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ご挨拶

　今般、2018年6月23日、24日の2日間、淡路夢舞台国際会議場で開催する公益社団法人日本精神神経科診
療所協会（日精診）平成30年度定時総会･第24回（通算45回）学術研究会の「プログラム･抄録集」を刊行す
る運びになりました。
　今回の企画、準備、運営を担当した兵庫県精神神経科診療所協会（兵精診）と四国精神神経科診療所協会（四
精診）にとっては、伝統のある本大会を協同で主管させていただくことは、誠に光栄のきわみでありまして、
2017年4月1日、準備委員が淡路夢舞台国際会議場とウェスティンホテル淡路を見学して第1回準備委員会を
開催して以来、この1年3ヶ月にわたり、盛会をめざして全力で準備にとりくんでまいりました。
　本協会は、昭和49年12月、全国の開業精神科医がつどい、日本精神神経科診療所医会を結成したところか
らその歴史がはじまっております。当初はおよそ150名の会員でスタートしましたが、平成7年3月には厚生
労働省認可の社団法人に、さらに平成24年4月には内閣府認可の公益社団法人へと組織をかためて、現在は
1,700余名の会員をようするまでにいたっております。
　われわれが所属する公益社団法人日本精神神経学会と日精診は、ともに3月末が決算月であるため、その
定款からかならず決算後3ヶ月以内に総会を開催し、事業報告や収支決算の承認などについて議決をおこな
うことが必要になります。そのためともに6月に総会を開催することが必要なのですが、いつも1～2週間の
ずれで、開催地もことなるため、日精診の会員の皆様に総会に参加していただくことがむずかしかったのが、
昨今の状況でありました。
　2016年6月大阪大会でわれわれが開催をおひきうけした後、2018年には日本精神神経学会も神戸で開催さ
れることをしりました。それで日本精神神経学会の総会と連携しての神戸での同時期開催をこころみました。
しかし精神神経学会は数千人規模の学会であるため、神戸コンベンションセンターの会議場すべてを使用す
ることになり、われわれが近隣で会議場を用意することはできませんでした。
　そのため兵庫県周辺でと会場をさがしたところ、淡路夢舞台国際会議場が候補にのぼってきました。この
会議場は2000年に開催された淡路花博のメイン会場となったところで、安藤　忠雄氏の設計になる美麗で十
分な施設がととのっていました。今回の開催は兵精診と四精診との共同開催というとことでもあり、兵庫と
四国をつなぐ淡路島にあるという立地も最適ではないかとかんがえ、この場所で開催することといたしました。
　そのためテーマも「瀬戸内の風に吹かれて～精神神経科診療所だからできること～」とし、病院精神科医療
ではない地域になじんだ精神科医療とは何かをはなしあえる機会になることをめざしてみました。
　会場は最大500名が収容可能な大小5つのホールと小会議場があり、回廊でむすばれたウェスティンホテル
淡路や巨大な温室「奇跡の星の植物館」やユニークな庭園「百段苑」や国立明石海峡公園も隣接しており、ちょっ
としたリゾート気分もあじわえるかもしれません。
　なお運営には万全を期しておりますが、種々の不手際があるやもしれません。その節はご寛容、ご容赦の程、
なにとぞよろしくおねがいもうしあげます。
　最後に、本大会の開催にあたり関係企業、関係機関、前々回開催の大精診、前回開催の東精診、兵精診、四精診、
日精診の会員等おおくの皆様のご厚情、ご理解、ご協力をたまわりました。つつしんであつく御礼もうしあ
げます。どうもありがとうございました。

平成30年6月1日

公益社団法人日本精神神経科診療所協会
平成30年度定時総会・第24回（通算45回）学術研究会

実行委員長　淺野　達藏
（公益社団法人日本精神神経科診療所協会 理事/浅野神経内科クリニック 院長）
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開催概要

学会名称：公益社団法人日本精神神経科診療所協会
平成30年度定時総会　第24回（通算45回）学術研究会

テ ー マ：瀬戸内の風に吹かれて～精神神経科診療所だからできること～

会　　期：平成30年6月23日（土）・24日（日）

会　　場：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地
TEL：0799-74-1020

大 会 長：千郷　雅史
（兵庫県精神神経科診療所協会　会長、あしたクリニック　院長）

主　　催：公益社団法人日本精神神経科診療所協会
兵庫県精神神経科診療所協会
四国精神神経科診療所協会

後　　援：厚生労働省、兵庫県、神戸市、淡路市、公益社団法人日本医師会、
公益社団法人日本精神神経学会、公益社団法人日本精神科病院協会、
公益社団法人日本精神保健福祉連盟、一般社団法人兵庫県医師会、
一般社団法人兵庫県精神科病院協会、一般社団法人兵庫県歯科医師会、
一般社団法人兵庫県薬剤師会、公益社団法人兵庫県看護協会、兵庫県臨床心理士会、
兵庫県精神保健福祉士協会、兵庫県作業療法士会

事 務 局：兵庫県精神神経科診療所協会、四国精神神経科診療所協会

お問い合わせ先：株式会社JTB 西日本MICE事業部
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8　MPR本町ビル9階
TEL：06-6252-5049（平日9：30～17：30）　FAX：06-7657-8412
E-mail：japc24@jtb.com
※ 6月22日～ 24日は上記TEL・FAXにご連絡をいただいてもご対応することができません。
期間中は下記までご連絡ください。
　　携帯：080-2486-2398（6月22日～24日限り）
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実行委員

大　会　長 千郷　雅史 あしたクリニック

副　会　長 三野　　進 みのクリニック

実行委員長 淺野　達藏 浅野神経内科クリニック

実 行 委 員 丸田　芳裕 岩沢神経科クリニック

 印部　亮助 ことしろクリニック

 上月　清司 こうづきメンタルクリニック

 小林　俊三 小林メンタルクリニック

 塩山　晃彦 塩山心療内科

 新川賢一郎 新川医院

 谷本　直樹 谷本神経クリニック

 花田　　進 花田神経内科クリニック

 波多腰正隆 波多腰心療クリニック

 松井　律子 まつい心療クリニック

 松川　悦之 松川神経科診療所

 松下　寿能 松下メンタルクリニック

 宮﨑　隆吉 宮﨑クリニック

 村上　　潔 村上医院

 九鬼　克俊 いるか心療所

 服部　晴起 ひつじ診療所
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交通のご案内

兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地
TEL：0799-74-1020　FAX：0799-74-1021

■学術研究会無料シャトルバスのご案内（無料）
下記のスケジュールにて運行いたします。ご利用は無料です。〈各便45名乗りを1台〉

6月23日（土）
第1便　伊丹空港（集合9：45、出発10：00）＝淡路夢舞台国際会議場（11：15）
第2便　神戸空港（集合9：05、出発9：20）＝神戸ポートピアホテル 地下1Fロビー（9：45）＝
  ＝淡路夢舞台国際会議場（10：35）
第3便　神戸空港（集合10：55、出発11：10）＝神戸ポートピアホテル 地下1Fロビー（11：35）＝
  ＝淡路夢舞台国際会議場（12：25）
第4便　淡路夢舞台国際会議場（21：00）＝ホテル舞子ビラ（21：50）＝三ノ宮駅（22：20）＝新神戸駅（22：40）
第5便　淡路夢舞台国際会議場（21：30）＝ホテル舞子ビラ（22：20）＝三ノ宮駅（22：50）＝新神戸駅（23：10）

6月24日（日）
第1便　神戸空港（集合7：55、出発8：10）＝神戸ポートピアホテル 地下1Fロビー（8：25）＝
  ＝淡路夢舞台国際会議場（9：15）
第2便　淡路夢舞台国際会議場（15：30）＝舞子駅（16：20）＝三ノ宮駅（16：50）＝新神戸駅（17：10）
第3便　淡路夢舞台国際会議場（16：00）＝舞子駅（16：50）＝三ノ宮駅（17：20）＝新神戸駅（17：40）
第4便　淡路夢舞台国際会議場（15：00）＝伊丹空港（16：15）
第5便　淡路夢舞台国際会議場（15：30）＝伊丹空港（16：45）
※ホテル舞子ビラ、舞子駅、三ノ宮駅は下車のみです。

■公共交通機関をご利用の方
高速バス（有料）のご案内
新神戸・三ノ宮・高速舞子より、淡路夢舞台行きの高速バス（有料）が運行されております。

　　新神戸～淡路夢舞台（60分） 930円
　　三ノ宮～淡路夢舞台（45分） 930円
　　高速舞子～淡路夢舞台（15分） 510円　※いずれも片道料金

■公共の交通機関でのルート
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JR三ノ宮駅改札口より

空港発リムジンバス降り場より

⑤空港前リムジンバス降り場 ⑦通路１

⑧通路２⑨通路３④三宮バスターミナル
４番のりば(ミント神戸１階)

⑥バス降り場から
ミント神戸のビュー

三ノ宮からのアクセス 新神戸からのアクセス

■お車をご利用の方
●神戸（三宮）から30分（30km）
●大阪（梅田）から60分（60km）
●関西国際空港から90分
　（100km　阪神高速湾岸線、明石海峡大橋経由）
●大阪国際空港から50分
　（ 75km　中国自動車道、阪神高速北神戸線、明石海峡
大橋経由）

●神戸空港から45分（45km）
●徳島空港から70分（85km）
●神戸淡路鳴門自動車道・淡路I.C.下車 国道28号南へ5分
●神戸淡路鳴門自動車道・東浦I.C.下車 国道28号北へ5分

　ウェスティンホテル淡路にご宿泊あるいは6月23日（土）の懇親会へご参加の方は、ホテルフロントにて駐
車券をお受け取りになれます。ホテルスタッフへお声がけください。学術研究会参加受付での駐車券の配布
はありません。
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会場のご案内

ビジネス
センター

	

	

	

第2会場

第4会場

参加受付・総合受付

クローク
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第1会場第3会場

第5会場

展示会場・ドリンクサービス

データ受付（PC受付）

学会本部

-10-



懇親会のご案内

日　　時：平成30年6月23日（土）　19：00 ～ 21：00
場　　所：ウェスティンホテル淡路　1F　大宴会場「ステラ」
　　　　　〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地　 TEL : 0799-74-1111
　　　　　※学術研究会会場と隣接したホテルです。

人形浄瑠璃「戎舞」のご紹介
　懇親会では、淡路人形座による「戎舞（えびすまい）」を上演いたします。
　五百年の歴史を誇り、国指定重要無形民俗文化財でもある淡路人形芝居の由来は色々な説が
ありますが、鎌倉時代、淡路島に大阪四天王寺より舞楽など神事を生業とする楽人が移り住み、
その後西宮の戎神社に属したエビスカキから人形操りの人気が高かったため神事を人形操りで
行うようになったと考えられています。
　何世代もの人々の創意工夫が重ねられ、受け継がれた舞台芸術の粋をぜひご覧ください。

奇跡の星の植物館　淡路大会特別無料入館
　平成 30 年 6 月 23 日 ( 土 ) 19:30 ～ 21:30（最終入館 21:00）※入館時間が変更となりました。
懇親会中、植物館へ無料入館していただけます。懇親会ご参加の方へは、入場パスを別途お渡
しいたします。
　約 6700㎡、植物館としては日本最大級の規模の吹き抜けの空間に、乾燥地の多肉植物、熱帯
の植物、温帯性の植物、高山植物等、約 3千種 3万株の、多様な植物を展示しています。ぜひ
酔い覚ましのお散歩にお出かけください。 
※上記日時以外のご入館は有料となります。ご注意ください。

提供：淡路人形座
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10:00～12:00
シンポジウム1

日精診と日本臨床精神神経
薬理学会との
共同シンポジウム

　　　　司会：足立　直人
　　　　　　　本郷　誠司
シンポジスト：吉村　玲児
　　　　　　　古郡　規雄
　　　　　　　勝元　榮一
　　　　　　　枝川　浩二

10:00～11:00
ワークショップ1
自殺の生物学的研究の

現状と課題
座長：服部　晴起
演者：菱本　明豊

11:00～12:00
ワークショップ2

妊娠・産褥期における精神科診療
～支える、つなぐ、次世代への貢献～

座長：松井　律子
演者：清野　仁美

13:20～14:20
ワークショップ3

絵画療法と表現精神病理学
座長：松川　悦之
演者：伊集院清一

14:20～15:20
ワークショップ4
「精神病の正体」外来
精神科医としての仮説 
～50年間の総括
座長：淺野　達藏
演者：大塚　明彦

10:00～12:00
シンポジウム2
わが街で

診療所を開いていると
　　　　司会：高石　俊一
　　　　　　　淺野　達藏
シンポジスト：淺野　達藏
　　　　　　　高石　俊一
　　　　　　　高橋　幸男
　　　　　　　宮﨑　隆吉
　　　　　　　丸野　陽一

10:00～12:00
一般演題（口頭発表）

GT-1～GT-7
座長：九鬼　克俊
　　　印部　亮助

13:20～15:20
シンポジウム3

高次脳機能障害の臨床
　　　　司会：花田　　進
シンポジスト：横山　和正
　　　　　　　李　　利彦

19:00～21:00(受付18：00~）
懇親会 ウェスティンホテル淡路

1階「ステラ」

21:00～23:00
二次会

ウェスティンホテル淡路3階「チェルレオ」

19:30～21:30 ※最終入館21:00
夜の温室貸切散策

「奇跡の星の植物館」

13:20～15:20
シンポジウム4

今までの地域連携とデイケア、
これからの地域連携と
デイケアの在り方

　　　　司会：西藤　直哉
シンポジスト：森　　祐介
　　　　　　　熊木　思歩
　　　　　　　庄司　和弘
　　　　　　　肥田　裕久

15:30～16:30
アフタヌーンセミナー2
ステージを考えた
統合失調症薬物療法
座長：淺野　達藏
演者：菱本　明豊
共催：大日本住友製薬㈱

15:30～16:30
アフタヌーンセミナー4
睡眠薬の適正使用を

再考する
座長：上月　清司
演者：谷口　充孝
共催：エーザイ㈱

15:30～16:30
アフタヌーンセミナー5
成人となってはじめて診断
される発達障害への治療
座長：松井　律子
演者：五十嵐良雄

共催：ヤンセンファーマ㈱

15:30～16:30
アフタヌーンセミナー3
双極性障害の当事者が抱える悩みと
希望、そして治療のあるべき姿とは
－我が国における双極性障害に
関する大規模アンケートから－
座長：丸田　芳裕
演者：渡邊衡一郎
共催：共和薬品工業㈱

13:20～15:20
市民公開講座

ネガティブ・ケイパビリティ
～答えの出ない事態に

耐える力～
座長：植本　雅治
演者：帚木　蓬生

16:40～17:10
開会式

17:10～18:40
総会

12:10～13:10
ランチョンセミナー1
外来診療に生かす

うつ病の認知行動療法
座長：波多腰正隆
演者：大野　　裕

共催：Meiji Seikaファルマ㈱

12:10～13:10
ランチョンセミナー4
現在における強迫症(OCD)
の理解と治療～児童思春期例
への対応も含めて～
座長：九鬼　克俊
演者：松永　寿人
共催：アッヴィ合

12:10～13:10
理事会

12:10～13:10
ランチョンセミナー3
うつ病患者のもつ
不安への対応
座長：松川　悦之
演者：大坪　天平
共催：MSD㈱

12:10～13:10
ランチョンセミナー2
うつに伴う疼痛性身体症状の
核心に迫る～新たなエビデンス
を基にした治療効果の判明～

座長：千郷　雅史
演者：岩田　仲生

共催：日本イーライリリー㈱／塩野義製薬㈱

15:30～16:30
アフタヌーンセミナー1
気分障害はリーダーを強く
するか？創造性、リアリズム、
共感、レジリエンス
座長：三野　　進
演者：村井　俊哉

共催：グラクソ・スミスクライン㈱

S1

C0 S3 S4

S2 GTWS1

LS3 LS4LS2LS1

WS2

WS3

WS4

AS1 AS2 AS3 AS4 AS5

1日目　6月23日（土）

9：00

30

10：00

30

11：00

30

12：00

30

13：00

30

14：00

30

15：00

30

16：00

30

17：00

30

18：00

30

第1会場
2階

メインホール

第2会場
B1階

イベントホール

第3会場
2階

レセプションホールB

第4会場
1階

アンフィシアター

第5会場
3階

会議室311

日程表 （敬称略）
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12:40～15:00
シンポジウム8

精神的不調を抱えて働く人
への関わり方をめぐって

基調講演
座長：渡辺洋一郎
働く人の精神的不調に

『産業医』としてどう関わるか？
演者：相澤　好治
シンポジウム

　　　　司会：神山　昭男
　　　　　　　渡辺洋一郎
シンポジスト：鍵本　伸明
　　　　　　　福本　正勝
　　　　　　　巽　あさみ

9:00～11:20
シンポジウム5
診療所を飛び出して
～ＡＣＴ、オープンダイア
ローグの実践～

　　　　司会：平本　憲孝
シンポジスト：内田　有彦
　　　　　　　藤田　大輔
　　　　　　　斎藤　　環

S5 S6

S8 S9 S10WS5

WS6

S7 TK

9:00～11:20
シンポジウム6

精神科治療ガイドラインの
普及・教育・検証活動：
EGUIDEプロジェクト

　　　　司会：村上　　潔
シンポジスト：橋本　亮太
　　　　　　　渡邊衡一郎
　　　　　　　稲田　　健
　　　　　　　勝元　榮一
　　指定発言：堤　　俊仁

9:00～11:20
シンポジウム7

精神科診療所でできる
摂食障害の治療と支援

　　　　司会：髙宮　靜男
シンポジスト：永田　利彦
　　　　　　　泉　　和秀
　　　　　　　石川　慎一
　　　　　　　田宮　裕子
　　指定討論：植本　雅治

9:00～11:20
田中健記念研究助成事業

平成29年度
助成対象者発表会
座長：寺田　誠史
　　　神山　昭男
演者：深谷　篤史
　　　尾崎　紀夫
　　　吉村　玲児
　　　石井　紀夫
　　　陶山　弘善
　　　阿部　幸弘
　　　金田一賢顕
　　　三原伊保子
　　　横山　太範
　　　田川　精二

12:40～15:00
シンポジウム9

フロイト・ユング・アドラー派
による症例検討会

　　　　司会：上月　清司
　　　　　　　波多腰正隆
　　症例提示：加藤　洋子
シンポジスト：小林　俊三
　　　　　　　池上　　司
　　　　　　　田中　　禎

12:40～15:00
シンポジウム10
成人期の発達障害
―その診断と治療

　　　　司会：田中　　究
　　　　　　　千郷　雅史
シンポジスト：小林　　和
　　　　　　　安藤　悦子
　　　　　　　大久保圭策
　　　　　　　郭　　麗月

15:00～15:30
閉会式

11:30～12:30
理事会

11:30～12:30
ランチョンセミナー5
SDAMの登場により統合
失調症治療がどう変わるか
座長：平本　憲孝
演者：岩田　仲生
共催：大塚製薬㈱

11:30～12:30
ランチョンセミナー7
悲哀、うつ、うつ病：
その進化的意味
座長：松下　寿能
演者：神庭　重信

共催：田辺三菱製薬㈱／吉富薬品㈱

11:30～12:30
ランチョンセミナー8
抗精神病薬の長期使用を
いま改めて考える
座長：宮﨑　隆吉
演者：菱本　明豊
共催：ヤンセンファーマ㈱

11:30～12:30
ランチョンセミナー6
うつ病の診立てとリカバリーを
目指す治療における抗うつ薬の役割

座長：花田　　進
演者：白川　　治

共催：ファイザー㈱／大日本住友製薬㈱

LS7 LS8LS6LS5

12:40～14:00
ワークショップ5
災害医療の現場から
座長：松下　寿能
演者：堀　　有伸
　　　加藤　　寛

14:00～15:00
ワークショップ6

遠隔医療は国民に寄り添った
医療になるか？ 本邦における
遠隔精神科医療の展望と課題

座長：丸田　芳裕
演者：岸本泰士郎

2日目　6月24日（日）

9：00

30

10：00

30

11：00

30

12：00

30

13：00

30

14：00

30

15：00

30

16：00

30

17：00

30

18：00

30

第1会場
2階

メインホール

第2会場
B1階

イベントホール

第3会場
2階

レセプションホールB

第4会場
1階

アンフィシアター

第5会場
3階

会議室311
308~311号室

7:50～8:50 各種委員会

日程表 （敬称略）
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参加者へのご案内

１．参加資格
本学術研究会に参加される方は全員、参加登録を行ってください。

２．参加受付
開設場所：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　1F　エントランスロビー
開設時間：6月23日（土）　9：00 ～ 17：00
　　　　　6月24日（日）　8：30 ～ 15：00

３．学術研究会 参加費
学術研究会 参加登録費（当日登録）

参加区分 当日登録 当日日割
医師（会　員）※ 16,000円 設定なし
医師（非会員） 18,000円 10,000円
メディカルスタッフ／学生（研修医除く）／
行政関係者／学校関係者 6,000円 4,000円

※日本精神神経科診療所協会会員

1）参加証
〈事前参加登録をお済ませの方〉
当日、受付の必要はありません。予め発送している参加証を必ずご持参ください。
〈当日参加登録をされる方〉
受付にて参加申込書に必要事項をご記入の上、参加受付にご提出ください。参加費と引き換えに参
加証をお渡しいたします。

参加費の返金は行いませんので、あらかじめ十分ご確認ください。
参加証に氏名・所属をご記入の上、会場内では必ずご着用ください。参加証を着用されていない方
にはスタッフが確認させていただく場合がございますので予めご了承ください。なお、参加証およ
び領収証の再発行は行いませんので、紛失等にお気を付けください。

2）プログラム・抄録集
当日、参加受付にて配布いたします。お一人1冊ずつとなります。2冊以上のご購入をご希望の方には、
1冊3,000円にて販売いたしますが、数に限りがございます。

４．懇親会 参加費
日　　時：平成30年6月23日（土）　19：00 ～ 21：00
場　　所：ウェスティンホテル淡路　1F　大宴会場「ステラ」
　　　　　〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地　 TEL ： 0799-74-1111
　　　　　※学術研究会会場と隣接したホテルです。

懇親会参加費受付（6月23日（土））
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　1階　エントランスロビー 9：00～17：00
ウェスティンホテル淡路　1F　大宴会場「ステラ」前 18：00～19：00

懇親会 参加登録費（当日登録）
参加区分 当日登録

医師（会員・非会員） 12,000円
メディカルスタッフ／学生（研修医除く）／
行政関係者／学校関係者 10,000円

※懇親会参加には、学術研究会への参加登録が必須となります。
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５．駐車場
ウェスティンホテル淡路の地下に淡路夢舞台駐車場がございます。
ウェスティンホテル淡路にご宿泊あるいは6月23日（土）の懇親会へご参加の方は、ホテルフロントに
て駐車券をお受け取りになれます。ホテルスタッフへお声がけください。学術研究会参加受付での駐車
券の配布はありません。

６．クローク
開設場所：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　1F　レセプションホールA
開設時間：6月23日（土）　9：00 ～ 19：00
　　　　　6月24日（日）　8：30 ～ 15：45
備　　考：金銭、貴重品のお預かりはできませんので、あらかじめご了承ください。
　　　　　またお預けになられたお荷物は、当日中にお引き取りください。
　　　　　6月23日（土）の懇親会へご参加の方は、19時以降はホテルクロークをご利用ください。

７．託児所
このたびの学術研究会では託児所のご用意はございません。

８．企業展示・ドリンクコーナー
開設場所：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　2F　レセプションホールBホワイエ（第3会場前）
開設時間：6月23日（土）　10：00 ～ 16：30
　　　　　6月24日（日）　 9：00 ～ 15：00

９．その他
1）写真撮影・録音・録画
いかなる撮影・録音・録画も禁止とさせていただきます。

2）呼び出し
会場内への呼び出しは行いません。

3）携帯電話・PHS・スマートフォン
講演会場内では電源をお切りいただくか、マナーモードへの設定をお願いいたします。

4）質疑応答
質問・発言を希望される方は、予めマイクの前で待機してください。座長の指示に従い、所属・氏
名を述べてからご発言ください。発言は簡潔にお願いいたします。
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座長・司会へのご案内とお願い

１．次座長席
ご担当セッションの開始10分前までに、会場内前方右側にございます「次座長席」にお着きください。

２．発表時間
プログラム プログラム記号 発表・質疑・討論時間 総合討論など

シンポジウム 1 S1 S1-1・S1-2　講演25分・質疑5分
S1-3・S1-4　講演15分・質疑5分 総合討論20分

シンポジウム 2 S2 S2-1～S2-5　講演17分・質問5分 総合討論20分

シンポジウム 3 S3 S3-1・S3-2　講演50分 鼎談20分

シンポジウム 4 S4 S4-1～S4-3　講演17分・質疑3分
S4-4　講演50分・質疑10分 　

シンポジウム 5 S5 S5-1・S5-2　講演20分
S5-3　講演60分 総合討論40分

シンポジウム 6 S6
S6-1・・S6-4　講演20分
S6-2・S6-3　講演30分
S6-5　講演10分

総合討論30分

シンポジウム 7 S7 S7-0　講演5分
S7-1～S7-5　講演20分 総合討論35分

シンポジウム 8 S8 S8-1　60分（質疑含む）
S8-2～S8-4　講演20分 総合討論20分

シンポジウム 9 S9
S9-0　講演5分
S9-1　講演30分
S9-2～S9-4　講演20分

総合討論45分

シンポジウム 10 S10 S10-1～S10-4　講演26分・質疑4分 総合討論20分

ランチョンセミナー 1～8 LS1～LS8 講演60分（質疑含む） 　

市民公開講座 CO CO-1　講演20分
CO-2　講演70分 質疑応答30分

アフタヌーンセミナー 1～5 AS1～AS5 講演60分（質疑含む） 　

ワークショップ 1 WS1 講演60分（質疑含む） 　

ワークショップ 2 WS2 講演60分（質疑含む） 　

ワークショップ 3 WS3 講演60分（質疑含む） 　

ワークショップ 4 WS4 講演60分（質疑含む） 　

ワークショップ 5 WS5 WS5-1・WS5-2　講演30分 総合討論20分

ワークショップ 6 WS6 講演60分（質疑含む）

一般演題 GT GT-1～GT-7　発表14分・質疑3分

田中健記念研究助成事業
平成 29 年度助成対象者発表会 TK TK-1～TK-10　発表10分・質疑3分

３．質疑応答
時間の計測は行いません。座長・司会の進行により、発表・討論を進めてください。
時間内で円滑にセッションを進行していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
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演者へのご案内とお願い

１．次座長席
ご発表セッションの開始10分前までに、会場内前方左側にございます「次演者席」にお着きください。

２．発表時間
上記「座長・司会へのご案内とお願い」にございます発表時間一覧表をご参照ください。

３．進行
座長・司会の進行により、発表・討論を進めてください。
時間内で円滑にセッションを進行していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

４．発表方法
PCプレゼンテーションのみとなります。プロジェクターは1面投影です。演台上にセットされておりま
すキーボード、マウスをご利用になり、ご自身でスライドの進行をお願いします。

５．講演データ受付（PC受付）
開設場所：2階　メインホール前
開設時間：6月23日（土）　9：00～16：00、　6月24日（日）　8：30～14：00
備　　考： データ受付には最終版のデータをお持ちください。ご発表の30分前までにデータ提出および

出力確認をお済ませください。

６．発表データの形式
PowerPoint（Windows版）で作成したデータをCD-RおよびUSBメモリー、あるいはPCにてご持参
ください。なお、主催者側で用意するPCのOSはWindowsで、PowerPointのバージョンはMicrosoft 
PowerPoint 2007～2016です。

※発表は、音声対応可能です。
※音声・動画が含まれる場合はPC本体のお持ち込みを強くおすすめいたします。
※Macintoshで作成されたデータについては、ご自身のPCをお持ち込みください。
※PCをお持ち込みになる場合は、PCに付属のACアダプタを必ずご持参ください。
※ 会場で用意するPCケーブルコネクタの形状はD-sub15ピンです。この形状に合ったPCをご使用くださ
い。また、この形状に変換するコネクタを必要とする場合は必ずご自身でお持ちください。

※お預かりした発表データは、発表終了後、運営事務局で責任をもって消去いたします。
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単位のご案内

本学術研究会では、下記の単位を取得いただけます。

1．日本精神神経学会　専門医単位
対 象 者：日本精神神経学会　専門医取得者
単 位 数：本会への参加で3単位
受 付 手 順：1Fの総合受付付近の単位受付にて受け付けます。
　　　　　　※単位取得には、日本精神神経学会会員カードが必要となります。
　　　　　　　カードをお忘れの場合は、受付スタッフに会員番号をお伝えください。
受 付 時 間：6月23日（土）　9：00 ～ 17：00
　　　　　　6月24日（日）　8：30 ～ 15：00

2．日本医師会認定産業医研修（更新）
対　象　者：日本医師会認定産業医の称号の更新を希望する医師　※事前申込者のみ
対象プログラム：シンポジウム8
単　位　数：2単位
受 付 手 順： 参加登録システム上より「確認書」をご自身でダウンロード・印刷して、当日必ずご持参

ください。確認書は、マイページの「参加登録」のところに「確認書」ボタンがございま
すので、そちらからPDFなどで確認書をダウンロードできます。

　　　　　　 当日は、会場入口で係員が受け付けをいたします。研修会の終了後、「受講証明のシール」
をお渡いたします。

※ 対象セッションを受講の際は、入退室時間を厳守してください。遅刻・早退など、セッションの途中
で入退室された場合、単位は認定されません。

※セッション終了後、15分を経過した時点で単位シールとの引き換えを終了いたします。
※ シールは、ご自身で産業医学研修手帳の該当箇所に貼付してください。「受講証明シール」の如何なる
理由においても再交付はいたしかねますので、大切に保管してください。

3．日本医師会生涯教育研修
対象プログラム： シンポジウム1、シンポジウム5、シンポジウム8、ランチョンセミナー 1、ランチョンセミナー

5、市民公開講座
単　位　数・
カリキュラムコード：取得単位一覧にてご確認ください。
取 得 方 法： 事前申し込みは不要です。対象プログラムごとに、参加者名簿へご記入ください。参加者

名簿は会場前に設置しております。お名前・医籍登録番号・所属医師会をご記入いただき
ます。記入漏れがありますと単位認定されませんので、ご注意ください。

　　　　　　 また、医藉登録番号が不明な場合は、単位付与希望書をうけとり6月30日までに内容を記入
して、兵庫県医師会までFAXを送ってください。
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6月23日(土)

時間 会場 セッション テーマ
日本精神
神経学会
専門医単位

日本医師会生涯教育研修

10：00～12：00 第 1会場 シンポジウム1 日精診と日本臨床精神神経薬理学会との共同シンポジウム B群2単位 単位数（合計）：各1単位（2）
カリキュラムコード：2,15

13：20～15：20 第 2会場 シンポジウム3 高次脳機能障害の臨床 B群2単位 　

13：20～15：20 第 4会場 シンポジウム4 今までの地域連携とデイケア、
これからの地域連携とデイケアの在り方 B群2単位 　

13：20～15：20 第 1会場 市民公開講座 ネガティブ・ケイパビリティ
～答えの出ない事態に耐える力～ B群2単位 単位数（合計）：各1単位（2）

カリキュラムコード：1,3

10：00～11：00 第 3会場 ワークショップ1 自殺の生物学的研究の現状と課題 B群1単位 　

11：00～12：00 第 3会場 ワークショップ2 妊娠・産褥期における精神科診療
～支える、つなぐ、次世代への貢献～ B群1単位 　

13：20～14：20 第 3会場 ワークショップ3 絵画療法と表現精神病理学 B群1単位 　

14：20～15：20 第 3会場 ワークショップ4 「精神病の正体」外来精神科医としての仮説 
～ 50年間の総括 B群1単位 　

12：10～13：10 第 1会場 ランチョンセミナー1 外来診療に生かすうつ病の認知行動療法 単位数（合計）：各1単位（1）
カリキュラムコード：70　

6月24日(日)

時間 会場 セッション テーマ
日本精神
神経学会
専門医単位

日本医師会生涯教育研修
日本医師会
認定産業医
研修

9：00～11：20 第 1会場 シンポジウム5 診療所を飛び出して
～ACT、オープンダイアローグの実践～ B群2単位 単位数（合計）：各1単位（2）

カリキュラムコード：12,80 　

9：00～11：20 第 2会場 シンポジウム6 精神科治療ガイドラインの普及・ 教育・検証活動：
EGUIDE プロジェクト B群2単位 　 　

9：00～11：20 第 3会場 シンポジウム7 精神科診療所でできる摂食障害の治療と支援 B群2単位 　 　

12：40～15：00 第 1会場 シンポジウム8 精神的不調を抱えて働く人への関わり方をめぐって B群2単位 単位数（合計）：各1単位（2）
カリキュラムコード：5,82 2単位

12：40～15：00 第 2会場 シンポジウム9 フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会 B群2単位 　 　

12：40～15：00 第 4会場 シンポジウム10 成人期の発達障害－その診断と治療 B群2単位 　 　

12：40～14：00 第 3会場 ワークショップ5 災害医療の現場から B群2単位 　 　

14：00～15：00 第 3会場 ワークショップ6 ビッグデータと精神科遠隔医療 B群1単位 　 　

11：30～12：30 第 1会場 ランチョンセミナー5 SDAMの登場により統合失調症治療がどう変わるか 単位数（合計）：各0.5単位（1）
カリキュラムコード：7,68　 　

-19-



総会・関連委員会のご案内

１．総会
日　時 場　所

6 月 23 日（土）　17：10 ～ 18：40 第1会場（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　2F　メインホール）

２．理事会
日　時 場　所

6 月 23 日（土）　12：10 ～ 13：10
第5会場（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場　3F　会議室311）

6 月 24 日（日）　11：30 ～ 12：30

３．関連委員会
委員会名 日　時 場　所

産業メンタルヘルス関連委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

認知症等高齢化対策委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

児童青少年問題関連委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 308号室

医療経済委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 310号室

女性の精神科医療を考える委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 310号室

会誌編集委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

情報システム委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

自殺対策プロジェクト 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 308号室

倫理委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 310号室

地域福祉デイケア委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 309号室

医療計画等検討プロジェクト 6月24日（日）9：00～10：00 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

医療観察法等司法精神医学委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室

医療制度対策委員会 6月24日（日）7：50～8：50 淡路夢舞台国際会議場　3F 311号室
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プログラム



プログラム
1日目　6月23日（土）

第1会場　2階　メインホール

シンポジウム1 10：00～12：00

日精診と日本臨床精神神経薬理学会との共同シンポジウム
 司会：足立　直人（医療法人社団武蔵屋　足立医院）
 　　　本郷　誠司（ひもろぎクリニック）

S1-1 外来通院中の双極性障害患者の薬物療法に関する検討：real world study
  吉村　玲児（産業医科大学医学部　精神医学）
S1-2 気分障害と身体合併症の関係について
  古郡　規雄（弘前大学大学院医学研究科　神経精神医学講座）
S1-3 当院における双極性障害の外来診療の現状
 ～大規模共同研究 1次調査および 1.5 次調査から～
  勝元　榮一（かつもとメンタルクリニック） 
S1-4 本邦精神科開業医の双極性障害における薬物処方と特性
 ～大規模共同研究 1次調査から～
  枝川　浩二（枝川クリニック）
S1-5 総合討論
  吉村 玲児、古郡　規雄、勝元　榮一、枝川　浩二

ランチョンセミナー1   12：10～13：10

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社
 座長： 波多腰正隆（波多腰心療クリニック）
LS1 外来診療に生かすうつ病の認知行動療法
  大野　　裕（一般社団法人認知行動療法研修開発センター）

市民公開講座   13：20～15：20

    座長：植本　雅治（神戸市立看護大学名誉教授）
CO-1 帚木　蓬生氏の紹介
  植本　雅治（神戸市立看護大学　名誉教授）
CO-2 ネガティブ・ケイパビリティ　～答えの出ない事態に耐える力～
  帚木　蓬生（小説家、精神科医）
CO-3 質疑応答
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アフタヌーンセミナー1   15：30～16：30

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
 座長： 三野　　進（みのクリニック）
AS1  気分障害はリーダーを強くするか？　創造性、リアリズム、共感、レジリエンス
  村井　俊哉（京都大学大学院医学研究科　脳病態生理学講座　精神医学教室）

開会式   16：40～17：10

総会   17：10～18：40

第2会場　B1階　イベントホール

シンポジウム2 10：00～12：00

わが街で診療所を開いていると
  司会：高石　俊一（高石医院）
  　　　淺野　達藏（浅野神経内科クリニック）

S2-1 しあわせなアルツハイマー病の患者さんの病歴
  淺野　達藏（浅野神経内科クリニック）
S2-2 私を支えてくれるもの
  高石　俊一（高石医院）
S2-3 認知症クリニックで
  高橋　幸男（エスポアール出雲クリニック）
S2-4 震災を経験した診療所
  宮﨑　隆吉（宮﨑クリニック）
S2-5 地方都市で総合病院勤務9年、開業31年経ってみて
  丸野　陽一（医療法人 陽山会 丸野クリニック）
S2-6 総合討論
  淺野　達藏、高石　俊一、高橋　幸男、宮﨑　隆吉、丸野　陽一

ランチョンセミナー2   12：10～13：10

共催：日本イーライリリー株式会社／塩野義製薬株式会社
  座長： 千郷　雅史（あしたクリニック）
LS2 うつに伴う疼痛性身体症状の核心に迫る
 ～新たなエビデンスを基にした治療効果の判明～
  岩田　仲生（藤田保健衛生大学医学部 精神神経科学）
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シンポジウム3 13：20～15：20

高次脳機能障害の臨床
  司会：花田　　進（花田神経内科クリニック）

S3-1　 高次脳機能障害での脳機能の改善と治療の可能性　　　　　　　　　　　　　　　　 
  横山　和正（三田高原病院）　　 
S3-2 診療所における高次脳機能障がいのリハビリテーション
 ～脳リハセンター天美の取組み～
  李　  利彦（李クリニック）　　 
S3-3 鼎　談
  横山　和正、李　  利彦、花田　　進

アフタヌーンセミナー2   15：30～16：30

共催：大日本住友製薬株式会社
  座長：淺野　達藏（浅野神経内科クリニック）

AS2 ステージを考えた統合失調症薬物療法
  菱本　明豊（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）

第3会場　2階　レセプションホールB

ワークショップ1 10：00～11：00

  座長：服部　晴起（ひつじ診療所）

WS1 自殺の生物学的研究の現状と課題
  菱本　明豊（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）

ワークショップ2 11：00～12：00

  座長：松井　律子（まつい心療クリニック）

WS2 妊娠・産褥期における精神科診療　～支える、つなぐ、次世代への貢献～
  清野　仁美（兵庫医科大学　精神科神経科学教室）

ランチョンセミナー3   12：10～13：10

共催：MSD株式会社
  座長：松川　悦之（医療法人社団松善会　松川神経内科診療所）

LS3 うつ病患者のもつ不安への対応
  大坪　天平（東京女子医科大学東医療センター　精神科）
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ワークショップ3 13：20～14：20

  座長：松川　悦之（医療法人社団松善会　松川神経内科診療所）

WS3  絵画療法と表現精神病理学
  伊集院清一（多摩美術大学大学院美術研究科　美術学部）

ワークショップ4 14：20～15：20

  座長：淺野　達藏（浅野神経内科クリニック）

WS4 「精神病の正体」外来精神科医としての仮説 ～ 50年間の総括
  大塚　明彦（医療法人社団明萌会　大塚クリニック /千葉先端精神医学研究所）

アフタヌーンセミナー3   15：30～16：30

共催：共和薬品工業株式会社
  座長：丸田　芳裕（岩沢神経科クリニック）

AS3 双極性障害の当事者が抱える悩みと希望、そして治療のあるべき姿とは
 －我が国における双極性障害に関する大規模アンケートから－
  渡邊衡一郎（杏林大学医学部　精神神経科学教室）

第4会場　1階　アンフィシアター

一般演題（口頭発表） 10：00～12：00

 座長：九鬼　克俊（医療法人社団いるか心療所）
 　　　印部　亮助（医療法人社団随縁会　ことしろクリニック）

GT-1  OROS-メチルフェニデート（コンサータ®）錠の長期使用に関する特定使用成績調査
結果

  ○若松　昭秀、今井　景子、小山　剛志、有田恵梨子、藤間　時子、野口　憲一、
  　藤野　明子（ヤンセンファーマ株式会社）
GT-2 うつ病の民間療法
  平本　憲孝（平本医院）
GT-3 抗 ADHD薬の服薬終了時について（当院の後方視的調査）
  大塚　明彦（医療法人社団明萌会　大塚クリニック /千葉先端精神医学研究所）
GT-4 ダンテの神曲に現われたネガティブ・ケイパビリティ
  波多腰正隆（波多腰心療クリニック）
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GT-5 地方都市のクリニックにおけるリワークに特化したショートケア
 ～心理教育の内容と長期化要因の分析 
  〇山本　和儀 1）2）、石原　綾子 1）2）、渡邊明寿香 1）、仲座　舞姫 1）、國生まゆみ 1）、
  　内藤　直子 1）、青山　　桜 1）、伊藤　大輔 3）

   1）山本クリニック、2）EAP産業ストレス研究所、3）兵庫教育大学

GT-6  うつ病評価尺度 Ji テストの開発（第 2報）
 －新しいうつ病評価尺度（Ji テスト）と第 2回ストレスチェックとの比較検証研究－
  伊藤　英樹 1） 2）

  1）医療法人千樹会　伊藤クリニック、2）医療法人国際心身医学研究所

GT-7   ベンゾジアゼピン系薬物等の依存からの脱却 －ベンゾ掃除の勧め・島原の治、第２章－ 
    川口　　哲（島原こころのクリニック）

ランチョンセミナー4  12：10～13：10

共催：アッヴィ合同会社
  座長： 九鬼　克俊（医療法人社団いるか心療所）

LS4 現在における強迫症（OCD）の理解と治療　～児童思春期例への対応も含めて～
  松永　寿人（兵庫医科大学　精神科神経科学教室）

シンポジウム4 13：20～15：20

今までの地域連携とデイケア、これからの地域連携とデイケアの在り方
  司会：西藤　直哉（あまなクリニック）

S4-1 磯際で船を破り、風に順いて呼ぶ
 ～なぜグループホーム開設に頓挫し、西宮市初のサ障住に挑戦したか～
  森　　祐介（岩沢神経科クリニック）
S4-2 地域に必要とされるクリニックを目指して
  熊木　思歩（あまなクリニック）
S4-3 地域にある、からころ
  庄司　和弘（からころステーション）
S4-4 多機能型精神科診療所は何をしてはいけないのだろうか
  肥田　裕久  （医療法人社団宙麦会　ひだクリニック）

アフタヌーンセミナー4   15：30～16：30

共催：エーザイ株式会社
  座長：上月　清司（こうづきメンタルクリニック）

AS4 睡眠薬の適正使用を再考する
  谷口　充孝 （大阪回生病院睡眠医療センター）
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第5会場　3階　会議室311

理事会 12：10～13：10

アフタヌーンセミナー5   15：30～16：30

共催：ヤンセンファーマ株式会社
  座長：松井　律子（まつい心療クリニック）

AS5 成人となってはじめて診断される発達障害への治療
  五十嵐良雄（メディカルケア虎ノ門）
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プログラム
2日目　6月24日（日）

第1会場　2階　メインホール

シンポジウム5 9：00～11：20

診療所を飛び出して　～ACT、オープンダイアローグの実践～
 司会：平本　憲孝（平本医院）

S5-1 ACT の実践
  内田　有彦（こころクリニックせいわ）
S5-2 生活の場での精神科医療
  藤田　大輔（大和診療所）
S5-3 オープンダイアローグの理論と実践
  斎藤　　環（筑波大学医学医療系　社会精神保健学）
S5-4 シンポジウム「オープンダイアローグは統合失調症の病理を解明できるか？」
  斎藤　　環、内田　有彦、藤田　大輔

ランチョンセミナー5   11：30～12：30

共催：大塚製薬株式会社
  座長： 平本　憲孝（平本医院）

LS5 SDAMの登場により統合失調症治療がどう変わるか
  岩田　仲生（藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学）

シンポジウム8 12：40～15：00

精神的不調を抱えて働く人への関わり方をめぐって
基調講演
 座長：渡辺洋一郎（医療法人メディカルメンタルケア　横山・渡辺クリニック）

S8-1 働く人の精神的不調に『産業医』としてどう関わるか
  相澤　好治 （北里大学医学部） 

シンポジウム  司会：神山　昭男（医療法人社団　桜メデイスン・有楽町桜クリニック）
     　　渡辺洋一郎（医療法人メディカルメンタルケア　横山・渡辺クリニック） 
S8-2 主治医の立場から
  鍵本　伸明（ナンバかぎもとメンタルクリニック）
S8-3 産業医（内科）の立場から
  福本　正勝（株式会社 i-OH研究所）
S8-4 産業看護職の立場から
  巽　 あさみ（浜松医科大学医学部看護学科　地域看護学講座）
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S8-5 総合討論
  相澤　好治、鍵本　伸明、福本　正勝、巽　 あさみ
　

閉会式   15：00～15：30

第2会場　B1階　イベントホール

シンポジウム6 9：00～11：20

精神科治療ガイドラインの普及・ 教育・検証活動：EGUIDE プロジェクト
  司会：村上　潔（村上医院）

S6-1 EGUIDE プロジェクトの概要
  橋本　亮太（大阪大学大学院医学系研究科　精神医学教室）
S6-2 EGUIDE プロジェクトにおけるうつ病治療ガイドラインパート
  渡邊衡一郎（杏林大学医学部　精神神経科学教室）
S6-3 統合失調症の薬物治療ガイドライン講習の紹介
  稲田　　健（東京女子医科大学医学部　精神医学講座）
S6-4 精神科診療所の受講者・指導医の立場から
  勝元　榮一（かつもとメンタルクリック）
S6-5 指定発言：EGUIDE プロジェクトへの期待
  堤　　俊仁（つつみクリニック）
S6-6 総合討論 
  橋本　亮太、渡邊衡一郎、稲田　　健、勝元　榮一、堤　　俊仁

ランチョンセミナー6   11：30～12：30

共催：ファイザー株式会社／大日本住友製薬株式会社
  座長： 花田　　進（花田神経内科クリニック）
LS6 うつ病の診立てとリカバリーを目指す治療における抗うつ薬の役割
  白川　　治（近畿大学医学部　精神神経科学教室）

シンポジウム9 12：40～15：00

フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会
  司会：上月　清司（こうづきメンタルクリニック）
  　　　波多腰正隆（波多腰心療クリニック）

S9-0 はじめに
  上月　清司（こうづきメンタルクリニック）
S9-1 夢解釈を経て症状の改善をみた青年期女子症例
  加藤　洋子（ようここころのクリニック）　　　
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S9-2  コンテイン（Bion）する心を拡げるために
  小林　俊三（小林メンタルクリニック）　　
S9-3 ユング派の精神療法
  池上　　司（池上クリニック）　　　　　　　　　　
S9-4 フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会
  田中　　禎  （ただしメンタルクリニック）
S9-5 総合討論
  加藤　洋子、小林　俊三、池上　　司、田中　　禎

第3会場　2階　レセプションホールB

シンポジウム7 9：00～11：20

精神科診療所でできる摂食障害の治療と支援
  司会：髙宮　靜男（たかみやこころのクリニック）

S7-0 はじめに
  髙宮　靜男（たかみやこころのクリニック）  
S7-1 精神科診療所でできる摂食障害治療、「生きづらさ」への適切な治療を
  永田　利彦（なんば・ながたメンタルクリニック）　
S7-2 診療所でできる摂食障害の治療や支援とその限界
  泉　　和秀（いずみハートクリニック）　
S7-3 「食」に関連した精神科診療所での対応
  石川　慎一（岸辺こころのクリニック）
S7-4 摂食障害治療における総合病院と診療所との連携
  田宮　裕子（神戸大学医学部　精神医学分野）                               
S7-5 指定討論
  植本　雅治（神戸市立看護大学）
S7-6 総合討論 
  永田　利彦、泉　　和秀、石川　慎一、田宮　裕子、植本　雅治

ランチョンセミナー7   11：30～12：30

共催：田辺三菱製薬株式会社／吉富薬品株式会社
  座長： 松下　寿能（松下メンタルクリニック）

LS7 悲哀、うつ、うつ病：その進化的意味
  神庭　重信（九州大学大学院医学研究院　精神病態医学）
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ワークショップ5 12：40～14：00

災害医療の現場から
  座長：松下　寿能（松下メンタルクリニック）

WS5-1 地震・津波・原発事故による複合災害の現場で精神科診療所を開業した経験について
  堀　　有伸（ほりメンタルクリニック）
WS5-2 地域の精神科医療を守るために必要なこと
  加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター）　
WS5-3 総合討論
  堀　　有伸、加藤　　寛

ワークショップ6 14：00～15：00

  座長：丸田　芳裕（岩沢神経科クリニック）

WS6 遠隔医療は国民に寄り添った医療になるか？ 本邦における遠隔精神科医療の展望と課題
  岸本泰士郎（慶應義塾大学医学部　精神・神経科）

第4会場　1階　アンフィシアター

田中健記念研究助成事業　平成29年度助成対象者発表会 9：00～11：20

 座長：寺田　誠史（日精診理事 /田中健記念研究助成事業審査委員 /
   日精診研究助成事業選考委員会担当理事 /てらだ医院院長）

  　　　神山　昭男（日精診理事/日精診研究助成事業選考委員長/有楽町桜クリニック院長）

TK-1 不登校・ひきこもりへのアウトリーチにおけるリスク回避および解消方法に関する研究  
 －有効的なケースマネジメントの検討－
  深谷　篤史 （医療法人社団コスモス会　紫藤クリニック）
TK-2  産後うつ病の早期発見に繋がるスクリーニング法の確立と、それに基づく適切な介入方

法の提案
  尾崎　紀夫（名古屋大学大学院医学系研究科　精神医学分野）
TK-3 双極性障害患者の就労と薬物療法に関しての検討
  吉村　玲児  （産業医科大学医学部　精神医学教室）
TK-4 地域移行後の慢性統合失調症患者の生活習慣の実態調査 
  石井　紀夫 （医療法人社団清心会　藤沢病院）
TK-5 『デイケア紹介・体験談VTR』作成を通してリカバリーモデルに出会う取り組み
  陶山　弘善 （医療法人三家クリニック）
TK-6  「ピアサポーターと協働した精神科『社会的入院』患者に対してのモチベーション・サポー

ト実践～多施設合同研究」（中間報告）
  阿部　幸弘（公益財団法人北海道精神保健推進協会　こころのリカバリー総合支援センター）
TK-7 アルコール依存症における回復アセスメント尺度の開発 
  金田一賢顕  （医療法人秀山会　白峰クリニック）
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TK-8 認知症の BPSD （行動・心理症状）の発症予防に関する調査研究
 －関連専門職へのアンケートを通じて－
  三原伊保子  （三原デイケア+クリニック りぼん・りぼん）
TK-9 企業で行われているストレスチェックの活用法の研究
   横山　太範 （奥山　翔子） （医療法人社団心劇会　さっぽろ駅前クリニック）
TK-10  精神障害・発達障害のある方への就労支援における治療的改善効果の測定を目的とした

研究活動Ⅲ ～大阪府内外のデータ解析を目的として～
  田川　精二 （池田　浩之）（JSN新大阪アネックス）

ランチョンセミナー8   11：30～12：30

共催：ヤンセンファーマ株式会社
  座長： 宮﨑　隆吉（宮﨑クリニック）

LS8 抗精神病薬の長期使用をいま改めて考える
  菱本　明豊（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）

シンポジウム10 12：40～15：00

成人期の発達障害－その診断と治療
  司会：田中　　究（兵庫県立ひょうごこころの医療センター）
  　　　千郷　雅史（あしたクリニック）

S10-1 発達障がい診断がもたらす治療的意義
  小林　　和（精療クリニック小林）
S10-2 大人の発達障害：クリニックでの診断と対応　－臨床現場で考えること
  安藤　悦子（ひびき こころのクリニック）
S10-3 発達障害をもつ人の現状と未来
  大久保圭策（大久保クリニック）
S10-4 発達障害概念の変遷　－児童精神科医としての臨床を通して
  郭　　麗月（医療法人瑞月会　かく・にしかわ診療所）
S10-5 総合討論
  小林　　和、安藤　悦子、大久保圭策、郭　　麗月
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シンポジウム 1

日精診と日本臨床精神神経薬理学会との
共同シンポジウム

司会

足立　直人
（医療法人社団 武蔵屋 足立医院）

本郷　誠司
（ひもろぎクリニック）

シンポジスト

吉村　玲児
（産業医科大学医学部精神医学）

古郡　規雄
　（弘前大学大学院医学研究科　神経精神医学講座）

勝元　榮一
（かつもとメンタルクリニック）

枝川　浩二
（枝川クリニック）



シンポジウム1

司会の言葉
日精診と日本臨床精神神経薬理学会との共同シンポジウム

「双極性障害の外来治療」

足
あだち

立　直
なおと

人
医療法人社団 武蔵屋 足立医院

　現在本邦の気分障害症例の90％以上が外来治療例であり、気分障害外来例のほぼ3分の１が日精診会員診療所で治
療されています。気分障害研究では、大学や国公立病院の重症例や難治例に偏らない、診療所での経験や感覚が反映
される対象選択が必要です。また国や製薬会社などの思惑から独立した臨床研究が望まれます。
　日精診と日本臨床精神神経薬理学会との共同研究が始まって、かれこれ２年半あまりになります。当初は五里霧中
の感もありましたが、すでに０次・１次・１, ５次と３回の気分障害データの収集が行われています。０次調査から
は日精診会員診療所の気分障害診療実態、１次調査では双極性障害3000例超の膨大な臨床所見と処方状況が得られ、1.5
次調査では1次対象例の約90％における1年間の臨床経過が得られました。
　その成果から、昨年には日精診・精神神経学会・臨床精神神経薬理学会でシンポジウムが行われ、これまでに日精
診誌に数編の報告書が掲載されています。さらに国際学術誌への投稿準備も進んでおり、世界の双極性障害研究ベン
チマークとなることが期待されています。本年の日精診学術研究会の合同シンポジウムでは、1次調査結果のさらな
る解析と1.5次調査結果の概要を呈示して、双極性障害外来治療の検討を深めたいと思います。
　これまで日精診は、主張するわりに“エビデンス”が乏しいと揶揄されてきました。昨今、指定医レポート不正など
で精神科医全体への逆風は強くなっています。もとより改竄や隠蔽といったデータ軽視の事象は、残念ながら日本の
此処彼処で観察されています。私たちはそうした悪弊から脱して、真の臨床データと日本の精神科医の矜持を、世界
に示していきたいと考えます。

略　歴

足
あだち

立　直
なおと

人
1986年 3月 北海道立札幌医科大学卒業
1986年 6月 国立武蔵療養所　精神科臨床研修医
1988年 4月 国立精神・神経センター武蔵病院　精神科・脳神経外科レジデント
1994年 6月 国立療養所多磨全生園　精神科医師
1995年 4月 The Maudsley and King's College Hospital （U.K.），リサーチ フェロー　　　　　　
1996年 4月 国立療養所多磨全生園　精神科医師
1999年 4月 足立医院院長
2003年11月 医療法人社団足立医院 理事長・院長
2011年11月 医療法人社団武蔵屋（足立医院・上善神経医院）理事長　現在に至る
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シンポジウム1

司会の言葉

本
ほんごう

郷　誠
せい じ

司
市ヶ谷ひもろぎクリニック、南湖こころのクリニック、

ホヅミひもろぎクリニック

　クリニックに勤務して、間もなく8年になる。病院勤務時代とは臨床への心構えが変わってしまったのは、当然と
言えば当然である。身近な臨床の最前線は、やはりクリニックであろう。同時にクリニックで臨床を診ていると、「他
のクリニックの先生方は、どうしているのだろう？」という疑問は、病院では検討もできたが、クリニックでは全く
の一人である。
　今回、薬理学会とのコラボ研究を通じて、多くのクリニックの先生方の臨床の様子を垣間見ることが出来た。研究
などから得られるエビデンスは、海外発が多く、日本発のエビデンスは少ないのが実情だろう。今回の研究が、日本
発として大きなインパクトになりそうである。何しろ忙しい臨床の合間に多くのクリニックの先生方がこの研究に参
加して下さったのは、本当に有り難い。小生と同じ気持ちの先生方が多いと推察する。また、薬理学会の先生方のご
協力も、特筆に値すると思われる。
昨年の1.5次調査においても多くの先生方が調査に協力をして下さった。深謝しつつ、日本発の知見が得られることを
確信している。
　そのような観点から、今回のシンポジウムに多くの先生方が参加して頂けると幸いです。

略　歴

本
ほんごう

郷　誠
せい じ

司
昭和61年　 東京医科大学卒業　東京医科大学精神医学教室大学院終了
平成 3年 6月　 （財）富士心身リハビリテーション研究所附属病院（静岡県富士宮市）
平成17年 4月 （医）弘徳会　愛光病院（神奈川県厚木市）
平成22年 9月 （医）慈泉会　ひもろぎ常勤
平成25年 6月 南湖心のクリニック院長　
平成28年10月 市ヶ谷ひもろぎクリニック、精神科診療部長

コラボ研究への期待
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シンポジウム1

S1-1　日本精神科診療所協会と日本臨床精神神経薬理学会共同研究
1.5 次調査報告：外来通院中の双極性障害患者の
薬物療法に関する検討：real world study

吉
よしむら

村　玲
れい じ

児
産業医科大学医学部精神医学

　2017年は日本精神科診療所協会加盟精神科・心療内科クリニックより得た１次調査より、3000名を超える双極性障
害患者の処方動向や背景因子データを、併存身体疾患や年齢、性別、用量などに着目した詳細な解析をすることで、
日本のreal worldでの双極性障害診療の現状を報告・考察した。2018年は１次調査の対象となった患者の１年後の経
過を評価した1.5次調査の結果を紹介する。1.5次調査では約2800名の患者からデータを得ることができた。発表当日
は1次調査、1.5次調査の結果をもとに、外来治療中の双極性障害患者の1年後の転機、病相、生活機能・就労状況、服
薬などに関して報告する。その結果をもとに現在、精神科・心療内科クリニック外来通院中の双極性患者治療の問題
点や、特にこれらの患者の就労状況に関して考察したい。本研究は日本最大級の双極性障害患者の追跡研究であり、
日本の双極性障害の実態把握ができる興味深いセッションとなることは間違いない。

略　歴

吉
よしむら

村　玲
れい じ

児
1988年大分医科大学卒業、同年産業医科大学精神医学入局、
研修医・専門修練医・助手・講師・准教授・診療教授を経て2015年4月より、現職。
2001-2002年までの１年間Department of Molecular Pharmacology, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USAに留学。

専門分野
実証的産業精神医学
臨床精神医学
精神薬理学
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シンポジウム1

古
ふるごおり

郡　規
のり お

雄
弘前大学大学院医学研究科　神経精神医学講座

　精神疾患の寿命は一般人に比べて短い。反復性うつ病の場合7～ 11年、統合失調症の場合 10 ～ 20年、双極性障害
の場合9～ 20年健康な人より平均寿命が短いことが報告されている。死因としては自殺に加えて統合失調症では虚血
性心疾患の50 ～ 75％が最も多いが、双極性障害では不明である。最近では、第2世代抗精神病薬が双極性障害の治療
のファーストラインになってきたため、今後、双極性障害における虚血性心疾患の割合が増えていく可能性が高い。
また、メタボリック症候群の割合は統合失調症により低いものの双極性障害では一般人に比較し高い割合である。ま
た、飲酒や喫煙の生活習慣の割合も高く、依存症も併発しやすいので、定期的なモニタリングが必要である。本シン
ポジウムでは、双極性障害の身体合併症を概説し、精神科医がケアするべき問題や対策について提案をする。
　また、日本臨床精神神経薬理学会・日本精神科診療所協会合同プロジェクトの1次調査のサブ解析の結果も紹介す
る予定である。プロジェクトに参加した症例の4.4％が低体重（BMI18.5未満）、25％が肥満（BMI25以上）であった。
精神疾患併発率は肥満群で有意に高かった。身体疾患合併症も肥満群で有意に高かった。リチウム投与量は体重に比
例し有意に増加していた。抗うつ薬、抗精神病薬、および睡眠薬の使用薬剤数はいずれも有意に肥満群で多かった。

略　歴

古
ふるごおり

郡　規
のり お

雄
平成 5年 弘前大学医学部卒業
平成 9年 弘前大学医学部医学研究科修了　医学博士の学位授与
平成10年 日本臨床精神神経薬理学会　第1回海外研修生として
 スウェーデン　カロリンスカ研究所　臨床薬理学教室に留学
平成13年 弘前大学医学部臨床薬理学教室講師
平成17年 弘前大学医学部神経精神医学講座講師
平成21年 弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座准教授
平成22年 弘前大学医学部付属病院診療教授（併任）
平成28年 熊本大学薬学部臨床教授（併任）

S1-2　気分障害と身体合併症の関係について
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シンポジウム1

S1-3　当院における双極性障害の外来診療の現状
～大規模共同研究 1次調査および 1.5 次調査から～

勝
かつもと

元　榮
えいいち

一
かつもとメンタルクリニック

【はじめに】
双極性障害の治療において、①双極Ⅱ型のうつは十分な改善や寛解が得られないケースも多く、②治療ガイドライン
において抗うつ薬の使用が勧められていないにもかかわらず、実際には少なからず処方しており、ガイドラインでの
推奨薬剤も保険適応外が多い、などの課題を実感している。今回の発表では、日本精神科診療所協会と日本臨床精神
神経薬理学会との双極性障害1次調査と1.5次調査を元に、当院における双極性障害の治療実態について発表したい。
【結果】
2016年9月時点での双極性障害で受診した患者から43名を1次調査にエントリーし、その結果を以下に記す。１）Ⅰ型
と診断された者は7名（寛解者5名）、Ⅱ型が36名（寛解者9名）で、寛解率はⅠ型の方が高かった。また双極性Ⅱ型の
非寛解群にはうつ状態（19名）が多かった。２）寛解者14名の社会機能は2名が無職であったが、12名は何らかの就
労や十分な役割を果たすことができていた。非寛解者29名の社会機能は17名が無職で多かった。３）抗うつ薬を併用
している者は、寛解者14名のうち5名、非寛解者29名のうち13名と非寛解者の方がやや多かった。４）抗不安薬・睡
眠薬の併用については、寛解者では抗不安薬の併用ありが3名で、睡眠薬の併用ありが4名であったのに対して、非寛
解者での抗不安薬の併用ありが15名、睡眠薬の併用ありが19名となり、非寛解者では抗不安薬・睡眠薬の併用率が高く、
多剤となりがちであった。５）併存疾患の状況は寛解群では精神疾患の併存はなかったが、非寛解群のうち10名が精
神疾患の併存を認めた。
【まとめ】
１）双極Ⅱ型の非寛解群にはうつが多かった。２）持続するうつ症状や併存疾患に対して抗うつ薬を使用せざるを得
ないという現状が浮き彫りにされた。３）非寛解群において抗不安薬・睡眠薬の併用が多いのは自身の課題とも言え
るが、より効果のある薬剤があれば併用も減るかもしれない。４）当日は1次調査でエントリーした43名について、
2017年9月時点での1.5次調査の結果も合わせて報告する予定である。

略　歴

勝
かつもと

元　榮
えいいち

一
1989年 大阪市立大学医学部卒業
1989年　　　　　　　大阪市立大学医学部神経精神医学教室入局
1989年～ 1990年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研修医
1990年～ 1991年 神出（かんで）病院医員
1991年～ 1993年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研究医
1993年～ 1994年 大阪市立大学医学部附属病院老年科・神経内科臨床研究医
1994年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研究医
1994年～ 2007年 大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学助手
2007年～ かつもとメンタルクリニック院長
2012年～ 大阪精神科診療所協会　理事（学術担当）
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シンポジウム1

S1-4　本邦精神科開業医の双極性障害における薬物処方と特性
～大規模共同研究 1次調査から～

枝
えだがわ

川　浩
こう じ

二
枝川クリニック

【はじめに】
これまで本邦では、双極性障害治療の大規模臨床研究は少ない。そのため、日本精神神経科診療所協会（日精診）と
日本精神神経薬理学会により共同研究が企画され、これまでに2016年3月実施のゼロ次調査では、会員および所属施
設625例の特性と気分障害患者数が示され、昨年の本学会で窪田らが本邦の気分障害例の相当数が日精診会員診療所
で治療されていることを報告した。一次調査では、日精診会員診療所179施設（会員施設全体の約11％）で、双極性
障害3082例（各施設1-82例、平均17.2例）の臨床特性・精神症状・治療内容を評価した。本報告では、研究参加した
精神科医・診療所の特性と双極性障害薬物療法の関係について検討する。なおゼロ次調査に参加回答せず一次調査に
参加した例は、後日追加調査を行った。
【方法】
会員と所属施設の特性（地域・性・年齢・精神科経験年数・開業期間）を確認できた170施設での双極性障害3012例のデー
タから、精神症状重症度（うつ・そう・精神病・薬物依存・希死念慮の4段階評価の合計）の施設平均、処方薬剤数
の施設平均を算出した。
【結果】
施設所在地は、東日本63（北海道東北27・関東甲信越36）、西日本107（東海北陸24・近畿44・中四国15・九州沖縄24）であっ
た。評価医師の性別は、男性141・女性29で、年齢平均57.7歳、精神科経験年数平均29.9年、開業期間平均14.6年だった。
精神症状重症度の施設平均は1.2（軽度：何らかの精神症状がある水準）、処方薬剤数の施設平均は気分安定薬1.1剤・
抗うつ薬0.5剤・抗精神病薬0.6剤・抗不安薬0.4剤・睡眠薬0.8剤・総向精神薬剤3.5剤であった。
【まとめ】
本邦精神科開業医の双極性障害処方薬剤数は、比較的少なかった。評価者特性と患者重症度・治療薬剤間に著しい偏
りはなく、地域差などは認められなかった。

略　歴

枝
えだがわ

川　浩
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二
1987年 徳島大学医学部卒業
1987年 徳島大学神経精神医学講座入局
1988年～ 1990年 阿波井島保養院勤務
1990年～ 1991年 国立善通寺病院勤務
1991年～ 1996年 城南病院勤務
1996年～ 1998年 四国共立病院勤務
1998年～ 2002年 城西病院勤務
2002年 枝川クリニック開業
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シンポジウム 2

わが街で診療所を開いていると

司会

高石　俊一
（高石医院）

淺野　達藏
（浅野神経内科クリニック）

シンポジスト

淺野　達藏
（浅野神経内科クリニック）

高石　俊一
（高石医院）

高橋　幸男
（エスポアール出雲クリニック）

宮﨑　隆吉
（宮﨑クリニック）

丸野　陽一
（医療法人 陽山会 丸野クリニック）



シンポジウム2

司会の言葉
わが街で診療所を開いていると

高
たかいし

石　俊
しゅんいち

一
高石医院

　このシンポジウムでは特にテーマは絞らず、長く同一地域で診療所活動をされてこられた5人の先生方から、豊富
な臨床経験や地域活動を通しての実践報告やその中で感じてこられた思いを自由闊達に話していただきます。
各自の発表は限られた時間なのですが、あとの総合討論も含めて、このシンポジウムにご参加の皆様が、それぞれ何
かを感じたり持ち帰ったりできたらよいのではないかと思っております。
　私も演者の一人として発表しますが、座長から司会もしてくれないかと頼まれ引き受けました。
演者と司会を兼ねるという経験はこれまでになく戸惑っているところですが、座長も同じく演者として発表する予定
ですので、座長に頼りつつ、活発な意見交換と楽しい経験交流ができるようお手伝いが出来たらと思っております。
そのようなことで、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

略　歴

髙
たかいし

石　俊
しゅんいち

一
1972年3月 京都大学医学部卒業
1972年5月 公立豊岡病院精神科勤務
1993年4月　 公立豊岡病院精神科部長
1994年4月   兵庫県但馬老人性認知症センター長
1996年4月　 公立豊岡病院副院長
2010年4月　 豊岡病院認知症疾患医療センター長
2012年3月　 豊岡病院を定年退職
2012年4月　 高石医院開院
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シンポジウム2

司会の言葉

淺
あさの

野　達
たつぞう

藏
浅野神経内科クリニック

　精神神経科診療所のもっとも基本的な特徴は何かとかんがえたとき、それはある地域でかなりの期間、つまり20 ～
40年間もある1人の医師が、1人の患者さんを継続的に診療しつづけているということではないでしょうか。それはも
ちろん内科や小児科でもおおきな意義をもつことではあるが、精神神経科診療所の場合にはよりおおきなメリットを
うみだしているとおもわれます。
　その地域にくらす1人の患者さんが、うまれて数歳からその発達の状態を判断してもらい、学校にいき、卒業をし
て就業するときになっても、おなじ医師がその患者さんの診療をつづけているのです。思春期に発症する統合失調症
の患者さんの場合であっても、発症の時小学生であった女性をその自宅に夜間緊急往診して診療してから十数年がた
ち、今は成人してアルバイトながら地域で就労している患者さんに、持続性抗精神病薬の注射による治療をつづけて
いるといった自験例もあります。
　各地のベテランの先生方から、その先生方の精神神経科診療所がどのようなはたらきをつづけているのかを、それ
ぞれの街からご紹介していけたらと、本シンポジウムを企画しました。
　精神神経科診療所の醍醐味を皆様にしっていってもらえればさいわいです。

略　歴

淺
あさ

野
の

　達
たつ

藏
ぞう

1979年 神戸大学医学部卒業
1979年 神戸大学精神神経科研修医
1980～1984年 神戸大学大学院　医学研究科　在学
1981年6月～1983年1月 ナイジェリアのイバダンに在住してイバダン大学医学部精神科にて
 異文化精神医学研修をおこなう
1991年 高槻　愛仁会　理学診療科病院
1993年 浅野神経内科クリニック開設
2012年～ 2016年 兵庫県精神神経科診療所協会会長

わが街で診療所を開いていると
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シンポジウム2

S2-1　しあわせなアルツハイマー病の患者さんの病歴

淺
あさの

野　達
たつぞう

藏
浅野神経内科クリニック

　私のクリニックは神戸市の東端の住宅街と商店街の境に平成3年から開設しました。特に何かの特徴をもったクリ
ニックではなかったのですが、私の経験から比較的老人の方の受診がおおいようでした。その後7年に阪神淡路大震
災となり、神戸が分断されて今までこられていた嘱託医がこられなくなったため、老人ホームの嘱託医をひきうける
ことになりました。
　この患者さんは私のクリニックから徒歩2分のマンションにすんでおられ、13年に病院で認知症との診断をうけ、
その治療のために14年8月から通院を開始されました。当初はアルツハイマー型老年認知症であったため、記銘力を
のぞいては、身体に異常はありませんでした。ずっと独身でちかくの病院の厨房で60歳くらいまで勤務されていたよ
うです。
　74歳で受診され、それからほぼとぎれることなく患者の診療をつづけてきました。ドネペジルが発売されて2年後で、
その投薬をつづけるとともに、身体的な問題にも対応してきました。患者の姉もちかくにすみ、その娘、つまり姪御
さんも近隣で居住して、患者さんの世話をし、クリニックにもしばしばに来診されていました。
　食い逃げ、徘徊で行方不明、大腸癌の手術、大腿骨頚部骨折、脳梗塞などたくさんのエピソードはありましたが、
居住されていたところから、ほぼすべて徒歩で20分くらいの所に、スーパーマーケットもコンビニもディケアやデイ
サービスも内科医院も外科病院も私のクリニックも、そしてその後入所された特別養護老人ホームも存在していたた
め、都市の中ではめずらしく、この方のまわりの人は皆この人が認知症であり、どこにすんでいる誰かがわかってい
る状態でした。
　ほとんど商店街をあるけばことがたりたため、徘徊というものもあまりなかったのですが、行方不明になって2晩
野外ですごされたこともありました。しかし夏場であったため、何とか命をながらえて、また自宅にもどられました。
自分で身のまわりのことができなくなり、MMSE3 HDS-R1で要介護度3になられた発病11年後の時でした。
　私が嘱託医をしている特養にこられて、腸重積を何度かくりかえして後食事が徐々にとれなくなり、姪御さんも点
滴や経管栄養にもさせたくないということで、口にできる物だけをとって、5年後に施設でなくなりました。
発症後16年の経過をほとんどみてきた介護や治療の要点をおつたえします。

略　歴

淺
あさ
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の
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藏
ぞう

1979年 神戸大学医学部卒業
1979年 神戸大学精神神経科研修医
1980～1984年 神戸大学大学院　医学研究科　在学
1981年6月～1983年1月 ナイジェリアのイバダンに在住してイバダン大学医学部精神科にて
 異文化精神医学研修をおこなう
1991年 高槻　愛仁会　理学診療科病院
1993年 浅野神経内科クリニック開設
2012年～ 2016年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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シンポジウム2

S2-2　私を支えてくれるもの

髙
たかいし

石　俊
しゅんいち

一
高石医院

　1972年医学部卒業後すぐ、地縁も血縁もない兵庫県豊岡市の公立総合病院精神科に着任。過疎化と高齢化が進んで
いるこの地域を診療圏として、病院内治療活動だけでなく地域精神保健活動にも幅広く参画してきた。そして、公立
　病院を定年退職後66歳で精神科医院を豊岡市内で開業して丸５年が経過した。
　長く同一地域で仕事をしてきた私の経験の中で感じてきたこと、また、開業医になって、新たに見えてきたものな
どについて話してみたい。
精神科患者の疾患や障害を理解しようとするとき、現在症だけでなく、生活史や暮らしている土地や文化風土などを
踏まえての人間理解が大切だと思っているが、いつの間にか患者を地図に落とし込んでその生活背景を理解しようと
する習慣がついていた。
　「地域」とは、自分が動けて、お互いに知り合い連携を取り合えるネットワークの範囲と考えている。
　実際の診療では、曖昧かつ緩やかな診断の元でゆっくりとした受容的治療により回復していく人は少なくない。診
断がつかない、あるいは診断をつけない状況でお互いに継続できること、曖昧なことに耐えられることも大切ではな
いかと感じている。昨今のＤＳＭ・IＣＤ分類や診断基準に沿ってのアルゴリズムなどは、私にはなじまずあまり必
要ないともいえる。
　患者の生きる力と主体性を信じて、自発的治癒力にかかわる治療を進めていくと、地域の様々な支援者や社会資源
との連携が特に大切で不可欠なものであることを実感している。
また、これだけ精神科診療所が増えてきたのにも関わらず、入院中心の精神科医療が続いているのはなぜか。当地で
の動きを紹介しながら、私たち精神科診療所がどのようにかかわっていくことが求められているか、話してみたい。

略　歴

髙
たかいし

石　俊
しゅんいち

一
1972年3月 京都大学医学部卒業
1972年5月 公立豊岡病院精神科勤務
1993年4月　 公立豊岡病院精神科部長
1994年4月   兵庫県但馬老人性認知症センター長
1996年4月　 公立豊岡病院副院長
2010年4月　 豊岡病院認知症疾患医療センター長
2012年3月　 豊岡病院を定年退職
2012年4月　 高石医院開院
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シンポジウム2

S2-3　認知症クリニックで

高
たかはし

橋　幸
ゆき お

男
エスポアール出雲クリニック

　1974（昭和49）年に精神科医になって45年目。1991（平成3）年に開業して28年目の精神科医である。精神科医としては、
統合失調症の人が地域で豊かに暮らせるために何ができるかが自分自身のテーマであった。そういう意味で地域精神
科医療こそ自分の舞台であると思って開業したのは事実である。精神科の敷居を低くしようとか悩んだ人の止まり木
のような診療所でもありたいとも思った。だが、ひょんなことから当時はまったく関心がなかった認知症を専門とす
る精神科医とみなされるようになった。
　当院は、出雲市では初めての精神科診療所であった。人口の少ない閉鎖的で保守的な田舎町で精神科の診療所が成
り立つのか不安はあったものの、開業当初から思いのほか多くの患者さんが受診された。しかし、統合失調症の患者
さんの受診は思ったほどではなく、開業してほどなく精神科デイケアを開設するつもりであったが、少し時間が必要
だと分かったその頃に、当時はずっと高齢化率日本一の県であったことも関係して、BPSDのある認知症の人の介護
でくたびれ果てた家族が次々と来院されたのである。そこで、“道草”のつもりで、まずは認知症の患者さんを抱えた
家族のための認知症デイケアをしようという思いが沸いたのである。当時は日々の臨床の視線の先には統合失調症が
あり、精神障害に対する国の医療福祉施策の展開の遅さを嘆きながら地域活動を行っていた頃であった。“道草”であっ
ても、高齢社会は待ったなしで来るのであり、認知症に対する国の医療福祉施策は急展開するであろうし、認知症に
対する精神科医療を経験することは、統合失調症などの精神科医療福祉にとってもプラスになるに違いないとの思い
もあったのである。
　しかし、ミイラ取りがミイラになった？かのように、認知症デイケアを行うという“道草”が、その後の精神科医と
しての生き方を変えることになり、いつしか認知症の専門家になってしまった。当日は、この道草によって、私がど
う変わり、どういう思いを持つようになったか、そのあたりのいきさつについて述べたい。

略　歴

高
たかはし

橋　幸
ゆき お

男
島根県出雲市出身。
1974年 東北大学医学部卒業。
 岩手県立南光病院、鳥取大学医学部付属病院に勤務した後、島根県に帰り、隠岐島で３年間離島の精神科医療を行う。
 その後島根県立湖陵病院を経て、
1991年 エスポアール出雲クリニックを開業。
1993年 重度認知症患者デイケア（通称・小山のおうち）、
1999年 精神科デイケア（通称・ピノキオ）、
2006年には 高次脳機能障害デイケア「きらり」、同年、介護保険として小規模多機能型居宅介護施設「おんぼらと」、
認知症高齢者グループホーム「おちらと」を併設した。
重度認知症患者デイケア（小山のおうち）の実践活動により第96回日本精神神経学会・精神医療奨励賞を受賞。
著書「輝くいのちを抱きしめて」「認知症はこわくない」ほか。
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シンポジウム2

S2-4　震災を経験した診療所

宮
みやざき

﨑　隆
りゅう

吉
きち

宮﨑クリニック

　私は昭和47年（1972年）に医者になり、研修医を経て、県立の単科精神病院、50床の精神科病棟を持つ県立総合病院、
大学病院で約20年間働いた後、平成3年1991年）12月に神戸市長田区で精神科診療所を開業した。私は開業を、精神
科臨床しかしてこなかった自分自身の集大成あるいは社会復帰と捉えて、統合失調症の患者さんをできるだけ地域で
支えていこうと考えていた。長田区での開業は成り行きからであったが、長田区は当時から在日外国人が多く、生活
保護率、高齢化率が高い、精神保健的に問題のある地域であった。開業当初は時間もあり、頼まれれば往診もしたし、
保健所の嘱託、福祉事務所の嘱託、その他の行政の仕事も引き受け、とにかく何でもした。
　開業して丸3年を経過した平成6年12月には3周年記念会を開き、平成7年からは常勤看護師に加えて、PSWにも常勤
で来てもらい診療所の充実を図る予定でいた。そんな矢先、平成7年1月の地震の時に生じた火災で診療所は全焼、カ
ルテを含め、これまで集めてきた資料のほとんどが灰になった。
　この震災の体験は強烈であった。一時は開業を辞めて再び勤務医に戻ることも考えた。一方災害時においても精神
科医療が必要であることを痛感することになった。
　結局、震災から5か月後の平成7年6月診療所を再開し、それから現在まで23年を経過した。考えてみると、精神科
医となって震災に遭うまでと、ちょうど同じ年月震災後を経過したことになる。今や診療所をどう終えるかを考えね
ばならない年になってきた。
　今回、「震災を経験した診療所」との演題を与えられて今更と躊躇したが、この時期に震災が診療所に与えた影響と、
そこで仕事をしている私の考えの変化を振り返ってみるのも意味のないことではなかろう。

略　歴

宮
みやざき

﨑　隆
りゅう

吉
きち

1972年 神戸大学医学部卒業、神戸大学医学部付属病院（研修医）
1973年 兵庫県立光風病院勤務
1978年 兵庫県立淡路病院勤務
1981年 神戸大学医学部付属病院勤務
1991年 神戸大学医学部退職、宮﨑クリニック開業
1995年 阪神淡路大震災被災全焼、同6月宮﨑クリニック再開
2000年～2004年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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シンポジウム2

S2-5　地方都市で総合病院勤務 9年、開業 31年経ってみて

丸
まるの

野　陽
よういち

一
医療法人 陽山会 丸野クリニック

　私が住む福岡県飯塚市は旧産炭地「筑豊地域」に属し、福岡市に快速電車で42分、車で通勤している人も多い所で
すが、毎日報道され、今や有名な麻生太郎財務大臣のお膝元です。両親は熊本出身で、私は静岡県沼津市で生まれて
小学5年から中学、高校、大学、医局も熊本なのですが、29歳で転入しこの地が気に入って40年、本籍も移してしま
いました。「我が町」初めての精神科診療所です。
　さて長年開業しているメリットの一つとして、多剤大量療法をじっくり修正して、患者さんのQOLを高めることも
あります。私は大学のローテを途中で断り、総合病院精神科9年勤務しましたが、短期間の勤務医が前医の処方を切
り替えて行くには勇気が要りますし、ややもすると、症状や訴えに応じて増えてしまう場合もあります。
　今回は、統合失調症で再入院せず単剤化成功した2例を提示してみます。
1例は18歳時に発症し12年間初回入院し、その後も入退院を繰り返し、薬が増えていき、46歳時当院受診時抗精神病
薬5剤CP換算3140mgの男性、5ヶ月で2剤1750mgまで減量後、約10年の固定期を経て、約2年9 ヶ月でりスパダール
6mgになり(CP換算600mg)、現在71歳で幻聴は常時持続しているものの、作為体験までは無く、他者とも馴染まないが、
落ち着いている症例です。
　2例目は、19歳で発症し、20歳で初回入院、中断もあり2～ 3 ヶ月の入院を4回繰り返し、29歳時から当院通院。陽
性症状も活発、疎通性も不良で入院中ECT、保護室利用も要する等治療に難儀する女性、減量も困難で、来院時3剤
でCP換算2440mg、拒薬傾向もあり当初11年間は主に3剤2350mg＋ハローマンス１A(年間7～ 10回)と不安定で、その
後2年半で2剤1250mgまで減量、更に5年かけてジプレキサザイディスに単剤化し、拒薬も無くなり安定したが、糖尿
病悪化し、結局当院初診して23年後、2009年発売されたリスパダールコンスタを開始して50mgでコントロールされ
た例、残念ながら乳癌発症し手遅れで46歳で亡くなりました。古い症例ですが、元勤務先からの転院である程度情報
も得られ、印象深かった2例です。昔懐かしい薬剤名が登場します。

略　歴

丸
まるの

野　陽
よういち

一
1977年 3月 熊本大学医学部卒業

4月 熊本大学医学部神経精神科入局
1978年12月 麻生飯塚病院精神科勤務(福岡県飯塚市)
1987年12月 丸野クリニック開設（同上）
1993年 5月 現在地に移転（同上）
2005年 9月 障害者自立支援NPO法人嘉飯山ネットBASARA設立

2004年～2010年 日本精神神経科診療所協会理事
2010年～現在 九州精神神経科診療所協会会長
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シンポジウム 3

高次脳機能障害の臨床

司会

花田　　進
（花田神経内科クリニック）

シンポジスト

横山　和正
（三田高原病院）

李　  利彦
（李クリニック）



司会の言葉
高次脳機能障害の臨床

花
はなだ

田　　進
すすむ

花田神経内科クリニック

　「高次脳機能障害」とは、頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、
社会的行動障害などの認知障害が生じ、これに起因して、日常生活・社会生活への適応が困難となる障害のことです。
厚労省の高次脳機能障害支援モデル事業報告書では、主な症状として、記憶障害90％、注意障害82％、遂行機能障害
75％、対人関係がうまくいかない55％、感情コントロール障害44％と報告されています。
　精神科診療所にも高次脳機能障害と診断される患者さんが来院されます。見た目以上に対人関係、日常生活および
就労に様々な支障が生じています。就労継続が困難となり、障害者手帳や障害年金の診断書を書くこともあります。
内科、脳神経外科、神経内科など他の科との連携や訪問看護、デイケアなど多職種連携を要することが多々あります。
　今回、高次脳機能障害の診断、治療、リハビリなどについて、デイケアもされている精神科医の立場から、神経内科・
神経心理学の専門医の立場から、二つの異なる切り口から講演していただける機会を得ることができました。
今回の講演が今後の診療に役立つものと期待しています。

略　歴

花
はなだ

田　　進
すすむ

1980年 神戸大学医学部卒業
1980年 神戸大学医学部精神神経科研修医
1985年 神戸大学大学院医学研究科卒業
1985年 医療法人尚生会　湊川病院
1992年 花田神経内科クリニック開設、神戸市垂水区
2008年～ 2012年 兵庫県精神神経科診療所協会会長

シンポジウム3
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シンポジウム3

S3-1　高次脳機能障害での脳機能の改善と治療の可能性

横
よこやま

山　和
かずまさ

正
敬愛会　三田高原病院

　1861Pierre Paul Brocaが初めて失語剖検例を記載して以来、高次脳機能障害への取り組みは、失語症の研究を中心
に長い歴史を有します。病状の呼び名も、高次神経機能障害、認知障害、神経心理症状などとも称されますが、平成
13年度に開始された厚生労働省による高次脳機能障害支援モデル事業以来、高次脳機能障害（以下、高次障害）が多
く使われるようになっています。
　高次障害は、脳損傷の結果、人間が社会生活の中で行う知情意の情報処理の活動が変質をきたした状態です。高次
脳機能は脳内局在があると言われ、侵される認知領域に従って、失語症（言語障害）、失行（運動行為の障害）、失認（知
覚認識の障害）、健忘（記憶障害）、半側空間無視（空間認識と注意の障害）、遂行機能障害（合目的行動の異常）な
どの区別をします。臨床では、単一の領域より、複数の領域の病状が多くなります。もう一つの特徴は、半球側性化
（半球優位性）を伴うことです。人間は、通常右利きで（理由は解明されていません）、左半球損傷では、失語症、失
行などが生じ、右半球障害では、注意障害や左半側空間無視をきたします。人間生活を豊かにする音楽も半球優位性
があると言われています。
　かつては、高次障害は脳障害と認知機能の関係（brain-behavior relationship）が興味の対象で治療方略はなく、リ
ハビリの分野でも、高次障害はリハビリ阻害因子を称されて改善を阻む病状でしかないと言われていましたが、欧米
を中心に、認知機能を対象としたリハビリが盛んになり、日本でも少しづつ取り組まれているようになっています。
欧米では、ITの発展の時期と重なり、障害の中核症状を機械的に繰り返し訓練するやり方から始まりましたが、効果
が乏しく、汎化しないという現実から、同じ症状であっても患者ごとに抱える問題は違うという考えに基づき、問題
指向性方略が一般的になっています。
　講演では、高次障害の症状への基本的な考え方、脳機能画像の観点から高次障害での脳機能の改善の知見、リハビ
リの方略に触れて話したいと思います。

略　歴

横
よこやま

山　和
かずまさ

正
1975年 3月 神戸大学医学部卒業
1975年 7月 神戸大学医学部精神神経科研修医
1975年10月 兵庫県立光風病院（現ひょうごこころの医療センター）精神神経科
1977年 3月 兵庫県立淡路病院　内科
1983年 3月 神戸大学医学部大学院博士過課修了
1983年11月から1985年6月　　　米国ピッツバーグ大学神経内科
1986年 2月 兵庫県立リハビリテーション中央病院　神経内科
2006年 4月 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　院長
2013年 3月 兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター所長
2017年 4月 敬愛会　三田高原病院　院長
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シンポジウム3

S3-2　診療所における高次脳機能障がいのリハビリテーション
～脳リハセンター天美の取組み～

李
り

　　利
としひこ

彦
医療法人宏彩会　李クリニック

　高次脳機能障がいのリハビリテーションのプログラムは、一般的には、発症初期の医学的リハビリテーションプロ
グラムから、生活訓練プログラム、そして就労移行プログラムへ移行していきます。
　医学的リハビリテーションは、交通外傷や脳卒中の発症早期より、多くは急性期病院や、回復期リハビリテーショ
ン病院で行われる療法で、個々の脳機能障害、つまり記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などにポ
イントをおいた訓練です。退院が近づいた頃からは、徐々に日常生活や社会活動能力を高めるための訓練である生活
訓練が行われます。私たちのような診療所で行われるのは、この生活訓練プログラムが中心で、そこからさらに就職
支援プログラムへつないでいくことが重要な仕事となっています。
　しかし、医学的リハビリテーションが充分に行われることは少なく、実際には様々な程度に高次脳機能障害を持っ
たまま在宅療養生活が始まります。その為、生活訓練を中心としたプログラムといえども、引き続き個々の高次脳機
能の訓練を生活場面に即して行い、また、障害を持ったまま実生活の中でどのようにすごしていくのかを一緒に考え
実践していくことが重要になってきます。特に精神科診療所である私たちのもとには、社会的行動障害を示す方の相
談は多く、リハビリテーションの導入に難渋することも珍しくありません。
　高次脳機能障がいの方々のリハビリテーションの目的は、まさしく個人個人の生活をなんとか全うできるようにす
ることです。従って、患者さん一人ひとりの様々な状況がそのまま、リハビリに大きく影響するため、私たちは個々
の事情に付き合いながら、影響されながら、悪戦苦闘する毎日を送っています。そのような小さな町の診療所の取組
みについて紹介させていただきたいと思います。

略　歴

李
り

　　利
としひこ

彦
昭和57年3月 金沢大学医学部卒業
昭和57年4月 大阪大学医学部精神神経科学教室入局
昭和57年7月 国立大阪病院神経科精神科研修医
昭和59年7月 吉村病院精神科
昭和60年4月 大阪府立中宮病院
平成02年4月 朋愛病院内科
平成07年2月 り内科診療所（現　宏彩会李クリニック開設）
平成24年6月 高次脳機能障害者を対象にした精神科デイケア『脳リハセンター天美』併設
平成20年4月～ 大阪精神科診療所協会副会長
平成26年5月～ 松原市医師会会長

-52-



シンポジウム 4

今までの地域連携とデイケア、
これからの地域連携とデイケアの在り方

司会

西藤　直哉
（あまなクリニック）

シンポジスト

森　　祐介
（岩沢神経科クリニック）

熊木　思歩
（あまなクリニック）

庄司　和弘
（からころステーション）

肥田　裕久
（医療法人社団宙麦会 ひだクリニック）



司会の言葉
今までの地域連携とデイケア、

これからの地域連携とデイケアの在り方

西
さいとう

藤　直
なお や

哉
あまなクリニック

　精神医療において国の施策では入院治療から地域生活へと言われて久しいが、地域移行がスムーズに進んでいるか
と言えば地域差はあるけれどもハード、ソフト両面での受け皿がまだまだ不足しているのが現状です。地域が患者さ
んを支える力、支援する力を持つためには診療所が地域の関係機関とうまく連携を取っていく必要があります。成功
例だけでなく失敗例や困難例を通して今までの地域連携とデイケア、これからの地域連携とデイケアの在り方につい
て議論出来ればと思います。

略　歴

西
さいとう

藤　直
なお や

哉
1998年 愛媛大学医学部卒業
1998年 京都府立医科大学精神医学教室入局
1998年 精華園(現海辺の杜ホスピタル)
1999年 京都府立医科大学病院
2000年 内海慈仁会　有馬病院
2002年 大阪労働衛生センター第一病院
2003年 洛東病院
2004年 内海慈仁会　有馬病院
2006年 上枝診療所
2016年 上枝診療所をあまなクリニックに改名

シンポジウム4
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シンポジウム4

S4-1　磯際で船を破り、風に順いて呼ぶ
～なぜグループホーム開設に頓挫し、西宮市初のサ障住に挑戦したか～

森
もり

　　祐
ゆうすけ

介
岩沢神経科クリニック

　一般社団法人セレクトは、西宮市の甲子園球場のすぐ横の甲子園網引町、甲子園洲鳥町で地域活動支援センター「プ
ロシード」と就労継続支援Ｂ型事業所「おむすび屋えんむすび」、そして、今回お話をさせていただくサポート付き
障がい者向け住宅「セレクト甲子園」の3つの事業をしています。
　元々はＮＰＯ法人で平成20年4月より地域活動支援センター「プロシード」の運営を開始し、昨年の7月より運営母
体を一般社団法人に移行させました。そのプロシードが平成27年末に突然、家主さんより「建物が古くなっているの
で立て替えたいので年内に退居してほしい」と言われたのです。続けて「もし良ければ、立て直した後も戻ってきて
活動をするというのであれば、事業をするのに使いやすいように立て替えることも考える。3階建てにしてグループ
ホームのような事業展開も考えることはできませんか？」と言うお話をいただきました。
　市内のグループホームや、障がいのある方の単身生活の場のニーズはもとより高く、賃貸物件では契約に至らない
ことも多くあり、家主さんからの申し出はまさに棚から牡丹餅。法人内でも検討した結果、挑戦してみることとなり
ました。1階部分に地域活動支援センターとグループホームの共有スペース、2、3階部分にワンルーム各3室の合計6
室の建物は、当初年明け平成28年の7月には完成するということでした。
　様々な事情から建物の完成には約2年かかってしまい、引き渡して頂いたのは平成29年8月。それ以前に事業所とし
ての指定申請手続きを進めていくと、完成した建物ではグループホームの運営ができないという事態に！借り受けて
からの空室の期間を少しでも短くしたかったので、関係機関にホーム入居希望者を募っていただいていたこともあり、
「できないので止めました」とはとても言い出せず…法人が出した答えは新しい住まいのカタチ「サポート付き障が
い者向け住宅（サ障住）」事業としての運営。
　セレクト甲子園としての活動に至るまでの紆余曲折と現在の状況をお話させていただきます。

略　歴

森
もり

　　祐
ゆうすけ

介
2004年7月　ＮＰＯ法人ＮｉＣＣＬ西宮暮らしやすい地域をめざす会　入職
2005年4月　同法人が運営する小規模作業所「スパークス」　センター長
2009年4月　新規開設した小規模作業所「プロシード」　センター長
2013年4月　就労継続支援Ｂ型事業所　「おむすび屋えんむすび」管理者
2018年7月　一般社団法人セレクト　入職

肩書
一般社団法人セレクト　セレクト甲子園　管理人
　　　　　　　　　　　おむすび屋えんむすび　管理者・サービス管理責任者
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シンポジウム4

S4-2　地域に必要とされるクリニックを目指して

熊
くまき

木　思
し ほ

歩
あまなクリニック

  当院は阪神尼崎駅前にある精神科・心療内科のクリニックです。
　1981年、阪神尼崎で精神科の地域医療を開始、2016年7月にチーム医療中心の多機能型の精神科クリニックとして
新たにスタートしました。
  精神保健福祉士らによる精神科訪問指導に加え、デイケアや就労継続支援にも新たに取り組んでいます。また、必
要な方には診察室の中だけの治療にとどまらないケアやリハビリテーションにも力を入れて行っております。
  地域の中で、どのような役割を求められるのか。多くの社会資源に囲まれた尼崎という地で必要とされる「多機能型」
の精神科診療所を目指して、成功、失敗、挑戦…まだまだ模索段階の取り組みをお話しさせていただき、皆様のご意
見をいただければと思っております。

略　歴

熊
くまき

木　思
し ほ

歩
2010年 京都文教大学 臨床心理学部　臨床心理学科　卒業
2010年 4月 京都総合福祉協会　入所施設
2015年 4月 合同会社 ゆうゆう倶楽部
2015年10月 医療法人社団 上枝診療所
2016年 7月 上枝診療所→あまなクリニックに改名
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シンポジウム4

S4-3　地域にある、からころ

庄
しょうじ

司　和
かずひろ

弘
からころステーション

　宮城県石巻市の石巻駅より歩いて約2分、市役所へは歩いて約３分という、地域の中心地に位置するところに「か
らころステーション」（以下からころ）は事務所を構え私たちは、石巻市、東松島市、女川町を圏域とし現在活動を
しております。
　震災直後、日精診のこころのケアチームとして宮城クリニックを拠点とし、避難所や津波で被災した自宅の２階で
生活をされているお宅などへ救援物資を届ける活動。仮設住宅の集会所がまだ整備されていないところへ行き、ター
プテント・お茶・かき氷などを持って、血圧測定や健康相談、コミュニティづくりのお手伝いなどの活動をしており
ました。
　2011年10月にからころは開所し、電話・来所・訪問の相談支援活動や、仮設住宅や地域にある集会所などで、市の
保健師や住民の方々からなどの要望により、講演の依頼を受け出前講座や駅前にあるという好条件の立地を活かし、
からころでも市民や支援者向けの講演会なども開催しております。
　時間の経過につれ、避難所から仮設住宅、仮設住宅から復興住宅や自立再建住宅への転居が進むなど生活の場や環
境が変化しております。同時に問題も変化しているのも現状としてあります。
　からころには、開所される前から現在も日精診のDr.やコメディカルのみなさんからのご支援をいただきながら活
動を行っております。活動にDr.が参加していることで、問題の早期解決、こころの健康障害の予防、地域の支援者
の方からも相談の依頼など、多様な問題に関わり支援活動を行なっております。

略　歴

庄
しょうじ

司　和
かずひろ

弘
1996年3月 北杜学園　仙台医療福祉専門学校卒業
1996年4月～2001年3月 精神障害者通所授産施設　名取市友愛作業所
2001年4月 医療法人社団 原クリニック
2012年5月 一般社団法人 震災こころのケア・ネットワークみやぎ　
　　　　　　 からころステーション
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シンポジウム4

S4-4　多機能型精神科診療所は何をしてはいけないのだろうか

肥
ひ だ

田　裕
ひろひさ

久
医療法人社団宙麦会ひだクリニック

　いささか強い語調のタイトルです。このように考えた経緯をすこしお話しして要旨にかえたいとおもいます。医療
モールの中にあるクリニックから、多機能型精神科診療所まで様々な形態があります。残念なことにお亡くなられま
したが、浜田晋先生が診療所を上野に開業したのは昭和49年、いまから45年前です。この45年間̶̶わたしたちは患
者さんが地域で生活していくためにどのような支援を行って来たのでしょう。一方、翻ってみて患者さんを地域で支
えるという事はどういうことを意味するのでしょうか。症状の安定は必要です。では症状が安定していないと地域で
暮らせない？そういうことはありません。逆に症状が安定していても地域で生活できていない例もたくさん経験して
きました。ではどういった支援が本当に有効なのでしょうか。支援の在り方として、窪田らは多機能型精神科診療所
を提唱しました。患者さんが地域で生活する時、多機能型精神科診療所が本当に有効な医療資源になるためには、私
たちは何をするべきで、何をしてはならないのか。そういった点から多機能型診療所について話題を提供したいと思
います。

略　歴

肥
ひ だ

田　裕
ひろひさ

久
1996年 4月 帝京大学医学部卒
1998年 4月 柏水会初石病院
2000年 7月 東京大学保健センター
2005年11月 ひだクリニック開院
2006年 1月 NPO法人こころの健康を創造する会creationHIT理事長
2009年 7月 医療法人社団宙麦会（そらむぎかい）理事長
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シンポジウム 5

診療所を飛び出して
～ACT、オープンダイアローグの実践～

司会

平本　憲孝
（平本医院）

シンポジスト

内田　有彦
（こころクリニックせいわ）

藤田　大輔
（大和診療所）

斎藤　　環
（筑波大学医学医療系　社会精神保健学）



司会の言葉
診療所を飛び出して

～ACT、オープンダイアローグの実践～

平
ひらもと

本　憲
のりたか

孝
平本医院

　ACT（帆活的地域生活支援プログラム）は、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士、精神科医などか
らなる医療チームが、アウトリーチ（訪問支援）を中心として、患者の社会生活を支援していこうとする取り組みで
ある。
　ACTに長期間取り組んできた、内田　有彦先生（こころクリニックせいわ）と藤田　大輔先生（大和診療所）から、
その有効性や今後の課題などについて発表していただく。
　藤田先生からは、岡山市で独特の精神科診療所を運営し、ドキュメンタリー映画「精神」で取り上げられた「こらー
る岡山診療所」の山本昌知先生の臨床についても紹介していただく予定である。
　オープンダイアローグ（開かれた対話）は、フィンランドのケロプダス病院で開発された統合失調症患者への治療
的介入の手法である。
患者や家族から依頼を受けると、２４時間以内に精神科医、看護師、心理士などからなる治療チームが患者の自宅を
訪れ、患者、家族、関係者と治療チームが円座を組み、約１時間半対話をするという技法である。危機的状況が改善
するまで、ほぼ毎日続けられるが、ほとんどの例で、２週間以内に患者の状態は改善すると言われている。治療初期
に睡眠を確保するために少量の薬物が使用されることがあるが、薬物が必要なケースは３５％と言われている。
　「開かれた対話」を行う上での留意点は、医療チームを含めてすべての参加者は平等の対場で意見を述べること、
あらゆる発言は傾聴され、いきなり批判されることがないこと、あらゆる発言に対して応答し、対話を続けることを
重視すること、結論を急がず、不確実性（あいまいさ）に耐性をもつこと、治療チーム間の話し合いは患者さんや家
族の前で行うこと、治療方針は患者さん自身が決定することなどである。
　「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）を執筆され、オープンダイアローグを日本に紹介した斎藤　環先生
から、オープンダイアローグの理論と実践について講演をしていただく。
　シンポジウムでは、「オープンダイアローグが統合失調症の病理を解明できるか」というテーマで議論していただ
く予定である。

略　歴

平
ひらもと

本　憲
のりたか

孝
1983年 山口大学医学部卒業
1983年 神戸市立中央市民病院（内科研修医）
1985年 神戸労災病院　内科勤務
1987年 神戸大学精神神経科（医員）
1988年 向陽病院　勤務
1995年 高岡病院　勤務
2001年 平本医院開院　現在に至る

シンポジウム5
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シンポジウム5

S5-1　ACTの実践

内
うちだ

田　有
ゆうすけ

彦
社会医療法人清和会　こころクリニックせいわ

　ACT（Assertive Community Treatment：包括型地域生活支援）は、統合失調症やうつ病など重い精神の障がいを持っ
た方たちが、地域の中で自分らしい生活が送れるように、多職種の専門家がチームを組み集中的・包括的な訪問支援
を提供するプログラムです。
　ACTは1970年代にアメリカで始まり、その後多くの国に普及しその効果が実証されています。日本でも「入院医療
中心から地域生活中心へ」という国の方策が打ち出され、精神科病院からの地域移行と地域支援の拡充が推進されて
いますが、重い精神障がいを持つ人たちが地域で自分らしく暮らしていくための対策はまだまだ不十分なままです。
適切な治療や支援が受けられないまま長期入院中の方や何度も入院を繰り返す方、地域で人目を気にしながら孤立し
て生活している方など、ACTではそうした既存のサービスでは支援が行き届かない方々に、個々のニーズに合わせて
オーダーメイドの支援を提供していきます。
　現在、日本では九州から北海道まで20ものACTチームが各地域の特性に合わせて訪問支援を行ない、ACTの実践
は我が国でも拡がりをみせています。ACTでは「その人の長所や能力に着目すること」や「その人のあり方を中心に
すえること」を大切に、住み慣れた場所で安心して地域生活が送れるように期限を決めずに継続的に支援をしていき
ます。
　島根県浜田市で、こころクリニックせいわと訪問看護ステーション浜田で行なっている我々のACTの活動を、実際
の症例を通してお伝えしたいと思っています。

略　歴

内
うちだ

田　有
ゆうすけ

彦
1995年 香川医科大学医学部卒業
1995年 岡山大学精神神経科研修医
1996年 医療法人恵風会　高岡病院
1998年 国立岡山病院　神経内科
2000年 大川総合病院　精神科神経科
2002年 社会医療法人清和会　西川病院
2009年 社会医療法人清和会　こころクリニックせいわ
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シンポジウム5

S5-2　生活の場での精神科医療

藤
ふじた

田　大
だいすけ

輔
大和診療所

　私は、10数年前より地域精神医療…その中でも在宅医療を実践しています。そんな私の中では徐々に薬物療法への
期待、依存が減ってきています。このことは、薬以外の発想が実践経験をもとに増えていっていると言い換えること
ができます。薬物療法導入前のアセスメントから立てられるプランの中に、薬物療法以外のプランが組み込まれてい
るかが大切になってきます。薬物療法開始前、もしくは同時に薬物療法以外の支援（筆者はリハビリテーション、環
境調整と認識している）を実施できることにより、明らかに薬物療法に頼る割合は減ります。私の中では、薬物療法
と同等に環境調整、リハビリテーションが存在しています。それらは生活の場での支援という要件、そしてタイムリー
さの要件を満たすならば効果は絶大となります。そのような意識をもつ私は、薬物療法を意識するが故、薬物療法以
外の可能性を探り、その支援（リハビリテーション、環境調整）を対象者の生活の場で、タイムリーに投入すること
を優先します。そして、外来の場面でも、訪問先でももっぱら知りたくなるのは、その人の「ホッとできる時間、空
間」、「安心できる時間、空間」、「楽しい時間、空間」などです。極端な言い方をすれば、その人の精神症状よりもそ
のことを教えてもらうことの方が重要なのです。あとは、それらの時間（引き出し）をどのタイミングで、どんな場
所（空間）で、誰と過ごしてもらうかです。実際に体験してもらうならば、例えその心地よさ、安心、楽しさを忘れ
ていたとしても、再度イメージできるようになります。そのような体験は、自分の中にしんどい時、苦しい時…に自
分にそのホッとする時間、安心できる時間、楽しい時間を処方できる引き出しを増やすことになります。この自分が
自分にする処方は、自分の中にある引き出しを開けることなので、通常外来で医師に薬物を処方してもらうのと違い、
医師は必要ではありません。また、自分の中にある引き出しを開けて処方する場合、基本的には副作用も通常の薬物
治療の場合のように気にする必要もありません。ただ、私たちが対象としている方は、基本的に自宅にひきこもった
生活をしているため、通常の外来場面で体験していただくのは難しいので、一般的にはこちらから出向いて（訪問）、
一緒に動いて体験していただきます。訪問という手段によって、その人の中に心地よさとは？ホッとするとは？楽し
いとは？その体験をしてもらうことにより、その人の中にイメージされ、その人の中に引き出しとなって存在するよ
うになるのです。
　これらの訪問という形態で行われる活動は、従来の薬物治療が中心の精神科医療の中で忘れ去られている大切な要
素が含まれており、生活の場での精神科医療として私の中で形作られています。その生活の場での精神科医療の実践
で、多く時間を費やしているのは、当事者、家族、その他当事者を中心として関わる人達との対話であることは言う
までもありません。

略　歴

藤
ふじた

田　大
だいすけ

輔
1991年 順天堂大学医学部卒業
1992年 岡山大学精神神経科研修医
 （総合病院神経内科、単科精神科病院勤務）
2003年 インペリアルカレッジロンドン・精神科留学
 （多職種アウトリーチチームでの研修）
2004年 岡山県精神保健福祉センター
 （ACTおかやま事業立ち上げ）
2009年 大和診療所開設
 （ACT-Zero岡山活動開始）
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シンポジウム5

S5-3　オープンダイアローグの理論と実践

斎
さいとう

藤　　環
たまき

筑波大学医学医療系　社会精神保健学

　フィンランドで開発された「オープンダイアローグ」は、近年急速に注目を集めつつある統合失調症急性期のケア
手段であり、思想/システムである。1980 年代から実践されており、ほとんど入院治療や薬物治療を行わずに、きわ
めて良好な治療成績を上げている。本シンポジウムでは、自験例にもとづいて、オープンダイアローグの精神療法的
な作用機序について検討を試みる。

略　歴

斎
さいとう

藤　　環
たまき

1961年、岩手県生まれ。
1990年、筑波大学医学専門学群　環境生態学　卒業。医学博士。
爽風会佐々木病院精神科診療部長（1987年より勤務）を経て、2013年より筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。
また，青少年健康センターで「実践的ひきこもり講座」ならびに「ひきこもり家族会」を主宰。
専門は思春期・青年期の精神病理、および病跡学。

著書に 「文脈病（青土社）」「社会的ひきこもり（PHP研究所）」
「ひきこもり救出マニュアル（PHP研究所）」「ひきこもり文化論（紀伊國屋書店）」
「生き延びるためのラカン（バジリコ）」「ひきこもりはなぜ『治る』のか？（中央法規出版）」
「ひきこもりのライフプラン」（畠中雅子との共著）岩波書店　
「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）
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シンポジウム 6

精神科治療ガイドラインの普及・教育・検証活動：
EGUIDEプロジェクト

司会

村上　　潔
（村上医院）

シンポジスト

橋本　亮太
（大阪大学大学院・医学系研究科　精神医学教室）

渡邊衡一郎
（杏林大学医学部　精神神経科学教室）

稲田　　健
（東京女子医科大学　医学部精神医学講座）

勝元　榮一
（かつもとメンタルクリック）



司会の言葉
精神科治療ガイドラインの普及・教育・検証活動：

EGUIDE プロジェクト

村
むらかみ

上　　潔
きよし

村上医院

　精神科治療のガイドラインについてのシンポジウムです。私は、若い頃は精神科の治療でガイドラインなど役に立
つのであろうか？と懐疑的でありました。
しかし「うつ病治療ガイドライン」が出たときに、目を通してからは、診察で減薬のタイミングや患者さんに説明す
るときなど、一貫性を持った対応ができるようになり、治療が円滑に進むようになった経験があります。
　この度は、精神科の代表的な疾患である「うつ病治療ガイドライン」と「統合失調症薬物治療ガイドライン」にフォー
カスを当てます。
　EGUIDEプロジェクトというのは、上記のガイドラインを用いて精神科医に教育をし、そのことで普及を図り、ま
たその教育効果を検証するというプロジェクトです。このプロジェクトを取りまとめた先生、ガイドライン作成に加
わった先生、ガイドラインを用いて教育を行った先生、その講義を受けた先生と様々な立場からお話を伺います。フ
ロアーともディスカッションし、精神科治療とガイドラインについて多角的に、深く考察できるのではと楽しみにし
ております。

略　歴

村
むらかみ

上　　潔
きよし

平成 4年 京都大学医学部卒。
平成 4年 京都大学医学部精神科に入局。同病院で研修。
平成 5年 公立豊岡病院精神科に勤務。
平成13年 精療クリニック小林に勤務。
 その間平成15年から16年までニューヨーク
 ウイリアム・アランソン・ホワイト研究所に留学。
平成24年 村上医院開設。現在まで。

シンポジウム6

-66-



シンポジウム6

S6-1　EGUIDE プロジェクトの概要

橋
はしもと

本　亮
りょうた

太
大阪大学大学院・医学系研究科　精神医学教室

　精神科医療においては、臨床家ごとのばらつきが大きいという問題点があり、よりよい医療を普及させるために、
エビデンスに基づいたガイドラインが作成されるようになってきた。しかし、それが実地臨床に反映され、役立って
いるかどうかについては、まだ十分にわかっていない。EGUIDEプロジェクトは、全国90以上の医療機関が参加して、
ガイドライン（統合失調症薬物治療ガイドラインとうつ病治療ガイドライン）の講習を行い、その医療機関における
処方行動に影響を与えるかどうかについての検討を行い、精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果を検
証を行うものである。
　治療ガイドラインの定義は、「医療行為について患者と医療者の共同意思決定を支援するために、エビデンスに基
づいて最適と考えられる推奨を提示する文書」である。一方で、患者と医療者が従わなければならない基準であるた
めそれを多様な患者の存在する臨床現場に押し付けられているというような誤解も多くみられ、それに対するアレル
ギー反応のようなものが医師側にあり、普及を妨げる一因となっている。共同意思決定には、当事者や当事者家族が
ガイドラインの内容を十分に理解することが必要とされるが、ガイドラインは通常、専門家向けに推奨の根拠になっ
たエビデンスを詳細に述べる形式で作成されるため、当事者や当事者家族が理解することは困難である。統合失調症
薬物治療ガイドラインにおいては、当事者・当事者家族・メディカルスタッフと協力して、誰にでもわかりやすい「統
合失調症薬物治療ガイド」の作成を行い、平成30年2月27日に公開した。EGUIDEプロジェクトは、このようなガイ
ドラインに関する全般的な普及の一翼を担っている。

略　歴

橋
はしもと

本　亮
りょうた

太
1995年 大阪大学医学部卒業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1995年 大阪大学医学部附属病院神経科精神科にて研修　　　　　　　　　　　　
1996年 大阪大学大学院医学系研究科内科系精神医学専攻　　　　　　　　　　
2000年 米国国立精神衛生研究所　客員研究員　
2003年 国立精神・神経医療研究センター　神経研究所　疾病研究第三部 室長
2006年 大阪大学大学院医学系研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター　特任助手、特任助教、特任准教授
2011年 大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター　准教授
至現在
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シンポジウム6

S6-2　EGUIDE プロジェクトにおけるうつ病治療ガイドラインパート

渡
わたなべ

邊衡
こういちろう

一郎
杏林大学医学部　精神神経科学教室

　2012年、日本うつ病学会から「日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病（DSM-5）/ 大うつ病性障害」が発表され、
2016年には児童・思春期、睡眠障害などの章を加えてアップデートされた。わが国初のうつ病に特化した治療ガイド
ラインと言うことで注目を集めたが、これまでのところその記載内容は多くの医師に十分に浸透していると言い難く、
また実臨床にもあまり反映されていないと思われる。
　EGUIDEプロジェクトにおけるうつ病ガイドライン講習会では、午前にガイドラインの講習（座学）を行い、午後
には2つのうつ病の症例に関して鑑別、必要な検査、重症度の判定、治療選択及びその根拠等のグループディスカッショ
ンを行っている。さらに、アウトカムとして、まず講習会前後における参加者の理解度の変化を見ているが、現在ま
でのところ、参加者の理解度は増し、満足度は高い状況である。今後さらに所属医療機関における参加前と参加半年
～ 1年後における処方行動、非薬物療法の施行頻度等にどの様な影響を与えるかに注目し、検討を行っていく。
　当日は講習会のエッセンスについてご紹介できればと考えている。

略　歴

渡
わたなべ

邊衡
こういちろう

一郎
昭和63年3月 慶應義塾大学医学部卒業

（職歴）
昭和63年5月 慶應義塾大学医学部研修医
平成 1年5月 国家公務員共済組合連合会立川病院神経科
平成 3年5月 医療法人財団厚生協会大泉病院
平成 9年4月 慶應義塾大学医学部精神神経科学教室助手
平成18年4月 慶應義塾大学医学部専任講師
平成24年4月 杏林大学医学部准教授
平成26年4月 杏林大学医学部教授

（専門領域）
臨床精神薬理 主に向精神薬の副作用・効果・アドヒアランス研究

（主な著書：主著、編・共著書、監訳を含む）
今日の治療薬（南江堂）
座談会　うつ病治療―現場の工夫より―（メディカルレビュー社）
読むだけでコツがつかめる　問診力トレーニング（アルタ出版）
モーズレイ処方ガイドライン第10版（アルタ出版）
「うつ」の構造（弘文堂）
精神科医×薬剤師クロストークから読み解く精神科薬物療法
―多職種連携から生まれる新しいコミュニケーションの提案―（南山堂）
レジリアンス―症候学・脳科学・治療学―（金原出版）
別冊NHKきょうの健康 よくわかるうつ病（NHK出版）

（所属学会）
日本精神神経学会（代議員、専門医）
日本うつ病学会（理事）
日本社会精神医学会（理事）
日本女性心身医学会（理事）
日本臨床精神神経薬理学会（評議員、指導医）
日本精神保健・予防学会（評議員）
日本不安症学会（評議員）
日本ストレス学会（評議員）
日本精神科診断学会（評議員）
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シンポジウム6

S6-3　統合失調症の薬物治療ガイドライン講習の紹介

稲
いなだ

田　　健
けん

東京女子医科大学医学部　精神医学講座

　日本神経精神薬理学会は、「統合失調症の薬物治療ガイドライン」を公表した。診療ガイドラインの定義、作成方法、
公開方法については、日本医療機能評価機構Minds（Medical information Network Distribution Service）が紹介し
ており、本ガイドラインはこの方法に従って作成されている。Mindsによるガイドラインの作成方法は、臨床疑問（CQ：
clinical question）に対して、エビデンスに基づいて、推奨を掲載するよう求められている。本ガイドラインは、統合
失調症の治療を治療期から5つに分け（初発統合失調症、再発再燃時、維持期治療、治療抵抗性、その他の臨床的諸問題）
それぞれに５～８個の臨床疑問を設定した。EGUIDEプロジェクトのガイドライン講習会では、本ガイドラインの内
容と、実際の臨床場面における適応用法を解説することを目指している。
　ガイドラインの講習は、午前中の講義と午後の症例ディスカッションからなる。講義では、各章の概要のほか、ガ
イドラインの前提条件についても解説する。ビデオも交えた講義で受講者の印象に残るような講義となっている。
　午後の症例検討では、5～6名の受講者に1名のファシリテーターがついてのグループディスカッションを行い、そ
の後全体での発表、討議を行う。これを2症例について行う。多様な所属先からの参加者が議論することで、症例に
ついての考え方、ガイドラインを適応する前提条件や困難さについて学ぶことができる。参加者からは、「他施設の
先生方とディスカッションでき大変勉強になりました」と他施設と自施設の違いを知ることができたことについての
ポジティブな感想が得られている。

略　歴

稲
いなだ

田　　健
けん

平成 9年1997年 北里大学医学部医学科卒業、北里大学医学部精神科入局
平成 9年1997年～ 99年 北里大学病院および北里大学東病院にて卒後研修
平成15年2003年 北里大学大学院医療系研究科博士課程　修了
平成15年2003年 北里大学医学部精神科　研究員
平成16年2004年 アメリカ合衆国、ノースカロライナ大学　留学
平成18年2006年 東京女子医科大学医学部精神医学講座　助教
平成21年2009年～ 東京女子医科大学医学部精神医学講座　講師
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シンポジウム6

S6-4　精神科診療所の受講者・指導医の立場から

勝
かつもと

元　榮
えいいち

一
かつもとメンタルクリック

〈EGUIDEプロジェクトとの馴れ初め〉
　私は大阪精神科診療所協会で学術担当理事をさせていただいており、平成27年10月に大阪大学の橋本先生に治療抵
抗性統合失調症に関するご講演を依頼したことから始まりました。その後、阪大病院へお邪魔して、橋本先生の統合
失調症外来や精神科病棟を見学させていただいたり、それから飲みに行ったりするようになりました（笑）。そこで
EGUIDEプロジェクトの講習受講のお誘いを受けました。このEGUIDE講習を受ける前から「統合失調症薬物治療ガ
イドライン」、「大うつ病性障害・双極性障害治療ガイドライン」を診察デスクの傍らに置き、何度も読み返しており
ました。また、時には患者さんへの説明もこれらを利用することもありました。ただ、開業医は大学や病院勤務とは
異なり、ディスカッションの場も少なく、とても孤独です。実際に他の先生方はこれらのガイドラインをどう考え、
どう使っているのか判りませんでしたし、ガイドラインではカバーできない個別性などをどう考えるかなど、いつも
悩んでいました。
〈EGUIDE受講者として〉
　本講習を受けた感想としては、午前中のガイドラインの基本講義も良かったのですが、午後からの症例についての
グループディスカッションでは自分とは背景や考え方の異なる先生方とディスカッションできたこと、グループ発表
では特に若手精神科医の意見などをいろいろと聞けたこともとても有意義でした。私の若い頃は先輩Drの名（迷？）
人芸的な処方を見て、悩みながら勉強したものですが、今の若い精神科医はEGUIDE講習があって幸せやなって思い
ました。
〈EGUIDE指導医として〉
　２つの講習を受講した後は、指導医になるようにと橋本先生からの指令が下されました。その要件の一つに「アド
バンストコースの資料作成」があり、これが本当にエグかったです。私は多剤併用の統合失調症症例の薬剤整理のパー
トを担当したのですが、何度も深夜までスカイプ会議が行われ、資料のリバイスが繰り返され、EGUIDEが「エグイ
で～」と言われる所以を実感いたしました（笑）。その後、晴れて指導医に認定していただき、昨年は金沢大学と大
阪大学でのEGUIDE講習会のファシリテーターをさせていただきました。EGUIDEプロジェクト指導医として、若手
医師だけではなく、今多くの患者さんを診察されておられる日精診の先生方にも是非ともEGUIDE講習を受けていた
だき、さらに質の高い医療をしていただきたいと思っております。

略　歴

勝
かつもと

元　榮
えいいち

一
1989年 大阪市立大学医学部卒業
1989年　　　　　　　大阪市立大学医学部神経精神医学教室入局
1989年～ 1990年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研修医
1990年～ 1991年 神出（かんで）病院医員
1991年～ 1993年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研究医
1993年～ 1994年 大阪市立大学医学部附属病院老年科・神経内科臨床研究医
1994年 大阪市立大学医学部附属病院神経精神科臨床研究医
1994年～ 2007年 大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学助手
2007年～ かつもとメンタルクリニック院長
2012年～ 大阪精神科診療所協会　理事（学術担当）
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シンポジウム 7

精神科診療所でできる摂食障害の治療と支援

司会

高宮　静男
（たかみやこころのクリニック）

シンポジスト

永田　利彦
（なんば・ながたメンタルクリニック）

泉　　和秀
（いずみハートクリニック）

石川　慎一
（岸辺こころのクリニック）

田宮　裕子
（神戸大学医学部精神医学分野）



司会の言葉
精神科診療所でできる摂食障害の治療と支援

高
たかみや

宮　静
しず お

男
たかみやこころのクリニック

摂食障害はかって思春期やせ症とも呼ばれ、思春期特有の疾患と考えられてきましたが、最近は、子どもから高齢者
までみられるようになりました。神経性やせ症では、身体面での治療も必要なこともあり診療所での摂食障害治療は
難しいと敬遠されてきましたが、診療所でも実際に治療・支援を行っているところがちらほら見受けられます。神経
性やせ症のみならず、神経性過食症はすごいスピードで増えてきており、しかも不安症や気分障害などを併存するこ
とも多く、精神科診療所を受診するようになってきました。そのため、精神科診療所でも併存症としての摂食障害に
も対応する必要がでてきています。今回は、診療所で行われている治療・支援の経験を紹介していただき、診療所で
可能な治療法、支援体制・方法、診療報酬の問題についてもカバーしていきたいと思っています。入院設備を有して
いる総合病院での受け入れと総合病院から期待する診療所での治療と支援についても報告していただきます。さらに、
食そのものに関連する諸々の問題について診療所としてできることを示していただきます。摂食障害の治療・支援の
経験豊富な先生方にお話しは日常の診療所臨床に大いに役立つこと請け合いです。多くの先生方のご来場をお待ちし
ております。

総合討論：診療所で可能な支援体制、支援方法や工夫、現在の診療報酬下での可能な治療、身体面での入院設備を有
している総合病院との連携、さらに、食そのものに関連する諸々の問題にまで発展させ、参加者と共に考えていきた
いと思います。

略　歴

高
たかみや

宮　静
しず お

男
平成 3年6月 神戸大学医学部卒業、神戸大学精神神経科入局
平成 4年6月 高砂市民病院神経科
平成 6年7月 西神戸医療センター精神・神経科
平成10年4月 副医長、平成17年4月医長、平成21年4月部長
平成28年3月 定年退職、同年4月増井神経内科
同年 8月 たかみやこころのクリニック

シンポジウム7
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シンポジウム7

S7-1　精神科診療所でできる摂食障害治療、
「生きづらさ」への適切な治療を

永
ながた

田　利
としひこ

彦
医）壱燈会、なんば・ながたメンタルクリニック

　摂食障害は、過度の痩せに陥る神経性やせ症と、挿話的に過食を呈することから体重が正常範囲内にある神経性過
食症に分かれるが、肥満を恐怖し、体型に囚われ、極端な摂食制限、過剰な運動、自己誘発性嘔吐や下剤乱用などの
排出行為を行うことは共通である。そして相互的に病型を移行しながら慢性に経過する。
　標準的な治療は、低体重には入院治療、過食に対しては食事日誌などを通じて自己監視を行う「認知行動療法」で
ある。実は入院治療は精神科単科病院でも可能で、認知行動療法も比較的短期間（月単位）の研修によって実施可能
である。それでも多くの臨床家が治療を躊躇するのは、「やせ」や「過食」といった「表面的な」症状に対処しても、
その背景にある「何か」が治っておらず、「標準的治療」後の対処に苦慮することが多いからである。その何かは「生
きづらさ」と表現されてきたが、それの正しい把握と治療が必要不可欠である。
　実は操作的診断基準により適切に評価すると、摂食障害の6～ 7割がクラスター Cパーソナリティ障害を併存して
いる。確かにクラスターBパーソナリティ障害の併存率は数%から3割程度に過ぎないが、クラスターCパーソナリティ
障害を含めた何らかのパーソナリティ障害となると併存率は7～ 8割に上昇する。さらに、近年、概念が拡大した自
閉症スペクトラム障害も含め、何らかのパーソナリティ障害か自閉症スペクトラム障害とすると、ほとんど全ての症
例が何らかの生きづらさを有している。そして、どのような生きづらさかによって（例えば全般性の社交不安障害-回
避性パーソナリティ障害、自閉症スペクトラム障害、クラスターBパーソナリティ障害など）よって、薬物療法も精
神療法（心理療法）も変える必要があり、力動的精神療法や認知行動療法といった専門が全く異なる臨床心理士との
協働が必要になる。そこが摂食障害治療の難しさであるが、それができれば、精神科診療所でも、体重などの条件を
付けずに月に百例以上の患者を受け入れながら、入院は年に数件が実現可能になる。
　都会の精神科診療所の患者のほとんど全てが神経症圏に属する。それを適切な治療に結びつけ、回復に至らせるこ
とが必要である。その意味合いで、摂食障害治療という「最も危険な」精神障害（ある不安障害の世界的権威が述べ
た比喩）は、神経症圏治療システム構築の試金石となりうるのである。

略　歴

永
ながた

田　利
としひこ

彦
1985年 大阪市立大学医学部卒業
1990年 大阪市立大学大学院医学研究科修了
1991年 大阪市立大学医学部神経精神医学教室、助手
1994年 大阪市立大学医学部神経精神医学教室、講師
1995～1996年 ピッツバーグ大学精神科客員助教授
  （Visiting Assistant Professor of Psychiatry）
1999年 大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学准教授
2013年 なんば・ながたメンタルクリニック開設
2015年 医）壱燈会 なんば・ながたメンタルクリニック
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シンポジウム7

S7-2　診療所でできる摂食障害の治療や支援とその限界

泉
いずみ

　　和
かずひで

秀
いずみハートクリニック

　摂食障害の治療に関しては、基本的ないくつかの治療法はあるものの、その内容は千差万別であり、治療者の治療
力も様々ではないかと思います。自分自身の治療者としての歴史を振り返っても、医師になってまもない頃と今とで
は、摂食障害に対する治療力は雲泥の差のように感じます。ですから、診療所で可能な支援といっても、治療者の力
によって支援可能なレベルは異なるのではないかと思います。すなわち、治る可能性を秘めた治療と治る可能性がな
いといってもいい治療とがあると思うのです。治療者自身が患者様のこれからの人生にまで思いを馳せ、治療を考え
るならば、治る見通しの見えない治療についてはそこに限界を見出すことも大事なことではないかと思うのです。
　一方、摂食障害を治しうる治療者であっても、通院治療に限界を感じることがあります。その最たるものは、生命
的な危険性があるほどの痩せや低カリウム血症などがありながら、体を回復させるための治療に導けないときです。
そうしたときはいつどのようなことになるかわかりません。よって、一刻も早く入院治療に委ねるべきだと思います。
　また、病的な思考が強く、いろいろなアプローチを試みても、食事療法への取り組みなどの行動に転化できないと
きには、枠組みに守られた入院治療に委ねるのがいいかと思います。治療者も創意工夫し、何とか本当の自己に働き
かけて治療への動機付けを高め、粘る必要があります。しかし、いくら粘ってもどうしても改善の見通しが見えず、
いたずらに月日を費やすときもあります。そうしたときには入院という枠組みの中で、病的な自己に打ち勝つ行動を
とれるように援助し、体重を回復させることで思考の異常の修正を試みることも有用だと思います。
　最後に、診療所としては依頼する入院医療機関のスタンスと限界を理解しておくことも必要ではないかと思います。
入院を受け入れて下さる病院にもその病院の事情があり、そこで治療をされる治療者の考え方があり、キャパシティ
の限界があります。よって、治療車の限界と病院の立場を総合的に考慮し、妥協点を見出すことも必要になるかと思
います。
　今回のお話では個人的な経験に基づく私見もあるかと思いますが、これまで25年にわたって摂食障害にかかわり、
治癒にも導いてきたひとりの治療者の立場から症例などを通じて、診療所でできる治療や支援とその限界についてお
話させていただければと思います。

略　歴

泉
いずみ

　　和
かずひで

秀
1990年 島根医科大学医学部卒業
1992～1993年9月 京都府立医科大学精神医学教室研修医
1993年10月～1994年3月 国立舞鶴病院精神神経科研修医
1994～1997年 国立舞鶴病院精神神経科
 思春期外来を担当
1997～1999年 大阪労働衛生センター第一病院心療内科
1999～2008年 滋賀県立精神医療センター精神科医長
 思春期外来を担当
2008年 いずみハートクリニック開設
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シンポジウム7

S7-3　「食」に関連した精神科診療所での対応

石
いしかわ

川　慎
しんいち

一
岸辺こころのクリニック

　精神科で「食」について考えるとき、私たちは摂食障害の問題に集中しすぎていないだろうか。「食」に関する精
神科の問題は他にもあるだろうから、診療は「木を見て森を見ず」という状態になってはいないだろうか。
　その、木に当たる摂食障害の対応を考えても、一般外来で診療する機会はそう多くはない。また、食べるという生
きるために必要な行動を、敢えて拒否していく患者の健康への態度に、多くの医療者が寄り添えそうにないと感じて
しまうこと、重症例では精神的治療の他に身体的な治療が必要になること、家族への対応も必要となり一般的な診療
時間での対応が困難なことなどの、問題の質の影響から、摂食障害には注目はするがどこの診療所でも対応できる状
態とはなっていない。
　では、「食」の森の部分について、消費支出で考えてみるとどうなるだろうか。支出に占める食料の割合は、2017
年で約25％になり、生活の約1/4は「食」に関するものと考えられる。精神的症状で生活が上手くいかないという状
態についても、もっと「食」に関連したものがあるのではないだろうか。
　実際、改めて診療を眺めてみると症例は多彩で少なくない。赤ちゃんへの食の安全の確認が起点となり、強迫性障
害に発展してしまった産婦。養育が十分に受けられなかった子どもらに観られるコンビニエンスストア等での万引と
いう素行の問題。会社の宴会で上司からの接待強要をきっかけに生じる新入社員の適応障害。自閉症傾向の子どもに
みられる偏食などがある。また、うつ病の食欲低下や、統合失調症の被毒妄想からくる拒食、アルコール依存症から
の低栄養はよくみられる例である。さらに、治療的な側面から、引きこもり状態からの脱却のために、生活訓練とし
て調理を行ったり、外出のきっかけとして外食を利用したりすることはよく用いられる対応である。
　このように、精神科と「食」に関連した問題は摂食障害だけでなく、様々な症例があり、一般診療でもかかわるこ
とは多い。摂食障害を診療するにあたり、とくに比較的軽症の症例では、「食」に関連した視点から広く捉え、改め
て摂食障害の問題を相対化すると、特別視しすぎなくなり、我々の摂食障害への対応もしやすくなるのではないだろ
うか。「木を見て森も見る」姿勢が肝要と考える。

略　歴

石
いしかわ

川　慎
しんいち

一
1986～1990年 東京工業大学生産機械工学科
1990～1992年 東京工業大学大学院原子核工学科
1997～2003年 日本大学医学部医学科
職歴
1992～1994年 日本電信電話株式会社研究所
1995～1997年 塾講師
2003～2005年 京都大学医学部附属病院精神科
2005～2005年 京都府立洛南病院精神科
2005～2006年 兵庫県災害医療センター救急科
2006～2009年 滋賀県立精神医療センター精神科
2009～2010年 天草慈恵病院精神科・はまゆう療育園精神科
2010～2012年 せいざん病院精神科
2012～2016年 西神戸医療センター精神神経科
2016年～ 岸辺こころのクリニック
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シンポジウム7

S7-4　摂食障害治療における総合病院と診療所との連携

田
たみや

宮　裕
ひろこ

子
神戸大学医学部附属病院精神科神経科

　摂食障害は、食事への強い恐怖、やせの追及やボディーイメージの歪みなどを特徴とする疾患であり、精神科領域
の疾患の中で極めて死亡率が高く、遷延化する傾向にある。やせが進行することで重篤な身体症状を生じるため、身
体的な集中治療が必要となってくる場合が多い。また拒食による体重減少は自己親和的な症状であるため、治療への
導入が困難となるのもこの疾患の特徴といえる。食行動異常が顕著であり治療拒否が強い場合は、行動制限や強制的
な治療が必要となるため、身体科病棟での管理はむずかしくなる。このように摂食障害は身体管理と精神科治療の両
面からのアプローチを必要とする疾患であるため、精神科病床を有する総合病院の担う役割は重要である。
　当科へ入院となる患者は、身体的に重篤な状態で救急搬送される場合や身体的な急性期治療を他の総合病院で行っ
た後に栄養管理と体重増加を目的に紹介となる場合が多い。当科で行われる入院治療では、構造化された治療の中で
多職種からなるチーム医療によって栄養管理や精神療法などが行われている。入院治療は飢餓状態からの回復と生理
的に必要である栄養を摂取できるようになることおよび最低限の日常生活が可能となる体重までの体重増加が目的で
あり、摂食障害の発症の要因となった本質的な問題は、長期にわたる外来での治療の中で取り上げていくこととなる。
　摂食障害は生物学的な要因や心理社会的な要因などが組み合わさって発症するが、ストレスも疾患の遷延化に大き
く関与している。最近の我々が行った研究では神経性やせ症患者の認知機能は健常者と比較して障害されていたこと
が判明した。特に社会機能と密接に関係している社会認知領域においても障害があり、対人関係におけるストレスは
摂食障害の発症や再燃のリスクを高めるといわれている。日々の生活の中で体験するストレスに対し対処技能を向上
させることによって、摂食障害患者にみられる生きにくさに変化が生じるようになる。また摂食障害はライフステー
ジの変化によって再燃することも多く、長期的なかかわりが必要であり、地域医療の中での外来診療は重要であると
考える。身体管理をはじめとした危機介入を行う総合病院と診療所との連携によって、より効果的な治療の提供が可
能となるのではないだろうか。

略　歴

田
たみや

宮　裕
ひろこ

子
1989年3月 獨協医科大学医学部医学科卒業
1989年4月 広島大学附属病院精神神経科研修医
1997年9月～ 2000年6月 カール・メニンガー精神医学校インターナショナルフェローシップに参加
2008年4月 神戸大学医学部附属病院精神科神経科助教
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シンポジウム 8

精神的不調を抱えて働く人への関わり方をめぐって

司会

神山　昭男
（医療法人社団 桜メデイスン　有楽町桜クリニック）

渡辺洋一郎
（医療法人メディカルメンタルケア　横山・渡辺クリニック）

シンポジスト

相澤　好治
（北里大学医学部）

鍵本　伸明
（ナンバかぎもとメンタルクリニック）

福本　正勝
（株式会社 i-OH研究所）

巽　あさみ
（浜松医科大学医学部看護学科 地域看護学講座）



渡
わたなべ

辺洋
よういちろう

一郎
医療法人メディカルメンタルケア　横山・渡辺クリニック

 司会

神
こうやま

山　昭
あき お

男
医療法人社団桜メデイスン　有楽町桜クリニック
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シンポジウム8

S8-1　働く人の精神的不調に『産業医』としてどう関わるか

相
あいざわ

澤　好
よしはる

治
北里大学名誉教授、（一社）日本繊維状物質研究協会

　職場におけるメンタルヘルス対策は、昭和63年の「心とからだの健康づくり運動（THP）」にさかのぼることができる。
健康測定により強いストレスがあると判断されるか本人が希望した場合には、心理相談員によりストレスの気づきと
リラクセーションの指導を受ける体制であったが、努力義務であったため大きな広がりが見られなかった。平成18年
に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が示され、衛生委員会等において十分調査審議を行い「心の健康づ
くり計画」を策定するとともに、「４つのケア」を効果的に推進し、ストレスチェックの活用や職場環境等の改善（一
次予防）、精神的不調への対応（二次予防）、職場復帰のための支援（三次予防）が円滑に行われる必要があるとされた。
さらに平成26年6月に改正された労働安全衛生法に基づき、平成27年４月に「心理的な負担の程度を把握するための
検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が示され、平成27年12月
から事業者に労働者に対するストレスチェックの実施が義務付けられた。安衛則14条「産業医の職務」にもストレス
チェックの実施等が追加された。
　ストレスチェックに産業医が関与している実態を明らかにするために、平成29年3月に日本医師会（産業保健委員
会）が無作為に抽出した認定産業医5,000人を対象に無記名式調査票による調査を行った。その結果、2,040人（回答
率40.8%）から有効回答を得た。産業医活動中と回答した認定産業医は1,322人（64.8%）であり、ストレスチェックに
おいて実施代表者である認定産業医は354人（26.8%）、共同実施者は511人（38.7%）、いずれかの実施者は865人（65.4%）
であった。ストレスチェックに関わっていない387人の認定産業医に、その理由を尋ねると、「多忙のため」、「リスク
が大きい」、「専門外だから」等が多かった。
　ストレスチェックの実施機関は事業所という回答が491人（37.1%）、委託先が680人（51.4%）であった。受検者数
に対する高ストレス者数の割合は、平均値が12.1%、中央値が9.1%であり、受検者数に対する面接希望者の割合は、
平均値が5.5%、中央値が1.4%であった。高ストレス者の面接指導を担当している認定産業医は916人（69.3%）であり、
常時50人以上を使用する事業場の産業医では73.0％であった。
　精神的不調者の職場復帰等には多くの産業医が関わっているが、ストレスチェックの結果に基づく職場環境の改善
によるメンタルヘルス不調の予防にも、今後産業医の関与が期待される。

略　歴

相
あいざわ

澤　好
よしはる

治
1975年 慶應大学大学院医学研究科修了（内科学）
1975年～1978年 米国ブラウン大学医学部留学（臨床腫瘍学、臨床免疫学）
1980年 北里大学医学部衛生学・公衆衛生学講師
1994年 同　教授
2006年 同　医学部長
2012年 同　名誉教授、（一社）日本繊維状物質研究協会理事長
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シンポジウム8

S8-2　主治医の立場から

鍵
かぎもと

本　伸
のぶあき

明
ナンバかぎもとメンタルクリニック

　精神科主治医の立場ですが、物理的なローケーションから考えると産業医は会社にいますが、精神科主治医は地域
にいます。その空間的制限のために主治医と産業医は考え方や立ち位置が微妙に異なります。
　主治医と患者さんの接点は診察の場面だけですから情報量の（空間的、時間的）限界があります。会社で就労して
いる患者さんを診ている時は、本人の話を聞いて本人のおかれた職場での就労状況を想像しながら診察を行っていき
ます。事実かどうかわかりませんが、患者さんのとらえた世界の中での上司との関係や仕事の負荷をそのまま受けて
止めて、患者さんのためになるように助言をしたり、治療をすすめていきます。
一方で本人のフィルターを通した情報だけでは客観的に職場の現場を見ることができませんから人間関係も就労状況
も事実とは微妙にズレが出てくる可能性はあります。また患者さんが休職していて復職できるかどうかの判断はその
患者さんがその職場でどんな上司にどのように業務の与えられ方をするのかの正確な情報が得がたく、適切な判断が
できない可能性があります。地域にある主治医の立場から就労も治療の一部と考えてしまい、そのため、復職時の診
断書は抽象的で庇護的なものになる傾向もあります。
　主治医は患者さん個人と治療契約をして治療が中心におこないます。患者個人の利益を最優先して治療、対応をし
ていきますが、命令指示系統はありません。もちろん患者さんに対して治療の強制力はまったく無く、いつでも治療
契約を中止することができます。ですから患者さんは医者との相性が悪ければ自由に転院ができ、主治医を変えるこ
ともよくあります。また患者さんが退職すると属していた会社の産業医との関係は終結しますが、主治医の場合は患
者さんが転職や退職しても、場合によっては生活保護になっても患者さんが通院を続けていれば関係性は持続します。
　そのように考えると精神的不調を抱えて働く患者さんにとって主治医は家族の次に本人の立場を擁護する存在で
す。
　今回のシンポジウムではその主治医の立場でお話をしたいと思います。

略　歴

鍵
かぎもと

本　伸
のぶあき

明
学歴
昭和61年4月 大阪市立大学　医学部　入学
平成 4年6月 大阪市立大学　医学部　産婦人科教室　入局
平成 5年6月 大阪市立大学　医学部　神経精神科教室　入局

職歴
平成 6年4月 和泉中央病院　勤務
平成 9年6月 ナンバかぎもとクリニック　開業（平成21年8月ナンバかぎもとメンタルクリニックに名称変更）
平成 5年4月～現在 大阪市立大学　産婦人科更年期外来
平成10年4月～現在 大阪精神科診療所協会　理事
平成14年4月～現在 日本認知療法学会　幹事
平成16年4月～現在 社）大阪精神科診療所協会　産業精神保健委員長
平成16年6月～現在 大阪府医師会　産業医部会常任委員
平成16年6月～現在 NPO法人　健康経営研究会　理事
平成26年6月～現在　　 社）日本精神神経科診療所協会　産業メンタルヘルス関連委員会副委員長
平成18年4月～現在 大阪産業保健推進センター特別相談員
平成18年6月～現在 日本産業精神保健学会評議員
平成19年4月～現在 大阪労働局地方労災医員
平成24年1月～現在　　　　　地方公務員災害補償基金大阪府支部嘱託医
平成24年4月～平成26年6月 社）大阪精神科診療所協会　事務局長
平成26年6月～現在 社)大阪精神科診療所協会 副会長
平成29年～現在 日本産業ストレス学会理事
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シンポジウム8

S8-3　産業医（内科）の立場から

福
ふくもと

本　正
まさかつ

勝
株式会社ｉ・ＯＨ研究所

　日本医師会認定産業医の資格をもつ医師の割合をみると、7割以上が内科医である。他方、企業ではメンタルヘル
ス不調者への対応が重要かつ不可欠な課題となっている。精神科医以外、主に内科医の産業医が、企業からメンタル
ヘルス不調者への対応を求められた場合、対応を断る医師もおり、他職種や外部機関に相談する事例もみられる。
　「労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成18年）」に基づく企業内の体制作り、ストレスチェック実施によ
る個人への対応、さらに組織の職場環境改善への提案など、産業医の関わる業務は増加している。過重労働面談や不
調者への対応は、産業医の意識や対応、企業の体制や考え方によっても大きな影響を受ける。また、復職プログラム
などの規程は作られていても、復職した社員のフォローなど具体的な対応は不十分なことが多い。
　改めて、産業医の役割と、産業医（内科）が精神的不調を抱えて働く人々への関わり方について、課題、事例、連
携を含めた今後の在り方について述べたい。

略　歴

福
ふくもと

本　正
まさかつ

勝
1988年3月 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業
1997年3月 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科修了
1996年4月～2013年3月 東京慈恵会医科大学　内科学講座第２　助手
 財団法人 航空医学研究センター 検査証明部長
2013年4月～2018年3月 社会福祉法人　長岡福祉協会　首都圏事業部
 介護老人保健施設　新橋ばらの園　施設長
2018年4月～ 株式会社ｉ・ＯＨ研究所　代表取締役　日本労働安全衛生コンサルタント会東京支部理事
 日本産業衛生学会
 (代議員、全国産業医部会幹事、関東地方会幹事、関東産業医部会長)
 日本人間工学会(代議員)、日本衛生学会(評議員)、日本交通科学会（評議員）
 日本宇宙航空環境医学会（評議員）
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シンポジウム8

S8-4　産業看護職の立場から

巽
たつみ

　あさみ
国立大学法人浜松医科大学　医学部看護学科　地域看護学講座

１．産業看護職が行うメンタルヘルス支援、睡眠を切り口とした睡眠保健指導
　精神的不調を抱える労働者にはまず早期発見し、予防的指導を行うこと、必要なら早期治療に結びつけること
が重要となります。産業看護職は管理監督者を対象にラインケア研修などにおいて、早期発見するための気づき
や傾聴スキルの向上などを伝えます。睡眠を切り口としたメンタルヘルス対策としてハイリスク者への睡眠保健
指導や睡眠衛生の普及が重要です。静岡県との共同研究や科研費による研究、また厚生労働省 ｢健康づくりのた
めの睡眠指針2014｣ 作成検討委員として参画した経験から、不眠は症状として気がつきやすく改善が可能である
ことから、早期のメンタルヘルス不調に対して睡眠保健指導による改善を目指しています。

２．治療や休職が必要な対象者の早期発見から職場復帰支援までの個別支援や体制整備
　複雑で多様な要因を背景に持ち変化するメンタルヘルス不調者への対応には、単に個別ケースへの対人支援だ
けではなく、組織への支援、連絡調整、事業場の体制づくりなども求められます。大規模事業場の場合は専属産
業医が中心となってメンタルへルス支援を行うことが多いと思います。しかし、中小規模事業場の場合は、産業
医は嘱託産業医で、実質は常勤看護職が主治医や職場との連携調整を行うことになり、産業医、人事労務担当者、
管理監督者、カウンセラー等多職種とチームを組んで対応しています。そのためにも看護職はメンタルヘルス不
調者に対する受診勧奨、休職前、休職中、復職から復職後の様々な段階における社内規定等を整備して誰もが共
通認識を持って、対象者の同意を得ながら対応を進めます。

３．職場のメンタルヘルス活動のこれから、「より予防的ケア」へ（事例）
　職場環境改善により、メンタルヘルス不調者が低減した事業場の例です。この事業場では2003年にメンタルヘ
ルス対策を始め、発表者がスーパーバイザーとして入った2007年からストレスチェック項目の問診票を使用し、
2009年に積極的傾聴研修と職場環境改善MIRRORを導入しました。MIRRORは６月に説明会を開催し、7月に実施、
7月末までにMIRAGEと職場討議のまとめを提出、改善目標を絞って実施・評価をしました。その後も毎年全従
業員にMIRRORを実施していったところ、2014年以降メンタルヘルス不調による休職者がゼロになりました。

略　歴

巽
たつみ

　あさみ
企業等の保健師を経て1997年から藤田保健衛生大学講師、助教授、2004年から浜松医科大学助教授。2005年から同教授、現在に至る。日本産業衛生
学会代議員、日本産業ストレス学会理事、日本産業看護学会理事、地域看護学会代議員、日本公衆衛生学会評議員。研究テーマは「職域のうつ病、自殺
予防のための睡眠保健指導」｢女性労働者の健康｣ 等。資格：医学博士、保健師、助産師、看護師、産業カウンセラー、労働衛生コンサルタント。
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シンポジウム 9

フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会

シンポジスト

加藤　洋子
（ようここころのクリニック）

小林　俊三
（小林メンタルクリニック）

池上　　司
（池上クリニック）

田中　　禎
（ただしメンタルクリニック）

司会

上月　清司
（こうづきメンタルクリニック）

波多腰正隆
（波多腰心療クリニック）



略　歴

上
こうづき

月　清
きよ し

司
1981年 京都府立医科大学卒業
1981年～1983年 国立舞鶴病院精神科
1983年～1984年 京都府立医大精神科
1984年～1988年 福知山紅葉ヶ丘病院
1988年～2005年 明石市立市民病院心療内科・精神科
2005年10月1日～ こうづきメンタルクリニック開院
専門は、不眠とうつ病。
所属学会
日本精神神経学会
日本東洋医学会
日本心身医学会
日本アドラー心理学会

 司会
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司会の言葉
フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会

波
は た こ し

多腰正
まさたか

隆
波多腰心療クリニック

　良質な精神療法を提供するのが精神科診療所の最大の社会的使命です。それは、精神科診療所の経済的基盤が通院
精神療法330点だからです。一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための
指示、助言等の働きかけを継続的に行なうことが保険請求上も必要です。抗精神薬を処方するだけの内科であっては
ならないと考えます。

　そこで、どのような関与と観察が実際に有効妥当なのかをわれわれは日々研鑽しなければなりません。今回、ここ
にフロイト派、ユング派、アドラー派それぞれの代表者が集まります。一つの症例発表を巡って各派が意見を述べ合
う機会に恵まれたのです。

　夢を治療的に扱う技術は、その取扱い方法に軽重あったとしても、精神療法には不可欠であるとわたくしは考えま
す。ここが純粋行動療法との違いでしょう。

　各派それぞれの立場で重点の置き方は異なるでしょうが、当日は得意分野を認め合うようにして調和を図り、夢の
ように曖昧模糊とした話にならぬよう、しかし異種格闘技のような混乱が生じないように司会進行の役目を務めたく
思います。個人、集団を問わず、様々な価値に直面しても、それらが患者の幸福を願うという一点においては不一不
異の関係にあることを明確化する作業は、それ自体が精神療法的態度と類縁でありましょう。

略　歴

波
は た こ し

多腰正
まさたか

隆
1983年　大阪医科大学卒業.
1983年　神戸大学病院研修医.
1984年　明石土山病院院勤務.
2007年　波多腰心療クリニック（神戸三宮）を開業.
現在に至る。

シンポジウム9
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加
かとう

藤　洋
ようこ

子
精神保健指定医　臨床心理士
1997年 滋賀医科大学医学部卒業
1997年～1999年 滋賀医科大学精神神経科研修医
宮崎神経科嵯峨病院、療道協会西山病院、尚生会湊川病院の勤務を経て
2005年 ようここころのクリニック　開設

シンポジウム9

S9-1　夢解釈を経て症状の改善をみた青年期女子症例

加
かとう

藤　洋
ようこ

子
ようここころのクリニック

　20代の女子大生Aは、就職活動中に、対人恐怖、パニック、不眠、摂食不良が出現し、内科受診ののち治療者の診
療所を受診した。
　Aは就職活動での緊張を述べたのち、父母が絶縁状態で父が家を出ていること、父がAや祖母を殴っていたことを
話した。苛酷な超自我が社会恐怖を惹起していると見立て、薬物療法と並行しAに心理療法を提案、保険診療および
予約料の設定で、診断面接後、週２回各50分、寝椅子使用にて精神分析的な心理療法を開始した。
　Aは３人同胞の第２子。「夫は子どもに押し付けてきた」と言い切る母と、幼少時より厳しく、些細なことで暴言や
暴力をふるう会社員の父がいる。Aは６～７歳頃、父にお腹を殴られ、夜に父の部屋に連れていかれ、父と一緒に寝
て体を撫でられた思い出がある。
　Aの高校時より父母は別居となり、父はAを呼び出し、食事の支度や掃除を要求して、罵言をあびせる一方、Aに
高価な贈り物をしAを心頼みにした。容貌にコンプレックスのあるAには、父のその態度は嫌悪とともに母へのエディ
プス的勝利を惹起するものだった。Aは父に追いかけられ謝る夢を見続け、父を想うことを日課にしていた。
　Aは「数学の先生が奇抜な格好で出てきて、三角の図形を丸で囲ったものを黒板に書く」という夢を面接で報告、
治療者は、Aと父母の三角の関係を考えている夢と解釈した。Aは何故あんなに自分は父に一生懸命だったのかと振
り返るようになった。
　Aは古い記憶「３歳時、暗い部屋で父はテレビを見ている。母はソーセージを悲しそうな顔でAに持ってくる」を話し、
治療者が「ソーセージというおちんちんのようなものを持ってくるお母さんが、あなたにお父さんのお嫁さん役を押
し付けている」と解釈すると、Aは激しく泣き、父から祖母への性的虐待の疑念を語った。治療者の中に、Aが父に
性的虐待を受けていたという確信が湧きあがり、Aの外傷体験を追求したところ、Aは「何かされるかも」と思ったが、
決定的な被害には遭っていないことがわかった。Aはその後、「父がおおらかな女性と再婚した」夢を見て、「すごく
肩の荷がおりた」と語り、就職の決断をした。１年間の集中治療にて、Aは近親姦不安から解放され社会に踏み出し、
現在は週１回50分寝椅子の構造にて、Aの協働関係のあり方に取り組んでいる途上である。
　シンポジウム当日は、エディプスの視点、ユング派の視点、アドラーの視点による各討論者を迎え、多角的な症例
理解を深めたい。

略　歴
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小
こばやし

林　俊
しゅん

三
ぞう

1983年　山口大学医学部卒業　神戸大学医学部付属病院精神神経科研修医
1984年　関西青少年サナトリューム
1987年　市立加西病院
1994年　神戸大学医学部精神神経科助手
2004年　神戸大学保健管理センター准教授
2015年　小林メンタルクリニック
2018年　日本精神分析学会運営委員

シンポジウム9

S9-2　コンテイン（Bion）する心を拡げるために

小
こばやし

林　俊
しゅん

三
ぞう

小林メンタルクリニック

　Bionは，そのコンテイニング理論を母子交流のモデルを使って次のように説明しています。
　「乳児と乳房の関係が，ある感情，例えば死につつあるというものを母親の中に投影することを乳児に対して許せ
るならば，そして，乳児の心にとって耐えられるものになるまでそれを乳房の中に留まらせた後に，それを再取り入
れすることを乳児に許せるならば，正常な発達が生じる。もし，その投影を母親が受け入れないなら，元々あったは
ずの死につつあるという感情は，そのような意味を剥ぎ取られてしまうと感じられる。したがって，そこで乳児は死
につつある恐怖ではなく，名付けようのない恐怖を再取り入れすることになる。」（考えることに関する理論．1962）
これが治療関係に持ち込まれるならば，次のような記載になります。
　「死の恐怖が，自分のパーソナリティの中で抱えるにはあまりに強力すぎるものと感じられるために，患者はそれ
を自分から切り離し，それらを私の中に押し込むのだった。そこにある考えとは，もしかしたら，その恐怖がそこに
十分長く留め置かれることを許されるなら，それらが私の心によって修正変形を被り，その後安全に再取り入れがで
きるのではないかというものかもしれない。」（連結への攻撃．1959）
　Bionは，人が自分の情緒や存在自体を意味あるものとして体験するには，他者の心に接触すること，他者の心に受
容され理解され応答されること（他者の心にコンテインされること）を必要とすることを明確にしたと言えるでしょ
う。
　私たちが臨床場面で心を使っているのは，このようなコンテイニングを行っていると言ってよいでしょう。治療者
が患者の投影を受け取り，心を巡らせて考えて言葉にしていくことによって，患者が自分では考えられない考えや気
持ちを考え，感じていけるようになることが生じていくのです。
　では，私たちの治療的心，コンテイナーをより拡大させ精緻なものにするにはどうすればよいでしょうか。私の考
えでは，臨床を繰り返すだけではそれは不可能に近いと思われます。コンテイナーを拡充するために，まずはその入
り口として，今回提示された症例におけるやりとりを丹念に見ていく旅にお誘いしたいと思います。

略　歴
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S9-3　ユング派の精神療法

池
いけがみ

上　　司
つかさ

池上クリニック

　私は研修医を終えて10年間程東大阪の老舗の精神病院である阪本病院で勤務していました。その時代にユング派精
神科医の織田尚生先生に約3年間教育分析を受けた後、スイスのユング研究所に4年間留学、ユング派分析家の資格を
取りました。スイスでは訓練の後半で分析の患者を取って一定時間数の分析を行わないといけないのですが、私の場
合は12名のクライアントと計約380時間の分析を行いました。この7年間の訓練・研究がその後の私の臨床の核となっ
ています。特に統合失調症圏の分析的治療と神経症圏の分析の体験、及びボーダーライン等人格障害圏の分析からの
影響が大きかったと思います。スイスでは2名の教育分析家と数名のスーパーヴァイザーにつき、彼らはそれぞれに
個性ある臨床家達で深く影響を受けました。有名な人の名を一人挙げさせてもらうと、Guggenbuhl-Craig, A., MD に
も個人分析を受けることができました。
　ユング派の精神療法ではまず生活史、現病歴、家族歴を含めた精神医学的／精神病理学的診断をふまえた上で、こ
ころの深層では何が起こっているかにフォーカスを当てていきます。この際夢を始めとした、無意識が自発的に作り
出すイメージの力を頼みとすることが特徴といえましょう。大変大まかに言うと、クライアントと共にこのことがで
きると乖離した無意識的内容に患者の意識は少しずつ開かれていき、心的エネルギーが意識と無意識の乖離を繋いで
いく方向に流れ出し、心の全体性に向かって心的変容のプロセスが動き出すというのが、典型的なパターンになりま
す。これには長い時間と多くのエネルギーの集中を要しますが。

略　歴

池
いけがみ

上　　司
つかさ

1984年 京都大学医学部医学科卒業
1984年 京都大学医学部精神神経科研修医
1987年～1997年 医療法人幸仁会阪本病院精神科常勤医
1997年 2月～2001年 2月 スイスチューリッヒ・ユング研究所留学、ユング派国際分析家資格を取得
2001年 2月 阪本病院、並びに平井クリニック非常勤医師
2001年10月 池上クリニック　カウンセリングオフィス＊　主宰
2007年 4月 大阪府立大学大学院臨床心理学科非常勤講師　
2007年 7月 某大手企業　精神科産業医（委託）
2007年 8月 大阪府立大学ストレス相談室室長（委託）
2018年 4月 平井・池上クリニック　理事長兼院長に就任（週2日勤務）
＊自由診療制　ユング派分析室
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S9-4　フロイト・ユング・アドラー派による症例検討会

田
たなか

中　　禎
ただし

ただしメンタルクリニック

　“わたし”があなたの人生を生きるのでもなく、“あなた”がわたしの人生を生きるのでもない。“わたし”が私の人生を
生きる。“あなた”があなたの人生を生きる」ということを自覚させてくれる心理学。援助のための心理学。いつも目
の前のかけがえのない”この人”との関係を考える心理学。専門家、非専門家をわけない心理学。他職種の専門家が集まっ
ても、非専門家がそこに同席しても同じ話ができる心理学。
　あなたの人生はあなたが生きていいし、あなたの課題はあなたが解いていい。あなたの課題を他人に了承なく解か
せようとしたり、他人の課題を無断で解こうとしたりしてはいませんか？相手に協力させようとするのではなく、あ
なたが協力できることを探してみませんか？

　アドラー心理学は、個人心理学(Individual Psychology)というのが正式名称ですが、個人を細かく分析したり個人
のみに焦点を合わせるように誤解されやすいため、日本では、この名称をあまり用いません。
　アドラー心理学は理論的には「全体論」「目的論」「仮想論」「社会統合論」「個人の主体性」などの基本前提を持ち、
思想としては、共同体感覚があります。人間が精神的に健康で生きるためには、他者との関係が良好でなければならず、
他者との関係が良好であるためには、他者の関心に関心をもち、それにもとづいて他者に貢献しようと決心していな
ければならない。そのような他者への関心と貢献の感覚を「共同体感覚」と呼びます。技法としては、「目標の一致」「解
釈と推量」「課題の分離」「代替案の提示」「勇気づけ」「ライフスタイル診断」などがあります。しかし、多くのアド
レリアンは、心理治療の技法は流派を超えた共有財産だと考えていて、折衷的で、古典アドラー心理学に忠実にライ
フスタイル診断を行うこともあれば、アドラー心理学の理論と思想の文脈において、認知行動療法やナラティブ・セ
ラピーやミルトン・エリクソンの系統のさまざまな治療を採用することもあります。さらに日本では、サイコドラマ
に古武術的技法を取り入れたボディ・ワークなども報告されています。
　私は医学生の時に、アドラー心理学と出会い、Ａ・アドラー→Ｒ・ドライカース→Ｂ・シャルマンの系譜を受け継
いだ野田俊作先生の元で学び、現在に到ります。
　本シンポジウムでは、実際の症例を通して、アドラー心理学の考え方をご紹介したいと思います。

略　歴

田
たなか

中　　禎
ただし

1991年 大阪医科大学神経精神医学教室に入局。
1993年 新淡路病院　常勤勤務
1996年 小曽根病院　常勤勤務
1997年 新阿武山クリニック　常勤勤務
1999年 藍野花園病院　常勤勤務
2000年～ ただしメンタルクリニック　開業
2015年～ 西宮地区薬物乱用防止指導員協議会会長、西宮市医師会精神科医会会長
2016年～ 神戸保護観察所　薬物再乱用防止プログラム講師
1996年～ 2010年 アドラー心理学基礎講座応用編　講師
2000年～ 2006年 日本アドラー心理学会学会誌「アドレリアン」編集長
2007年～ 2010年 日本アドラー心理学会会長
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成人期の発達障害  ─その診断と治療

シンポジスト

小林　　和
（精療クリニック小林）

安藤　悦子
（ひびき こころのクリニック）

大久保圭策
（大久保クリニック）

郭　　麗月
（医療法人瑞月会　かく・にしかわ診療所）

司会

田中　　究
（兵庫県立ひょうごこころの医療センター）

千郷　雅史
（あしたクリニック）



略　歴

千
せんごう

郷　雅
まさひと

史
1991年3月 神戸大学医学部卒業
1991年6月 神戸大学附属病院精神神経科　研修医
1992年6月 沖縄県立八重山病院　医師
1993年6月 尚生会湊川病院　医師
2000年6月 カネボウ記念病院精神科　医長
2001年6月 神戸大学附属病院精神神経科　助手
2003年7月 兵庫県立淡路病院　精神科科長
2006年2月 あしたクリニック　院長
2016年～ 2018年 兵庫県精神神経科診療所協会　会長

 司会

田
たなか

中　　究
きわむ

1956年　神戸市に生れる。
1984年　徳島大学医学部卒業。
神戸大学医学部兵庫県立こども病院、沖縄県立八重山病院
神戸大学大学院医学研究科精神神経科学分野助手、講師、准教授をへて
2014年10月　兵庫県立光風病院　院長、
現在、兵庫県立ひょうごこころの医療センター　院長
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林　　和
かず

1966年 徳島大学医学部卒業
1971年 神戸大学医学部大学院満期中退
1971年～1978年 現・兵庫県精神保健センター勤務
1979年 現・精療クリニック小林　開設

シンポジウム10

S10-1　発達障がい診断がもたらす治療的意義

小
こばやし

林　　和
かず

精療クリニック小林

　医学生時の講義で「精神科は、統合失調症（当時精神分裂病といった）・躁うつ病・神経症・てんかん、この4つ。
簡単でしょう！」と始まった講師の表現は強烈な印象を残した。その後時代を追って細分化したと言えるのか、雑多
と言えるほどの診断名が連なった。5人の精神科医がいれば5通りの診断名が付されると言われた時代もあった。DSM
診断が一般化して統一性が保たれ始めたとはいえ、診断には流行があった。境界例、多重人格障害、パニック障害、
うつ病、そしてこのところ発達障がいである。
　そもそも、診断はその後の治療を同定するためである。
　発達障がい概念が大幅に採用され始めた当初、私は、診断基準も治療方針も曖昧模糊とした当該診断を臨床に持ち
込むことにどんなメリットがあるのだろうかと同意できなかった。ところが今や、診断することがアイデンティティ
を明確にして、これが治療的に作用して安定に向かうケースを経験するのである。
　当日は3例をあげて、診断が彼らの人生をサポートし始めた視点から報告する。
　彼らの人生を翻ると、自尊心の傷つき体験の積み重ねでしかなかった。彼らは、人生の始まりから自らのよって立
つ基盤を求めてさまよい続けていたと言える。発達障がい診断を得て彼らはやっと、『私は何者なのか？』の立ち位
置を得て安堵したようだ。生きづらさや対人関係上でのトラブルの起因は発達障がいにあったのだと理解して初めて、
彼らは、「怠け者」「不注意者」等々の非難の呪縛から解放され、人生における自己責任を免れ得たように見受けられた。
もっとも、彼らが発達障がいとしてのアイデンティティを確かなものにしたことでは、これを受け入れる社会的環境
的土壌が醸成されつつあることも一端を担ってはいる。
　アイデンティティ獲得が問題になる青年期は統合失調症の好発年齢であるように、『私は何者か？』は臨床上の重
要課題である。2012年第39回福岡北九州大会で「私たちは何処から来たのか、私たちは何者か、私たちは何処へ行く
のか」をテーマにしたこともその証左であった。
　付け加えておきたいこともある。彼らにはアイデンティティ確立を保証する治療的意義がある一方で、生きづらさ
の免罪符に発達障がい診断を求めてくる例も後を絶たないことだ。しばしば指摘されるとおり、基盤は他の障がいで
あるにも関わらずに、発達障がい診断に依拠して事足れりとしてしまいがちな例のことである。彼らは治療の機会を
逃している。こうした状況に接するにつけても、専門家としての診断の正確さと技術の統一性を共有しつつレベルアッ
プしていく必要をも明記しておきたい。

略　歴
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S10-2　大人の発達障害 クリニックでの診断と対応
―臨床現場で考えること―

安
あんどう

藤　悦
えつ こ

子
ひびきこころのクリニック

　当クリニックは兵庫県芦屋市で開院して間もなく3年になる。主に子どものこころの診療を行っているが、幼児期
から成人期に至るまで切れ目なく各発達段階の患者を診療する機会に恵まれており、必然的に成人の発達障害の診断
や対応に携わる機会が多い。
　発達障害と診断する成人患者の初診時の受診パターンとしては、インターネットやメディアなど様々な手段で発
達障害に関する情報を容易に得ることができるようになった世情を反映し、「私は注意欠如・多動性障害（以下、
ADHD）ではないでしょうか？」などと、ADHDを含む発達障害の症状を主訴として受診するケースが以前に比べて
増加してきている。加えて、当院では、子どもの発達障害の診断の後、親が「私も発達障害ではないでしょうか？」
と気づき、診断につながるケースも多い。
　発達障害の診断においては、社会の意識が高まり、以前に比べ容易に診断や治療を受けることができようになった
一方で、過剰な診断が行われているのでないかとの懸念の声もある。
　今回は、クリニックという、人員数や診療時間が制限された環境の中で、そのような大人の発達障害をどのように
見立て診断し、治療を組み立て、対応を行っていくのがよいか、当クリニックの診療の流れや工夫について、児童精
神科医の視点も交えながら述べたい。
　また、発達障害は脳の機能障害であるため、症状を無くすことや、即時的に問題を解決することが困難である場合
がほとんではあるが、求められる何らかの社会的役割や責任がうまく果たせず、失敗体験を繰り返し、行き詰まった
結果として受診につながるケースが多い大人の発達障害の患者に対して、診断を行うことで、方向性を示し、適切な
環境調整が行われ、患者が自身の特性と折り合いをつけていくことができれば、生きにくさの改善へとつなげること
はできる。しかし、一方で、大人の発達障害は発達途上である子どもの発達障害とは異なり、「私、発達障害なので
周りの皆様理解して下さい」だけでは受け入れられないことが多々あり、診療の現場においても、患者自身の理解や
協力なくしてはなかなか方向性が見いだせないのも事実である。そういった点も意識しながら、大人の発達障害を診
断し支援していくことの意義についても実例をあげながら述べたい。

略　歴

安
あんどう

藤　悦
えつ こ

子
2002年 福井医科大学（現・福井大学）医学部卒業
2002年 大阪市立大学医学部精神神経科研修医
2004年 三国ヶ丘病院
2005年 さわ病院
2006年～ 2015年 きょうこころのクリニック　副院長
2014年～ 2017年 香川大学精神神経科　児童精神医学　非常勤講師
2015年9月～ ひびきこころのクリニック　開設
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S10-3　発達障害をもつ人の現状と未来

大
お お く ぼ

久保圭
けいさく

策
大久保クリニック

【現状】
　元来教育の分野で問題とされたLD、管理的な問題から出てきたADHD、社会性の発達が問題となったASDが、神
経発達症というカテゴリーで括られたのが平成２５年（DSM-5）だから、精神医学的にはようやくきちんと俎上に載っ
た段階と言えるかもしれない。
　発達障害関連のシンポジウムや講演には人が集まり、雑誌の特集も多い。しかし臨床では、いまだに簡易なスクリー
ニング・テストだけで診断をつけて、あとはほったらかしというような話もちらほら耳にする。医療機関と教育や就
労支援、福祉との連携も一部を除いて整備されているとは言い難い。
　発達障害が、成人期まで続く問題であるという認識は共有されているが、過剰診断も横行している一方、精神疾
患の背景にある発達障害はまだまだ見落とされているのではないだろうか。トラウマ関連障害との関係、late-onset 
ADHDなど成人期になってはじめて事例化する発達障害の存在も注目されるようになってきた。
　従来児童精神科医が中心であった発達障害の精神病理について、成人を主に診ている精神科医や支援の現場、ある
いは当事者からの発達障害論にも注目すべきものが出てきている。

【将来】
　まず、概念がさらに整理される可能性が高い。DSM-5において自閉スペクトラム症についてスペクトラム概念が導
入されたが、発達障害の下位カテゴリーがいずれもheterogeneousであり、定型発達と連続的であること、また診断
閾下の人への支援を視野に入れれば、現在のカテゴリー診断は実際の支援のために充分には役立たない。カテゴリー
は発展的に解消され、脳科学の知見を踏まえた、ディメンション診断になっていくべきだろう。それをさらに進めれば、
必然的にNeurodiversity概念に行き着くことになり、発達「障害」という概念は発展的に解消されることになるかも
しれない。
　支援のあり方は、精神疾患に比して、より生活の場に近いものが必要となろう。そのためには、学校や就労現場が
支援の中心的な役割を担う必要がある。医療は、むしろco-educational、co-occupationalなものと位置付けられ、二次
障害の治療から二次障害の予防に軸足を移し、リワークやアウトリーチが中心となるだろう。
　以上、ごく私的な考えを述べた。当日は、シンポジストやフロアの皆さんからのご批判、ご議論を期待したい。

略　歴

大
お お く ぼ

久保圭
けいさく

策
1985年　奈良県立医科大学卒業
1985年　大阪大学神経科精神科にて臨床研修
1986年　関西労災病院神経科
1989年　大阪府立公衆衛生研究所
1997年　大久保クリニック開設
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シンポジウム10

S10-4　発達障害概念の変遷
̶児童精神科医としての臨床を通して

郭
かく

　　麗
れいげつ

月
医療法人瑞月会　かく・にしかわ診療所

　私は1973年、「子どものこころの発達」に関心を持ち、当時神戸大学病院精神神経科におられた岡田幸夫先生のも
とで、児童精神科医としての一歩を踏み出した。その外来を受診していた子どもの多くは就学前後の言語発達遅滞の
ある「自閉症児」で、1940年代、Kannerが命名した「早期幼児自閉症」に該当する子どもたちであった。
　その後1980年代には近畿大学病院精神神経科で児童思春期外来を担当していた。その外来統計を見ると当時話題に
なった「落ち着きのない子どもたち」が1987年に多数受診している。1960年代、MBD（微細脳損傷または機能障害）
と称されたこれらの子どもたちは現在も使用されているADHD（注意欠陥多動性障害）というカテゴリーに分類され
る。この時代までは発達に関連したこれらの状態は子どもの疾患・障害であるとされ、青年期以降についてはあまり
認識されていなかった。しかし、児童・思春期外来には、成長していく中で様々な病像を呈するケース、他の病像の
背景に発達障害の特性が認められるケースなどがみられ、発達障害が子ども年齢を超えた問題となっていくと考えら
れた。
　1980年前後、L.Wingが自閉症の診断基準を「三つ組み」症状として提唱、また言語機能が高い人をアスペルガー障
害として自閉症の下位グループに位置づけることで「自閉症」の概念が大幅に拡大された。さらに1990年代、高機能
自閉症者の当事者本や、「片づけられない女たち」などの本が発刊されることで「成人の発達障害」への注目が一般
にも高まる。
　私の臨床現場でも、発達障害と診断されていたが比較的適応できていて、思春期以降に不適応状態さらには二次障
害に陥って再来院されるケース、　大学、職場で適応できず、発達障害が疑われるケースが急増している。自らまた
は家族や支援者が「発達障害」を疑って受診されることも多く、最近10年のクリニックの外来統計では18歳以上の新
患の8割近くが「発達障害」と診断されている。青年期以降初めて診断を受ける場合、それまでの不適切な環境要因
の中で生じた二次障害のため臨床像が複雑化して診断・治療とも困難が伴う、障害理解に時間を要するなど対応に時
間や人的資源を必要とし、また医療機関のみで対応できず、教育、福祉、労働など多機関との連携が不可欠なケース
が大多数である。
　当日は、このような発達障害概念の変遷の中でどのような課題が生じているか、成人の発達障害者に医療がどのよ
うに関われるかなどについて述べてみたい。

略　歴

郭
かく

　　麗
れいげつ

月
昭和48年3月　大阪大学医学部卒業
昭和48年9月　大阪府公衆衛生研究所精神衛生部児童課勤務
昭和53年7月　近畿大学医学部精神神経科病院講師　　　
平成10年4月　桃山学院大学社会学部福祉学科教授（平成27年3月退職）
平成11年4月　かく・にしかわ診療所勤務、心斎橋心理療法センター主宰（現在に至る）
　　
主たる著書・翻訳
１）前思春期の人格発達とその障害（「青年の精神病理３」、笠原編昭和58年６月、弘文堂）
２）心身分化（岩波講座「精神の科学４̶精神と身体」、飯田、笠原ら編、昭和58年、岩波出版）
３）子どものおいたちと心のなりたち（アドラー著、共訳昭和57年、ミネルヴァ書房）
４）ヒステリー（「シリーズ精神科症例集、第6巻児童青年精神医学」牛島編　平成6年、山中書房）
５）ジェンダー・アイデンティティの障害（臨床精神医学講座11、児童青年期精神障害、花田、山崎編、平成10年、山中書店）
６）虐待された子どもへの治療（R.リース編、監訳、平成17年、明石書店）
７）解離する子どもたち(リンダ・シラー著、監訳、平成20年、明石書店)　
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ワークショップ 1

自殺の生物学的研究の現状と課題

座長

服部　晴起
（ひつじ診療所）

演者

菱本　明豊
（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）



座長の言葉

服
はっとり

部　晴
はる き

起
ひつじ診療所

　「自殺」について考えるとき、精神科医であれば自分が担当した幾例かの自殺既遂患者の苦い記憶がまず蘇ってく
るのではないだろうか。ほとんどそれを予期できなかった例、危険を感じ警戒していながら防ぎきれなかった例。社
会からは自殺予防の担い手として真っ先に期待を寄せられる精神科医であるが、ハイリスク患者を眼の前にして、自
分が担当すれば確実に自殺を防ぐことができると自負する精神科医はほとんどいないであろう。
　日本では、武士の時代に切腹という自殺文化があり、自殺を宗教上の禁止事項と規定するキリスト教文化圏と比較
した場合、宗教的文化的な抑止力が弱い。このためか、日本では先進国の中では人口比の自殺数が多い。これに加えて、
精神科医の自殺率は一般人口の数倍高いことが知られている。実際に何年かこの仕事を続けていると、先輩や同僚の
自殺の報や風の噂に遭遇することがある。担当患者や同僚の自殺を経験した精神科医にとって、非常に重要でありな
がらこの上なく気の重いテーマがこの「自殺」ではなかろうか。
　ワークショップ１では、自殺者がまさに自殺に追い込まれた背景や事情、物語をひとまず脇に置いて、自殺を生物
学的精神医学的な切り口から研究した一連の成果について神戸大学の菱本准教授に概説いただく。

略　歴

服
はっとり

部　晴
はる き

起
1996年 京都大学医学部卒業
1996年 京都大学小児科研修医
1997年 済生会中津病院
1999年 神戸大学精神神経科医員
2001年～ 2005年 神戸大学大学院　医学研究科在学
2005年 神鋼病院
2006年 関西青少年サナトリューム
2009年 心療内科・精神科ひつじ診療所を開設

ワークショップ1
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ワークショップ1

WS1　自殺の生物学的研究の現状と課題

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野

　厚生労働省の最新人口動態レポートによると、10 ～ 54歳のすべての階級で自殺は死因3位以内であり、うち15 ～
39歳の階級では1位を占める。向精神薬や認知行動療法が進歩したにもかかわらず、アメリカでは自殺はこの15年で
30%増加した。全世界でみると、毎年およそ100万人が自殺で亡くなっている。
　疫学をみれば自殺が人類の深刻な問題であるのは明らかだが、実は自殺には強い遺伝負因が存在する。一卵性双生
児（きょうだい間でゲノム一致率100%）の双方自殺完遂率は、二卵性双生児（ゲノム一致率が半分程度）に比べて10
倍以上も高い。自殺者試料の入手はハードルが高く、世界的に自殺の生物学的研究は大きく遅れている中、私達は遺
族の深いご理解の下、現時点で1000例を超す自殺者血液試料を有し、理化学研究所の協力を得ながら、ゲノムワイド
関連解析やポリジェニックリスクスコア解析を過去最大規模で遂行するに至った。
　また加齢による自然短縮に加え、うつ罹患や虐待などの心理的ストレスによっても異常短縮することがしられてい
る染色体末端の保護構造 = テロメアについても、若年自殺者において（同年代の健常者と比較して）非常に強いテロ
メア短縮が生じていることを発見した。若年層の自殺の多さは我が国の自殺予防対策の中で最注力されるべき領域で
あり、若年者の自殺リスクの兆候をキャッチするのに、個人の末梢血や唾液で簡易測定できる本知見を生かせる可能
性がある。
　リスクマーカーレベルではなく真に自殺の生物学的機序に迫るために、現在、DNA解析で同定した自殺脆弱性の候
補ゲノム知見を、in vitro（マウス海馬由来神経幹細胞・ヒト由来iPS細胞）やin vivo（げっ歯類）のフェーズで精力
的に解析を進めている。

略　歴

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
1996年 神戸大学医学部卒業
2004年 神戸大学大学院医学系研究科博士課程修了(博士)
 神戸大学医学部附属病院研修医、兵庫県立光風病院、国立療養所久里浜病院、神戸大学保健管理センター助手を経て、
2004～2008年 米国NIH薬物乱用研究所客員研究員
2008年 神戸大学大学院医学研究科精神医学分野講師
2013～2014年 アルバート・アインシュタイン医科大学リサーチフェロー（長期出張）
2016年4月より現職。
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ワークショップ 2

妊娠・産褥期における精神科診療
～支える、つなぐ、次世代への貢献～

座長

松井　律子
（まつい心療クリニック）

演者

清野　仁美
（兵庫医科大学　精神科神経科学教室）



座長の言葉

松
まつい

井　律
りつこ

子
まつい心療クリニック

　性差を十分考慮した治療について様々な側面から考察が行われてきました。女性患者さんライフサイクルに注目し
て治療に望むとき、男性にはない妊娠・産褥期をどう乗り越えるかは大きな課題です。精神科疾患がなくても不安定
になりがちなこの時期、病状増悪や薬物投与に起因する胎児への危険性、産後の児への虐待など多くの問題が発生す
る可能性があります。
　そこで病気に対する治療だけではなく多職種との連携など私たち精神科医がリードして女性患者さんをサポートす
るシステムを構築することが不可欠です。
　今回、女性患者さんの妊娠・出産・育児のサポートについて多くの経験と知識を蓄積して来られた清野仁美先生に
わかりやすくお話ししていただきます。先生の臨床経験から編み出された臨床知も交えてのご講演をお願いしました。
女性患者さんが十分なケアを受けるためには、医療機関だけではなく広く世間の男性の協力が必要です。世間の男性
の範たるためにも男性精神科医のみなさま、どうぞ遠慮せずご来場くださいね。

略　歴

松
まつい

井　律
りつこ

子
1983年 神戸大学医学部卒業
同年 神戸大学精神神経科研修医
1986年～1990年 神戸大学医学部大学院医学研究科在籍
1991年 医学博士号取得
1990年～1994年 神戸大学精神神経科医員
1994年～1996年 加古川市民病院神経科医長
1997年 まつい心療クリニック開設。現在に至る

ワークショップ2
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ワークショップ2

WS2　 妊娠・産褥期における精神科診療
～支える、つなぐ、次世代への貢献～

清
せいの

野　仁
ひとみ

美
兵庫医科大学　精神科神経科学教室

　妊娠・産褥期に女性は生物学的変化に加えて、心理社会的な「獲得」と「喪失」を体験する。それはアイデンティティ
を揺るがす心理的危機となり、抑うつや不安を伴いやすく、特に産褥期はうつ病の好発時期として知られている。　
精神科診療における妊娠・産褥期の女性患者との出会いは、精神科医に数多の戸惑いをもたらす。診察室で目の前に
対峙するのは、その女性自身であり、その女性と心身共に密接につながった新しい生命、そして、その先に広がる未
来である。そこで、精神科医は精神症状と治療それぞれが母子の未来に与えるリスクとベネフィットを検討すること
になるが、とりわけ妊娠・授乳中の薬物療法の安全性のエビデンスについては倫理的観点から介入研究ではなく観察
研究が主体であるため解釈が難しい。エビデンスの不確実性に患者と共に向き合いながらShared Decision Makingを
行うことは困難を伴うであろう。しかしながら、この困難な道程を経て心理的危機を乗り越えた先にあるのは、女性
の新たなアイデンティティと新たな対人関係（母子関係を含む）の獲得の機会である。妊娠・産褥期に、精神科医療
のみならず産科医療や地域保健の多職種の専門家がつながって支援することで、女性が抑うつや不安を抱えながらも
新たなソーシャルスキルを得て、「ほどよい」対人関係を築いていくことも可能になる。
　近年、妊娠・産褥期の女性のメンタルヘルスは長期にわたって子どもの発達に影響をもたらすことが明らかとなり、
家族全体の心身の健康度に関与する重要な因子となっている。よって、妊娠・産褥期の女性に対する精神科診療の貢
献は、次世代への贈り物となることであろう。

略　歴

清
せいの

野　仁
ひとみ

美
2000年 兵庫医科大学医学部卒業　
2000年 兵庫医科大学精神科神経科学講座　臨床研修医
2003～2007年 同　医学研究科　在学
2009年 同　助教
2015年 同　講師　現在に至る
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ワークショップ 3

絵画療法と表現精神病理学

座長

松川　悦之
（医療法人社団松善会　松川神経内科診療所）

演者

伊集院清一
（多摩美術大学大学院美術研究科　美術学部）



座長の言葉

松
まつかわ

川　悦
よしゆき

之
医療法人社団松善会　松川神経内科診療所

　身体科が診察に加え,各種検査を織り交ぜ,診断治療での道筋が確立しているのに対して、精神科の治療は詳細な病歴,
表情,行動,会話等問診に頼る割合があまりにも多く、現在も尚治療への海図がまだ確立されていない大航海時代に似
ているというのは言い過ぎでしょうか？ 
　そんな中、絵画、描画療法は,精神科医が用い得る数少ない検査であり,薬物精神療法や作業療法に組み合わせてダ
イナミックに治療に結び付く切り札となり得ます。
　しかし、多くの臨床家にとって,絵画検査療法に接する機会は稀かもしれません。
これは臨床現場に於いて,悲劇と言わざるを得ません。あまりに分子生物学的研究が先行し本来なら最も重視されるべ
き人間を診るという基本技法、医師患者関係の構築の技術が軽視されてきた結果かもしれません。これは日本の医学
教育の大きな欠陥といえるでしょう。
　トータルに人間を診る為には、収集すべき情報が膨大過ぎて何処からアプローチすべきか迷われている臨床家も多
いのではないでしょうか？
　そんな中、一つの方法である絵画療法実施は,驚くほど実施後の危険性は少ないのです。尤も実施するには、それな
りの医師患者との信頼関係が必要です。
　そういう意味で医療の原点を見つめる機会になり得るでしょう。
　また精神科領域の診療保険点数が次々と減額になる中で、バウムテストに代表される人格検査は280点に留まって
います。貴重な得点源といえるのではないでしょうか。
　更に、絵画描画は、薬物精神療法に加え,人間に備わった可塑性,レジリエンスを喚起する方法なのです。
　演者伊集院清一先生は、中井久夫先生の考案した風景構成法を更に拡大風景構成法に広め,実施方法を確立された第
一人者です。
　絵画,描画療法は,星座の位置から行く先を導き出す古代の航海術や、現代のGPSにも例えられる治療の助け手になり
得る重要な方法です。
　本ワークショップにて絵画テストの面白さ、有効性を感じて頂けたら幸いです。

略　歴

松
まつかわ

川　悦
よしゆき

之
1986年3月 産業医科大学卒業
1986年7月 三菱神戸病院内科
1989年6月 神戸大学医学部精神神経科入局
1990年5月 医療法人「古橋会」精神科揖保川病院
1991年4月 大丸神戸店医務室（健康管理室）嘱託医 その他数社産業医
1991年4月 松川神経科診療所～（現在に至る）
1995年9月 精神科向陽病院 （現在非常勤医師） 
2007年4月 介護老人保健施設「須磨松の郷」理事長～（現在に至る）
2015年9月 精神保健福祉手帳判定委員会嘱託委員（兵庫県精神保健福祉センター）

ワークショップ3
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ワークショップ3

WS3　 絵画療法と表現精神病理学

伊
いじゅういん

集院清
せいいち

一
多摩美術大学大学院美術研究科　美術学部

　ここでは筆者が手掛けてきた絵画療法について述べることとする。絵画療法とは精神療法に絵画的アプローチを導
入したもので、非言語的な療法としての効果が実証されている。そのなかでも中井久夫が箱庭療法をもとに開発した
技法に風景構成法がある。
　上下左右や奥行きを描画空間のなかに感じさせる構成的描画法では、精神的視野の枠づけや方向づけが供給される
ことによって、イメージの自己治癒性が強化されることが期待できる。ここで大切なことは、意味の少ない絵こそが
描き手に意味を付随させうるということである。
　描き手の表現病理はいつも表現されているわけではなく、10 ～ 20枚に1、2枚、特徴的なものが描かれることが多い。
表現病理学的な見地からすれば、数十枚の絵のなかに一つその患者の病理を表現しているものがあればよいとする。
したがって、1枚の絵からあまり解釈を、とくに病理の解釈をしすぎないことが大切である。
一方、絵画療法過程としてみる場合は、数十枚の描画の流れが重要であり、一見病理的ではない平凡な絵が治療の転
回点であったりする。そういう絵を描くことそのものが治療的には有効であることも多い。
　風景構成法1枚から、たくさんの情報を得ようとする治療者もいる。しかし、1枚の描画から得られる情報は、それ
らを心に留めておくべきではあったとしても、治療者の立場としては、あまり即座に明示すべきものではないだろう。
風景構成法一般について統計的にいわれていることと、その症例の描画の特徴性とが、かけ離れている場合もありう
るからである。もちろん、1枚の絵が患者の大切なメッセージを示唆しており、そこから解釈や自己洞察が劇的に起
こり、症状の改善がみられることもある。しかし、1枚の絵のもつ意味に過剰な期待をかけすぎない方がよい。
　イメージの自己治癒性とは、ある種、身体における免疫機構と同じような機制が心にも存在しており、精神の核に
あるイメージ、とりわけ原初のイメージと呼ばれるものには、われわれの健康を維持する力が潜在的に内包されてい
ると考えるものである。
　いくら精神が病んでも、その原初のイメージが枯れ果てず、免疫機構と同じく一部でも健在な部分が残っていれば、
精神の回復が可能だと考える。その原初のイメージを機軸にして、種々の表象や夢、無意識といったものが出てくる。
われわれの意識や思考は言語を媒介にして、これらの流出を制御検閲している。こうした言語的媒体をすり抜けて表
出してくる非言語的表現や創作、夢や無意識の力動のなかに自己治癒への方向性が認められる。アートと精神療法が
交わるとき、人間の内奥に眠りつづけるイメージの自己治癒性が目覚め、被治療者の苦痛がやわらいでいく。アート
と医療を介した可能性は、無限に広がるものであろう。これからもその営みが途切れることなく紡がれていくことを
信じてやまない。

略　歴

伊
いじゅういん

集院清
せいいち

一
1982年 3月 東京大学医学部医学科卒業
同年　　 6月　 東京大学医学部付属病院内科
1984年 7月 神戸大学医学部精神神経科学教室
1989年10月 東京大学医学部付属病院分院神経科
1990年 1月 医学博士
1993年 1月 東京大学医学部助手・附属病院分院神経科医局長
1994年 5月 埼玉大学保健センター助教授
2000年 9月 2000年度エルンスト・クリス賞（アメリカ表現精神病理学会賞本賞）受賞
2003年 4月 多摩美術大学大学院美術研究科美術学部教授
2003年11月 日本芸術療法学会賞本賞受賞
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ワークショップ 4

「精神病の正体」外来精神科医としての仮説
 ～50年間の総括

座長

淺野　達藏
（浅野神経内科クリニック）

演者

大塚　明彦
（医療法人社団明萌会　大塚クリニック /千葉先端精神医学研究所）



座長の言葉

ワークショップ4

淺
あさの

野　達
たつぞう

藏
浅野神経内科クリニック

　大塚　明彦先生とは1995年神戸淡路大震災後からのおつきあいである。震災で神戸にすめなくなった患者さんが息
子さんの居住地の千葉県に転居され、神戸にもどってこられたときに、大塚先生の診療情報提供書を拝見した。それ
から時に患者さん達をつうじてのおつきあいをさせていただいたが、私が日精診の理事になったときには、既に監事
として仕事をしておられ、その頃から時々兵庫県にきていただき、ご講演をしていただいていた。
　2017年8月上梓された『精神病の正体』というご著書をおくっていただき、その大胆な学説にびっくりさせていた
だきました。今回是非にとおねがいしてワークショップを企画しました。大塚先生のおかんがえを直接おききできる
ことをたのしみにしています。

略　歴

淺
あさ

野
の

　達
たつ

藏
ぞう

1979年 神戸大学医学部卒業
1979年 神戸大学精神神経科研修医
1980～1984年 神戸大学大学院　医学研究科　在学
1981年6月～1983年1月 ナイジェリアのイバダンに在住してイバダン大学医学部精神科にて
 異文化精神医学研修をおこなう
1991年 高槻　愛仁会　理学診療科病院
1993年 浅野神経内科クリニック開設
2012年～ 2016年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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ワークショップ4

WS4　「精神病の正体」外来精神科医としての仮説
 ～ 50年間の総括

大
おおつか

塚　明
あきひこ

彦
大塚クリニック　名誉院長

　大塚先生へ 　2月でちょうど初診から1年になります。
　大塚先生のおかげで私は初めて自分の人生を生きている気がします。
　学校も座る事が苦痛で不登校、仕事は3ヶ月続くことすら難しい。
　職を転々とする人生を送り、お酒で頭を静めてなんとか出勤する日々も多々ありました。 
　先生の所へかかる時は毎日朝5時すぎまで眠れず200万程ためて人気のない田舎の小屋を購入し、そこで朽ちる様に
誰にも迷惑をかけずに死のうと思っていました。 
　今まで何ヵ所かの病院でうつと診断されていた私は精神科に対して疑り深く、睡眠薬だけもらい余計な事はしゃべ
らないと心に決めていました。ほとんどしゃべらなかったにもかかわらず先生は私を見抜きました。それでも疑いコ
ンサータをもらいませんでした。 
　しかし、やっぱり先生が正しかった。たった4日で私は再び訪れ、そこから私の人生は180度かわりました。何故先
生があの短い会話で私の事がおわかりになったのか。今だに不思議です。
〈出来る様になった事〉 ・自分の考えがつかまえられる様になった
 ・人に興味がないと思っていたが、人の役に立つ事を望んでいたと気づいた
 ・足にアザが出来なくなった
 ・包丁で指を切らなくなった （薬をのんでから1度も！）
 ・人とおちついてお話ができる
 ・アイデアが形に残せる. 紙に書きとめられる
 ・歩き方、文字でからかわれなくなった
 ・仕事に情熱がもてる. 初めて半年勤める事ができた。（まだまだですが…）
 ・人間関係を継続できる様になった
 ・落ちついて座る感覚を生まれて初めて知り驚いた
 ・先のばし、忘れ物がへった
 ・考えが継続する. 眠れる
 ・突発的な失跡をしなくなった　 （原文のまま）(以下略 2017.12.11）
「認められぬ病―現代医療への根源的問い」 柳澤桂子著 中央公論社1998.2が出版され、その著書を読んで、演者が往
診して処方した。  結果「ふたたびの生」草思社2000.3が出版された。 以下も柳澤桂子著 「いのちと医療」 山手書房新
社 1993.7 ／「癒されて生きる」 岩波書店 1998.6 ／「やがて幸福の糧になる」 ポプラ社 2002.3 ／ 40年間の「疼痛」が
回復した手記である。（以下4冊著者略）
「歴史は繰り返す」と言うが、全く同じ現象（認められぬ病）を以下、演者の著書でも執筆 (大塚明彦・森本志保著) 「「心
の病」の嘘と現実」幻冬舎2016.3。そして演者は「精神病の正体」 幻冬舎2017.7 ／として纏め、 他に「その痛みは「うつ病」
かもしれません」 草思社2007.12 ／「忘れられない患者さん」 ライフサイエンス出版 2018.1 ／「精神医学入門」 洋泉社
2018.3。 参考に「精神に疾患は存在するか」北村俊則 星和書店　2017/6。
　近年、AIによる情報革命の進捗が報道されない日はない。 精神医療も大変革の入口に一歩踏み込んでいる。 当日
は演者の診断方法と治療方法について述べる。　

倫理配慮について：院内データを統計的のみに使用しており、個人は特定されることはありません。
利益相反について：発表に関連し、開示すべきCOI関連にある企業等はありません。

略　歴

大
おおつか

塚　明
あきひこ

彦
1966年 千葉大学医学部　卒業
 千葉大学医学部附属病院　精神科神経科　入局
1971年 千葉大学大学院にて　医学博士号取得
 同仁会木更津病院、千葉県精神保健センターを経て、
1983年 大塚クリニック開設　
2017年 大塚クリニック　名誉院長

精神保健指定医
日本精神神経学会　専門医
公益社団法人日本精神神経科診療所協会　監事
日本外来臨床精神医学会　副理事長
日本外来精神医療学会　理事

2014年12月 7日　千葉県警察本部長感謝状　受賞
2017年10月20日　厚生労働大臣賞 受賞
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ワークショップ 5

災害医療の現場から

座長

松下　寿能
（松下メンタルクリニック）

演者

堀　　有伸
（ほりメンタルクリニック）

加藤　　寛
（兵庫県こころのケアセンター）



略　歴

松
まつした

下　寿
ひさよし

能
1983年 神戸大学医学部卒業
1983年 兵庫県立尼崎病院精神科研修医
1984年 神戸大学医学部附属病院精神神経科研修医
1985年 医療法人山伍会播磨大塩病院
1987年 兵庫県立淡路病院精神科
1989年 兵庫県立光風病院
1995年 兵庫県立尼崎病院精神科
2003年 松下メンタルクリニック開設　現在に至る

座長の言葉

ワークショップ5

松
まつした

下　寿
ひさよし

能
松下メンタルクリニック

　阪神・淡路大震災から23年、東日本大震災から7年、熊本地震から2年がたちました。
全国各地で地震が起きていますし、南海トラフ巨大地震は今後30年以内に70 ～ 80%の確率で起こると想定されていま
す。また地震だけでなく台風や豪雨などの自然災害もあります。
　阪神・淡路大震災から23年たっても、今なお患者さんの訴えの中に、どうにもならないつらさ、無念さ、自責、悔
しさなどさまざまな思いを感じることが多くあります。一方、震災を体験していない人が増え、記憶の風化を危惧す
る声もあります。東日本大震災では、地震、津波だけでなく、原発事故の影響があります。放射線の直接的な健康被
害だけでなく、例えば避難指示が解除されても帰還した住民の安全が守られているのかなど多くの問題が残されたま
まのような気がします。
　防災の基本は、自分の命は自分で守る「自助」にあるべきだが、課題は自助が困難な人たちへの対応であると言う
専門家がおられます。患者さんと最も身近に接する精神科診療所の医師の役割は大変重要であり、責任も重いと思い
ます。一方で診療所が被災したときどうしたらよいのかという心配も当然あります。
　このワークショップは、大震災のあとの地域活動、情報発信、社会資源としての精神科診療所のあり方や今後起こ
ることが予想される震災に備えての精神科診療所の役割、震災が実際に起きた時、精神科診療所はどうなるか、何が
できるのかなどを考え企画しました。演者には、東日本大震災後、南相馬市に転居し、精神科病院に勤務し、そして
クリニックを開業された深い洞察と行動力をもっておられる堀有伸先生とトラウマ、PTSDの治療の専門家であり震
災関連では全国的にそして海外でも活躍をされている加藤寛先生にお願いいたしました。
　私たちが「決して忘れない、そして未来に対して生きる」ため何かが得られるワークショップになることを願って
おります。
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ワークショップ5

WS5-1　地震・津波・原発事故による複合災害の現場で
精神科診療所を開業した経験について

堀
ほり

　　有
ありのぶ

伸
ほりメンタルクリニック

　私は首都圏で病院に勤務する精神科医でしたが、東日本大震災に強い衝撃を受け、2012年から事故を起こした原発
から近い福島県南相馬市に移住し、現地の精神科病院に勤務してその再開を手伝った後に、精神科診療所を開業いた
しました。
　原発事故は、特に福島県の被災者に大きな影響を与えました。地震・津波という自然災害に加えて、地域によって
は数年におよぶ避難指示が行われたために、被災地にいる人々が激しい社会的葛藤に巻き込まれてしまう状況が生じ
ました。
　「その場にとどまって生活していること」事態が、葛藤を生じる原因となりました。放射線の低線量被ばくを続け
て受け入れることによる健康影響への懸念がありました。私は、さまざまな調査の結果から、深刻な放射線による健
康被害が出る可能性は極めて低いと考えています。しかしこれについても強い反論を示されることがあります。そし
て、原子力発電をめぐる社会的議論は激しく、原発事故の被害を受けた被災地に暮らし、その復興を目指すために活
動すること自体が、倫理的な議論の対象とされることもありました。
　東日本大震災の震災関連死は、福島県だけで2147人（全国で3591人）とされています。このことは、現場におきて
いた社会的混乱の厳しさを表す数字です。そして驚くべきことに、原発事故とその後の混乱に忙殺されて、地震と津
波というきっかけとなった自然災害そのものが忘却されることもありえるのです。
　震災から7年が経過しましたが、私のクリニックには、今でも地震・津波についての激しいフラッシュバックのよ
うな再体験症状を持つ方が断続的に受診されます。年余にわたって強い症状に苦しまれていたのですが、自分でもそ
れを病気の症状であると考えることができず、どこにも相談できないまま、うつ病やパニック障害・自殺企図などの
問題を生じて、ようやく精神科医療につながることができたのです。福島県で1613人（全国で15893人、行方不明が
2553人）が震災で直接的に亡くなった（ほとんどが津波）という事実は、トラウマという問題の本質から現地の人々
には回避されるでしょうが、そこに関わる精神医療関係者は忘れるべきではありません。
　被災地に暮らして精神科医として活動して経験したこと・学んだことについて、皆様と共有できる機会を与えられ
たことに、心より感謝しております。

略　歴

堀
ほり

　　有
ありのぶ

伸
1997年 東京大学医学部卒業
1997年 東京大学医学部附属病院分院神経科で研修
 その後、東京や埼玉の精神科病院・総合病院精神科・大学病院に勤務
2008年 帝京大学医学部附属病院精神神経科
2012年 福島県南相馬市に移住。福島県立医科大学災害医療支援講座に所属し、南相馬市の雲雀ヶ丘病院で勤務（2013・2014年度は副院長）
2016年 福島県南相馬市にほりメンタルクリニックを開業
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ワークショップ5

WS5-2　地域の精神科医療を守るために必要なこと

加
かとう

藤　　寛
ひろし

兵庫県こころのケアセンター

　阪神・淡路大震災を契機に社会的関心が寄せられてきた「こころのケア」は、主に二つの側面を持っている。一つは、
被災した精神科医療機関の機能を補完し精神障害者の医療を継続させるための活動であり、被災直後から数週間程度
の活動が重要になる。もう一つは、被災体験によって生じるトラウマ反応や悲嘆反応などへの対応であり、復興の長
いプロセスの中で地道なアウトリーチと予防啓発を中心とした精神保健活動が求められる。この二つの活動を組織的
かつ効率的に提供するために、過去の災害ではさまざまな工夫がされてきた。本講演では前者の活動について、東日
本大震災後に整備されてきた支援体制を概観し、精神科診療所に関する配慮が不足している問題について検討する。
　東日本大震災では、宮城県で3つの精神科病院が被災、また福島県では原発事故により4カ所の精神科病院が避難を
強いられたが、情報把握と救援が遅れた。また、多数の外部支援チームをどのようにコーディネートするかも、大き
な課題となった。こうした状況から、厚生労働省が東日本大震災後に整備した災害派遣精神医療チーム（DPAT）では、
指揮命令系統の確立と精神科病院が被災した場合の支援体制の強化に軸足が置かれている。実際、2016年の熊本地震
では、多数の精神科病院が被災し約700人の入院患者を転院させなければならない状況となり、DPATの体制整備が
大きな成果を上げたと評価されている。その後、厚生労働省は災害拠点精神科病院を設置する通達を出し、それに呼
応して日本精神科病院協会は災害時支援中心病院を各地域に整備することを進めている。日本の精神科医療が民間精
神科病院を中心として発展してきたことや、南海トラフ地震および津波災害で想定されている地域のほとんどが、精
神科病院の多い地域であることを考えると、こうした方向性は妥当なものと言えるだろう。しかしながら、都市部が
被害を受けることが想定されている首都直下地震などの災害においては、地域の精神科医療の中核を担っている精神
科診療所をどのように支援するかを、検討しておく必要がある。さらに、作業所やグループホーム、就労継続支援事
業所などの関連施設の救援支援体制も考えなければならない。講演では、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地
震などの状況を比較しながら、地域内の多様な精神科医療リソースを支援するために、どのような課題と可能性があ
るのかを議論したい。

略　歴

加
かとう

藤　　寛
ひろし

1984年 神戸大学医学部卒業 
1985年 都立墨東病院　臨床研修医 
1988年 青梅市立病院神経科勤務（常勤医師） 
1990年 都立墨東病院勤務（常勤医師） 
1995年 兵庫県精神保健協会こころのケアセンター業務課長 
2001年 兵庫県ヒューマンケア研究機構こころのケア研究所研究部長
2012年 兵庫県こころのケアセンター　センター長　現在に至る
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ワークショップ 6

遠隔医療は国民に寄り添った医療になるか？ 
本邦における遠隔精神科医療の展望と課題

座長

丸田　芳裕
（岩沢神経科クリニック）

演者

岸本泰士郎
（慶應義塾大学医学部　精神・神経科）



丸
まるた

田　芳
よしひろ

裕
岩沢神経科クリニック

 座長
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ワークショップ6

WS6　遠隔医療は国民に寄り添った医療になるか？
本邦における遠隔精神科医療の展望と課題

岸
きしもと

本泰
たいしろう

士郎
慶應義塾大学医学部　精神・神経科

　遠隔医療は、一般に通信技術を活用し離れた2地点間で行う健康増進・医療・介護に資する行為全てを指す。互い
の顔を見ながら会話ができれば診療の多くが成立し得る精神科領域は、世界的に遠隔医療が最も普及している診療領
域の一つである。わが国では「経済財政運営と改革の基本方針2015」（いわゆる「骨太の方針2015」）に遠隔医療の推
進が盛り込まれ、同年、厚生労働省医政局長によって遠隔診療を促進する政府の明確な意向が示されたことなどから、
主に医療相談や自費診療という枠組みで遠隔医療が始まった。また、2018年度からは、医師と患者間を通信技術でつ
ないで行う（いわゆるテレビ電話を用いた）遠隔医療は「オンライン診療」と名付けられ、保険診療としても認めら
れることになった。精神科領域でも、てんかん指導料、認知症地域包括診療料、精神科在宅患者支援管理料を既に算
定している患者に対して利用が可能となったが、今回の診療報酬改定ではその場面が限定されており、当面はごく一
部での利用にとどまるものと思われる。例えば「精神科オンライン在宅管理料」は「緊急時に30分以内に診察可能」
であることなどが条件となっており、遠隔医療が本来発揮し得る長所をある意味削がれた形での導入ではあるが、同
時に安全性の確認を優先すべき時期でもあり、今後の展開を慎重に見守りたい。
　演者のグループでは、2016-7年度に、日本医療研究開発機構（AMED）の委託研究として、遠隔で行う精神科医療
のエビデンス構築や手引書の策定を行ってきた。講演ではその成果の一部を紹介するとともに、厚生労働省のオンラ
イン診療のガイドラインや診療報酬ついても概説し、本邦における遠隔診療の展望について論ずる。加えて、ICT活
用がもたらすビッグデータ時代の近未来の医療の可能性についても言及する。

略　歴

岸
きしもと

本泰
たいしろう

士郎
【職歴】
2000年慶應義塾大学医学部卒業、国家公務員共済組合連合会立川病院神経科、
医療法人財団厚生協会大泉病院を経て、2009年よりThe Zucker Hillside Hospital（New York, USA）にPost Doctoral Research Fellowとして入職、
2012年Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine, Assistant Professor of Psychiatry（現Donald and Barbara Zucker School of Medicine 
at Hofstra）に就任、2013年04月より現職。
【受賞歴】
NCDEU 2011 meeting; New Investigator Award、Best Poster Award、日本臨床精神神経薬理学会 学会賞ポールヤンセン賞（2013年）、第110
回日本精神神経科学会学術総会　国際学会発表賞（2014年）など10本以上。
主な研究プロジェクトは臨床精神薬理、遠隔医療、機械学習の精神科領域への応用など。
【研究】
2015年より日本医療研究開発機構（AMED）「表情・音声・日常生活活動の定量化から精神症状の客観的評価をリアルタイムで届けるデバイスの開発」
研究代表者（3億円）、2016年よりJST-CREST「自然言語処理による心の病の理解：未病で精神疾患を防ぐ」研究代表者（1億円）、2017年よりAMED「遠
隔精神科医療の臨床研究エビデンスの蓄積を通じたガイドライン策定とデータ利活用に向けたデータベース構築」研究代表者（4000万円）などを務める。
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ランチョンセミナー 1

外来診療に生かすうつ病の認知行動療法

座長

波多腰正隆
（波多腰心療クリニック）

演者

大野　　裕
（一般社団法人認知行動療法研修開発センター）

共催

Meiji Seika ファルマ株式会社



略　歴

波
は た こ し

多腰正
まさたか

隆
1983年　大阪医科大学卒業.
1983年　神戸大学病院研修医.
1984年　明石土山病院院勤務.
2007年　波多腰心療クリニック（神戸三宮）を開業.
現在に至る。
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ランチョンセミナー1 共催：Meiji Seikaファルマ株式会社

LS1　外来診療に生かすうつ病の認知行動療法

大
おおの

野　　裕
ゆたか

一般社団法人認知行動療法研修開発センター

　認知行動療法は、認知、つまり情報処理のプロセスに働きかけて心を軽くして問題解決できるように手助けする構
造化された精神療法である。認知に焦点を当てるというと、認知行動療法は単に考えを切りかえさせる方法だと誤解
されることあるが、けっしてそうではない。認知行動療法は、現実の問題に直面したときに、問題解決を妨げている
認知や行動に働きかけることで問題に対処する力を伸ばしていくアプローチである。また、認知行動療法の創始者の
アーロン・ベックが「認知に至る王道は感情である」と述べているように、感情の役割も重視する。
認知行動療法は、うつ病に対する精神療法として開発されたが、その後、不安症を初めとする様々な精神疾患の治療
　法として使われるようになってきている。それは治療効果を示すエビデンスが蓄積したからである。わが国でも、
中川敦夫らが治療抵抗性うつ病に対する認知行動療法の無作為化比較試験を行い、定型的認知行動療法の効果を実証
した。
　中川らの研究の注目すべき点は、16回の認知行動療法セッション終了時の寛解率が42.5％ (対照群20％ )であったの
に加えて、12 ヶ月後の寛解率が72.5％（対照群42.5％）と大幅に改善していたことにある。これは、認知行動療法の
ポジティブな作用効果が治療終了後も続くことを実証したものである。そして、それが可能になるのは、認知行動療
法のアプローチやスキルが、上手なストレス対処法を簡潔にまとめたものだからであり、それは一般の外来診療で活
用可能なものである。
　しかし、定型的（高強度）認知行動療法を実施できるようになるためには、個人スーパービジョンを含む専門的な
トレーニングを受けながら実践を重ねる必要がある。わが国でも厚生労働省が専門家を育てる研修事業を実施してき
たが、そうしたトレーニングを受けて一定のレベルに達している専門家の数は少ない。専門家不足は認知行動療法先
進国の欧米でも同じで、英国を中心に、定型的認知行動療法の基本的なアプローチを踏まえながら効果が期待できる
簡易型（低強度）認知行動療法が行われるようになってきた。それは、教育資材やITを利用したり、集団を活用した
りすることでマンパワーを抑えながら効果を期待するアプローチである。
　当日は、認知行動療法の基本的な考え方やアプローチを解説しながら、外来診療で認知行動療法を活用するポイン
トや、集団やITを使った簡易型認知行動療法の可能性および最近の研究成果について紹介させていただくことにした
い。

【参考図書】  大野･田中：保健、医療、福祉、教育にいかす簡易的認知行動療法実践マニュアル、
 ストレスマネジメントネットワーク

略　歴

大
おおの

野　　裕
ゆたか

精神科医
（一社）認知行動療法研修開発センター理事長
ストレスマネジメントネットワーク代表
慶應義塾大学医学部卒業、同大学の精神神経学教室。コーネル大学医学部、ペンシルバニア大学医学部留学。慶応義塾大学教授、 国立精神・神経医療研
究センター 認知行動療法センター長を経た後、顧問。認知行動療法研修開発センター理事長。国際的な学術団体 Academy of Cognitive Therapy の
公認スーパーバイザーであり、日本認知療法・認知行動療法学会理事長、アメリカ精神医学会 特別優秀会員、日本ストレス学会理事長、日本ポジティ
ブサイコロジー医学会理事長。著書に『保険・医療・福祉・教育にいかす簡易型認知行動療法実践マニュアル』（ストレスマネジメントネットワーク）他、
多数。認知行動療法活用サイト ｢こころのスキルアップトレーニング｣ 発案・監修。
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ランチョンセミナー 2

うつに伴う疼痛性身体症状の核心に迫る
～新たなエビデンスを基にした治療効果の判明～

座長

千郷　雅史
（あしたクリニック）

演者

岩田　仲生
（藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学）

共催
日本イーライリリー株式会社／塩野義製薬株式会社



略　歴

千
せんごう

郷　雅
まさひと

史
1991年3月 神戸大学医学部卒業
1991年6月 神戸大学附属病院精神神経科　研修医
1992年6月 沖縄県立八重山病院　医師
1993年6月 尚生会湊川病院　医師
2000年6月 カネボウ記念病院精神科　医長
2001年6月 神戸大学附属病院精神神経科　助手
2003年7月 兵庫県立淡路病院　精神科科長
2006年2月 あしたクリニック　院長
2016年～ 兵庫県精神神経科診療所協会　会長
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ランチョンセミナー2 共催：日本イーライリリー株式会社／塩野義製薬株式会社

LS2　うつに伴う疼痛性身体症状の核心に迫る
～新たなエビデンスを基にした治療効果の判明～

岩
いわた

田　仲
なかお

生
藤田保健衛生大学医学部精神神経科学講座

　精神医学の対象とする精神症状の殆どは、客観的指標による評価方法がいまだ確立されず、現代においても患者の
主観的体験の言明にその根拠をおいている。特にうつ病、躁うつ病患者が体験する抑うつ気分や意欲の亢進といった
症状は、体験する主体にとっての非日常性を「病態」として認識しそれを我々に言明することから、正常の精神・認
知機能とは別の何らかの状態を示唆していると考えられている。またこれらの症状は有無を含めてその強度も状況に
応じて変化することから、さらにその評価を複雑困難なものとしている。
　精神医学を医科学の対象とする最も直裁的な方法論は何らかの生体の「もの」との関連を見出すことである。事実
現在の精神医学的治療の主体は「もの」である薬物が中心となっている。他方「もの」との直接的関係性は未知であ
る精神療法もその治療効果は科学的に論証されうる。この精神医学の困難な基本的問題を突破するには「疾患」と何
らかの「もの」との関連性を見出すことであり、ワトソン・クリニックによるDNAの二重らせん構造の解明と遺伝要
因としての遺伝子がDNAという「もの」であったことが解明された1953年以降、医科学の流れは遺伝子を起点とした
分子生物化学を基盤としたものとなった。
　精神医学研究においても遺伝医学研究が地道に行われてきたが、21世紀に入りゲノム医科学の特に技術革新による
遺伝子解析技術の進歩とその基盤情報としてのヒトゲノム解読は、主要な精神疾患の病態解明につながりうる関連遺
伝子の同定に成功しつつある。特に統合失調症においてはすでに数百の関連遺伝子が同定され、そのいくつかにおい
ては病態生理との関連も徐々に明らかにされつつある。また遺伝要因の比較的大きいとされている双極性障害につい
てもいくつかの関連遺伝子同定に成功しており、今後の進展が期待されている。
　他方遺伝要因より環境要因が大きいうつ病については、ゲノム解析の結果は芳しくなくこの観点からは最も関連す
る「もの」を見出しにくい主要な精神疾患といえる。それではうつ病は最後まで未知である精神疾患でありつづける
のか？演者等は診断基準としての「うつ病」と遺伝子との関連を直接検証するのではなく、様々な環境要因特に社会
生活に起因するストレスイベント応じて出現する抑うつ状態を説明出来る関連遺伝子探索に取組み、比較的少数のゲ
ノムコンポーネントサンプルでの解析から関連遺伝子の同定に成功した。これは人の表現型をより精密にかつ動的に
規定する遺伝子をゲノム医科学の手法で捕捉することが可能であることを世界で初めて示すこととなり、人集団にお
いては実験的に介入が困難である環境要因による精神症状の病態解明の道筋を示すこととなった。
　また治療面でうつ病に目を向けてみると特に疼痛性身体症状に着目すべきであろう。精神医学の参画の必要性は？
うつ病の等の精神疾患に伴う痛みをどうとらえるか？うつ病に起因する慢性の痛みとは何か？その病態生理はどのよ
うに考えるのか？と多くの臨床疑問が存在している。
　本講演においてはゲノム研究の内容と成果の紹介に加え、うつ病の疼痛性身体症状をどのようにとらえ治療を進め
ていくべきか述べていく。

略　歴

岩
いわた

田　仲
なかお

生
平成15（2003）年12月 藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学講座　教授
平成23（2011）年7月 学校法人藤田学園　理事長席付補佐
平成23（2011）年9月 藤田保健衛生大学病院臨床研究センター　センター長（兼任）
平成24（2012）年2月 藤田保健衛生大学病院　副院長
平成26（2014）年4月 藤田保健衛生大学　筆頭学長補佐（兼任）
平成27（2015）年6月 学校法人藤田学園理事、藤田保健衛生大学医学部学部長（兼任）

専門･研究分野：分子精神医学、遺伝精神医学、薬理遺伝学
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ランチョンセミナー 3

うつ病患者のもつ不安への対応

座長

松川　悦之
（医療法人社団松善会　松川神経内科診療所）

演者

大坪　天平
（東京女子医科大学東医療センター精神科）

共催
MSD株式会社



略　歴

松
まつかわ

川　悦
よしゆき

之
1986年3月 産業医科大学卒業
1986年7月 三菱神戸病院内科
1989年6月 神戸大学医学部精神神経科入局
1990年5月 医療法人「古橋会」精神科揖保川病院
1991年4月 大丸神戸店医務室（健康管理室）嘱託医 その他数社産業医
1991年4月 松川神経科診療所～（現在に至る）
1995年9月 精神科向陽病院 （現在非常勤医師） 
2007年4月 介護老人保健施設「須磨松の郷」理事長～（現在に至る）
2015年9月 精神保健福祉手帳判定委員会嘱託委員（兵庫県精神保健福祉センター）
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ランチョンセミナー3 共催：MSD株式会社

LS3　うつ病患者のもつ不安への対応

大
おおつぼ

坪　天
てんぺい

平
東京女子医科大学東医療センター精神科

　うつ病患者が不安をもつことは多い。うつ病に不安が伴うと、抑うつ症状が重症化し、経過も遷延し、著しい機能
低下が生じやすくなる。つまり、治療反応性が悪く、低い反応率・寛解率、高い再発率につながる。さらに経過中の
自殺企図の危険性も高まるため、うつ病においては、他の不安症の併存だけではなく、不安そのものの存在、および
その強さのレベルに関して正確に把握することは臨床上極めて重要なこととなる。
　これらの理由から、DSM-5では新たに、うつ病診断時に「不安性の苦痛を伴うもの」という特定用語が取り入れら
れた。
　DSM-5の「不安性の苦痛」には、⑴張りつめた、または緊張した感覚、⑵異常に落ち着かないという感覚、⑶心配
のため集中困難、⑷何か恐ろしいことが起こるかもしれないという恐怖、⑸自分をコントロールできなくなるかもし
れないという感覚の5症状が取り上げられ、この5つの症状のうちいくつが同時に存在するかによって、軽症、中等症、
中等症～重症に分け、さらに、運動性の焦燥の有無で重症を判定するようになっている。
　同時に、DSM-5では全般不安症の除外基準から、気分障害が削除されたため、気分障害中に全般不安症の診断基準
を満たした場合、気分障害と全般不安症の併存と診断していいこととなった。DSM-Ⅳでは気分障害中のみに起きる
全般不安症は評価されず、気分障害の診断が優先された。気分障害中の不安を不安性の苦痛と評価するか、全般不安
症の併存と評価するかの違いに関する検討は不十分である。ちなみに、うつ病に全般不安症が併存すると、うつ病の
重症化、治療反応性の悪化、経過の遷延化、自殺企図率の上昇など、不安性の苦痛を伴う場合と同じことが起きる。
　これらの疑問はあるが、うつ病に不安を伴うことはうつ病の重症化や経過の遷延化につながるのは確かで、不安の
評価の重要性が否定されたわけではない。
　一方、現状ではうつ病に不安を伴う場合の薬物療法に関してのエビデンスは極めて乏しい。その中でも、いくつか
のガイドラインで推奨されているのはSSRI/SNRIの単剤療法である。ランチョン当日は、我々が実施したうつ病に伴
う不安の臨床研究の結果に関しても簡単に触れる予定である。

略　歴

大
おおつぼ

坪　天
てんぺい

平
1998年3月 昭和大学医学部精神医学教室専任講師
2004年1月 同教室准教授
2004年4月 昭和大学附属烏山病院准教授
2006年4月 昭和大学附属烏山病院院長代行（2007年3月末まで）
2008年4月 東京厚生年金病院神経科（後に精神科に変更）主任部長
2008年5月 東京女子医大精神神経科客員教授
2014年4月 JCHO東京新宿メディカルセンターに病院名変更
2017年4月 東京女子医科大学東医療センター精神科　部長・臨床教授
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ランチョンセミナー 4

 現在における強迫症（OCD）の理解と治療
～児童思春期例への対応も含めて～

座長

九鬼　克俊
（医療法人社団 いるか心療所）

演者

松永　寿人
（兵庫医科大学　精神科神経科学教室）

共催
アッヴィ合同会社



略　歴

九
く き

鬼　克
かつとし

俊
平成 1年 大阪大学医学部卒業
同年 西淀病院で臨床研修
平成 3年 神戸大学医学部精神神経科入局とともに
 播磨サナトリウム勤務
平成 5年 神戸大学医学部精神神経科医員
平成 9年 大村病院勤務
平成11年 加古川市民病院精神神経科医長
平成19年 加古川市民病院精神神経科部長
平成20年 加古川市民病院退職
平成20年 いるか心療所開設　院長
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ランチョンセミナー4 共催：アッヴィ合同会社

LS4　現在における強迫症 (OCD) の理解と治療
～児童思春期例への対応も含めて～

松
まつなが

永　寿
ひさ と

人
兵庫医科大学　精神科神経科学教室

　強迫症 （OCD） に対する治療は、近年世界的にも標準化が進められ、様々な治療ガイドラインにおいて、選択的セ
ロトニン再取り込阻害薬（SSRI）による薬物療法、認知行動療法（CBT）、あるいは両者の併用が、第一選択的治療
として推奨されている。しかし実臨床の場で遭遇する患者の多くは、多彩でより複雑な病像を呈しており、個別性の
多角的な把握とそれに基づく対応を加えることが重要となる。例えば、背景に存在するパーソナリテイ障害や発達的
問題、あるいはうつ病といったコモビディテイ（comorbidity）は、OCDの重症度や自殺リスクを高めるなど、複雑
化や難治化させる要因として、十分に注意を払い対応すべきものである。加えて、家族など周囲の反応や捉え方、対
応の仕方によっても病状や予後は影響される。特にOCDでは、半数近くに家族などへの巻き込み行為が認められ、こ
れが長期化するほど、自宅内の習慣や細部にまでわたるルールとして頑なとなり極端化しやすい。これが日常化する
中で、患者が自覚する変化の必要性や治療的モチベーションは低下してしまい、結果、患者はOCDとの共存を習慣化
し、家族はそれを支える構造となりやすい。
　このようなOCDの特性や治療的配慮は、児童思春期ケースでも同様であるが、特にOCDの長期予後を勘案した場合、
早期の発見や治療介入が他の精神疾患と同じく重視されるべきである。例えば、発症から早期であるほどSSRIなどの
治療反応は良好とされ、OCDの長期化・習慣化による脳の可塑的変化、それに伴う難治化や再発予防も強化される。
すなわちSSRIなど薬物療法は、1） 治療開始後の出来るだけ早い段階で、強迫症状やうつ病など併存症の軽減を図る
と伴に、治療効果を実感させ、治療的動機づけを高めてCBTへの導入を促し、より早期に寛解の達成を図ること、2） 
CBTの継続や完遂を支持し、再発予防を強化すること、などの点で重要となろう。このため、児童思春期OCD患者に
対しても必要な場合には、有効性や安全性が確立されたSSRIの選択・投与が望まれる。この際、副作用に十分注意を
払うと共に、本人や家族を交えたシェアードデシジョンメーキングが不可欠であることは言うまでもない。

略　歴

松
まつなが

永　寿
ひさ と

人
昭和63年 大阪市立大学医学部卒業、同大学医学部神経精神医学教室入局
平成3年 4月～平成4年3月 向聖台会當麻病院勤務医
平成4年10月 大阪市立大学医学部神経精神医学教室助手。
平成9年 9月 一年間、Pittsburgh大学医学部精神科へ留学(Research fellow)。
平成11年7月 大阪市立大学医学部神経精神医学教室講師となる。
平成22年4月 兵庫医科大学精神科神経科主任教授
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ランチョンセミナー 5

 SDAMの登場により
統合失調症治療がどう変わるか

座長

平本　憲孝
（平本医院）

演者

岩田　仲生
（藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学）

共催
大塚製薬株式会社



略　歴

平
ひらもと

本　憲
のりたか

孝
1983年 山口大学医学部卒業
1983年 神戸市立中央市民病院（内科研修医）
1985年 神戸労災病院　内科勤務
1987年 神戸大学精神神経科（医員）
1988年 向陽病院　勤務
1995年 高岡病院　勤務
2001年 平本医院開院　現在に至る
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ランチョンセミナー5 共催：大塚製薬株式会社

LS5　SDAMの登場により統合失調症治療がどう変わるか

岩
いわた

田　仲
なかお

生
藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学講座

　1950年代にクロルプロマジンが臨床で使用されるようになり、その後ドパミンD2受容体アンタゴニスト作用を有す
る抗精神病薬の開発が進められた。さらに、錐体外路症状を軽減するため、D2受容体に加えて、セロトニン5-HT2A
受容体アンタゴニスト作用を併せ持つ第二抗精神病薬が開発され、統合失調症の治療において画期的な薬剤となった。
しかしながら、2015年に報告された各疾患の治療満足度と薬剤貢献度の調査結果では、統合失調症は治療貢献度が約
60％と比較的高いものの、治療満足度は30％にも満たずに低いという結果である。このように、統合失調症の治療に
おいて、満足できる薬剤が求められている。
　また、近年、国の政策により、地域長期入院精神障害者の地域移行が進められ、退院に向けた支援だけでなく、地
域生活の支援も促進されている。地域で医療と福祉の協働による地域生活を支えるサービスの提供や地域生活を送る
上で効果的な外来医療等が検討されている。
　このような背景の中、本年4月に、新たな作用機序である抗精神病薬が上市された。セロトニン-ドパミン アクティ
ビティモジュレーター（SDAM）であるブレクスピプラゾールである。本セミナーでは、SDAMの臨床データ及び臨
床経験を踏まえて、議論したい。

略　歴

岩
いわた

田　仲
なかお

生
平成15（2003）年12月 藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学講座　教授
平成23（2011）年7月 学校法人藤田学園　理事長席付補佐
平成23（2011）年9月 藤田保健衛生大学病院臨床研究センター　センター長（兼任）
平成24（2012）年2月 藤田保健衛生大学病院　副院長
平成26（2014）年4月 藤田保健衛生大学　筆頭学長補佐（兼任）
平成27（2015）年6月 学校法人藤田学園理事、藤田保健衛生大学医学部学部長（兼任）

専門･研究分野：分子精神医学、遺伝精神医学、薬理遺伝学
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ランチョンセミナー 6

 うつ病の診立てとリカバリーを目指す
治療における抗うつ薬の役割

座長

花田　　進
（花田神経内科クリニック）

演者

白川　　治
（近畿大学医学部　精神神経科学教室）

共催
ファイザー株式会社／大日本住友製薬株式会社



略　歴

花
はなだ

田　　進
すすむ

1980年 神戸大学医学部卒業
1980年 神戸大学医学部精神神経科研修医
1985年 神戸大学大学院医学研究科卒業
1985年 医療法人尚生会　湊川病院
1992年 花田神経内科クリニック開設、神戸市垂水区
2008年～ 2012年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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ランチョンセミナー6 共催：ファイザー株式会社／大日本住友製薬株式会社

LS6　うつ病の診立てとリカバリーを目指す治療における抗うつ薬の役割

白
しらかわ

川　　治
おさむ

近畿大学医学部精神神経科学教室

　うつ病がごく身近なこころの失調として認知されるともに、抑うつを訴えて受療する人々は飛躍的に増加し、多様
化するうつ病の診立てと対応がうつ病診療における重要な課題となって久しい。忍容性の高さとともに抑うつ症状だ
けではなく不安症状にも効果を示すSSRIやSNRIの登場により、うつ病薬物療法は新たな展開をみせたが、薬物療法
を工夫したとしても、3人に一人は寛解に至らないとする大規模研究（STAR＊D）における報告もあり、薬物療法の
課題を念頭に置いたうつ病の診立てが必要である。
　一方、うつ病における残遺症状の存在は、社会的機能回復の達成のための大きな阻害要因であるばかりか、再発の
リスクを高める要因でもある。従って、症候学的な寛解とともにリカバリーを目指すためには、残遺症状を把握し、
適切な対応に繋げることが大切である。SSRIのセロトニン神経伝達強化にノルアドレナリン神経伝達強化という薬理
学的特性を加えたSNRIには、残遺症状に対する効果を含めどのような臨床効果が期待されるか、私見を交えて解説
する。
　社会機能やQOLの回復を目指すといううつ病治療のゴールのためには、抑うつ症状の軽快（症候学的寛解）にとど
まらず、患者のリカバリーを阻害する要因を個別的・縦断的に把握し適切に対応することが求められる。

略　歴

白
しらかわ

川　　治
おさむ

昭和55年3月 神戸大学医学部卒業
昭和55年7月 神戸大学医学部附属病院・医員（精神神経科研修医）
昭和56年5月 兵庫県立尼崎病院・研修医（神経科）
昭和61年3月 神戸大学大学院医学研究科卒業（精神薬理学専攻）
昭和61年4月 神戸大学医学部附属病院・医員（精神神経科）
平成元年1月 米国メリーランド大学医学部精神科
 メリーランド精神医学研究センター・研究員
平成3年12月 神戸大学医学部附属病院精神神経科・助手
平成6年7月 神戸大学医学部附属病院精神神経科・講師
平成11年4月 神戸大学医学部精神神経科・助教授
平成13年4月 神戸大学大学院医学系研究科 精神神経科学分野・助教授
平成19年7月 近畿大学医学部精神神経科学教室・教授
 近畿大学医学部附属病院メンタルヘルス科・診療部長　

専門分野： 双極性障害・うつ病の診断と治療、自殺研究、臨床精神薬理（精神科薬物療法）

資格： 日本精神神経学会専門医・指導医（精神科専門医）
 日本臨床精神神経薬理学会専門医・指導医
 日本老年精神医学会専門医・指導医
 精神保健指定医
  
所属学会等： 日本うつ病学会（理事）、日本自殺予防学会（理事）
 日本臨床精神神経薬理学会（理事）、日本精神科診断学会（理事）
 日本生物学的精神医学会（理事）、日本うつ病センター（理事）
 日本総合病院精神医学会（評議員）、日本神経精神薬理学会（評議員）
 日本精神神経学会、近畿精神神経学会（世話人・評議員）
 日本老年精神医学会（評議員）、日本不安症学会（評議員）、
 日本産業精神保健学会、日本司法精神医学会
 International Society for Bipolar Disorders 
 World Federation of Societies of Biological Psychiatry

学会会長： 第33回日本自殺予防学会総会（平成21年4月17日・18日、大阪国際交流センター）
 第8回日本うつ病学会総会（平成23年7月1日・2日、大阪国際交流センター）　
 第37回日本精神科診断学会（平成29年10月20日・21日、KKRホテル大阪）
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ランチョンセミナー 7

悲哀、うつ、うつ病：その進化的意味

座長

松下　寿能
（松下メンタルクリニック）

演者

神庭　重信
（九州大学大学院医学研究院　精神病態医学）

共催
田辺三菱製薬株式会社／吉富薬品株式会社



略　歴

松
まつした

下　寿
ひさよし

能
1983年 神戸大学医学部卒業
1983年 兵庫県立尼崎病院精神科研修医
1984年 神戸大学医学部附属病院精神神経科研修医
1985年 医療法人山伍会播磨大塩病院
1987年 兵庫県立淡路病院精神科
1989年 兵庫県立光風病院
1995年 兵庫県立尼崎病院精神科
2003年 松下メンタルクリニック開設　現在に至る
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ランチョンセミナー7 共催：田辺三菱製薬株式会社／吉富薬品株式会社

LS7　悲哀、うつ、うつ病：その進化的意味

神
かんば

庭　重
しげのぶ

信
九州大学大学院医学研究院　精神病態医学

　精神と行動の病は、疾患によりその程度は違うものの、養育環境、社会環境の影響を受けて現れる。改めていうま
でもないことだが、無数の遺伝子（脳）環境相関の中で脳が作られ、そして遺伝子（脳）環境相関の中で精神疾患が
現れる。その養育環境や社会環境は個人が属する文化の流れの影響をうける。
　かたや人は、ハイエクFの言葉を借りれば、進化の途上で受けた外的刺激の痕跡が脳の神経回路に刻み込まれてい
るのであり、ヒトの行動は個人および人類の歴史の中で作られ、遺伝的、社会的二重のコードによって埋め込まれて
いるのである。人の行動は、その人が生きる環境の上に展開されるとしても、精神医学が、社会、文化、そして歴史
さらには進化への考察を抜きにしては、精神の病理を十分に語れないのである。
　筆者はこれまでも、社会心理学、文化心理学を援用して、うつ、うつ病の姿を浮き上がらせようと試みてきた。本
章では、これらの考察をさらに発展させ、うつという感情を、生物進化と環境への適応という進化生物学の視点から
考察し、進化を舞台として、うつ病を含む広いうつ状態（以後、うつと略す）へと再び接近してみたいと思う。これ
までにも、うつの進化心理学的あるいは進化精神医学的考察は数多く提唱されている。悲哀、うつ、うつ病には、進
化適応的な反応と生物医学的な疾患の二つの概念で理解しようとする試みを紹介する。そして、この視点がうつ病の
治療にどのように生かせることができるのか、について触れてみたい。

略　歴

神
かんば

庭　重
しげのぶ

信
九州大学医学研究院精神病態医学分野　教授

略歴：福岡生まれ、1980年、慶應義塾大学医学部を卒業し、同精神神経科に入局。
　　　1982～1987年、米国メイヨクリニックにて、精神薬理学フェローののち、精神科レジデントを修了、精神科アシスタント・プロフェッサーとなる。
　　　帰国後、慶應義塾大学医学部講師を経て、1996年より山梨大学精神神経医学講座教授。2003年より、現職　

原著論文：PubMed 英文原著300以上

著書：うつ病の論理と臨床、弘文堂、2014
　　　思索と想いー精神医学の小径で、慶應義塾大学出版会、2014　など

学会役職：日本精神神経学会　理事長　など

公的役職：文科省　科学技術・学術審議会　脳科学委員会　委員
　　　　　日本学術会議　連携会員
　　　　　日本医療研究開発機構（AMED）プログラムオフィサー（PO）など
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ランチョンセミナー 8

抗精神病薬の長期使用をいま改めて考える

座長

宮﨑　隆吉
（宮﨑クリニック）

演者

菱本　明豊
（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）

共催
ヤンセンファーマ株式会社



略　歴

宮
みやざき

﨑　隆
りゅう

吉
きち

1972年 神戸大学医学部卒業、神戸大学医学部付属病院（研修医）
1973年 兵庫県立光風病院勤務
1978年 兵庫県立淡路病院勤務
1981年 神戸大学医学部付属病院勤務
1991年 神戸大学医学部退職、宮﨑クリニック開業
1995年 阪神淡路大震災被災全焼、同6月宮﨑クリニック再開
2000年～2004年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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ランチョンセミナー8 共催：ヤンセンファーマ株式会社

LS8　抗精神病薬の長期使用をいま改めて考える

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野

　1統合失調症のり病期間は優に50年を超えうる。その間、多くの患者は抗精神病薬やそれによる副作用を軽減させ
る抗コリン作用薬を服用する。統合失調症患者が回復し、高いQOLを持って生活するためには再発を防止することが
重要であり、再発防止に最も関連する要因は服薬コンプライアンスであることが明らかとなっている。はたして急性
期や寛解初期や維持期に決定された抗精神病薬の投与量はいつまで継続していくことが良いのであろうか？抗精神病
薬の長期服用よって引き起こされる認知機能低下への影響や身体への影響はいかなるなるものであろうか？患者が再
発せず、また高いQOLを保ちながら日常生活を送るためには何が必要であろうか？外来でフォローされている統合失
調症患者は入院患者に比べて肥満、高血圧、高脂血症、糖尿病の合併が多いという報告もある。本講演では我々が最
近見出した長寿マーカーであるテロメア長と統合失調症の関連のデータも紹介しつつ、長期間の投与を見据えた抗精
神病薬治療の選択や変薬、減量法などを考察する。

略　歴

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
1996年 神戸大学医学部卒業
2004年 神戸大学大学院医学系研究科博士課程修了(博士)
 神戸大学医学部附属病院研修医、兵庫県立光風病院、国立療養所久里浜病院、神戸大学保健管理センター助手を経て、
2004～2008年 米国NIH薬物乱用研究所客員研究員
2008年 神戸大学大学院医学研究科精神医学分野講師
2013～2014年 アルバート・アインシュタイン医科大学リサーチフェロー（長期出張）
2016年4月より現職。

-151-





アフタヌーンセミナー 1

気分障害はリーダーを強くするか？
創造性、リアリズム、共感、レジリエンス

座長

三野　　進
（みのクリニック）

演者

村井　俊哉
（京都大学大学院医学研究科　脳病態生理学講座　精神医学教室）

共催
グラクソ・スミスクライン株式会社



三
み の

野　　進
すすむ

みのクリニック

 座長
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アフタヌーンセミナー1 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

AS1　気分障害はリーダーを強くするか？
創造性、リアリズム、共感、レジリエンス

村
むらい

井　俊
としや

哉
京都大学大学院医学研究科　脳病態生理学講座　精神医学教室

　政治家のリーダーシップと精神的健康normal ／不健康insaneの関係に注目したNassir Ghaemiは、興味深い法則
を見出している。社会が大きな変化を伴わない平和な時代には、精神疾患を持つ者はリーダーとしての成功は難し
い。成功するのは「決まった規範に従って行動することに長けている」ホモクリット（普通の人）のほうである。一
方で、社会が大きな変革を伴う時、たとえば戦時など大胆な決断を要するときには、ホモクリットは、平和な時代に
は長所であったその特徴がむしろ弱点となり、取り返しのつかない決断ミスを起こすことになる 。GhaemiはNeville 
Chamberlain、Richard Nixon、George W Bushなどをホモクリットの代表例として挙げ、精神的には不健康であっ
たWinston Churchill、Mahatma Gandhiなどと対比している。そして、ホモクリットのホモクリットであるがゆえの
成功と挫折を描写している（Ghaemi, 2011）。
　ホモクリット（すなわち精神的健康）への病跡学的観点からの着目は、個別具体的な歴史的人物・事象の理解にヒ
ントを与える可能性がある。ただ、それに加えて、精神医学におけるアンチ・スティグマの推進、さらには、「異常
を発見しよう」という方向にバイアスがかかりやすい精神科医の思考パターンにおけるバランサーの役割など、いく
つかの副次的な効用を持つのではと考える。

略　歴

村
むらい

井　俊
としや

哉
1966年大阪府生まれ。1991年京都大学医学部卒、1998年京都大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博士。マックスプランク認知神経科学研究所、
京都大学医学部附属病院助手などを経て、2009年より京都大学大学院医学研究科精神医学教授。専門は一般精神医学、神経画像学、高次脳機能障害の
臨床。著書に「精神医学の実在と虚構」（日本評論社）、「精神医学を視る『方法』」（日本評論社）、訳書に「現代精神医学原論」（みすず書房）、「一流の
狂気：心の病がリーダーを強くする」（日本評論社）、「精神病理の形而上学」（学樹書院）、編著に、「精神医学におけるスペクトラムの思想」（学樹書院）、
「高次脳機能障害の考えかたと画像診断」（中外医学社）などがある。
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アフタヌーンセミナー 2

ステージを考えた統合失調症薬物療法

座長

淺野　達藏
（浅野神経内科クリニック）

演者

菱本　明豊
（神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野）

共催
大日本住友製薬株式会社



略　歴

淺
あさ

野
の

　達
たつ

藏
ぞう

1979年 神戸大学医学部卒業
1979年 神戸大学精神神経科研修医
1980～1984年 神戸大学大学院　医学研究科　在学
1981年6月～1983年1月 ナイジェリアのイバダンに在住してイバダン大学医学部精神科にて
 異文化精神医学研修をおこなう
1991年 高槻　愛仁会　理学診療科病院
1993年 浅野神経内科クリニック開設
2012年～ 2016年 兵庫県精神神経科診療所協会会長
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アフタヌーンセミナー2 共催：大日本住友製薬株式会社

AS2　ステージを考えた統合失調症薬物療法

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
神戸大学大学院医学研究科　精神医学分野

　統合失調症の最終的な治療目標である「回復（recovery）」には様々な意味と過程が包含されている。米国UCLA
大学のLibermanによればリカバリーの定義は①症状が寛解している②就労あるいは就学している③自立した生活を
している④社会的人間関係を維持している⑤これら4つの条件を2年以上継続し満たす事としている（Liberman, RP. 
et al.: Psychiatr. Serv. 2005）。一方、ボストン大学精神科リハビリセンターのExecutive DirectorだったAnthonyに
よればリカバリーは「精神疾患によってもたらされた様々な障害や困難に立ち向かい、乗り越え、新たな能力を獲得
し、その人が人生において新たな意味と目的を発展させていくまさにその過程」と言い、結果ではなくプロセスを示
し、その焦点は、症状や障がいではなく、「人生の新しい意味と目的」の創造であるという。両者に共通するのはい
ずれも障がいを持つ人間の主観的視点を重要視している点にある。これは疾患中心（disease-centered）の視点から
患者自身が主観的に感じる「病い」（illness-centered）中心の視点への変換、医者中心から患者中心（Patient-centered）
という従来から言われ続けてきた医療のあるべき姿に精神医療が追いつきつつあるということなのかもしれない。
　米国NIMHが主導するRAISE （Recovery After an Initial Schizophrenia Episode）プロジェクトのように、これか
らの統合失調症治療はSDM(shared-decision making)を含めた薬物治療の個別化に加え、患者・家族教育・就労支援、
レジリアンス・トレーニングなどの包括的治療が導入され重要となってくるであろう。これまでも、そしてこれから
も統合失調治療の課題は再発予防と慢性化をいかに防ぐかであることは間違いないと思う。統合失調症の治療は急性
期から寛解期、維持期、回復期ごとのステージに応じて重要なキーがある。その中で抗精神病薬の意義について考察
したい。

略　歴

菱
ひしもと

本　明
あきとよ

豊
1996年 神戸大学医学部卒業
2004年 神戸大学大学院医学系研究科博士課程修了(博士)
 神戸大学医学部附属病院研修医、兵庫県立光風病院、国立療養所久里浜病院、神戸大学保健管理センター助手を経て、
2004～2008年 米国NIH薬物乱用研究所客員研究員
2008年 神戸大学大学院医学研究科精神医学分野講師
2013～2014年 アルバート・アインシュタイン医科大学リサーチフェロー（長期出張）
2016年4月より現職。
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アフタヌーンセミナー 3

双極性障害の当事者が抱える悩みと希望、
そして治療のあるべき姿とは

－我が国における双極性障害に関する
大規模アンケートから－

座長

丸田　芳裕
（岩沢神経科クリニック）

演者

渡邊衡一郎
（杏林大学医学部　精神神経科学教室）

共催
共和薬品工業株式会社



丸
まるた

田　芳
よしひろ

裕
岩沢神経科クリニック

 座長

-162-



アフタヌーンセミナー3 共催：共和薬品工業株式会社

AS3　双極性障害の当事者が抱える悩みと希望、そして治療のあるべき姿とは
－我が国における双極性障害に関する大規模アンケートから－

渡
わたなべ

邊衡
こういちろう

一郎
杏林大学医学部　精神神経科学教室

　わが国の双極性障害の当事者457名に対して行ったアンケートによると、当事者は一般人口と比べて学歴が高く就
労者は多いものの、転職回数が多く低年収であり、離婚歴も多いことが分かった。また、以前に比べて双極性障害と
正しく診断されるまでにかかった時間が短くなった一方で、診断が遅れた原因として「うつの症状を病気と思わず、
医師に伝えなかったから」、「自分が双極性障害を知らなかったから」など、医師側の問題が見受けられた。さらに、
当事者の8割が「躁・うつ症状が日常生活に大きく影響するほど悪化し、入院、休職・休学、離職等をしたことがある」
と回答し、前向きに生きていくための励みになることとして「相談できる相手がいること」、「周囲の人が変わらずに
接してくれること」など、周囲の理解を求めていることが伺えた。双極性障害の治療に困っていることとしては、「薬
を飲み続けなければならない」という回答が最も多かった。
　双極性障害の薬物療法については未だ議論が分かれている。全国の日本精神神経科診療所協会の先生方にご協力い
ただいた3082例の処方調査では、全体の8割強で気分安定薬が使用され、次いで半数強で抗精神病薬が使用されてい
るということが分かった。使用に賛否両論ある抗うつ薬の使用も全体の約4割で見られ、その内鎮静系抗うつ薬が使
用が比較的多かった。
　我々は、より多くの当事者がrecoveryに至るために、当事者の思いにこれまで以上に寄り添い、困難を取り除き、
薬物療法にもより配慮していかなければならない。当日は、双極性障害を巡る最近の話題にも触れながら、大規模ア
ンケートの結果から見る治療のあるべき姿を考えていきたい。

略　歴

渡
わたなべ

邊衡
こういちろう

一郎
昭和63年3月 慶應義塾大学医学部卒業

（職歴）
昭和63年5月 慶應義塾大学医学部研修医
平成 1年5月 国家公務員共済組合連合会立川病院神経科
平成 3年5月 医療法人財団厚生協会大泉病院
平成 9年4月 慶應義塾大学医学部精神神経科学教室助手
平成18年4月 慶應義塾大学医学部専任講師
平成24年4月 杏林大学医学部准教授
平成26年4月 杏林大学医学部教授

（専門領域）
臨床精神薬理 主に向精神薬の副作用・効果・アドヒアランス研究

（主な著書：主著、編・共著書、監訳を含む）
今日の治療薬（南江堂）
座談会　うつ病治療―現場の工夫より―（メディカルレビュー社）
読むだけでコツがつかめる　問診力トレーニング（アルタ出版）
モーズレイ処方ガイドライン第10版（アルタ出版）
「うつ」の構造（弘文堂）
精神科医×薬剤師クロストークから読み解く精神科薬物療法
―多職種連携から生まれる新しいコミュニケーションの提案―（南山堂）
レジリアンス―症候学・脳科学・治療学―（金原出版）
別冊NHKきょうの健康 よくわかるうつ病（NHK出版）

（所属学会）
日本精神神経学会（代議員、専門医）
日本うつ病学会（理事）
日本社会精神医学会（理事）
日本女性心身医学会（理事）
日本臨床精神神経薬理学会（評議員、指導医）
日本精神保健・予防学会（評議員）
日本不安症学会（評議員）
日本ストレス学会（評議員）
日本精神科診断学会（評議員）

-163-





アフタヌーンセミナー 4

睡眠薬の適正使用を再考する

座長

上月　清司
（こうづきメンタルクリニック）

演者

谷口　充孝
（大阪回生病院　睡眠医療センター）

共催
エーザイ株式会社



略　歴

上
こうづき

月　清
きよ し

司
1981年 京都府立医科大学卒業
1981年～1983年 国立舞鶴病院精神科
1983年～1984年 京都府立医大精神科
1984年～1988年 福知山紅葉ヶ丘病院
1988年～2005年 明石市立市民病院心療内科・精神科
2005年10月1日～ こうづきメンタルクリニック開院
専門は、不眠とうつ病。
所属学会
日本精神神経学会
日本東洋医学会
日本心身医学会
日本アドラー心理学会
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アフタヌーンセミナー4 共催：エーザイ株式会社

AS4　 睡眠薬の適正使用を再考する

谷
たにぐち

口　充
みつたか

孝
大阪回生病院睡眠医療センター

　近年、GABA受容体作動薬に関する処方制限が顕著となっている。GABA受容体に作用する睡眠薬には様々な副作
用があり、漫然とした処方は厳に慎むべきであろう。しかしながら、一方では、鎮静・催眠作用をもつ薬剤は少なく、
また、主に治験データをメタ解析した結果ではあるが、GABA受容体以外に作用する新しい睡眠薬はベンゾジアゼピ
ン系睡眠薬や非ベンゾジアゼピン（BZ）系睡眠薬（Z-drug）に比べ自覚的な睡眠潜時の短縮の程度は小さく、GABA
受容体作動薬を使わずに全ての不眠患者に治療を行うことも困難であろう。また、GABA受容体作動薬はせん妄の危
険因子となるため避けるべきことが推奨されるが、最近の知見では興奮を呈したせん妄治療にはハロペリドール単独
よりもロラゼパムと併用した方がせん妄を有意に改善することが報告されており、せん妄が発症した場合には上手に
GABA受容体作動薬を使いこなさなくてはならない。平成30年の診療報酬改定でGABA受容体作動薬の長期の漫然と
した処方に関して、精神科医の助言があれば診療報酬の減点が免れる処置が講じられたが、これは精神科医がGABA
受容体作動薬のプロフェッショナルと評価されたためであろう。もし、この評価に精神科医が応えないのであれば、
この特権は剥奪されてしまうかもしれない。つまり、これまで以上に精神科医はGABA受容体作動薬に精通しなくて
はならない。
　GABA受容体作動薬の薬物動態では半減期とともに最高血中濃度到達時刻にも注意したい。最高血中濃度到達時刻
では健忘や転倒の副作用も生じやすい。さらにZ-drugではベンゾジアゼピン受容体の作用するαサブユニットの選択
性によっても、作用や副作用に違いが生じることが薬理的および臨床的なデータでも明らかになりつつある。
今回の講演では、こうしたBZ系睡眠薬やZ drugを適正に使用するために必要な知識を整理できればと思っている。

略　歴

谷
たにぐち

口　充
みつたか

孝
1987年 山口大学医学部卒業
同年 大阪大学医学部付属病院神経科精神科研修医
1988年 河崎会水間病院医員
1992年 大阪回生病院精神神経科医員
1995年 大阪回生病院精神神経科医長
1998年 大阪回生病院睡眠医療センターを開設し、同医長を兼務。
2001年 大阪回生病院睡眠医療センター部長
役職 : 日本臨床睡眠医学会理事、日本睡眠学会評議員、日本睡眠学会認定技師委員会委員
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アフタヌーンセミナー 5

成人となってはじめて診断される
発達障害への治療

座長

松井　律子
（まつい心療クリニック）

演者

五十嵐良雄
（メディカルケア虎ノ門）

共催
ヤンセンファーマ株式会社



略　歴

松
まつい

井　律
りつこ

子
1983年 神戸大学医学部卒業
同年 神戸大学精神神経科研修医
1986年～1990年 神戸大学医学部大学院医学研究科在籍
1991年 医学博士号取得
1990年～1994年 神戸大学精神神経科医員
1994年～1996年 加古川市民病院神経科医長
1997年 まつい心療クリニック開設。現在に至る

座長の言葉

アフタヌーンセミナー5 共催：ヤンセンファーマ株式会社

松
まつい

井　律
りつこ

子
まつい心療クリニック

　就労人口のうちの少なからぬ人がうつ病やうつ状態を経験し、再発を繰り返す人も珍しくないと言われています。
再発例が増えるにつれ、うつ病の基盤にある成人の軽度発達障害は日常臨床の大きなテーマです。五十嵐良雄先生は、
2003年にメディカルケア虎の門を開設されて以来、「ビジネスマンのうつ」を診療のかなめとしておられます。休養
中のビジネスマンに対するリワークプログラムを行うデイケアやカウンセリングも併設し、さまざまな角度から治療
に取り組み、メディアでも注目される存在です。
　新型うつ病と言われるような非定型的なうつ、双極性障害2型、軽度発達障害が基盤にあるうつなど、定型的なう
つ以外に広いすそ野を持つ病態に対して治療して来られるなかで、成人になり仕事を始めてから診断される発達障害
について多くの知見を積み重ねて来られました。
　本セミナーでは先生に「成人となってはじめて診断される発達障害への治療」と題してお話しいただきます。臨床
の中で出あう成人発達障害について疑問に思うこと、悩むことのある先生方、ぜひお聴きになってください。
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アフタヌーンセミナー5 共催：ヤンセンファーマ株式会社

AS5　 成人となってはじめて診断される発達障害への治療

五
い が ら し

十嵐良
よし お

雄
メディカルケア虎ノ門

　“成人となってはじめて診断される発達障害”とは、発達障害として典型的ではなく、程度が軽くその傾向が薄いと
もいえ、診断基準に当てはめると基準を満たさず閾値下のレベルあることもきわめて多い。しかし、たとえ発達障害
として閾値下であろうが、本人の悩みは大きく深い。このことは、発達障害とりわけASDがスペクトラムという連続
体であり、濃淡さがあることにつながる。すなわち、発達障害の程度が重い場合や他の障害を併せ持っている時は早
い時期に気付くが、薄ければ本人も周囲も気付くのが遅くなって成長するまで見逃され、社会に出てはじめて気付く
ことになる。学生時代までは友人あるいは家族の間での対人関係で生活がいとなまれるが、学生から社会人となると、
縦社会の中で対人コミュニケーション能力が問われ、上下関係の中で業務の出来栄えが評価される。職場では文書や
指示書などの文字情報に加え、口頭での指示や会議の中での合意など聴覚情報を巧みに操る能力が求められる。また、
東洋独特の阿吽の呼吸、言外の意味などの曖昧な表現の中で業務が進むこともあり、このような事態になって大きな
課題が本人に降りかかる。
　幾つかの発達障害が同時に存在していることは珍しいわけではなく、一つが単独で存在するのではなく、程度の差
はあっても、多くが重複して存在する。かつて広汎性発達障害と呼ばれた自閉スペクトラム症（ASD）の症状で来院
されても、注意欠陥多動性障害（ADHD）、学習障害（LD）などが重なっていることは珍しくない
　当院は2003年に虎ノ門に設立され、2005年にデイケア施設でリワークプログラムを開始して以来、既に1300名以上
の利用者を復職させてきた。その経過の中で、双極性障害やパーソナリティー障害の利用者の存在に気付くが、2007
年ころからは未診断の発達障害あるいはその傾向を持つ利用者の増加に気づかされることになった。
　その対応として、①リワークプログラムの中のサブプログラムとしてSSR（Social　Skills　Renovation）、②発達障
害専門外来、③発達障害の方を対象とするピアサポートグループであるマンスリー・コムズ（Monthly Com’s）を行っ
ている。当日はこれらの治療に関してお話をする。

略　歴

五
い が ら し

十嵐良
よし お

雄
1976年に北海道大学医学部卒業後、埼玉医科大学精神医学教室に入局。1984-85年にミラノ大学、ユトレヒト大学への留学。1988 年秩父中央病院
に理事長・院長として勤務。2003 年にメディカルケア虎ノ門を開設し、2008 年にはうつ病リワーク研究会を設立し、代表世話人となる。
専門は、気分障害等のリハビリテーションで、デイケアでのリワークプログラムを中心に活動。役職としては、日本うつ病リワーク協会理事長や日本デ
イケア学会副理事長などを務める。2017年3月に「リワーク活動」に対してヘルシー・ソサエティー賞（ジョンソン＆ジョンソン社、日本看護協会）を受賞。
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市民公開講座

座長

植本　雅治
（神戸市立看護大学名誉教授）



植
うえもと

本　雅
まさはる

治
神戸市立看護大学名誉教授

 司会
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市民公開講座

CO2　ネガティブ・ケイパビリティ
─答えの出ない事態に耐える力

帚
ははきぎ

木　蓬
ほうせい

生
通谷メンタルクリニック

　ケイパビリティ（capability）つまり能力といえば、何か問題をさっと解決していく力だと思いがちです。ネガティ
ブ・ケイパビリティは、その反対に、問題が解決できない状態、答えの出ない事態に耐え続ける力を指しています。
　医学教育のみならず日本の教育全般では、物事をすぐに理解して解決するいわばポジティブ・ケイパビリティばか
りを求めてきたきらいがあります。ヒトの脳には「わかろう」とする生物としての方向性が備わっているため、病気
や苦悩に関しても、意味づけをし、「理解」して「わかった」つもりになろうとします。目の前にわけのわからない
ものがあって、理解できないままでいると、不快になってしまいます。わかろうとする窮極の形がマニュアル化です。
マニュアルがあれば、わからない不安から逃がれ、わかったつもりになって対処できます。
　ところがそこには大きな落とし穴があります。そもそも人間が簡単に解決できる問題など限られています。にもか
かわらず、問題解決能力ばかりが優先されてしまうと、はなから解決しやすい問題ばかりを探してしまい、本当の問
いが見えなくなる可能性があります。
　臨床の場では、問題解決だけでは太刀打ちできない患者さん、いわゆる難治性や慢性期、終末期の患者さんが増え
ています。
　通常の教育の場でも同じでしょう。いえ教育の現場は、解決困難な問題が山積しているといっても過言ではありま
せん。そこに早急に問題設定し、円滑に問題を解決しようとする力のみが働くと、さまざまな軋みが生じます。到達
目標の達成などは、その歪みの元凶です。
　この言葉を英国の夭折の詩人John keatsが、弟たちへの手紙に書きつけたのは、今から二百年前の1817年でした。
そして私がこの概念を知ったのが1984年です。以来この言葉は、私の臨床生活においても、作家活動でも、私を支え
続けています。この概念に出会わなければ、医師としても作家としても、どこかで野垂れ死にしていたはずです。

略　歴

森
もりやま

山　成
なりあきら

（帚
ははきぎ

木　蓬
ほうせい

生）
1965年 3月 福岡県立明善高等学校卒業
1965年 4月 東京大学文科Ⅲ類入学
1969年 6月 東京大学文学部仏文科卒業
1969年 7月 ㈱東京放送入社　テレビ制作局勤務
1971年 6月 ㈱東京放送退職
1972年 4月 九州大学医学進学課程入学
1978年 3月 九州大学医学部卒業
1978年 6月～79年8月 九州大学付属病院研修医
1979年10月～80年9月 フランス政府給費留学生およびマルセイユ病院助手として聖マルグリット病院神経精神科勤務
1980年10月～81年9月 パリ病院外国人レジデントとしてサンタンヌ病院精神科勤務
1981年11月 九州大学精神科神経科医員
1982年 6月 九州大学精神科神経科助手
1984年12月～86年3月 福岡県立大宰府病院精神科医長
1986年 4月 九州大学医学部神経精神医学教室助手
1987年 4月 九州大学医学部神経精神科医局長
1988年 5月 九州大学医学博士
1988年 7月 九州大学退職
1988年 8月 八幡厚生病院診療部長
1992年 4月 　　　〃　　副院長
2005年 8月 通谷メンタルクリニック院長
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田中健記念研究助成事業
平成29年度助成対象者発表会

座長

寺田　誠史
（日精診理事 /田中健記念研究助成事業審査委員 /

日精診研究助成事業選考委員会担当理事 /てらだ医院院長）

神山　昭男
（日精診理事 /日精診研究助成事業選考委員長 /有楽町桜クリニック院長）



寺
てらだ

田　誠
さとし

史
日精診理事/田中健記念研究助成事業審査委員/日精診研究助成事業選考委員会担当理事/てらだ医院院長

神
こうやま

山　昭
あき お

男
日精診理事/日精診研究助成事業選考委員長/有楽町桜クリニック院長

 座長
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田中健記念研究助成事業　平成29年度助成対象者発表会

TK-1　不登校・ひきこもりへのアウトリーチにおけるリスク回避
および解消方法に関する研究 

―有効的なケースマネジメントの検討―

深
ふかや

谷　篤
あつし

史
医療法人社団 コスモス会 紫藤クリニック

　文部科学省は不登校を「年間30日以上欠席した児童生徒のうち，病気や経済的な理由を除き，何等かの心理的，情
緒的，あるいは社会的要因・背景により，児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」、厚生
労働省はひきこもりを「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外で
の交遊など）を回避し、原則的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形
での外出をしていてもよい）を指す現象概念である」と定義している。どちらも社会的役割から離れて家庭内に留ま
り続けている点で共通しており、不登校とひきこもりは連続線上で述べられることが多い。
　不登校・ひきこもりの支援は、家族相談や親の会といった家族支援、本人への訪問支援、本人への来談型カウンセ
リングや居場所、本人の精神疾患への薬物療法、就労支援などが行われている。境ら（2004）は129名の家族を対象
にして調査を行い，ひきこもり状態にある人の57.36%が相談機関への来所経験がなかったことを明らかにしている。
不登校・ひきこもり状態が長期化すると本人が支援機関に来談することが困難となるといえる。そのため、厚生労働
省（2010）は「不登校やひきこもりの支援では，当事者が相談や治療場面に出向くことが難しい場合が多いこと，あ
るいは相談や受診に踏み切れない当事者に対する一歩踏み込んだ介入が必要な場合があることから，家庭訪問を中心
とするアウトリーチ型の支援が有効な支援法の一つとして期待されています。」と訪問支援を支持し，その実践も行
われてきた（東, 2001；篠原, 2004）。
　一方で、訪問支援にはリスクが伴いやすく、安易な導入への懸念も指摘されている。しかし、不登校・ひきこもり
の訪問支援におけるリスク、リスクの解消方法に関する研究は本邦においてほとんどみられない。そのため、本研究
では、不登校・ひきこもりの訪問支援においてどのようなリスクが考慮されるか、そしてその考慮されたリスクをど
のようにマネジメントしていくかを検討することにより、安全性を保ちながら効果的に訪問支援を行う一助とするこ
とを目的とする。
　医療機関7件、民間不登校・ひきこもり支援機関21件に対して調査依頼を送り、承諾が得られた民間不登校・ひき
こもり支援機関2件における15名を研究協力者とした。研究協力者に対して、2017年10月～ 2018年1月にかけてインタ
ビュー調査を実施した。研究協力者15名のうち、臨床心理士の資格を有し、不登校・ひきこもりの訪問支援のケース
マネジメントに1年以上従事している12名を対象にしてグラウンデッド・セオリー・アプローチによる分析を行った。
訪問支援導入前、訪問支援導入直後、訪問支援安定時期、訪問支援不安定時期、訪問支援終了時期に分けて分析を行い、
各々の時期におけるリスクとケースマネージャーの家族と訪問支援者に対するマネジメントを報告する。
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田中健記念研究助成事業　平成29年度助成対象者発表会

TK-2　産後うつ病の早期発見に繋がるスクリーニング法の確立と、
それに基づく適切な介入方法の提案

尾
おざき

崎　紀
のりお

夫
名古屋大学大学院医学系研究科　精神医学分野

【背景】出産後はうつ病や双極性障害のリスクが高く、自殺や育児困難にも繋がる可能性もあり、産後うつ病の早
期発見に繫がるスクリーニング法確立は不可欠である。発表者らは産後うつ病のスクリーニング法確立の準備とし
て、これまでEdinburgh PostnatalDepression Scale（EPDS）が、不安、抑うつ、快感喪失の３因子構造であること
（PLoS One9,8pe103941,2014）、Social Support Questionnaire（SSQ）が、人数と満足の２因子構造であること（Sci 
Rep5,p10520,2015）、、Mother-Infant Bonding Questionnaire （MIBQ）が、愛情希薄と怒り拒絶の２ 因子構造である
ことを確認してきた（ BMC Psychiatry16,1p212,2016）。さらに、
【方法】本研究では、申請者が平成16 年より実施し、既に1,200 名以上の妊産婦から同意を得ているコホート研究で
収集した評価を用いて研究を行った。対象は、研究同意を得た20 歳以上の妊産婦であり、調査時期は、妊娠初中期、
妊娠後期、産後１日目～５日目、産後１カ月である。調査票には、Edinburgh Postnatal Depression Scale（EPDS）、
the High Scale（HS）、Mother-Infant Bonding Questionnaire （MIBQ）、Social Support Questionnaire（SSQ）、
Parental Bonding Instrument （PBI）を含み、加えて対象者の年齢や過去のうつ病エピソードなど、心理社会的背景
や健康に関する項目についても確認している。なお、本研究は名古屋大学医学部附属病院生命倫理審査委員会の承認
を得ており、承認事項に従い、参加者全員から書面による同意を得て、個人情報保護に配慮して実施した。
【結果】既に収集済みの評価を利用して、産後の躁状態を確認するために用いられるthe High Scale（HS）の検証を行い、
HSが「躁状態」と「混合性状態」の２因子構造であることを明らかにした。またEdinburgh Postnatal Depression 
Scale（EPDS）を用いて妊産婦の希死念慮を予見する因子について検討し、過去のうつ病エピソードが、産後の希死
念慮のリスク因子となり得ることを明らかにした。さらに、共分散構造分析を用いた解析を行い、周産期女性が認識
している自身の被養育体験と妊娠中のソーシャルサポートが、産後のボンディング障害と抑うつ状態に影響を及ぼす
ことを明らかにした。
【考察】本研究の結果から、躁状態のスクリーニングに用いられるHSの因子構造が明らかになり、産後うつ病の早期
発見に繋がるスクリーニング法の確立に繋がる知見が得られた。また、妊産婦の自殺予防には、過去にうつ病エピソー
ドがある妊婦に対しては妊娠中から介入しソーシャルサポートの質を高めることが重要であることが示唆された。さ
らに、産後の抑うつ状態とボンディング障害に対しては、妊娠中に母親自身が受けた養育に対する認識を適宜確認し
ながら、ソーシャルサポートの提供者数を増やし、かつその満足度を高めるような関わりが重要となる可能性が示唆
された。

-180-



田中健記念研究助成事業　平成29年度助成対象者発表会

TK-3　 双極性障害患者の就労と薬物療法に関しての検討

吉
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村　玲
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児
産業医科大学医学部　精神医学教室

　2017年は日本精神科診療所協会加盟精神科・心療内科クリニックより得た１次調査より、3000名を超える双極性障
害患者の処方動向や背景因子データを、併存身体疾患や年齢、性別、用量などに着目した詳細な解析をすることで、
日本のreal worldでの双極性障害診療の現状を報告・考察した。2018年は１次調査の対象となった患者の１年後の経
過を評価した1.5次調査の結果を紹介する。1.5次調査では約2800名の患者からデータを得ることができた。発表当日
は１次調査、1.5次調査の結果をもとに、外来治療中の双極性障害患者の1年後の転機、病相、生活機能・就労状況、
服薬などに関して報告する。その結果をもとに現在、精神科・心療内科クリニック外来通院中の双極性患者治療の問
題点や、特にこれらの患者の就労状況に関して考察したい。本研究は日本最大級の双極性障害患者の追跡研究であり、
日本の双極性障害の実態把握できる興味深いセッションとなることは間違いない。
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TK-4　地域移行後の慢性統合失調症患者の生活習慣の実態調査 

石
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井　紀
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夫
医療法人社団 清心会藤沢病院

1．はじめに
長期入院中の統合失調症患者の多くは、健康管理に無関心で、退院後に多く見られる不規則な生活習慣によって、生
活習慣病に擢患する危険性が高くなると推測される。本研究では、長期入院後に退院し宿泊型自立訓練施設（以下自
立訓練施設）に入所した統合失調症患者を対象に、身体測定、体力測定、睡眠計を居いて身体活動量と睡眠量調査を
行い、地域移行後の生活習慣の実態調査を実施した。

2．対象
対象者は自立訓練施設に入所した13名（男性8名、女性5名、平均年齢40.1±12.1 歳）で、平均入院期間は、547±913
日である。対象者のうち4 名が、長期入院を経て自立訓練施設に入所した者である。

3．方法
対象者に、サノレコベニア診断に必要な体力測定（握力、歩行速度等）と体組成計による筋量測定と身体測定を実
施した。当院から退院し入所に至った2 名に対しては、入院中、入所後の身体測定を実施した。また、3 軸加速度計
GTX3X-BT モニターを1 週間装着して、睡眠と身体活動量を調査した。なお、本研究は藤沢病院の倫理委員会の審査
の承認を受けて実施しており、対象者には文書及び口頭で本研究について説明し同意を得た。

4．結果
AWGS（ASIAN working Group FOR SARCOPENIA） によるサルコベニア診断の基準値の歩行速度0.8m/秒以下又
は握力低下に該当する者は4 名（30.7%） 、そのうち骨格筋量指標基準以下に該当する者は1 名、13 名中I 名がサノレ
コベニアの診断を満たした。入院中と比較し体重が増加した者は2名中1名、増加率は体重3.5% 、体脂肪率5.1% 、脂
肪量8.6%、筋肉量0.7% 、BMI3.3%であった。また、睡眠活動量調査では平均睡眠時間は549±98.8 分、睡眠効率は
88.7 :t 6.3% で、80%以下の者は2名であった。1 日当たりの平均歩数は8769±4635 歩、平均座位総時間（1 .5METs 
以下の覚醒時の活動）は824.2±172分、中強度以上の身体活動量（MVPA :Mo derate to Vigorous Physical Activity） 
は73.5±25.9分であった。

5．考察
本研究では対象者の座位総時間は、我が国における座位総時間の中央値420 分と比較して著しく長く、身体活動も低
いことが明らかになった。サルコベニアに該当する者は1 名のみであったが、診断基準に1 つでも該当する運動機能
低下予備箪は約25% と高値であった。以上の結果からは、対象者の運動機能は加齢に伴いさらに低下する事が予想さ
れた。本研究では、対象者は全員入所l年未満であり、この生活習慣が体力、身体状況の増悪（サノレコベニアの発症）
睡眠に影響していくか、さらなる調査が必要と考えられた。自立訓練施設から地域へと活動の場を広げていく経過の
中で、座位時間の縮小と身体活動の改善等の生活習慣改善に働きかけることが重要であると考えられる。
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TK-5　『デイケア紹介・体験談VTR』作成を通して
リカバリーモデルに出会う取り組み
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ひろよし

善
医療法人三家クリニック

　デイケアには、自宅から一歩出たいと思っている方、将来の生活を充実したい方、就労等の目標をもった方など、様々
な希望をもったメンバーが訪れる。当院デイケアには当院通院中の方に限らず、メンバーの約1割は他院通院中の方
がおり、それぞれのペースやタイミングでプログラムを使い、自分の事を知りながら具体的に準備をしていく。しか
し中には、同じ経験をもつ仲間らと出会いから自己理解が進み、経験を積み重ねていくが、メンバー自身が親近感を
もてるリカバリーモデル（ロールモデル）と出会えていないことから、次のステップに進むことをためらうメンバー
もいる。またひきこもり経験のある方は、家族、スタッフの薦めからデイケア利用を考えるが、初めての見知らぬ場（デ
イケア）への一歩は多大な緊張感が伴い、数回参加してみたが利用のイメージがもてないまま、途絶えてしまうこと
もある。
　今回、現在メンバーに向けて、リカバリーモデル（デイケア卒業者）と出会う機会、そしてこれからデイケアを利
用する方には、現在メンバーの経験から回復モデルを知り、少しでも安心して利用してもらうことを目的に『デイケ
ア紹介・体験談ＶＴＲ』作成に取り組んだ。動画制作プログラムの取り組みや今後の事業活用方法について報告する。

　メンバーらと動画作成を継続的に行うため、平成29年4月、動画制作プログラム『プロジェクトＸ』を立ち上げた。
次のステップに悩んでいる5名（20代）のメンバーに目的を説明し、参加を薦めた。紹介動画は、メンバーの経験に
基づき作成することを主とし、動画構成の枠組みは提案したが、内容の殆どはメンバーと相談して決めていった。当
初は、メンバー、スタッフともに動画制作は殆ど初めての経験であったこともあり、完成イメージの共有に時間がか
かり、進行がスムーズにいかないこともあった。しかしミーティングの中でメンバー個々の「強み」がみられたので、
自分の参加しているプログラムを紹介する個人動画制作を提案。各メンバーが経験を振りかえりながら、オリジナル
の動画を完成させた。その後、デイケア卒業者体験談インタビューの作成、完成試写会を開催。体験談インタビュー
収録後には、デイケア卒業者へメンバーそれぞれが今、思っていること、これからの自分について話し、卒業者と現
メンバーが相互に交流する場となった。平成30年2月末、8つのプログラム動画、4名の方の体験談インタビューで構
成されたデイケア紹介動画が完成した。

　これらの動画は今後デイケアを利用する方に親しみをもってもらうことや、デイケアを使って回復していくメン
バーの姿をデイケアのない診療所に伝えていくことにも活かしたいと考えている。　体験談文集、動画、ブログ、講
演会など、リカバリーモデルとの出会いの手段、メッセージの響き方は、一人一人違うと思われる。そのために多種
多様な「手段や媒体」があることが、これからも望ましいと考える。
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TK-6　ピアサポーターと協働した精神科『社会的入院』患者に対しての
モチベーション・サポート実践 ～多施設合同研究（中間報告） 

阿
あ べ
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弘
公益財団法人北海道精神保健推進協会 こころのリカバリー総合支援センター

　本研究は、精神科での長期入院患者（いわゆる社会的入院ケース）に対して、ピアサポーターが病棟内でのグルー
プ・セッション（茶話会）を定期的に実施することで、患者および関係スタッフの退院（地域移行）へのモチベーショ
ンを高めるより良い方法論をさぐるものである。
　目的を共有した３つのクリニックから、ピアサポーター＋支援スタッフのチームを構成し、３箇所の協力病院に二ヶ
月に一度の茶話会訪問を行う予定である。これまで本事業による研究資金だけでは予算が不十分なため、クラウド･
ファンディング（ネット募金）活動を展開し、経済的な準備体制を整えるために時間を費やして来たが、幸い募金が
成功したため、いよいよ2018年度春から訪問する準備を行っている段階である。
　これまで我々が準備として行ってきたことを報告すると、
（１）３つのクリニックの打ち合わせ会議・日常の連絡（研究コンセプトの共有が目的、継続中である）
（２）クラウド・ファンディング活動（いわゆるネット募金であり資金の確保が目的。ファンディングは成功裡に終
了した。ファンドに参加してくれた寄付者に、お礼のメールをするなど、要所要所で、すでにピアサポーターの協力
を得ている。）
（３）３クリニック所属のピアとスタッフによる合同研修（第1回目を2018.02.27に実施した。今後も計画的に実施予
定である。）
（４）訪問先の３病院の確保：これは事前にある程度は予測されたことであるが、この、研究に賛同していただける
医療機関の確保に、実はかなり時間がかかっている。現時点で、２病院までは確保できたが、残り１病院が未決定で
ある。当方としては出来る限り、過去に協力していただいた病院に再訪問するのではなく、新たな病院を対象にした
い思いがある。最終的に３病院を確保する見当は、概ねついてはいるが、新規開拓のためにもう２～３ヶ月準備が要
るかもしれない。つまり、すでに訪問を受け入れてくれた２病院への活動は４月または５月から開始し、３つめの病
院のみ、調整のために訪問開始を遅らせることになると思われる。本実践研究において、クリニックと病院とのパイ
プを新たに作っていくことは、重要なポイントのひとつなので、ぜひ御理解いただきたい。
　現状は、以上である。
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TK-7　アルコール依存症における回復アセスメント尺度の開発

金
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顕
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【問題】アルコール依存症の回復の諸相は、断酒継続のみではなく、身体的側面・心理的側面・社会的側面・スピリチュ
アルの側面として定義されてきた（AA,ASAM,BFI,CSAT）。

【目的】この回復の諸相を客観的に評価することができれば、アルコール依存症治療・支援の質の向上を図られ
る。そこで、本研究では、客観的にアルコール依存症の回復を評価できる回復軸（Hakuhou Alcohol Recovery 
Evaluation Axis: HAREA）を試みた。

【方法】評価項目を作成する上で、日本国内のアルコール依存症専門職と回復を経験した当事者を対象に回復イメー
ジを収集した。収集された回復イメージから質問項目を作成し、正確な客観的評価を可能とするために評価者による
評定者間一致率を求め項目選定を行った。続いて、評価項目の妥当性を検討するために、アルコール依存症者当事者
を対象とし「3年以上の断酒日数」を外的基準として2項ロジスティック解析を用いて分析した。さらに、回復を予測
する潜在因子を検討するために、探索的因子分析を実施した。

【結果】回復イメージは、アルコール依存症専門職27名（医師6名、看護師7名、精神保健福祉士7名、臨床心理士5名、
作業療法士2名＜アルコール依存症臨床経験年数：平均14.4年、SD＝9.95）、また断酒歴2年以上のアルコール依存症当
事者64名から収集され300項目からなる評価項目が生成された。次いで、収集された回復イメージの評定者間一致率
を求め、全国専門施設8施設にて123名を対象に妥当性、および回復因子を検討したと、119項目からなる4つの軸、(1）
「回復のための基本的要素」（2）「社会性」（3）「つながり（仲間・自助グループ）」（4）「精神的耐久力」が作成された。

【今後の課題】
本研究によって作成された回復軸は回復段階に沿った基準が明確でないため、各回復段階おいて回復軸による評価を
試行して、回復段階別の評価点平均を求める必要がある。さらに、項目数が多いため臨床現場の実用性を考えると、
さらに簡便な評価項目が求められる。今後は、回復段階モデルに沿った評価を実施して、評価基準点を明確にしてい
きたい。その過程で、「簡便に評価ができるショートバージョンの作成を試み、多くの実践現場で汎用するものとし
て改訂していきたい。
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TK-8　認知症のBPSD （行動・心理症状）の発症予防に関する調査研究
－関連専門職へのアンケートを通じて－ 
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　認知症患者（BPSDを伴う患者、伴わない患者）の原因疾患、BPSDの重症度、認知症の発症期間、生活環境、家庭環境、
対人関係（家族、地域）等のデータを家族等の聞き取りで調査し、特異性や相関を解析することで、それぞれの行動・
心理症状の発症と相関する因子を検証する計画であるが、それに先んじて認知症の方の介護に日頃関わっている専門
職の意識調査アンケートを行った。今回は平成30年2月、3月に行われた認知症、特にBPSD関連の専門職対象の講演2
回の参加者243名にアンケート調査を実施した。
　アンケートの回答者が認知症のBPSDをテーマとした講演会の参加者であり、特に高い関心を持った参加者である
ことがアンケート結果に影響していることは否めない。しかしながら、対応でBPSDが軽減した経験があると答えた
ものが60％近くに達し、また、介護の際の対応でBPSDが軽減することもあると思うかという設問には3/4の回答が＜
思う＞と答えている。これは、多くの認知症に関連した専門職が日常的に、認知症のBPSDの介護・対応の重要性を
体験していることをうかがわせる。
　BPSDを発症すると、介護負担も重くなり、社会での受け入れも難しくなる。現在、BPSDは抗精神病薬を中心とし
た薬物療法で対応することが中心だが、薬物療法を行う際には非薬物療法も併用させることが好ましいということは
各種の認知症診療のガイドライン等にも記されている。
　ところが、実態はエビデンスに乏しい非薬物療法に積極的に取り組む医師等医療・介護関係者は限られており、ま
たそれぞれの手技を学ぶ機会は少ない。
それに反して、平成12年の介護保険法施行以来、積み重ねた介護事業に携わる介護専門職は十分とは言えないまでも、
相応の体制となっている。
　私としては、この介護専門職と認知症者の家族に、BPSDの対応を意識してもらい、認知症やBPSDに真摯に向き合
う姿勢が急務と思われる。
　今回のアンケートを研究テーマのスタートとして行ったことで、認知症を取り巻く介護専門職の高い意識と関心を
確認でき、今後の認知症診療に明るい示唆をもたらせたと考えられる。
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TK-9　企業で行われているストレスチェックの活用法の研究

横
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山　太
もとのり

範（奥
おくやま

山　翔
しょうこ

子）
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック

1．背景
　2015年12月から企業においてストレスチェックが義務化された。メンタルヘルス不調を未然に防止することが期待
されるが、さっぽろ駅前クリニック北海道リワークプラザ（以後、当クリニック）の患者からは、ストレスチェック
の必要性や有効性に疑問視する声が聞かれた。また、ストレスチェックが義務化され約2年が経過する中、ユーザー
の視点に立った調査は少ない。
2．目的
　当クリニックでは、うつなどの気分障害で休職した方の復職支援を目的にリワークデイケアを実施している。今回
は当クリニックのリワークデイケアを利用して復職している者、又は外来治療のみで復職している者、及び通院治療
を続けながら仕事を継続している者を対象にストレスチェックの実施状況を聞き取り、ストレスチェック実施におけ
る現状の把握及び今後の課題、活用方法を明らかにする。
3．方法
　ストレスチェックで実際に使われた調査用紙と個人結果表を回収。グループディスカッション時に提示し、見やす
さ、文章の分かりやすさ等、参加者各々の主観で評価した。
4．結果
　当初、10人でグループディスカッションを行うが、復職後の苦労と職場環境に対する不満が多く聞かれ、本研究の
目的から外れる結果となった。2回目のディスカッションでは目的を明確にし、ファシリテーターが主導する取り組
みを行った。その結果、①個別性のある総合評価や特徴が明記、②色や枠、フォントの大きさなど目立つ工夫がある、
③レーダーチャートやグラフの読み取りの説明あり、④相談先など今後の対応について明記、⑤メンタルやストレス
に対する一般的な知識の掲載について高評価であった。また、紙面の大きさも評価に影響することがわかった。次に
イラストに対する解説なし、小文字で情報量が多すぎる、情報量が極端に少ない、専門用語の使用、レーダーチャー
トの読み取りが複雑なものが低評価に挙げられた。今後の課題として実施者の中には人事や評価に影響するのではと
いう懸念があるため、ストレスチェックを受ける個人と実施主体者である企業への啓発活動が必要である。
5．考察
　今回の研究でストレスチェックに対する評価のポイントが明らかとなった。また、グループディスカッションを通
じてストレスチェックを受けている者の感想や今後への期待が聞かれた。ストレスチェックの課題に高ストレスと判
定された際に産業医と面接するように勧められても申し出ることが出来ないことが挙げられ、職場にストレスを感じ
ていると知られることに対する懸念と正直に答えることで働きにくくなるという不安、復職後に職場から配慮を受け
ているにも関わらずそれ以上の配慮を求めていると思われるのではないかという復職者特有の認識が働いていること
が考えられた。
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TK-10　精神障害・発達障害のある方への就労支援における
治療的改善効果の測定を目的とした研究活動Ⅲ
～大阪府内外のデータ解析を目的として～ 

田
たがわ

川　精
せいじ

二（池
いけだ

田　浩
ひろゆき

之）
JSN新大阪アネックス

　本研究は、27年度より実施している精神障害・発達障害のある方への就労支援における治療的改善効果の測定を目
的とした研究活動の継続事業として行った。
　平成27年度は、大阪府内の３つの精神科クリニックに協力を依頼し、就労移行支援を受けて就職した精神障害・発
達障害のある者5名と、支援を受けていない加療中の精神障害・発達障害のある者5名をそれぞれ条件を統一（同じF
コード、カルテNoが近い、同じ年齢帯）し、就労移行支援を開始した時期に合わせて、後ろ向き研究としてBPRS・
GAF、対象者には自己評価尺度（3項目）を記入してもらい、回収した。結果、BPRS・GAFともに就労移行支援を
受けた者の方がより得点の改善が見受けられ、治療的な改善効果があることが示唆された。
　平成28年度は、大阪府内での対象クリニック・対象者を増やし、調査研究の規模を拡大することを目的に行った。
また平成27年度事業では対象者の当時のデータを記入するという後ろ向き研究であったが、平成28年度事業ではより
正確なデータを抽出することとし、前向き研究に変更し実施することとした。結果、対象者は15名程に実施ができ、
継続的にデータを回収すること体制を整えることができた。
　本年度(平成29年度)は、大阪府内で引き続き対象者を確保しながら、大阪府外の地域の精神科診療所に同様の協力
依頼をかけ、地域性による効果の影響を抽出するための体制を整備することを目的に行った。
【研究方法】
　対象者：精神障害・発達障害のある方で就労移行支援を開始した(開始から3か月以内)者
　効果測定指標：BPRS・GAF・自己評定尺度
　手続き：就労移行支援を開始し、3か月以内に本人と主治医の同意を得た後、主治医にはBPRS・GAFを記入しても
らい、郵送にて回収。自己評定尺度については、自己評定尺度については、就労移行支援事業所の職員が対象者に案
内し、実施・回収した（大阪府外については、主治医もしくはコメディカルから本人に依頼し、記入させ、郵送にて
回収した）。また入所から半年、1年、1年半、2年後に実施することとし、研究実施者から主治医に連絡、書類を郵送し、
回収することとした。
　結果、大阪府内については18機関、32ケースが対象となり、最大で3回目（1年半後）までのデータを回収できている。
また大阪府外については、札幌（3機関）、愛知（3機関）、広島（4機関）、福岡（3機関）の精神科診療所、及び精神
科病院に調査依頼をかけることができ、10ケース近いデータを回収することができている。
　本大会ではこれらの結果を報告することと合わせ、現時点（H30年3月末日）までのデータを解析し、報告すること
とする。
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座長

九鬼　克俊
（医療法人社団　いるか心療所）

印部　亮助
（医療法人社団随縁会　ことしろクリニック）



略　歴

九
く き

鬼　克
かつとし

俊
平成 1年 大阪大学医学部卒業
同年 西淀病院で臨床研修
平成 3年 神戸大学医学部精神神経科入局とともに
 播磨サナトリウム勤務
平成 5年 神戸大学医学部精神神経科医員
平成 9年 大村病院勤務
平成11年 加古川市民病院精神神経科医長
平成19年 加古川市民病院精神神経科部長
平成20年 加古川市民病院退職
平成20年 いるか心療所開設　院長

略　歴

印
いんべ

部　亮
りょうすけ

助
平成 6年3月 神戸大学医学部医学科卒業
平成 6年5月～平成 7年 5月 神戸大学医学部付属病院研修医
平成 7年6月～平成 8年 5月 高砂市民病院神経科勤務
平成 8年6月～平成17年12月 全人会仁恵病院勤務
平成18年1月～平成21年 3月 兵庫県立淡路病院精神科勤務
平成21年9月～現在 医療法人社団  随縁会  ことしろクリニック  院長
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GT-1　OROS-メチルフェニデート（コンサータ®）錠の
長期使用に関する特定使用成績調査結果

○若
わかまつ

松　昭
あきひで

秀、今井　景子、小山　剛志、有田恵梨子、
藤間　時子、野口　憲一、藤野　明子

ヤンセンファーマ株式会社

【目的】OROS-メチルフェニデート（コンサータ®錠、以下本剤）は、浸透圧制御システムを利用したメチルフェニデー
トの徐放性製剤であり、1日1回朝投与により効果が12時間持続する。本剤は2007年12月に小児ADHDの、2013年11月
に成人ADHDの適応を本邦にて取得している。今回、本剤の成人ADHD患者を対象とした長期特定使用成績調査にお
ける、本剤の使用実態、安全性および有効性について解析を実施したので報告する。
【方法】本調査は、臨床使用実態下における多施設共同、非介入、オープンラベル、12 ヵ月間の前向き調査として実
施した。長期特定使用成績調査の主な目的は使用実態下における患者背景及び有害事象とその因果関係といった安全
性情報の収集に加え、有効性評価としてCGIによる全般的評価及びCAARSによるADHD症状評価を実施した。調査
票は3ヵ月及び12 ヵ月時点の結果を収集した。本プロトコールは倫理的な観点を含み社内レヴューが行われ、医薬品
医療機器総合機構に届出承認されている。
【結果】登録患者は578例、安全性解析対象症例は552例、有効性解析対象症例は527例であった。最終評価時点におけ
る継続率（Kaplan-Meier法）は57.9％であり、主な中止理由は来院せず（45.16％）、患者の希望（18.15％）、有害事象
（18.15％）であった。副作用（因果関係が否定できない有害事象）は149例（26.99％）で248件の発現が認められ、発
現頻度が高いものは食欲減退5.98％、体重減少5.98％、頭痛3.62％、動悸3.44％、悪心2.72％、不眠2.17％であった。調
査開始時と比較してCGI-SCHが1スケール以上改善した患者を有効とした時、最終観察時における有効率は78.37％で
あった。CAARSスコアは投与開始前と比較して最終観察時では10ポイント以上の改善が認められた。
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GT-2　うつ病の民間療法

平
ひらもと

本　憲
のりたか

孝
平本医院

　うつ病の民間療法について、「うつ病のツボ押し療法」を中心に、気功法、健康食品について発表する。
　「ツボ押し療法」とは、「押して圧痛があるツボ」を指圧する指圧法である。
「肩こりのツボ」として有名なのは、「曲池」（親指側の肘の直下）である。
「うつ病のツボ」は、あまり知られていないが、腰部の「志室」と呼ばれるツボ、両側の腰部の筋肉群の外側にある。
患者さんに腹臥位になってもらい、両側の「志室」を体重をかけて親指で圧迫する。激しい圧痛を訴えたら、5～ 10
秒間押して、ゆるめて、また押すということを約5分から15分間繰り返す。うつ病と重症の神経症圏の患者さんだけが、
「志室」に圧痛を感じ、ツボ押しでその部位の痛みが改善すると、精神症状が劇的に改善する。
　施術後は、「自宅でのツボ押し法」を教える。「志室」の部位に親指を当てて背屈することで、ツボ押しをするよう
に指導する。
　「気功法」としては、大阪の気功師、宮澤気豊先生の気功術が、極めて簡便であり、有効である。両手を軽く握っ
て、お腹を引っ込めて、大きく息を吐き、吐き終ったら、お腹を緩める。息を吸わずに、「お腹を引っ込めて息を吐く」
という呼吸法を5～ 6回行う。それだけで、外界の気が体内に取り入れられ、握った両手の中に気が溜まり、手の平
の真ん中にある「労宮」というツボから気が放出される。自分の患部や他の人の患部に手の平を当てて、手当てをする。
肩こりなら肩に、不安が強い人には、「右手を左胸、左手をみぞおちに当てる」ように指導する。患部に手を当てたまま、
「お腹を引っ込めて、息を吐く」という呼吸法を繰り返すと、どんどん暖かい気のエネルギーが手の平から放出される。
　健康食品としては、「アクアファータ」が脳疲労、軽うつ状態に有効である。
　気功法や民間療法の参考図書としては、精神療法の大家、神田橋條治先生の著書「精神科養生のコツ」（岩崎学術
出版社）がお勧めである。
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GT-3　抗ADHD薬の服薬終了時について（当院の後方視的調査）

大
おおつか

塚　明
あきひこ

彦
大塚クリニック

　はじめに、ADHD・ASD = (外胚葉症候群）は「認められぬ病」である。
現在は、群盲象を撫でる現状であるが、簡単に象であることを判定出来るツールを開発し、当院では簡単に判明出来
る様になった。 当院ではそのツールを用いて、受診者に理解させ了解の上で、効果的に治療している。
その結果、従来の定説を覆す様な治療方法を開発して、受診者の特性による苦痛を早期に回復させて、生活のQOLの
低下を防止している。
　当院の処方薬について、Atomoxetine（40mg）6,127錠、 Methylphenidate（18mg）　8,256錠、（27mg）12,307錠、（36mg）
33,155錠（2018年2月）
　抗ADHD薬についての巷間の根拠のない不評は妥当ではない。　多様な特性の人達 (トラブルメーカー・ 受刑者：
10回以上入退院を繰り返している人達・ 他の病院で診療を拒否されている人達) の治療を経験をしているが、事例化
した一例もなく、common drug　と考えている。
　当院では初診時治療計画を詳細に伝えているが、必ず いつまで服用すれば治るかと質問される。　抗ADHD薬の
服用期間は、常に参照しているStephen M. Stahl　の教科書には、「無制限」とあるので その旨を伝えると、それで
はと、拒否する人も多いので工夫して投与して来た。 そして臨床経験を重ねると 「よくなったので、減量してみたい。」
との希望で、次第に減量し中止になる人達が多く存在することが判って来た。 尚、抗ASD薬の終了時期は不詳である。 
そこで、当院ではカルテで後方視的な調査を行い、当院でのガイドラインを作成し受診者に示している。　当日それ
を発表する。尚、この研究はAIの資料を考慮している。
　倫理配慮について：院内データを統計的のみに使用しており、個人は特定されることはありません。
利益相反について：発表に関連し、開示すべきCOI関連にある企業等はありません。
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GT-4　ダンテの神曲に現われたネガティブ・ケイパビリティ

波
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まさたか

隆
波多腰心療クリニック

　本学会の基調講演は森山成彬先生のネガティブケイパビリティについてである。これは不確かさ、不思議さ、疑い
の中にあって、早く事実や理由を掴もうとせず、そこに居続けられる能力のことを言う。土居健郎著『方法としての
面接（新訂）』で初めてこの言葉を演者は知った。実際、フロイト自らが、「患者の話を聞く際に、先入感を抱くな、
結論を早く出すな。」と述べている。また、精神科臨床は臨床詩学（演者による造語）であると土居はほのめかし、
精神分析家ビオンと詩人キーツを結び付けている。キーツによれば、ネガティブケイパビリティの宝庫はシェイクス
ピアだというが、今回はもう一人の詩聖ダンテの神曲の中に現れたネガティブケイパビリティを中心に見ていきたい。
例えば、こうである。

人間の理性で行き尽せると
期待するのは狂気の沙汰だ。
人間には分限がある、
『何か』という以上は問わぬことだ。（煉獄篇第３歌35-37）

良し悪しをいうにせよ是非を論じるにせよ
細かい判断もなしに肯定否定を行なう者は
愚か者の中でも下の下たる者だ。
だからはやまった意見はとかく
狂った方角へ曲がりこむ。
その上、情がからむ。
まだ穂が実りもしないうちに畠に出て
穂の数を勘定するような、あまりに安んじて、
判断を下す人間にはならないでくれ。
冬の間中はずっと硬くて棘だらけだった枝が
その枝先に一輪の薔薇の花をつけたのを
前に見たことがある。（天国篇第13歌115-120）

　この詩を精神科臨床の散文に翻案すれば、以下の通り

　知的に豊かであるというのは、知識を蓄えていることではなくて、疑問を蓄えていることなのである。あわてて診
断を決定してしまうことで、束の間の心のやすらぎを得る行為の中に逃避し、疑問が解決したかのように思いこむの
は、貧しさへの道である（中略）保留から生みだされる富は多種多様である。（神田橋條治著追補診断面接のコツ37頁）

と、なるであろう。当日は葛藤を葛藤のままにして捨て置くことの意義について神田橋條治著『治療のための精神分
析ノート』を土台にして考察を深めたい。
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GT-5　地方都市のクリニックにおけるリワークに特化したショートケア
～心理教育の内容と長期化要因の分析

〇山
やまもと

本　和
かずよし

儀 1）2）、石原　綾子 1）2）、渡邊明寿香 1）、仲座　舞姫 1）、
國生まゆみ 1）、内藤　　直子 1）、青山　　桜 1）、伊藤　大輔 3）

1）山本クリニック、2）EAP産業ストレス研究所、3）兵庫教育大学

　当院は沖縄県の県都に隣接する人口11万4千人の地方都市、浦添市に立地する。開業に当たって産業精神保健・医
学を専門の一つとして掲げ、開業に先立ちEAP産業ストレス研究所を開設し、リワークに特化したショートケアを
2009年8月に開設した。主なプログラムは、休職中の患者役割・自己保健義務を強調した心理教育と、休職要因の分
析と再発・再休職予防対策についての卒業プレゼン、交流分析、アサーショントレーニング、マインドフルネス・トレー
ニング、集団認知行動療法などである。2017年7月までの8年間に利用した127人（実人数108人）について長期化要因
を検討した。継続中の5人を除く94人が復職を果たし、復職率は77.0%と高く、平均利用日数は125.5日であった。復職
を果たした者のうち120日以下の短期利用群（58人）、120日を超える長期利用群（36人）に分けて比較すると性、年齢、
職業、診断名、休職回数、POMSに両群間に差がなかった。TEG-IIで、両群ともN型の献身パターンを示し、開始後、
両群ともCP、FC、ACに変化が見られたが、長期利用群ではAの変化がみられなかった（p<0.01）。また、短期利用
群はショートケア利用開始までの期間が67.7日と短く、長期利用群は140.3日と長かった（t=2.761 p<0.01）。長期利用
群は初期の症状レベルでうつ状態がより重いとは言えないが、合理的・客観的思考が十分でない傾向があり認知行動
療法等の必要性が高く、利用開始までの期間が長いため、導入までの期間の短縮化、集団療法導入前の個別プログラ
ムが、休職・リワーク利用期間の短縮化に必要と考えられた。
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一般演題（口頭発表）

GT-6　うつ病評価尺度Jiテストの開発（第2報）
－新しいうつ病評価尺度（Jiテスト）と第2回ストレスチェックとの比較検証研究－

伊
いとう

藤　英
ひでき

樹
医療法人千樹会伊藤クリニック、医療法人国際心身医学研究所

【目的】本研究として日本精神神経科診療所協会第23回学術研究会で発表した病院や診療所の一般外来においても簡
便に使用できしかも実用性の高い新しいうつ病評価尺度（Jiテスト）と第1回、第2回ストレスチェックとの比較検証
研究を実施した。
【対象】平成27年12月以降、第1回ストレスチェックとJiテストの両方を受検した被験者275名と平成28年12月以降、第
２回ストレスチェックとJiテストの両方を受検した被験者148名をそれぞれ対象とした。第１回被験者は年齢22 ～ 77
歳、平均年齢41.8歳、男女比は男性188名、女性87名、中央値38、標準偏差13.6、第2回被験者は年齢22 ～ 70歳、平均
年齢39.6歳、男女比は男性109名、女性39名、中央値37、標準偏差13.3であった。
【方法】第1回、第2回ともにストレスチェックとJiテストの両方を受検した被験者を対象にストレスチェックテストの
結果とJiテストの結果を比較し、その独立性や男女間の検証、うつ病の有無や重症度分類について検証を実施した。
統計解析では信頼性を示すCronbachα係数を求め、ストレスチェックテストとJiテストの2つの属性の間に関連性が
あるかどうかの検定（独立性の検定）についてFischer正確確率検定を実施した。
【結果】本研究において信頼性を示すCronbachα係数は第1回では0.947、第2回では0.952であった。
検証結果では、ストレスチェックテストとJiテストに関連性が見られ、男女独立した結果が得られた。またJiテスト（＋）
の被験者は男女共そのほとんどが軽度うつ病であった。ストレスチェックテスト（－）Jiテスト（＋）の被験者は全
体においてストレスチェックテスト（＋）の被験者とは別に全体の10％以上を示した。
【考察】本研究は前回発表した新しいうつ病評価尺度（Jiテスト）を用い、第1回及び第2回ストレスチェックとの比
較検証を目的としたものである。本研究結果からストレスチェックテスト（－）でJiテスト（＋）の被験者が全体で
10％以上も存在し、そのほとんどが軽度うつ病であることが判明した。厚生労働省が警鐘を鳴らしているようにスト
レスチェックテストが高ストレス者の検出を目的として作成されたものであり、うつ病評価尺度（抑うつ状態評価尺
度）ではないことを本研究は実証した。ストレスチェック実施者の中にはまだこのポイントを理解していないものが
多い。検証データの考察からより詳細なご報告をするつもりである。
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一般演題（口頭発表）

GT-7　ベンゾジアゼピン系薬物等の依存からの脱却
―ベンゾ掃除の勧め・島原の治、第2章－

川
かわぐち

口　　哲
さとし

島原こころのクリニック

　ロヒプノール・レンドルミン・ワイパックス・セルシン等のベンゾジアゼピン系及びマイスリー・アモバン・デパ
ス等の非ベンゾジアゼピン系と呼ばれる薬物（以後、ベンゾ系薬物等とする）は、脳内に多数存在するGABA系の神
経伝達路に関与して、睡眠導入や抗不安・鎮静の作用を来す。時に抑うつ気分の改善や疼痛の緩和の効果をも認める
ことがある。多くの薬剤は即効性がある。そのために、ベンゾ系薬物等の処方が精神科に留まらず、整形外科、脳外科、
一般内科、産婦人科等ほとんどの科の医師に広がっている。そのネーミングが、安定剤・睡眠導入剤（睡眠薬ではな
い）であるため、「安全な薬物」と患者さんだけでなく医師も誤解している。このために最大量を長期間（10年以上）、
常用している患者さんも多数存在する。
　神経系に作用するベンゾ系薬物等は、その即効性のために患者にも医者にも依存を形成させやすい。常用量依存に
ついてはSSRI等が日本で発売された20年ほど前から、製薬メーカーが盛んに啓発をしていた。しかし、製薬メーカー
もSSRI等が汎用されるとともに、ベンゾ系薬物等の併用例に対して寛容になった様である。それに代わって、前回の
診療報酬改定頃から厚生労働省がベンゾ系薬物等の規制に乗り始めた様である。
　演者が開業する島原は高齢者が多い。そして、障害者の福祉施設が多い。このため、一般科で長期にベンゾ系薬物
等を処方されたのち、睡眠障害・不安障害が遷延してしまった高齢者や、日本各地の精神科医療機関から大量のベン
ゾ系薬物等（及び大量の抗精神病薬）を処方されているが、睡眠障害を訴え、情動不安定を来している患者さんを診
察することが多い。この場合、ベンゾ系薬物等の減量（ベンゾ掃除）と本来の精神疾患の把握及び治療薬剤の選択の
再考を行う。そして、患者さんからは「数年ぶりにぐっすり眠れた」「体が軽くなりました」との感想をいただいている。
ベンゾ系薬物等の依存からの脱却の結果である。
　ベンゾ系薬物等の即効性は、多くの神経伝達系を一時的に麻痺させることによるマスキング効果(見えなくさせる・
ダマシ）である。その即効性のため、日本の医師は諸外国に比べて過剰にベンゾ薬物等を処方している。これは、日
本の医師がベンゾジアゼピン系薬物等の依存に陥っているのである。当日はベンゾ掃除の要領を披瀝する。尚、当院
通院中の患者約1500名のうちベンゾ系薬物等を処方している患者は約三分の一に過ぎない。
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本会を開催するにあたり、下記の企業よりご支援をいただきました。
ここに深謝いたします。

アッヴィ合同会社

エーザイ株式会社

MSD株式会社

大塚製薬株式会社

小野薬品工業株式会社

共和薬品工業株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

塩野義製薬株式会社

株式会社島津製作所

大日本住友製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社

株式会社ツムラ

日本イーライリリー株式会社

株式会社日立製作所　ヘルスケアビジネスユニット

ファイザー株式会社

Meiji Seikaファルマ株式会社

ヤンセン ファーマ株式会社

吉富薬品株式会社

株式会社レスコ

50音順
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