける、など

課題を達成するためには、欲求不満に耐え、時間がかか
ることを忘れず、建設的な⾔葉を使うことが⼤切

集団に出現しやすい問題とその対処

問題となる現象
仲間割れ、仕事の押し付け
⾃分だけが患者の理解者であるという幻想
重苦しい雰囲気・多い退職者
燃え尽き症候群 など

集団に起こることを理解するために
規定的想定集団で使⽤されやすい防衛機制

 投影性同⼀視：受け⼊れられない感情や思考を⾃分から
切り離し、相⼿のせいにして攻撃したり迎合したりする

 分裂：「すべて良い」対象と「すべて悪い」対象にわける
 否認：現実を認めない
 脱価値化：依存対象を役に⽴たないものとみなす
 理想化：対象を全く問題のない完璧なものとみなす

治療チームの理解のために

集団の分類（ビオン）
課題集団
課題に沿って機能できる集団
欲求不満に耐え、話し合いが可能

規定的想定集団
集団の成⻑を促す刺激への敵意
ただ話すためだけに⾔葉が使われる
時間の概念がない

部署全体への配慮
特定の⼈への過重負担を避ける
熱⼼に⽀援しすぎない⽅がお互いのため

当事者への不満に対しては中⽴を保つ
不満を訴える部下へのラインケアを！

 グループダイナミクスを把握する
当事者がスケープゴートになっていないか
当事者に振り回されている⼈がいるかなど

多様性を受け⼊れ柔軟に対応する

 すべての看護師が「達⼈」に成⻑するわけではない

専⾨職の専⾨性が⾼ければ⾼いほど、成熟には時
間がかかる

多様な背景や働き⽅のニーズを持つ部下のマネジ
メントは、師⻑の腕の⾒せどころ
1⽇1時間なら働ける看護師に、どんな業務を与えられるか？
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時には励ましも必要
 現実的な期⽇や具体的な⽬標を提⽰し、本⼈が⾃分
の課題に取り組めるように働きかける

 困難に直⾯すると回避したくなる傾向があるため、本⼈
の⾟さを⼗分受けとめた上で、温かみを持ち、かつ毅然
とした対応を⼼がける

 できていることは認める

（いわゆる）新型うつ病の特徴
⾃分の好きな仕事や趣味の時は元気になる
 「うつ」で休むことに抵抗が少ない
⾝体的疲労感や不調を伴うことが多い
過⾷・過眠の傾向がある
⾃責感に乏しく、他罰的

わがまま、気まぐれ、やる気がない、と思われがち
しかし

うつ病の診断基準を満たす「病気」

私が⼼がけていること
 睡眠障害や⾷欲低下、消化器症状の有無など、⾝体
症状を確認する

 うつ状態や不安など、精神⾯のアセスメントをする
 上記のことが、仕事上のストレスとどの程度関連している
か考える

 管理ライン、⼼理カウンセリングとの協働の必要性につい
て考える

 サポート資源について確認する

うつ状態の特徴

 ⾃分を責める傾向にある

 考えたり判断する⼒が低下している
→わからない、決められない

 周囲に気が回らない（偏った気遣いになる）

 周囲の反応には過敏になる

 ⾟い⾝体症状を伴う

新型うつ病の⼈との接し⽅
 苦しさは理解し、⽢やかさない
 休養を取らせながらも、逃避を助⻑させない
 時に元気づけも必要だが、叱責や避難はしない
 仕事・学業中⼼の⽣活を忘れないように⽣活させる
 良い兆候は認め、⾃信を取り戻せるようにする

仕事や学業への恐怖・不安の解消
⼈からの拒絶に対する過敏さの軽減

私が伝えていること
 どのような感情が沸いてきても、それは正常であること
 ⽣じた感情によって、⾃分の健康が阻害されたり、看護に
悪影響とならないようにする必要があること

 時期がきたら、“良い・悪い”の価値観ではなく、何が起こっ
ていたのかを客観的に振り返ること

 また相談してほしいこと

うつ状態の特徴
・当然のことができなくなる（報・連・相）

電話ができない、必要な⼀⾔が⾔えない
断れない、聞けないなど

・回復には波があり、時間がかかる

・誰でも「うつ」になる可能性がある
⽣涯でうつ病にかかった⼈の割合は6.2%
労働者の3%程度がうつ病

活動と休息
 まとまった休養が効果的とは限らない

 多少体調不良があっても、ストレスの少ない環境を整え、
学業や仕事を続けることで⽣活リズムをつけ、これが症状
の改善につながる

 休養が必要な場合にも、登校や出勤を想定した起床時
間を守るなど、社会⽣活を前提とした⽣活をすると良い



− 64 −

つづき
悪気はない

⾒たままを⾔った、思ったように⾏動した、⾔われた
ことを実⾏しただけなのに、なぜ怒られるのか、嫌
われるのかわからない

 わかったように⾒えても、表⾯的な理解に過ぎない
（理由・内容までわかっていない）

具体的に短く指⽰することが効果的

たとえば
初対⾯の先輩に向かって、⼀⽅的に⾃分のマニ
アックな趣味の話をする

 スタッフで共有のワークシートを、「⾃分が終わった
から」と勝⼿に捨ててしまう

多忙でそれどころではないのに、「机の上、まだ拭
いてないですね」という

社会性の障害
⼈とのかかわりが⼀⽅的、もしくは受け⾝
場にふさわしい⾏動がとれない
暗黙の了解や常識がわからない
⾃分の感情に気づけない、概念化できない

＊ ⾔わなくてもわかるでしょう
この前も教えたでしょう
空気を読みなさい は無理！

広汎性発達障害児の対⼈交流パターン
孤⽴型
対⼈交流⾃体を望まない

受動型
⾃ら積極的ではないが、対⼈交流は望む

積極奇異型
進んでおかしな関わり⽅をする

⾃閉症スペクトラム
⾃閉症、アスペルガー症候群など様々な診断を
含む広い概念であるが、以下の特徴を共通して
持つ（知的障害を伴う場合も、伴わない場合も
含む）

Wingの「三つ組み」
①社会性の質的な偏り
②コミュニケーションの質的な偏り
③イマジネーションの質的な偏り

発達障害
広汎性発達障害（⾃閉症・アスペルガー障害
等）

注意⽋陥多動性障害
学習障害
精神遅滞

これらが重複合併することがあるため、その⼈の特
性を理解することが重要

関わり⽅
 ⾃⼰愛が受けた傷が⾃⼰効⼒感の喪失や現実回避に
つながったり慢性化しないように、周囲の配慮やサポート
体制を整える

 ⻑所を伸ばし、短所の成⻑を促す

 期待ではなく希望を与える

 規則正しい⽣活をうながす

 運動を⽣活の中に取り⼊れる

コミュニケーションの障害
会話の相互性が乏しい
理解している⾔葉（単語）に偏りがある
⾔葉の⾳韻に過度の注意が向いてしまう
抽象概念が理解できない
⽂脈の補いの乏しさ、字義通りの解釈
不安・緊張場⾯ではさらに理解ができなくなる

＊⼝で⾔うほどわかっていない
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認知の問題
思考の柔軟性の⽋如
学習上の困難
同時に2つ以上のことを処理することが苦⼿

＊あるやり⽅に変わる別のやり⽅を考える練習をする
＊独⾃な⽅法でうまく⾏っている場合は、そのやり⽅を認
めて発展させる

つづき
予測しやすいこと、決まっていることを、決まった通
りにやってもらう（構造化）

 「始まる」「続ける」「終わる」を明確にする

具体的に伝える
例：シャドウイングの時は、先輩が患者さんに挨拶をして、

その次に⾃分が名前を⾔います。両⼿は前で軽く
組みます。

イマジネーションの障害
新しい環境では、強く緊張する
 いつも通り、予想通りだと安⼼する
不測の事態、急な予定変更は混乱する
予測はできない
応⽤・融通が利かない
⾃分なりの「秩序」を守りたい、他の⼈にも守って
ほしい

たとえば

 「○○した？」と聞くと、「しました」と答える

 嫌な時にもニコニコしている、怒られても落ち
込んでいるように振る舞わない

 相手の状況を考えずに話しかける

 意味が分からないと、そのままオウム返しをし
たり、適当に「すみません」と言ってしまう

不器⽤な運動機能
⼿先の不器⽤さ
不随意運動と奇妙な姿勢
感覚統合の未熟さ（バランスが悪い）

＊不利にならない環境を整える
＊「やればできるはず」「成⻑のために乗り越えさせたい」は
無理

たとえば
 たとえば、いつもと異なる仕事は拒否する

例え話ができない

 「無駄なこと」でも、いつもどおりにやる

 「全体」が理解できない
例：⾎糖チェック、スライディングスケールの指⽰があった。

スライディング中⽌の指⽰が出たら、⾎糖チェックもし
なかった

つづき
 「適当に」「だいたいで」「「ちょっとだけ」などの間合
いを測る表現を理解すること苦⼿なので、具体
的に伝える（○cm、○秒など）

 「つまりこういうこと？」と解釈を伝える

 「どうすればいいか」を具体的に教える

感覚の過敏
⾳に関する過敏性
触覚の過敏性
温度・痛覚の鈍感さ

＊「背中に⽬を持つ」「何となく聞いておく」ことは無理
＊集中させたいときは静かな環境を提供する、⽿栓をさ
せるなどの⼯夫をする
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⼀般職員より管理者の⽅がストレスが⾼い

⾃⾝のセルフケアを丁寧に⾏う

 「管理」と「ケア」の両⽅をバランス良く⾏う
「ケア（⺟親的役割）」だけでは成り⽴たない
「コントロール（⽗親的役割）」も重要である

管理者⾃⾝のメンタルヘルス

マイペース、マイタイム、マイスペースを⼤切に！

業務のバリアフリーを
特別な配慮ではなく、誰もが確実に理解し、誤解
なく⾏動できるように、業務整理を⾏う

たとえば
＊重要な確認作業は、静かで集中できる環境で
＊スライディングは中⽌、という指⽰だけでなく、「すべきこと
は何か」がわかるように

＊「全量の半分を」の場合、半分になった時点で中⽌する
のではなく、最初から半分にする
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私たちの進化の結果

ヒト：生物としてのヒト。ひ弱で、性能的にも低い生物

ひと：心を持った人、知恵や記憶を持ち、義理人情がある

人：常に社会に生き、本音と建前で生きる

ヒトはひ弱な動物なので、この地球上で生き抜くためにはエネル

ギーを最小限に保たねばならなかった。だから、思思考考とといいうう武武器器を

使って、エネルギーを最小限にする進化をした。

文明 生活環境の改善

共存 社会

錯覚

私たちが見ているものは事実とは異なる！？
ヒューマンエラーを本当に理解してますか

エラーを起こす人間の特性

情報処理能力は 1度に一つ
人間は昼行性 サーカディアンリズム
楽に仕事をしようとする 手抜きの原因
古い記憶が新しい記憶より優る
記憶が積み重ねは記憶を追い出す し忘れる

ヒューマンエラーとは

日日本本ヒヒュューーママンンフファァククタターー研研究究所所hhttttpp::////wwwwww..jjiihhff..ccoomm//

達成しようとした目標から、意図せず逸脱することとなった期待に
反した人間の行動

※※行行為為者者がが望望みみどどおおりりのの結結果果をを期期待待ししてて一一生生懸懸命命おおここななううここととがが前前提提

※※ルルーールル違違反反・・逸逸脱脱は意意図図ししてて行行ううものであり、ヒューマンエラーではない

対策を立てても、同じことが繰り返される

その事故は重大事故

重大事故に繋がりか
ねない

yes

no

no

同同じじここととがが、、
繰繰りり返返さされれてていいててもも

問問題題ははななけけれればば
レレポポーートトのの集集積積でで分分析析

yes
頻繁に

発生する

yes
ヒヒュューーママンンエエララーー
にに基基づづいいたた対対策策がが
立立案案さされれてていいなないい

no

ママニニュュアアルルのの
整整備備・・周周知知徹徹底底不不足足

教教育育不不足足

当事者が
問題な事は
かなり低い

看護管理者としてどんなことに悩でいる？

現場管理者の悩み
• 対策を立てても、同じ事故が繰り返されている

• ルール通りに、実践できない

• チームとして機能していない

病院管理者の悩み
• 重大事故が発生したら…

• 医療安全風土をつくるには

• 医療安全感性を高めたい

• 看護部は一生懸命なのに…

看護管理者としての医療安全管理の実際

医療法人平和会　平和病院

副看護部長　　平　野　佳　穂

人間特性とエラー誘発環境：認知的特性

正常化の偏見 保守的で異常を認めない

明確な証拠がないと動かない

こじつけ解釈 情報相互に矛盾があると不安

不安を解消するためにこじつける

記憶 記憶は時間の経過と共に急速に減衰

学習 古い学習で得た知識で行動する

注意 集中すればするほど注意が向かない

省エネ動物が

もたらす結果
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ダブルチェックをしても…

ダブルチェックはシングルチェックより、精度は高い？

しかし

この作業の後、ダブルチェックしてくれるから…

そして

この作業はベテランがした事だから間違いがないだろう

事故

チームエラーとは

人間が集団で働くときに起こるエラー

指摘失敗

エラー発生

発見成功

指摘成功

修正成功

発見失敗

修正失敗

チームエラーセーフ

佐相 邦英 2002 神奈川県看護協会研修資料

人間特性とエラー誘発環境：集団的特性（１）

リンゲルマンの実験

１人での綱引きで出す力が100％とすると、２人では93％の力

になり、４人では77％、6人では63％、8人では49％になる。

ラタネの実験

複数人で拍手するほうが、１人で拍手するより弱かった。

多人数の中だとつい手を抜いてしまう？

社会的怠慢理論

人数が増えれば増えるほど「誰かがやってくれるだろう・・・」「少し
ぐらい力を抜いてもわからない」というように考えるのが人間で、全力を
出さなくなる。

違反

エラーの基本形

悪意のある逸脱

意
図
的
な
行
為

無
意
図
的
な
行
為

ミスティク（間違い）

スリップ（注意の欠落）

ラップス（記憶の欠落）

悪意のない
逸脱 例外的な違反

日常的な違反

知識的間違い

規則的間違い

思い込み
勘違い 過信

ルールの誤用、
不適切ルール

不
安
全
行
為

J.リーズンの分類

チームエラーの組織要因

立場の違い

客観的地位の他に主観的地位(年齢、仕事の内容等)による価値
観の違い、権威勾配が不適合に反応する。

 人間関係

職場内の人間関係を重視する為、ミスの指摘が出来ない。ミス
は個人にとって不利益なことと思っているために発生。

間違えに確信がもてない

知識や、情報の少なさから、自分の意見に自信がない為、気が
ついても言えない。

職場の雰囲気（風土）

職場の考えによって影響する。

社会的同調
自分の意見、判断、行動などが集団の他の成員と異な
る時、集団に意見を合わせ、自分の意見、判断、行動
などを変化させる。

一人だけ違う意見が言えない
皆が正しいと言うなら、自分がおかしいと思う

リスキーシフト
集団の決定は個人で決定するより危険な選択をする

人間特性とエラー誘発環境：集団的特（２）

チチーームムエエララーー

人間中心のシステム構築

機械が作られ、私たち

が教育訓練を受ける。

私たちは与えられた機

械を使いこなす努力を

した。

私たちの特性を考慮して

機械を作る方が、私たち

にとって使いやすく、エ

ラーが少ないシステムを

作る。

医療におけるヒューマンエラー なぜ間違えるどう防ぐ2004年8月ｐ54から抜粋

しかし

コミュニケーションがとれているかＬ－Ｌ

作業しやすい安全な環境かＬ－Ｅ

操作しやすく安全な設計かＬ－Ｈ

無理が無く安全な手順かＬ－Ｓ

目的達成にふさわしいシステムかＭ

充分に教育と訓練を受けているかＬ

コミュニケーションがとれているかＬ－Ｌ

作業しやすい安全な環境かＬ－Ｅ

操作しやすく安全な設計かＬ－Ｈ

無理が無く安全な手順かＬ－Ｓ

目的達成にふさわしいシステムかＭ

充分に教育と訓練を受けているかＬ

Ｍ－ＳＨＥＬモデル要因の理解

M: Management(管理 )

S: software(マニュアル、手順など)

H: Hardware(機械、装置など )

E: Environment(作業環境、雰囲気など )

L: Liveware(人間特性、人間関係など )

中央の L: 当事者、本人、自分

周辺の L: 関係者、相手、仲間

通常は互いの関係がかみ合った状態でうまく仕事は進んでいる。しかし、そ
れぞれの関係がうまくかみ合.わなくなった時にヒューマンエラーが発生する。

人と人のかかわりのエラーもヒューマンエラー
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ノンテクニカルスキル

効果的なチーム形成と維持

平時の民主的リーダー、緊急時の統制的リーダー

仕事の分配

事前から、起こりうることを予測したスケジュール

負担箇所の把握

状況確認

チームで何が起こっているのか、全員が共有する

問題解決（意思決定）

解決方法の選択、役割分担された事を実行 結果報告共有

コミュニケーション

情報の伝達 意思の伝達 確認

ノンテクニカルスキル
ノンテクニカルスキルとは

自分のテクニカルスキルを支える為の、人と人との関係に焦点を
あてた、認知的・社会的スキルで、学習によって、向上が可能

日常の業務がスムーズになり、危機的状況時にも対応できる

テクニカルスキル
専門的知識・スキル

ノノンンテテククニニカカルルススキキルル

人人間間関関係係ススキキルル

テテククニニカカルルススキキルルととノノンンテテククニニカカルルススキキルルがが揃揃っってて

チチーームムパパフフォォーーママンンススがが上上ががりり、、安安全全でで良良質質なな医医療療のの提提供供ががさされれるる

やりがち対策
• 分析をしないで、対策立案している

• 『なぜ』発生したのか不明確のまま憶憶測測で分析、対策立案して

いる

• 事象の背景について検討がなされない

同同じじここととがが繰繰りり返返さされれるる

ルルーールルななどど、、ススキキルル・・知知識識ななどど

テテククニニカカルルススキキルル以以外外のの問問題題、、

ノノンンテテククニニカカルルススキキルルをを含含めめてて

分分析析ををししななけけれればばななららなないい

• 事例分析したことに満足

• 分析評価をしていない

Ｈ16年厚生労働省の集計結果
インシデント 42,219件

コミュニケーションエラーが関与
8,349件（約20％）

コミュニケーションエラー防止の重要性

• 伝えるべきことが伝わらなかった

• 伝わったと思い込んだ

• 伝達された内容を勘違いした

人は都合良く解釈する特性

・大丈夫だろう・分かっただろう

関心がある情報に注意を向ける特性

事故

言ったことありませんか？

疑問に思ったのに何故言わなかったの？せっかく気が

ついたのに･･･

困っているなら、相談してくれれば良いのに

やりっぱなしでなくて、ちゃんと確認してよ

今頃、そんな報告受けても、なんでもっと早く報告し

ないの

そんなこと、いったい、誰がOKしたの？ テテククニニカカルルススキキルル
だだけけででななくく、、

ノノンンテテククニニカカルルスス
キキルルのの不不足足でですす

看護師がなんでも引き受けてしまう傾向

患者のためなら、頑
張っちゃう看護師！

頑張らせちゃう看護管
理者

患者さんのた
めなら、OK

です

業業務務のの責責任任がが不不明明確確ににななりり････ 何何ででもも屋屋ににししててししままええばば、、
看看護護師師のの責責任任範範囲囲がが膨膨大大
患患者者もも看看護護師師もも、、そそのの他他のの
医医療療ススタタッッフフもも守守るるたためめににはは、、
責責任任をを明明確確にに

コミュニケーションエラー・確認不足防止

情報の共有
新たな情報を常に共有をすることを心がける
危険を共有(KYT)

意図開示
考えている事、実施する事を声掛け、声だし

確認会話
積極的質問で理解を深める 発信元に確認する

復唱復命
３度、同じ事を繰り返す

独り言の勧め
記憶に残る一人ダブルチェックの実施

ノンテクニカルスキルのカテゴリー
カカテテゴゴリリーー 要要素素

状況認識 情報の収集 情報の解釈 将来状態の予測

意思決定 問題明示 大替案の比較検討 代替案の選択と実行
結果評価

コミュニケーション 明瞭簡潔な情報の送出
情報交換中の背景と意図を含める情報の受領・特に傾聴
コミュニケーションを阻害する要素の特定

チームワーク 他者の支援 コンフリクトの解消 情報交換 協調行動

リーダーシップ 権威の利用 標準の維持 計画と優先順位付け
ワークロードとリソースの管理

ストレス管理 ストレス兆候の発見 ストレス影響の認識
対処方略の実行

疲労への対処 疲労兆候の発見 疲労影響の認識 対象方略の実行

Rhona Flin 他著 現場安全の技術：ノンテクニカルスキルガイドブック 小松原明哲他訳 海文堂出版 2012 432p
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まとめ

•人間の特徴がエラーを招くならば、その人
間の特徴を活かした安全管理を考える

•話しやすい環境でも馴れ合いではなく

•適正なリーダーシップ

•責任の明確化

•日頃に備えて、実践的訓練を定期的に実施

効果的対策

•人間はエラーをするもの100％の力を持続させ
ることは不可能ならば、ここだけは重要という所
を心得る

•なんでも背負わない

•小さな事象をコツコツと積み重ねる

•『なぜ』起こったのか？背後には何があるのか

対策に次ぐ対策
• 事故が起こるたびに立案する対策は本当に安全？

ノンテクニカルスキルで発生したエラーは対策を立てても

必ずまた起こる。

余計な作業は業務を複雑化し、危険を増やすもとであり、責

任の所在が不明確になるばかり

作業レベルでの対策は
現場職員で

組組織織管管理理レレベベルルのの対対策策はは

管管理理者者でで

実実行行可可能能なな対対策策

東芝林間病院の取り組み

• 医療安全を考えた業務と責任の明確化

• 事例分析・医療安全研修の継続的な実施

• CRM訓練・シミュレーション研修の実施

• コメディカルの連携

• 医療安全管理室の運用

ノンテクニカルスキル⇒チームSTEPPS

ノンテクニカルスキルは個人の能力向上、チームSTEPPSはチー
ムとしてのよりよいパフォーマンスと患者安全を高めるための
ツールと戦略

カカテテゴゴリリーー 観観察察項項目目

チーム体制 チーム結成 リーダーの決定 目的
役割分担と責任委譲 積極的情報共有

リーダーシップ リソースの最大限の活用 業務配分のバラ
ンス
ブリーフィング・デブリーフィング

状況モニター 患者・家族、メンバーのメンバーが相互に
モニター

相互支援 適時、建設的にフィードバック
２回チャレンジルール CUS  DESC

コミュニケーショ
ン

定期的なフィードバック
簡潔明瞭の情報提供
SBAR コールアウト ハンドオフ
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精神科身体合併症病棟入院患者の臨床的特徴について
相模大病院精神科、北里大学医学部精神科学

増田竜大、新井久稔、山本賢司、宮岡等
（神奈川県精神医学会誌, 58, 3‐9, 2009）

• 身体合併症病棟入院患者は高齢で、精神科診断では認知症やせん妄などのF0や
統合失調症などのF2が多かった。

➾ 精神病院長期入院患者の高齢化や認知症患者の増加を反映

• 身体疾患としては呼吸器疾患（肺炎・気管支炎）、骨折、消化管疾患（イレウス、消化
器がん）などが多かった。

➾ 従来の報告と同様の傾向

• 約64.7％の症例で拘束をしており、拘束群は非拘束群と比較して、有意に平均年齢
が高い傾向にあった。拘束群の精神科診断ではF0, F2が多い傾向にあった。

➾ 拘束の割合が多く、特に高齢者に多い。

• 95.3％が3ヶ月以内に転院、転棟、退院している。2週間以上入院している症例の年
齢は2週間以内と比較して有意に高い。

➾ 在院日数に高齢化が影響。

• 入院経路、転帰ともに院内の精神科・身体科病棟の比率が高いが、半数以上は外
部から入院し、外部へ転院している。

➾ 外部医療機関とのネットワーク構築が必要

• Ａ病院では単位病床数あたりの転院者数が多く、合併症の内
訳も内科疾患を中心に各科領域の疾患が幅広くみられた。ま
た、転院時に何らかの身体処置を要する症例が多くみられたが
、比較的短期間に帰院が可能となる傾向があった。

• Ｂ病院では単位病床数あたりの転院者数は少なく、合併症の
内訳は骨折が大半を占め、転院時に何らかの身体処置を要す
る場合は少ないものの、帰院までの日数は長くかかる傾向があ
った。

• 単科精神病院と他科を併設した精神病院とでは、身体合併症
管理について上述のような差異があることに留意し、今後の合
併症対策を進めていく必要があると思われた。

精神病院における身体合併症問題について
－他科病院へ転院した症例の調査からー

東海大学医学部精神科学
本津浩明、矢野広、伊賀富栄、山本賢司
（臨床精神医学 28： 673‐680, 1999）

4)平成14年5月1日から平成15年4月30日の1年間で,身
体合併症治療のために転院を要した患者数は39病院で
1,196名であった. 

5)転院患者の身体合併症としては、肺炎、腸閉塞、骨折
の3者で全体の67.5%を占めていた. 

6)精神科病院からの転院先は、過去2回の調査と比較し
て、同一市町村内の総合病院の内科という傾向が一段
と強まってきていた.

7)転院先が見つからなかった患者がいた病院は14病院
で計46名あり、その理由としては、精神症状が著しい為
と家族が転院を拒否する為が大部分であった.

神奈川県下精神科病院在院患者の
身体合併症調査（山口ら、2005）

1)在院患者総数9,571名のうち身体合併症を有する患者数
は6,413名で、合併症有病率は67.0%、患者1人当たりの平均
合併症罹患数は2.14件であった.

⇒多いのは神経系・感覚器疾患（15.8％）、循環器疾患（
16.3％）、消化器系疾患（16.3％）

2)身体合併症に対する対応としては、依然として主治医がそ
の約60%に対応していたが、過去2回の調査と比較して,主治
医の対応は大幅に減少し、院内他科医の対応が20.9%、院外
他科医の対応が17.5%と増加していた. 

3)院外他科医受療時の同伴者は親族その他が58.3%と多か
ったが、病院職員も36.3%を占めていた. 

精精神神科科病病院院ににおおけけるる身身体体合合併併症症のの現現状状

薬剤部長会研修会

身体合併症を有する精神疾患患者への
精神科薬物療法について

東海大学医学部専門診療学系精神科学

教授　　山　本　賢　司

精神科身体合併症病棟に入院した癌を合併した症例についての検討
相模台病院精神科、北里大学医学部精神科学

新井久稔、山本賢司、井上勝夫、丸香奈恵、塚原敦子、宮岡等
（日本精神神経学会、2013）

①精神科診断では、認知症を中心とするF0が２３例（４６％）、統合失調症を中心とする
F２が１５例（３０％）を占めていた。

⇒ 高齢化に伴い、認知症と癌を併発する患者の増加が予想され、精神症状のために
身体科病棟で管理が困難な症例に対する対策は現在以上に必要。

②臓器別分類では消化器・肝胆膵の癌が多く、入院時の身体的主訴としては、便秘・
イレウスの９例（１８％）が最も多く、次いで食欲低下５例（１０％）、下血２例など消化器
症状を呈してる症例が多かった。

⇒ 精神疾患患者に対する普段からの診察は言うまでもなく、特に高齢者の便秘など
消化器症状については向精神薬の副作用と安易に判断しないような注意が重要。

③癌の診断がされたのは、入院時疑いなしが１０例（２０％）、疑いありが９例（１８％）、

入院前が３１例（６２％）、であった。また、偶発的に見つかった症例１０例中４例が進行癌。

⇒ 精神疾患患者の癌検診（特に長期入院患者）は再考の余地あり。より積極的な

癌検診を考える必要あり。

④癌の告知は「家族（保護者）または代理人のみ」が２２例（４４％）。
⇒ 患者の身体治療への同意能力の評価や、倫理的な問題に対する倫理コンサル

テーションのようなサポート体制は今後重要。
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イレウス②

• 一般的な腸閉塞の原因は、術後の癒着、大腸が
ん、ヘルニア、胆嚢炎、胃潰瘍などが原因となる
が、認知症患者などでは異物誤飲も原因になり
得る。

• 抗精神病薬は制吐作用があるために、服用者で
は悪心・嘔吐が出現しないこともある。

肺炎への対応

• 抗精神病薬はなるべく少量で、錐体外路症状が少な
いものを選択。特に高齢者には注意が必要。抗不安
薬、睡眠薬、抗コリン薬も嚥下機能に影響を与える
可能性があるためになるべく少量にする。

• 精神疾患患者の嚥下機能、口腔衛生状態、栄養状
態には常に注意していく。

• ACE阻害剤（Substance Pの分解を阻害する)が肺炎
発症予防に効果的という報告も出てきている。

肺 炎 ①

• 抗精神病薬服用患者は誤飲性肺炎を起こし
やすい。

①錐体外路症状によるジスキネジアやジストニアによる嚥
下障害 （長嶺、2009）

②ドパミン遮断による頸部神経節からのサブスタンスP分
泌低下による咳嗽反射の低下

（Sekikawa, 1996; Niimi A, 2003; Nagamine, 2008）

③抗精神病薬によるADL、運動機能の全体的低下（統合
失調症の場合は疾患自体の影響も）

(Godbout L, 2007; Putzhammer A, 2004)

精神科病院と身体合併症

• 精神科病院在院患者で多い合併症：

神経系・感覚器疾患、循環器疾患、消化器系疾患

• 転院を要する3大合併症： 肺炎、イレウス、骨折

＊但し、各病院の入院患者層によって多少異なる

• 高齢化の問題から、悪性腫瘍なども増えてきている。進行癌にな
ってから見つかる場合も少なくない。

• 精神科病院の身体合併症予防・管理能力の拡充、身体科病院、
精神科身体合併症病棟との連携構築が重要。

イレウス①

• 精神科病院入院患者のイレウスの危険因子

①イレウスの既往がある

②精神科重症度が高い

③刺激性緩下剤の使用が多い （菊池、2008）

• 原因と病態
・抗コリン作用のある向精神薬（フェノチアジン系抗精神病薬、三環系
抗うつ薬、抗パーキンソン薬など）と活動性低下による腸蠕動運動の
低下

・刺激性緩下剤の多用による薬剤耐性、腸管神経叢の変性

・統合失調症患者に見られる咀嚼機能低下、排便習慣の不徹底

肺 炎 ②

• 抗精神病薬のCP換算量は誤飲性肺炎の発症との
因果関係を否定する報告が多い。

(齋藤ら、2013）

• 加齢とともに嚥下機能は低下し、誤飲性肺炎を起こ
しやすくなる。

（Humbert IA, 2008; Yoshikawa M, 2005)

• 肺炎発症には口腔衛生状態や栄養状態が影響す
る。

(Yoneyama T, 1999)

65歳以上の高齢者は抗精神病薬の使用に
より、肺炎のリスクが60％増加する！

転転院院をを要要すするる３３大大合合併併症症にに関関すするる
注注意意点点とと対対応応

イレウスへの対応

• 絶飲食、輸液、経鼻胃管・イレウス管の挿入

• 腸蠕動運動促進薬：
パンテノール （副交感神経作動作用）
ネオスチグミン （AchE阻害薬）

• 予 防
向精神薬の見直し： 抗コリン作用の少ないものへ
刺激性緩下剤の多用を避け、機能性下剤（塩類下剤）

や大建中湯を優先する
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中島正人ら．ベンゾジアゼピン系薬剤の処方実態調査．
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.36：863―867 (2010)

中島正人ら．ベンゾジアゼピン系薬剤の処方実態調査．
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.36：863―867 (2010)

国際麻薬統制委員会(INCB）によるベンソジアゼピン系薬剤
（抗不安薬）の国際比較

骨 折 ①

• 精神疾患患者の大腿骨近位部骨折患者は健常者より平均年
齢が若い。

①向精神薬服用による転倒リスクの増大、また、受け身動作が
取れない

②抗精神病薬服用による骨質の変化
⇒ 高プロラクチン血症によりエストロゲン濃度が低下し骨密度が
低下

③長期入院による活動性低下、日光浴の不十分による骨密度低下
（横田、2014）

• 自殺企図による骨折
⇒ 精神科的入院の施設確保が問題となる。

三島和夫．日本における向精神薬の処方実態 ベンゾジアゼピン系薬物を中心に．
医学のあゆみ．236：968‐974(2011)

国際麻薬統制委員会(INCB）によるベンソジアゼピン系薬剤
（睡眠薬）の国際比較

"The high consumption levels observed in Japan might also reflect inappropriate prescribing patterns 
and associated abuse.“

骨 折 ②

• 転倒・転落と薬物
①転倒・転落は医療事故の20-30％を占めている。睡眠鎮静
薬・抗不安薬、抗精神病薬、血圧降下薬が医薬品としてリス
クに挙げられているが、特にベンゾジアゼピン（BZ）系薬剤と
の関連が言われている（Landi F, 2005)。

②短時間型BZが長時間型BZより転倒リスクが高い（Passaro
A, 2000)という報告もあるが、どちらも有意差はないという報
告もあり（Ensrud KE, 2002)、どちらが大きく影響するかの結
論は出ていない。

• 予防的にはBZ系薬剤の減量、中止が好ましい。

そそのの他他のの気気をを付付けけるるべべきき身身体体合合併併症症
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肺動脈血栓塞栓症（PTE)

• 血流の鬱滞、血管内皮障害、血液凝固異常などで
深部静脈血栓（DVT)が発生し、遊離した血栓が肺
動脈を閉塞することで生じる。

⇒ 酸素化不良、急性右心不全を生じ、時に

致死的

• 抗精神病薬の服用はそれだけでDVT, PTEのリスク

定型抗精神病薬、特にクロルプロマジンなど低力価
の薬剤で起こりやすいと言われるが、非定型でも報告
は多数あり。

水中毒

• 精神症状、もしくは向精神薬の抗コリン作用による口
渇により、病的多飲水が生じる。

• 症状（多尿、意識障害、けいれん）の出現
急性： 血中Ｎａ 120-125 mEq/l （脳浮腫多い）
慢性： 血中Ｎａ 110-120 mEq/l （脳浮腫少ない）

• 急激なＮａ補正は橋中心性脱髄（Ｃｅｎｔｒａｌ Pontine 
Myelinolysis)を生じる可能性がある。

• 抗精神病薬による薬剤性ＳＩＡＤＨが関与することも
あるので、注意が必要。

QT延長症候群③
• QTc延長のリスクが低い抗精神病薬

① アリピプラゾール、パリペリドン、リスペリドン、

オランザピン

⇒ モーズレイ治療ガイドラインによる

②ペロスピロン： IFではQT延長の報告なし。

ブロナンセリン： IFではQT延長の報告あり。

⇒ 国内開発であり、エビデンス的には不十分。

基本的にどの抗精神薬でもリスクはあり得る。その他の要因（先天
性、低Kなど）が重なるとQT延長が増強する恐れがある。

QT延長症候群②
• 生体側の要因

電解質異常： 低K, Mg, Ca
代謝性： 飢餓、神経性食思不振症、甲状腺機能低下症
心血管性： 徐脈、虚血性心疾患、脳卒中
その他： 先天性、HIV感染、低体温 など

• 薬剤性の要因
抗不整脈薬： Ia (quinidine), Ic (propafenone), III (amiodarone), IV (beridil) 
向精神薬： 抗精神病薬（定型・非定型）、抗うつ薬（三環系、四環系、SSRI）
抗ヒスタミン薬： ebastine
抗菌薬： マクロライド系、ニューキノロン系
抗がん剤： アントラサイクリン系、分子標的性
抗真菌薬： アゾール系
糖尿病薬： SU剤、グリニド系
サルファ剤： ST合剤
高脂血症薬： probucol

⇒ 薬剤間相互作用で生じることもあるので、注意！

QT延長症候群①

• 膜興奮抑制作用により、心筋のＮａチャンネルが阻害さ
れ、活動電位の持続時間が延長する。
⇒ ＱＴ延長：心拍の影響を排除するためには

ＱＴｃ時間で判断。

• ＱＴｃ延長
男性：450msec 以上
女性：460msec 以上

• ＱＴｃ延長は、時に致死的な不整脈である多形性心室頻
拍（Ｔｏｒｓａｒｄｅ ｄｅ Ｐｏｉｎｔｅｓ; TdP）を生じさせる。向精
神薬によるTdPの7割は女性という報告あり。
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薬剤管理指導料算定件数
10,710件／年 (893件／⽉)

薬学部実習⽣受⼊数
12名（Ⅰ期4名、Ⅱ期4名、Ⅲ期4名）

学会参加者数（学会発表数）
のべ78回（発表11件）

論⽂掲載数
3報

薬剤部概要（平成25年度実績）

注射剤無菌調製件数
中⼼静脈栄養輸液：285.8件／⽉（算定件数:191.7件）
抗悪性腫瘍剤：474.3件／⽉（算定件数:415.5件）

院内製剤調製件数
20.9件／⽉

⼿術室業務
セット数：561.4件／⽉
⿇薬取扱数：356.1件／⽉

医薬品購⼊⾦額(薬価換算) 採⽤医薬品数
184,777,123円／⽉ １,627品⽬（うち後発医薬品220）

薬剤部概要（平成25年度実績）

処⽅せん枚数
外来：398.7枚／⽇（院内＋院外）
（院外処⽅せん発⾏率：89.9%）
⼊院：260.2枚／⽇
注射せん枚数：888.4枚／⽇

薬剤部概要（平成25年度実績）

薬剤師：34名（定員：35名・今年度増員予定）
（男20名、⼥14名、平均年齢31歳）
事務員：1名
その他職員：委託職員9名／⽇

（搬送・医薬品在庫管理・業務補助）

⼆交代制により夜勤者1名、休⽇⽇勤者3名
⽇勤帯（8時30分〜17時06分）
夜勤帯（16時30分〜翌朝9時00分）

その他に遅番や早番シフトあり

薬剤部概要(平成27年3⽉1⽇現在)
病床数 5６０床

⼀般病床４６６床（急性期）、精神病床５０床、
重症⼼⾝障害児（者）施設４４床を併設

外来患者数 966⼈/⽇ ⼊院患者 481.4名/⽇
平均在院⽇数 9.3⽇（⼀般;8.8⽇、精神科;45.8⽇）
病床利⽤率 94.8%（⼀般;96.8%、精神科;75.2%）
平均患者単価 ⼊院：84,765円（⼀般;89,462円、精神科;31,413円）

外来：17,543円
病院機能評価Ver.6 平成24年3⽉2⽇認定､DPC対象病院（II群）

済⽣会横浜市東部病院概要（平成25年度）

精神科における薬剤業務（シンポジウム）

総合病院における精神科病棟業務について

社会福祉法人　恩賜
財団 済生会横浜市東部病院

薬剤部　　菅　野　　　浩

⽇本経済新聞 2006年8⽉10⽇

このイメージは、現在表示できません。このイメージは、現在表示できません。

朝⽇新聞 2009年12⽉21⽇

医療におけるクスリの事故は多い

「「薬薬のの処処方方」」やや「「調調剤剤」」のの
場場面面にによよるる発発生生がが全全体体
のの30％％をを占占めめるる

7
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医薬品のチェック項⽬テンプレート
12領域111種を分担して作成

＜例＞ジゴキシン
【チェック項⽬】
禁忌
□房室ブロック、洞房ブロックのある患者
□ジギタリス中毒の患者
□閉塞性⼼筋疾患のある患者

原則禁忌
□カルシウム注射剤を投与（Caの補正に⽤いる場合を除く）
□スキサメトニウム塩化物⽔和物を投与

投与後
□電解質（Na、K、Mg）
□ジギタリス中毒初期症状
（消化器症状（⾷欲不振・嘔気・嘔吐・下痢）、神経症状（頭痛、
めまいなど）、視覚異常など）

□不整脈
□肝機能
□PLT

薬剤師による輸液・注射ルート確認

→有害事象回避

１９９４年にＦＤＡから出された警告
「薬剤配合変化の沈殿物が患者の肺⽑
⾎管を閉塞し、死に⾄らしめた事例」

病棟薬剤業務の内容

① 医薬品の投薬・注射状況の把握
② 医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従
事者からの相談応需

③ ⼊院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案
④ ２種以上の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相
互作⽤の確認

⑤ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明
⑥ 薬剤の投与にあたり、流量⼜は投与量の計算等の実施
⑦ その他（業務内容を具体的に記⼊する）

病棟において実施した業務の内容を次の番号から選択して
⽇誌の「業務内容」欄へ記⼊する

１１００FF 一一般般病病棟棟4444床床 一一般般病病棟棟4444床床

９９FF SSCCUU６６床床 一一般般病病棟棟4444床床 一一般般病病棟棟4444床床

８８FF 一一般般病病棟棟4444床床 一一般般病病棟棟4444床床

７７FF 一一般般病病棟棟4444床床 一一般般病病棟棟4444床床

６６FF 産産科科病病棟棟3355床床 小小児児科科病病棟棟3300床床 NNIICCUU６６床床 GGCCUU1100床床

５５FF 精精神神科科病病棟棟5500床床

４４FF 救救命命IICCUU病病棟棟1111床床

重重症症心心身身障障害害児児((者者))施施設設　　4444床床

IICCUU病病棟棟１１２２床床救救命命HHCCUU病病棟棟1177床床

西西病病棟棟 東東病病棟棟

病棟薬剤師の配置

兼兼任任

兼兼任任

薬剤師の配置（平⽇）

10

１階調剤室

⼿術室

DI室

３階調剤室

外来化学療法室

各病棟担当者夜勤
((16:30～～))(12:30〜)

遅番
15名

明け
(〜9:06)

管理者

薬剤部組織図

病棟チーム 14名 中央調剤チーム
17名

薬剤部(34名)

●⼀般病棟
(循環器,⼩児,消化器)
●集中治療室
●救命救急病棟

●内服調剤
●注射調剤
●製剤
●医薬品管理
●⼿術室(常駐)

課⻑

係係長長 係係長長係係長長

●医薬品情報室(常駐)

医薬品情報室
担当 2名

事務員
1名

病棟チームは全員が病棟専任、他のメンバーは⼀部を除き病棟を兼任担当

調剤室業務の効率化

内服・外⽤調剤と注射調剤は隔たり無く同⼀担当者で
⾏っている（1200枚／⽇の処⽅を薬剤師4⼈で担当）

調剤⽀援機器(アンプルピッカー)の導⼊
医薬品SPD導⼊による調剤補助者の導⼊
業務の平準化とシフト制による効率化

15

①医薬品の投与・注射状況の把握
・注射定時処⽅監査
・内服定時処⽅チェック（変更点/処⽅漏れ）
・病棟に上がってきた薬剤から新規処⽅の内
容チェック

・適宜カルテ上での処⽅内容チェック
・内服配薬カート内でのセット確認

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅰ.病棟業務実施加算の観点から
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22

規定数をオーバーしている場合：⾚字
規定数上限の場合：⻘字

なるべくカルテ画⾯をスクロールしな
くても⾒えるように、画⾯上部に記載
するようにしている

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅱ.単科病院との違い

急性期だけに⾝体的な問題点（合併症など）が⽬⽴つ患者が
多い
向精神薬以外の薬剤に対する精神科医の知識があまり⼗分では
ない傾向にある
→ジェネラリストとしての薬剤師が介⼊する部分が多い
例：疼痛・排便などの⾝体症状コントロール

内科薬の代替薬提案 など
＜参考＞精神科医師に対する薬剤師の能動的な処⽅提案
向精神薬：それ以外＝3：2 （⽉平均24.6件）

＜2013.4〜2014.1＞
20

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅰ.病棟業務実施加算の観点から

⑤患者に対するハイリスク薬等に係る投与前
の詳細な説明

抗精神病薬、抗てんかん薬、抗うつ薬などハイリス
クに分類される薬剤が多い。
薬剤変更時などは特に理解度を確認
（場合によっては薬剤変更が拒薬につながることもあり）
⼤まかな薬効発現時期についても説明

18

②医薬品の医薬品安全性情報等の把握および
周知ならびに医療従事者からの相談応需
・医師／看護師からの問い合わせ対応
・看護師申し送り内での安全性情報周知
・医師／看護師への薬物療法に対する能動的な情
報提供（副作⽤発⾒／回避 等）

③⼊院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案
・該当なし

16

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅰ.病棟業務実施加算の観点から

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅲ.減算規定の新設に対して

診療報酬改定により、３種類以上の抗不安薬・睡眠薬、4種
類以上の抗うつ薬・抗精神病薬を投与された場合、処⽅料・処
⽅せん料が減算対象となった（平成26年10⽉1⽇より導⼊）
→⼊院時から多剤併⽤を阻⽌する取り組みが必要
＜対策＞
薬剤管理指導記録上に、毎回上記4項⽬についてそれぞれ薬剤
が何種該当しているかを明記し、医師に対して注意喚起⾏うと
ともに、⾃らに対しても意識づけをしている

21

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅰ.病棟業務実施加算の観点から

⑥薬剤の投与にあたり、流量⼜は投与量の計
算等の実施

クロルプロマジン換算
ジアゼパム換算
⑦その他
拘束回診（毎⽇朝9時〜）
治療⽅針カンファレンス（毎週⽉曜16時〜）

19

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅰ.病棟業務実施加算の観点から

④2種類以上の薬剤を同時投与する場合にお
ける投与前の相互作⽤確認

①で得られた情報からチェック
（特に抗てんかん薬・抗うつ薬は相互作⽤多い）
⾎中濃度などに影響を及ぼす相互作⽤などはアセ
スメントとしてカルテ記載
必要に応じて回避策の提案

17

精神科病棟における病棟薬剤業務
Ⅳ.総合病院ならではの役割

23

精神科病棟以外での精神症状への対応
特に相談が多いのが「せん妄」と「不眠」
せん妄回診や精神科医によるリエゾンフォローはあるが･･･
●せん妄回診は週1回⽉曜ＰＭのみ
●リエゾン依頼は医師からの他科依頼が必要

→全病棟に薬剤師が配置されているため、病棟担当薬剤師から各
病棟で発⽣している精神症状に関してリアルタイムで相談応需
→問題の早期解決
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薬剤師による副作⽤報告数の増加病棟薬剤業務実施加算
算定開始

病棟常駐
薬剤師の増員

病棟薬剤師常駐化により⾒えたもの

薬剤師が網羅的に処⽅薬のチェックを実施
→有害事象回避（プレアボイド）症例の増加
ハイリスク薬を投与している患者のチェックを
強化した。（チェック項⽬のマニュアル化と
電⼦カルテ⼊⼒のテンプレート作成）
→・経験の浅い薬剤師も最低限のレベルは維持できる
・副作⽤発⾒事例の増加

病棟常備薬のチェックも含め薬物療法の全てを把握
→コスト漏れや期限切れ医薬品の減少
薬剤師⼀⼈⼀⼈が⾃分の担当病棟において医薬品関
連のインシデントやアクシデントを絶対に起こさな
いという強い意識を持つことが重要

精神科病棟における病棟薬剤業務
今後の課題

薬剤テンプレートの充実
評価ツールの活⽤
（ Drug Atittude Inventory; DAI-10、薬原性錐体外
路症状評価尺度(DIEPSS) など）
新⼈薬剤師への教育研修
専⾨薬剤師等の取得

24
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転倒・転落人数 72

男女比 37：35

年齢 73±11

転倒・転落リスク薬剤*
の数 (1人あたり) 4.3±2.1

* 降圧利尿剤、下剤、睡眠剤、麻薬、抗精神病薬、
抗不安薬、筋弛緩薬、抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病薬

1. 調査方法：

平成25年4月から平成26年3月に、リスクマネジメ
ント委員会に提出されたインシデントレポートの
中から、転倒・転落に関する報告を抽出

2. 調査項目：

❶病棟、発生場所、性別・年齢、使用薬剤

❷転倒・転落リスクが高い薬剤(降圧利尿剤、下剤、
睡眠剤、麻薬、抗精神病薬、抗不安薬、筋弛緩
薬、抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病薬)について、転倒・転落前7日
以内の投与量および薬剤種類の変化

❸抗精神病薬は1日あたりのｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ(CP)換
算量、睡眠剤/抗不安薬はｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ(DZP)換算量

本調査における定義は…

病院内における転倒・転落事故は様々な
要因により発生し、受傷や骨折などを誘発し
て患者のADLに影響を及ぼすばかりでなく、
その後の治療方針にも重大な影響を与え、
社会復帰を妨げる原因になる場合もある

当院における転倒・転落の事故防止対策
を強化するため、入院患者における転倒・転
落事故の現状と要因について調査した

月1回開催される院内のリスクマネジメント
委員会において、インシデントレポートによる
転倒・転落の報告が毎回されている

しかし、報告されているだけで必ずしも適
切な分析がなされていないと感じた

誰も分析していなかった

薬剤師の視点から分析を試みた

調査の背景

病床数：306床

■一般科病棟 (151床)

■精神科病棟 (117床)

■認知症病棟 (38床)

診療科目：内科、循環器内科、呼吸器内科、消化

器内科、神経内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌
内科、小児科、外科、肛門外科、整形外科、泌尿器
科、眼科、皮膚科、麻酔科、精神神経科、放射線科、
リハビリテーション科、人工透析内科

当院の概要

精神科における転倒・転落事故

医療法人興生会　相模台病院

薬剤部　　相　澤　政　明

転倒・転落発生場所の内訳
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PCP研究会による全国の精神科病院154施設
における調査 (2012/10/31実施)

CP換算量 全国平均 794±648mg

DZP換算量 全国平均 13±17mg

【 調査背景 】
参加施設数 ： 154施設 データ数 ： 21,798症例
平均年齢： 58.8歳

0.9±1.5 20.4±31.6 5.5±8.2

転倒・転落患者の1日あたりのDZP換算量

一般科 精神科 認知症

m
g/
day

m
g/
day

m
g/
day

n=14 n=42 n=14

2.7±10.0 387.6±474.4 109.3±146.9

転倒・転落患者の1日あたりのCP換算量

一般科 精神科 認知症

m
g/
day

m
g/
day

m
g/
day

n=14 n=42 n=14

増加 減少 不変 合計

一般科 2(14) 1(7) 11(79) 14(100)

精神科 2(5) 3(7) 37(88) 42(100)

認知症 1(7) 0(0) 13(93) 14(100)

転倒・転落前7日以内の薬剤種類の変化

人 (%)

増加 減少 不変 合計

一般科 4(29) 1(7) 9(64) 14(100)

精神科 5(12) 7(17) 30(71) 42(100)

認知症 1(7) 0(0) 13(93) 14(100)

転倒・転落前7日以内の投与量の変化

人 (%)

転倒・転落リスク薬剤の薬効別内訳

n=14

n=42

n=14

1人あたりの転倒・転落リスク薬剤数 2.8±1.4

1人あたりの転倒・転落リスク薬剤数 4.7±2.3

1人あたりの転倒・転落リスク薬剤数 4.4±1.7

入院患者延べ人数に対する転倒・転落人数の割合

n=70

(割合)

P < 0.01
P < 0.01

(カイ二乗検定)

D
Z
P

換
算
量(m

g/
day)

D
Z
P

換
算
量(m

g/
day)

D
Z
P

換
算
量(m

g/
day)

一般科 精神科 認知症

CP換算量とDZP換算量の相関

CP換算量(mg/day) CP換算量(mg/day) CP換算量(mg/day)

n=14 n=42 n=14
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❶ 転倒・転落前7日以内の投与量が減少・不変であ
る人数の割合は71～93%、薬剤種類が減少・不変
の割合は88～95%であったことから、投与量や薬
剤種類の増加が直ちに転倒・転落につながる頻
度は低いと考える

❷ 精神科における転倒・転落の人数が一般科に比
べ多い要因の一つは、精神科の患者は1日あた
りのCP換算量、DZP換算量が多く、転倒・転落ﾘｽ
ｸの高い他の薬も服用しているためと考える

❸ 転倒・転落患者のCP換算量とDZP換算量が正の
相関を示すことから、これら薬剤を併用する場合
は、より一層転倒・転落に注意する必要がある

1. 転倒・転落の発生場所は、ベッド28%、病室26%、
廊下21%、トイレ10%などであった

2. 患者一人あたりの転倒・転落リスク薬剤の数は
4.3±2.1であった

3. 精神科病棟、認知症病棟における転倒・転落人数
は、一般科病棟に比べ有意(p < 0.01)に多かった

4. 転倒・転落前7日以内の投与量が減少・不変である
人数の割合は、一般科71%、精神科88%、認知症
93%、薬剤種類が減少・不変である人数の割合は
それぞれ88%、95%、93%であった

本調査と関係ない個人的推測

転倒・転落事故の要因は、

「薬」よりも「看護」「ケア」の

要素が多い？

5. 転倒・転落リスク薬剤の薬効別内訳は、一般科が
降圧・利尿剤74%、精神科が抗不安薬26%、抗精神
病薬22%、睡眠剤16%、認知症が抗精神病薬27%、
降圧・利尿剤25%、睡眠剤23%であった

6. 転倒・転落した患者が服用している薬のCP換算量
(mg/day)は、一般科3±10、精神科388±474、認
知症109±147、DZP換算量(mg/day)は、それぞれ
1±2、20±32、6±8であった

7. 転倒・転落した患者が服用している薬のCP換算量
とDZP換算量は、精神科において正の相関
(R2=0.4349)がみられた
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薬剤の評価について…

＝ <

<

ゾルピデム 5mg
→1点

CP 1000mg
→1点

ロキソプロフェン 60mg
センノシド 12mg →2点

CP 1000mg
トリアゾラム 0.25mg
ミルタザピン 45mg
バルプロ酸 1000mg →1点

ロキソプロフェン 60mg
センノシド 12mg
アムロジピン 2.5mg
ゾルピデム 5mg →4点

転倒転落アセスメントスコア

1999年、日本看護協会が転倒発生の予防と対応について、転倒のリスクを評価
するスコアシートを作成し、現在はそのスコアシートを基に各医療機関独自のスコ
アシートを作成・運用している。

これらを数値化して危険度Ⅰ～Ⅲを判定し、その危険度によって対策していく。

評評価価項項目目

①年齢 ⑤活動状況

②既往歴 ⑥薬剤

③身体障害 ⑦排泄

④精神障害

横浜相原病院概要

病床数：441
病棟数：9（うち1病棟休止中）
(精神一般病棟：1 精神療養病棟：4 特殊疾患病棟：3)
薬剤師数：7名
薬剤管理指導件数：80件／月
外来処方箋枚数：50枚／日
入院処方箋枚数：60枚／日
注射箋枚数：20枚／日

横浜相原病院マスコット
あいちゃん

はじめに
転倒転落事故は多く報告されている。全事故の20％程を占めており、問題とな

る医療事故の一つとされている。
精神科においては、向精神薬など薬剤の特性により転倒転落のリスクが存在

する。とりわけ高齢者では、死亡や身体障害の原因にもなり、常に注意が必要と
言える。
転倒転落アセスメントスコアとは、それぞれ患者の状況をアセスメントしてスコ

ア化することで、転倒転落の危険性を見極めるツールとして使用されている。ス
コアには薬剤も関与しているため、当院でも導入検討の際には、薬剤科として策
定に関わり、2年前より導入された。
そこで、この2年間のスコアと薬剤評価のデータを分析し、薬剤師として転倒転
落防止のためにできることを考えていきたい。

転倒転落アセスメントスコアと薬剤の関係について
〜薬剤師の関わり方を考える〜

医療法人社団哺育会　横浜相原病院

薬剤科　　西　川　幸　輝

方法

期間：平成24年8月～平成26年年7月
対象：期間中当院に入院したことがある全患者
集計方法：期間中提出があった転倒転落事故のインシデント・アク
シデントレポートより転倒回数を集計し、アセスメントスコア、危険
度、年齢、薬剤スコアとの関係を調べた。
転倒のあった患者は転倒したときのスコア、複数回転倒している
患者は一番最後に転倒したときのスコア、転倒していない患者は
期間最後のスコアを集計した。

患者総数： 819名
転倒転落述べ件数： 617件
転倒した患者： 245名
転倒してない患者:   574名
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BP換換算算値値 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

1 58.7 2.30 1.40

2 56.2 2.32 0.85

3 53.4 2.36 0.57

4 53.3 2.46 0.63

5～ 51.1 2.09 0.73

BPを使用している年齢層は他と比べて低い
→高齢者に大量投与されず、抗パ剤の併用が少ないということが考えられる

換算値と転倒回数の関連は見えないが、薬剤スコアの値は他と比べて高い
→「抗パーキンソン薬」だけで1点カウントされるためである

CP剤剤数数 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数 平平均均CP換換算算値値

0 71.3 1.48 0.46 0

1 65.2 1.81 0.77 233.6

2 56.4 2.09 0.96 537.9

3 51.9 2.37 1.15 1034.1

4 48.8 2.40 0.90 1308.2

5 56.0 2.50 2.50 1600.9

多剤併用であるほどCP換算値は高い
→抗パ剤等併用薬も多くなり薬剤スコアも高くなっている可能性がある

また、剤数と転倒回数にはあまり相関関係が見られない

全患者のうち、換算値のつく薬剤を服用している患者を対象に、各換算値別に
年齢、薬剤スコア、転倒回数の平均値をとって、それぞれの関係性を調べた。
また、各分類の薬剤を併用時の数値を比較した。
転倒のある場合は、転倒時のスコアと換算値を使用し、転倒のない場合は期
間最後の数値を使用した。

各換算値別

使使用用ししたた換換算算値値 対対象象患患者者数数

クロルプロマジン(CP) 566名

ジアゼパム(DAP) 471名

ビペリデン(BP) 211名

イミプラミン(IM) 184名

Ⅲ

40%

Ⅱ

38%

Ⅰ

22%

危危険険度度(全全体体)

(n=819)

Ⅲ

60%

Ⅱ

36%

Ⅰ

4%

危危険険度度(転転倒倒)

Ⅲ

31%

Ⅱ

39%

Ⅰ

30%

危危険険度度(非非転転倒倒)

(n=574)(n=245)

転倒している患者は圧倒的に危険度Ⅲが多い
→転倒のリスクを反映していると言える

DAP

DAP換換算算値値 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

0 71.0 1.71 0.75

～4.99 54.1 1.86 0.71

5～9.99 65.0 1.91 0.83

10～14.9 57.8 2.08 0.72

15～19.9 51.0 1.71 0.67

20～29.9 57.3 1.88 0.55

30～ 47.6 1.79 1.15

DAPは高齢者にはあまり使用されていない
薬剤スコアはあまり関連は見られない
転倒回数はDAP換算値30㎎以上で多くなっている

→DAPの大量投与は転倒転落に影響する可能性がある

CP換換算算値値 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

0 71.3 1.48 0.46

～99 72.7 1.87 1.05

100～199 66.4 1.91 0.82

200～299 62.6 1.71 0.90

300～399 57.6 1.98 1.11

400～499 61.5 1.98 0.69

500～749 53.5 2.20 0.61

750～999 49.6 1.92 0.57

1000～1499 48.5 2.24 1.00

1500～ 52.1 2.73 1.73

高齢者は大量投与できず、CP換算値が高いほど年齢は若い
薬剤スコアが高くなっているのは大量投与により併用薬が増えている可能性がある
転倒回数はあまり関連が見えないが、1500以上の大量投与では多くなっている

→大量投与では転倒転落に影響している可能性がある

アアセセススメメンントトススココアア 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

～5 47.1 1.40 0.06

6～8 52.7 1.63 0.43

9～11 60.6 2.09 0.44

12～15 68.6 1.71 0.66

16～19 74.1 1.92 1.27

20～ 76.0 2.46 1.72

スコアが高い方が年齢も高く、転倒回数も多い
→危険度も含めて、アセスメントスコアは患者の転倒リスクを反映していると言える

薬剤スコアも相関関係があり、アセスメントスコアが高くなるにつれて高い

IM換換算算値値 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

0 64.8 1.84 0.76

～24 67.4 2.10 1.40

25～49 64.9 2.10 0.95

50～74 60.9 2.00 0.79

75～99 66.2 1.75 0.60

100～149 65.3 1.57 0.71

150～299 52.2 1.48 0.55

300～ 58.7 1.54 0.67

IM換算値150mg～で年齢層が変わる
薬剤スコアは75mgより下で高くなっているが、高齢者でミアンセリン、ミルタザピ
ンなどを少量で睡眠薬代わりに使用している可能性がある

→換算値の低い方が若干転倒回数が多くなっていると考えられる
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まとめ・考察
4. 若い年齢では多剤・大量投与が見られる。ある程度までは影響は見ら

れないが、CP1500mg、DAP30mg以上では影響する可能性がある。

5. 評価するのは看護師であるが、正しく評価されていないケースが見ら
れた。

向精神薬の量的評価を考える必要がある

今回のデータを看護部にフィードバックし、薬剤への意識を高め
ていく必要がある
また、簡単に評価できるようなツールを作成する必要がある

1. アセスメントスコアは、転倒のリスクを反映している。

2. 年齢は転倒に大きくかかわる因子の一つである。高齢者は薬剤の使
用量が少ないため見かけ上、転倒に薬剤の影響が少なくなっている。

3. 薬剤スコアは全体でみれば相関関係があるように見えるが、薬剤によ
る転倒のリスクを反映しているとは言い難い。

まとめ・考察

スコアにおいて、年齢による薬剤量を考慮する必要がある

向精神薬の種類による評価を再検討する必要がある

分分類類 平平均均年年齢齢 平平均均薬薬剤剤ススココアア 平平均均転転倒倒回回数数

CP 68.9 1.90 0.86

DAP 70.6 1.61 0.72

BP 63.5 1.50 0

IM 69.1 1.68 1.20

CP+DAP 63.1 1.76 1.03

CP+BP 63.9 2.22 1.14

CP+IM 75.3 1.58 0.81

DAP+BP 63.7 2.43 0

DAP+IM 63.4 1.48 0.27

BP+IM 86.0 3.00 1.00

CP+DAP+IM 51.3 2.32 0.70

CP+BP+IM 52.8 1.66 0.71

DAP+BP+IM 63.5 2.60 2.50

多剤併用だと年齢が若い傾向にある
BPが入ると薬剤スコアが高くなる
また、転倒回数にも関連性は見いだせなかった
→スコアは薬剤による転倒リスクを反映しているとは言い難い

対象患者数：693名
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定期薬の変更内容を確認したい

週に一度変更表を作成し提供

変更内容を薬剤部で確認

先週の定期薬からどのような変更があったのか？

病病院院
紹紹介介

病病床床数数 367床床

急性期病棟 ：57床
静養Ⅱ・思春期病棟：31床
3病棟 ：30床
2病棟 ：53床
療養病棟Ⅰ ：47床
療養病棟Ⅱ ：60床
療養病棟Ⅲ ：50床
静養病棟Ⅰ ：57床

上記病床数のうち

精神保健福祉法指定病床
数

30床

■■□□愛愛光光病病院院モモッットトーー□□■■
人の和と輪 職場の輪と和

愛光病院における
持参薬・他科受診薬の取り扱いについて

医療法人　弘徳会　愛光病院

薬剤部　　若　林　健　二

定時薬変更表

定　時　薬　変　更　表

ＩＩＤＤ 患患者者氏氏名名 変変更更薬薬剤剤 変変更更前前処処方方 変変更更後後処処方方 特特記記事事項項 医医師師

1111・・・・・・ 愛光　あつこ ベンザリン錠 ５ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ　追加
１１月４日～定時入り 佐藤

愛光　あつこ クエチアピン錠 ２５ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ　追加 １１月４日～定時入り 佐藤

1100・・・・・・ 松枝　由美 マグラックス錠 ３錠　３×毎食後 中止
春原

松枝　由美 デパケンＲ錠 　３錠　３×毎食後　追加
臨時より定時入り 春原

666622・・ 後藤　あや リスペリドン錠 ２ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ １ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ ↓ 春原

２２６６・・・・ 桜井　修 リントン錠 １．５ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ ０．７５ｍｇ　１錠　１×ｖｄｓ
↓ 春原

桜井　修 テトラミド錠 １錠　１×ｖｄｓ　追加
春原

　　　１１月　５日　開始分

火曜日発行。水曜日からの定時薬について、先週との変更点を記載している。
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ＩＤ 調査日　　年　　月　　日

薬薬品品名名・・含含有有量量・・薬薬効効
１１日日量量

用用法法

当当院院のの採採用用

有有無無
当当院院採採用用類類似似薬薬 備備考考

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬剤師

持参薬確認表

生年月日　　年　　月　　日（　　　　歳）

患者氏名　　　　　　　　　　様

病棟

担当医

他科・持参薬の種類内訳

消消化化器器系系
24%

泌泌尿尿器器
10%

抗抗血血栓栓
8%

整整形形
4%

呼呼吸吸器器系系
3%

降降圧圧薬薬
23%

高高脂脂血血症症
16%

糖糖尿尿病病
12%

平成25年11月～
平成26年12月調べ

【【アアンンケケーートト２２】】

持持参参薬薬ががああるる場場合合、、薬薬剤剤師師ににししててほほししいいとと思思うう事事はは？？

0 5 10 15

そそのの他他

医医師師へへのの情情報報提提供供

患患者者、、家家族族へへのの確確認認

整整理理ししてて一一包包化化

何何のの薬薬かか確確認認すするる

2

9

4

13

12

回収数 １４枚 （複数回答可）

現在のおもな業務内容

【病棟業務開始から現在までに行ってきたもの】

業務連絡への参加

定時薬変更表の作成

スタッフからの相談応需

勉強会の開催

持参薬確認表の作成

持参薬の一包化

当院処方移行のサポート

退院時薬のまとめ

CP換算表の作成

看護師からの要望

会話をしていく中でヒントを
得て行っているもの

医師、看護師の薬剤に関
する業務負担を軽減する
事を目的に行っているもの

入院計画書の導入を機に
行っているもの

病棟の患者や業務の把握

ＩＤ 調査日　　年　　月　　日

薬薬品品名名・・含含有有量量・・薬薬効効
１１日日量量

用用法法

当当院院のの採採用用

有有無無
当当院院採採用用類類似似薬薬 備備考考

薬品名

薬効

□有　　　□無
□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無
□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有
□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

薬品名

薬効

□有　　　□無

□同成分薬有

□同種同効薬有

愛愛光光病病院院薬薬剤剤部部

薬剤師

持参薬確認表

生年月日　　年　　月　　日（　　　　歳）

患者氏名　　　　　　　　　　様

病棟

担当医

☆何の薬か確認

☆☆医医師師へへのの情情報報提提供供

主に他院から処方された薬
剤に対して作成

持持参参薬薬確確認認表表作作成成

持参薬の当院採用の有無とその割合

同同
成成
分分

同同

種種

同同

効効

無無
鑑鑑別別件件数数全全213剤剤

平成25年11月～平成26年12月調べ

【【アアンンケケーートト１１】】

持持参参薬薬のの持持ちち込込みみががああっったた時時、、困困るる事事、、不不安安にに思思うう事事はは？？

0 5 10 15

そそのの他他

残残日日数数ががババララババララ

服服用用方方法法・・状状況況がが不不明明

何何のの薬薬かかわわかかららなないい

2

14

9

12

回収数 １４枚 （複数回答可）

病棟での持参薬の保管

確認表はわかりやすくするためにあえて水色の用紙にしています。
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非採用薬のオーダリング入力

非非採採用用薬薬のの処処方方はは手手書書ききでで対対応応ししてていいたた。。

オオーーダダリリンンググ画画面面上上でで他他科科のの薬薬のの処処方方をを確確認認
ででききなないい。。処処方方箋箋ののココピピーーををととりり、、カカルルテテにに貼貼りり
付付けけるるななどどのの業業務務がが多多くくななるる。。

ややむむをを得得ずず非非採採用用薬薬をを処処方方すするる場場合合ででもも
オオーーダダリリンンググをを使使ええなないいかか？？

薬薬剤剤ををママススタターーのの『『患患者者限限定定薬薬剤剤機機能能』』をを
使使っっててオオーーダダーー出出来来るるよよううににししままししたた。。

錠剤自動分包機コンベア

【【アアンンケケーートト３３】】

持持参参薬薬確確認認表表をを見見たたここととがが有有りりまますすかか？？

実実際際にに見見てて役役にに

立立っったたここととがが有有るる

12

知知っってていいるるががままだだ

見見たた事事ははなないい

1

全全くく知知ららななかかっったた
1

医医師師にに見見せせてて一一緒緒にに確確認認
ををししててももららうう事事ももああるる

持参薬管理の流れ

持ち込み

• 入院患者が使用している薬剤を持参

• 医師が確認。継続使用等指示

• 病棟スタッフより薬剤部に連絡

確認

• 薬剤名、用法、残数、当院採用有無等の確認

• 持参薬確認表作成 （他院から処方された薬剤）

投薬準備

• 持参薬の一包化

• 医師への情報提供、当院処方切り替えの準備

持参薬の一包化

持持参参さされれたた状状態態 一一包包化化後後

☆☆整整理理ししてて一一包包化化
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看護師の声
持参薬の確認や一包化
をしてくれるのが助
かっている

精神薬の勉強会して下さ
い

臨時薬や他科薬のセッ
トが大変サポートが欲
しい

業務連絡時にいてくれる
と薬関係の疑問がその場
で解決できる

薬剤部に色々相談しやす
くなった

担当がいない時でも他
の薬剤師に頼めるよう
に

他科薬を早いうちに当
院処方に変えて欲し
い。
・

持参薬が有る時、薬剤部に
「何を」「どこまで」頼んで

いいのか
マニュアルを作成して欲しい
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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１回
平成26年
４月22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事務局長後任候補者

について
　後任候補者（江原正和氏）があいさつの後退席し、
その後協議の結果採用することが承認された。

⑵平成25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し、質疑の
後、原案を総会議案として提出することが承認された。

⑶平成25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し、西井監
事の監査報告の後、原案を総会議案として提出する
ことが承認された。

⑷第２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、祝賀会の次第及び役割分担が
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福井記念病院の奥田照
美副看護部長、日精協永年勤続病院職員表彰代表受
領者は調整の上、栗田病院の市川道子准看護師に依
頼することとなった。

⑸神奈川県マイカルテ
検討委員会委員につ
いて

　協議の結果、坂井理事を推薦することとなった。

⑹精神科救急搬送患者
地域連携協定ついて

　会長から、「精神科救急搬送患者地域連携受入加
算の施設基準」に関し、平成25年度の関東信越厚生
局の監査において、会員病院が「基幹病院との間で
協定書等の文書がないため、返還を求められた」こ
とから、関東信越厚生局に疑義照会をしたところ、

「基幹病院との間で合意したことが分かるものがあ
ればよい」との回答を得たとの報告があった。

平成26年度事業報告
理事会に関する事項



− 90 −

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

　対応について協議した結果、「協会が一括して基
幹病院との間で協定を結び、その写しを会員病院が
保管する」の方法など、今後事務局で調整していく
こととなった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から平成26年度第１回理事会（４月17日）

の概要について報告があった。
・第５回定時社員総会の日程について
・平成26年度障害者総合福祉推進事業申請について
・公認心理師（仮称）国家資格化について
・外国人技能実習制度専門対応チーム設置申請につ

いて
・要望書提出報告
・アルツハイマー型認知症のBPSDに対する非定型

抗精神病薬の適応取得について
・精神障害者の意思決定の助言・支援を担う人材の

養成及び実施について
・厚労省長期入院精神障害者の地域移行に向けた具

体的方策に係わる検討会について
・会費の値上げについて

⑵各種委員の推薦につ
いて

・神奈川県薬物乱用対策推進本部員については、引
き読き、佐伯理事を推薦したことが報告された。

・神奈川県障害児就学指導委員会委員については、
引き読き、大野理事を推薦したことが報告された。

⑶会員病院の届出事項
変更について

　４病院６件の変更届が報告された。

⑷平成25年度第９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。

⑸その他 　院内におけるスマホやケータイの持ち込みへの対
応について、発言があった。
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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２回
平成26年
６月10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神奈川県救急医療功

労者の推薦について
　協議の結果、横浜丘の上病院を推薦することと
なった。

⑵神奈川県精神医療審
査会委員の推薦につ
いて

　協議の結果、委員として大野理事、長谷川理事、
山口理事、大滝理事、坂井理事の５名を、予備委員
として藤代十愛病院副院長をそれぞれ推薦すること
となった。

⑶横浜市精神保健福祉
審議会委員の推薦に
ついて

　協議の結果、荒井副会長、熊田副会長、佐伯理事、
山口理事、西井監事を推薦することとなった。

⑷「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」に係る第２回
意見調書について

　協議の結果、協会として「新たな財政支援制度」
に係る事業計画書を提出することとなった。
・精神科病床削減に伴う施設整備事業
・退院支援委員会参画支援事業
・新人看護職員メンタルヘルス研修事業
・精神科新人看護職員研修事業
・精神科看護職員研修事業

⑸その他 　県高齢社会課から依頼のあった「認知症の診療に
関するアンケート」について、協議の結果、協力す
ることとし、近々、会員病院宛にアンケートが送付
されることとなった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、平成26年度第２回理事会（５月22

日）の概要について報告があった。
①審議事項

・第５回定時社員総会
・平成25年度事業報告書（案）について
・平成25年度財務諸表等（決算）について



− 92 −

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

・認知症施策の見直しについての要望書
・選択療養制度（仮称）について
・外国人技能実習制度専門対応チーム委員増員につ

いて
②報告・協議事項

・第３回日本精神医学会学術大会について
・精神科病院理事長等研修会について
・社会保障審議会障害者部会
・厚労省長期入院精神障害者の地域移行に向けた

具体的方策に係る検討会・作業チーム
・厚労省中央社会保険医療協議会
・七者懇精神科卒後研修問題委員会

　続いて畑理事から、関東地区支部長会（６月５日）
が開催され、16対１問題、精神療養病棟、会費値上
げなどについて協議されたとの報告があった。

⑵各種委員の推薦につ
いて

・横浜市実地審査担当精神保健指定医については、
荒井副会長以下15名の医師を推薦したことが報告
された。

・横浜市認知症施策検討会委員については、横浜ほ
うゆう病院 日野博昭 院長を推薦したことが報告
された。

・相模原市実地指導・実地審査担当医については、
石井理事以下９名の医師を推薦したことが報告さ
れた。

⑶会員病院の届出事項
について

　５病院６件の変更届が報告された。

⑷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。

⑸その他 ・議長から、宮岡北里大学教授より、第110回日本
精神神経学会学術総会等への参加促進の依頼があ
ったことが報告された。

・議長から、「精神科救急搬送患者地域連携受入加
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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

算の施設基準に係わる基幹病院との協定」締結の
進捗状況について質問があり、事務局から各基幹
病院との調整状況が報告された。

第３回
平成26年
７月８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代表者・院長会議に

ついて
・10月21日㈫15時から、ホテル横浜キャメロットジ

ャパンにて開催することを確認した。
・会議における講演については、協議の結果、「医

療事故について」というテーマで、石井理事にお
願いすることとなった。

⑵各種研修会・講演会
について

・会長から、神奈川県精神神経科診療所協会との合
同研修会等、３件の研修会・講演会の開催につい
て提案があり、協議の結果、いずれも実施するこ
ととなった。

・開催日は、9月22日（合同研修会）、11月５日（合
同研修会）、12月１日（うつ病治療セミナー）

⑶神奈川県公衆衛生事
業功労者表彰候補者
の推薦について

　協議の結果、武田理事を推薦することとなった。

⑷横浜市障害者施策推
進協議会委員の推薦
について

　協議の結果、引き続き荒井副会長を推薦すること
となった。

⑸神奈川県精神科病院
実地審査担当医の推
薦について

　協議の結果、西井監事以下44名の精神保健指定医
を推薦することとなった。

⑹横浜舞岡病院認知症
疾患医療連携協議会
委員の推薦について

　協議の結果、佐伯理事を推薦することとなった。
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⑺その他 　会長から、会員病院の中にスーパー救急病棟を志
向する動きが見られるが、このような動きに対し、
救急医療当番病院制度を運営する協会としては、ど
のように対処するべきかとの問題提起がなされた。
　協議の結果、会員病院の希望は否定するものでは
ないが、協会としては４県市に対し、昼間の措置の
ケースはできるだけ当番病院に回してもらうよう働
きかけていくこととなった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から平成26年度第３回理事会（７月３日）

の概要について報告があった。
①審議事項

・平成26年度診療報酬改定についてのアンケート
調査について

・会員病院への注意喚起文書について
・精神科救急医療体制に伴う補助実態の調査につ

いて
②報告・協議事項

・平成26年度障害者総合福祉推進事業採択について
・公認心理師法案について
・厚労省長期入院精神障害者の地域移行に向けた

具体的方策に係る検討会

⑵事務長会・看護部長
会・薬剤部長会につ
いて

　担当理事等から、事務長会総会（黒岩理事）、看
護部長総会（事務局）及び薬剤部長会総会（坂井理
事）の開催状況等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

　５病院５件が報告された。

⑷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。

⑸その他 ・会長から、２,３の病院から入会希望があるが、
入会を認める条件については必ずしも明確ではな
いので、今後、条件を整理していく必要があると
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　の発言があった。
・現在作成中の会員名簿（平成26年度版）につい

て、スペース的に可能なら、看護部長名、薬剤部
長名も掲載することとなった。

第４回
平成26年
９月９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代表者・院長会議に

ついて
・協議の結果、日時は10月21日㈫15時30分〜19時30

分、ホテル横浜キャメロットジャパンにて開催す
ることとなった。

・会議における講演については、第１部を「あさひ
の丘病院のスーパー救急病棟における急性期治
療」というテーマであさひの丘病院長の福島先生
に、第２部を「精神科病院における事故について」
というテーマで石井理事に、それぞれご講演をお
願いすることとなった。

・出席者については、代表者・院長だけでなく、事務
長等関係職員にも幅広く参加を促すこととなった。

⑵川崎市精神科病院実
地審査担当精神保健
指定医の推薦について

　協議の結果、熊田副会長以下９名の精神保健指定
医を推薦することとなった。

⑶神奈川県精神科病院
協会入会規程の見直
しについて

　協議の結果、神奈川県精神科病院協会定款施行規
則を改正し、入会の基準を次のとおり明確化した。
・会員２名の推薦があること。
・病院開設後２年以上経過していること。
・神奈川県医師会（地区医師会）に入会していること。
・近隣病院との関係が良好なこと。
・その他入会を妨げる要素のないこと。

⑷医療法人社団 明芳
会 江田記念病院の
入会について

　平成26年9月4日付で申込みのあった江田記念病院
の入会については、入会基準を満たしていることか
ら、入会が承認された。
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⑸その他 ・議長から、先に開催された「第110回日本精神神
経学会学術総会」における「会長招宴」に係る費
用について、学会事務局より応分の負担（20万円）
を求められたとの報告があり、協議の結果、負担
することが了承された。

・議長から、来年の統一地方選などをにらみ、国会
議員や県会議員から「励ます会」などの案内が幾
つか届いているが、当協会としては対応しないこ
ととするとの報告があり、異議なく了承された。

２　報告事項
⑴日精協全国支部長会

議報告について 
　畑理事から、８月７日㈭に開催された全国支部長
会議の概要について報告があった。
・精神科救急医療システムの空床確保料について
・精神科病院と一般病院との連携について
・他科受診の看護者付添い料について
・包括病棟患者の他科受診に係る入院料の減算緩和

について
・鹿児島県における指定病院の取消し措置について
・精神療養病棟専任医師の外来業務及び他病棟診療

業務について
・病棟機能分化と患者主治医制度について

⑵日精協報告について 　大野理事から、平成26年度第４回理事会（９月４
日）の概要について報告があった。
①審議事項

・外国人技能実習制度について
・改正精神保健福祉法について
・日精協・診療情報提供に関する指針の改正内容

について
②報告・協議事項

・医療心理師国家資格制度推進協議会臨時総会
・精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体

制等に関する研究「精神科長期入院患者の在院
長期化要因に関する前向き調査」



− 97 −

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

・精神保健福祉法改正後の医療保護入院の実態に
関する全国調査

⑶各種委員の推薦につ
いて

・神奈川県医療審議会委員については、引き続き、
竹内会長を推薦したことが報告された。

・神奈川県救急搬送受入協議会委員については、引
き続き、山口理事を推薦したことが報告された。

⑷各種表彰候補者の推
薦について

　神奈川県保健衛生（知事）表彰、神奈川県公衆衛
生協会長表彰、神奈川県精神保健福祉協会長表彰に、
それぞれ候補者を推薦したことが報告された。

⑸会員病院の届出事項
変更について

　13病院16件が報告された。

⑹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26年
11月11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神奈川県県民功労者

表彰候補者の推薦に
ついて

　協議の結果、畑理事を推薦することとなった。

⑵医療法人カメリア横
浜カメリアホスピタル
の入会について

　協議の結果、平成26年10月22日付で申込みのあっ
た横浜カメリアホスピタルの入会については、入会
基準を満たしていることから、入会が承認された。

⑶病院における防災対
策について

・会長から、地域における防災対策の中で、精神障
害者を含む障害者への対応が抜けていることが多
いことから、協会としての考え方をまとめておく
必要があるのではないかとの問題提起があった。

・各理事から、在宅障害者の避難対策、受入病院と
しての対応、治療、薬の確保など、様々な課題が
挙げられたが、防災体制の整備状況が地域によっ
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　て異なっていることなどから、協会だけでまとめ
ることは難しいとの結論に達した。

・このため各理事が、地域の防災対策、またその中
に障害者が入っているかどうかを行政や医師会に
確認すること、それを機に障害者、特に精神障害
者の問題を考えていくことなどを確認しあった。

⑷その他 ・退院支援委員会参画支援事業（県補助事業）につ
いて、会長から、本事業の実施経過、概要説明が
あり、協議を行った結果、本事業に乗るか否かは、
各病院の判断に任せることとなった。

・神奈川県精神神経科診療所協会との合同研修会に
ついて、会長から、うつ病治療セミナー in神奈川
2014（12月１日）及び精神科医のための不眠症診療
セミナー in神奈川（12月17日）の紹介があった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、平成26年度第５回理事会（11月６

日）の概要について報告があった。
①審議事項

・全国准看護師連絡協議会（仮称）設立について
・ＷＨＯへの拠出金について
・精神疾患啓発映像作品の作成について
・人材斡旋業に関するアンケートについて

②報告・協議事項
・危険ドラッグの対応について
・厚労省社会保障審議会障害者部会の「長期入院

精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係
る検討会取りまとめを踏まえた主な取組について」

⑵研修会・施設見学会
について

　担当理事から、薬剤部長会第２回研修会（坂井理
事）、事務長会施設見学会（黒岩理事）、看護部長会
施設見学会（石井理事）の実施結果について、報告
があった。

⑶各種委員の推薦につ
いて

　神奈川県保健医療計画推進会議委員に、引き続き、
竹内会長を推薦したことが報告された。
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⑷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。

⑸その他 　大滝理事から、精神科看護技術研修会の開催日程
が来年1月27日〜30日に決まったこと、10月23日に開催
された全国医師会勤務医部会連絡協議会において専
門医制度が話題になったことなどの報告があった。

第６回
平成27年
１月13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退院支援委員会開催

事業費補助金につい
て

・本事業は、国の「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」の一環とし
て、神奈川県が事業を実施することになったこと
から、県保健予防課の鳥海グループリーダーから
事業の趣旨説明がなされた。

・協会が事務局として事務処理をすること、病院が
退院支援委員会を開催し、参加した地域援助事業
者に謝礼（１回１万円）を支払った場合には、県
は協会を通して４分の３（7,500円）を補助する
ことなどの説明があった。

・病院負担分（2,500円）について、協会の負担と
することも検討されたが、事業は平成27年度以降
も継続される予定であり、その場合には協会の財
政負担が大きくなることから、協会負担とはしな
いこととなった。

・結論として、事業を実施するか否かは各病院の判
断に任せることとなった。

⑵平成27年度当初予算
案について

・原案が事務局長から説明され、正会員（２病院）
の増加に伴う収入増、退院支援委員会開催事業費
補助金を組み込んだことに伴う収入・支出の大幅
増などが説明され、予算計上額の一部誤りが指摘
されたほかは、特段の意見もなく了承された。
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・修正した予算案については、２月10日の理事会で
事業計画と併せて協議することとなった。

⑶感染症対策について 　神奈川県衛生研究所から提案のあった事項につい
て協議した。
・神奈川県感染週報の配信については、事務局が受

け、体制が整い次第、会員病院へメールで配信す
ることとなった。

・ホームページのリンクについては、了承された。
・感染症対策講演会の開催については、平成27年度

の実施に向けて検討していくこととなった。

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、第５回理事会以降、今日まで日精

協理事会が開催されなかったとの説明があり、代わ
りにその間（12月11日）に開催された常務理事会の
審議要旨が報告された。

⑵看護部長会研修会・
栄養課職員研修会に
ついて

　担当理事から看護部長会第２回研修会（石井理事）
及び栄養課職員研修会（長谷川理事）の実施結果に
ついて、報告があった。

⑶第５回理事会議事録
について

　修正があれば事務局まで連絡するよう会長から発
言があった。

⑷その他 　荒井副会長から、「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律」に関し、横浜市が取組を開始
しているが、協会としても何らかの対応が必要では
ないかとの問題提起があった。

第７回
平成27年
２月10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
・平成27年度事業計画（案）については、事務局長か

ら、平成27年度は前年度とほぼ同様の計画である
が、新規事業として「神奈川県からの退院支援委員
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　会開催費補助事業」を加えたとの説明があり、原
案のとおり総会提出議案とすることで了承された。

・平成27年度予算計画書（案）については、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提
出議題とすることで了承された。

・役割分担については、平成25年度第２回定期総会
の役割分担と、概ね同様とすることで了承された。

⑵横浜市精神医療審査
会委員の推薦につい
て

　協議の結果、引き続き荒井副会長、山口理事、佐
伯理事を推薦すること、また新しい委員として日向
台病院副院長 長谷川吉生 先生を推薦することとな
った。

⑶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
員の推薦について

　協議の結果、引き続き畑理事、佐伯理事、西井監
事を推薦することとなった。

⑷生活保護法関係嘱託
医（精神科）候補者
の推薦について

　協議の結果、引き続き山口理事を推薦することと
なった。

⑸その他 ・会長から、横浜市が行っている「精神科入院患者
に対する患者確認方法に関するアンケート」に関
し、設問項目に「患者の体に直接マジックなどで
書いており、それで確認する。」などがあり、精
神科に対する偏見、時代錯誤も甚だしいことから、
とりあえず担当課に抗議したとの報告があった。

・このことを踏まえ、今後、協会として横浜市に対
し文書で抗議すべき否かを協議したが、アンケー
トへの協力依頼を直接受けた横浜市病院協会の
対応を見ながら、協会の対応を決めることとなっ
た。
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２　報告事項
⑴神奈川県精神科救急

医療調整会議報告に
ついて

　会長から、平成27年２月９日㈪に開催された標記
会議の概要について報告があった。
・精神科救急医療体制の現状について
・神奈川県傷病者の搬送及び受入れの実施基準（精

神疾患を有する傷病者に係る基準）について
・災害派遣精神医療チーム（DPAT）について
・神奈川県障害福祉計画について
・退院支援委員会開催事業について
・依存症治療拠点機関設置運営事業について

⑵日精協報告について 　大野理事から、平成26年度第６回理事会（１月15
日）の概要について報告があった。
①審議事項

・第６回臨時社員総会・全国会員連絡協議会につ
いて

・平成27年度事業計画案について
・平成26年度収支補正予算案について
・平成27年度収支予算案について
・平成27年度年間行事予定表（案）
・労働安全衛生法一部改正に伴う看護師・PSW

への研修会について
②報告・協議事項

・精神医療審査会委員等研修事業について
・日本准看護師連絡協議会（仮称）の設立について
・公認心理師法案の無修正成立の要望書について
・精神科医療安全士（仮称）資格制度創設に関する

要望書について

⑶精神科看護技術研修
について

　大滝理事から、平成27年１月27日〜30日の４日間
に亘った研修会の報告があった。

⑷第６回議事録につい
て

　修正があれば事務局に連絡するよう会長から発言
があった。

⑸その他 ・会長から、この度、西井監事が ｢横浜市男女共同
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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

　参画貢献表彰・よこはまグランドバランス賞｣ を
受賞されることに決まったとの報告があった。

・表彰式は、平成27年３月26日14：00から、ワーク
ピア横浜にてとのこと。

第８回
平成27年
３月10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27年度主要行事
　・事業日程について

　協議の結果、主なスケジュールは次のとおりとす
ることで了承された。
・定例理事会は、前年同様のスケジュールで開催
・定期総会は、第１回を５月26日㈫、第２回を平成

28年２月23日㈫に開催
・代表者・院長会議は、10月13日㈫に開催
・例年実施している精神神経科診療所協会との合同

研修会は、未定
・事務長等の連絡会議は、前年同様の開催であるが、

担当理事については、５月総会後の新体制で分担
を決定

⑵役員改選について 　協議の結果、次のスケジュールで行うことで了承
された。

・選挙実施通知発送日は、４月15日㈬
・立候補受付開始日は、４月20日㈪
・立候補届締切日は、５月１日㈮
・立候補者公示期間は、５月12日㈫〜５月22日㈮
・投票日は、５月26日㈫（定期総会）

⑶優良職員表彰式の来
賓について

　協議の結果、例年どおり関係行政機関及び団体、
県内選出の国会議員等に招待状を送ることとなっ
た。

⑷横浜市精神医療審査
会委員の推薦につい
て

　協議の結果、引き続き熊田副会長、畑理事、黒岩
理事を推薦することとなった。
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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

２　報告事項
⑴日精協報告について 　大野理事から、平成26年度第７回理事会（３月５

日）の概要について報告があった。
①審議事項

・外国人技能実習生の受け入れ希望に関する調査
について（中間報告）

・日本精神神経学会からの男女共同参画推進共同
宣言について

②報告・協議事項
・有料職業紹介事業所の利用状況に関する調査結

果報告
・七者懇総会（２月19日）
・厚労省医療事故調査制度の施行に係る検討会

⑵研修会報告について 　担当理事から、事務長会宿泊研修会（黒岩理事）、
看護部長会第３回研修会（山口理事）及び薬剤部長
会第３回研修会（坂井理事）の報告があった。

⑶第７回理事会議事録
について

　修正があれば事務局に連絡するよう会長から発言
があった。
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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２期
定期総会
平成26年
５月27日㈫
横浜ベイホ
テル東急

会員定数（正会員） 56名
　出席会員数 47名
　出席者 23名
　委任状提出者 24名

第１号議案
平成25年度　事業報告
承認の件

第２号議案
平成25年度決算報告

（案）承認の件

第３号議案
平成25年度会計監査報
告の件

　定刻14時30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 会長が開会のあいさつを行った。
　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、あいさつの後、本日の出席者について正
会員出席者23名、委任状による表決者24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
議案から第３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
議案の内容の説明を求めた。
　事務局長は、議長の指示に基づき第１号議案　平
成25年度事業報告承認の件及び第２号議案　平成25
年度算報告（案）承認の件を第２期定期総会議案書に
基づき各議案の概要を説明した。
　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。
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年月日
会　場

会員定数、出席会員数
及び議案等 議　　事　　の　　概　　要

　西井監事は、４月22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、第２号議案、第３号
議案の議案をそれぞれ個々に諮ったところ、いずれ
も満場一致異議なく承認され、議長は原案どおり承
認可決されたことを告げた。

　議長は、以上で予定の議事は全て承認されたこと
を告げ、審議の終了を宣し降壇した。

　司会者は、以上で第２期定期総会を終了すること
を告げ、15時10分閉会した。

平成26年度
第２回定期
総会
平成27年
２月24日㈫
ホテル横浜
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27年
度事業計画書（案）の件

第２号議案　平成27年
度収支予算計画書（案）
の件

　定刻16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 会長が開会のあいさつを行った。
　続いて、司会者から定款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、横浜相原病院 吉田 勝明 院長を指名し
承諾が得られた。

　吉田 勝明 院長が議長席に就く。
　議長は、あいさつの後、本日の出席者について正
会員出席者27名、委任状による表決者27名の計54名
で、定足数を超えており総会は成立する旨を宣した。
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年月日
会　場

会員定数、出席会員数
及び議案等 議　　事　　の　　概　　要

　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
27年度事業計画書（案）の件及び第２号議案平成27年
度会計予算計画書（案）の件を定期総会議案書に基づ
き概要を説明した。

　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ところ、畑 
俊治 横浜丘の上病院理事長から、退院支援委員会
事業に関する質問があり、事務局長が回答した。
　その他の発言はなく、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。

　その後、議長が発言を求めたところ、竹内会長か
ら、①特別児童扶養手当用診断書作成、②神奈川県
障害福祉計画、③病院の敷地内における障害者グル
ープホームの特例の取扱いについての報告がなされ
た。

　議長は、以上で予定の議案は全て審議されたこと
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26年度第２回定期総会を終
了することを告げ、16時30分閉会した。



− 108 −

後　　記

　平成26年4月から、改正された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）が施行された。改正された精神保健福祉法では精神障害者の地域生活への
移行を促進するために、精神障害者の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、
医療保護入院における入院手続き等の見直し等が行われた。
　一年たち改正された精神保健福祉法について、実務上の観点から振り返ってみる。
　まず保護者制度の廃止については、保護者に大きな負担を強いてきた従来の制度を
改正した趣旨は良く理解できる一方、医療者特に指定医の責任が重くなった。また、
家族間の調整に医療者がどの程度配慮すべきか、実際には悩む場面がある。
　医療保護入院の際に、市長同意の条件を厳格化したことは、実態に即していない。
連絡がついた家族がいながら疎遠等を理由に入院に同意していただけない場合、市町
村長による同意は原則得られないということであるが、実際多くの事例で対応不能に
なっている。かかわりを拒否している家族を、同意者として考えること自体が適切で
あるのか、再検討すべきであろう。
　医療保護入院者の退院促進を目指して、退院後生活環境相談員の選任等、病院の義
務が細かく規定された。趣旨は良いのであるが、実務上大変作業量が多くなった。こ
れらに対する診療報酬上の手当てが適切になされているとは言えない。
　地域移行を進めているが、実際には病状が重度かつ慢性で退院ができない事例が多
数あることも忘れてはならない。また地域の受け入れ先が充実していないため、退院
しても生活が成り立たず退院ができない事例も多数ある。現実を見て考えていかなけ
ればならない課題である。
　今回の精神保健福祉法の改正は、精神障害者ご本人、ご家族、国や地方公共団体、
医療関係者等が、協力をして実施したものであると理解している。今後も精神障害者
のより良い地域移行を目指すため、専門家として関係各位と協力しながら、現状の改
善に努めたいと考えている。

　最後に一言加えると、ストレスの多い現代においては、こころの問題を見ていく施
設の必要性はますます増えていくと考えられる。しかし精神科の医療費が非常に安く
とどめおかれている現状では、こころの問題を見ていく施設が消失してしまうのでは
ないかと危惧している。

（編集委員　大滝紀宏）
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