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日本精神保健予防学会「予防精神医学」巻頭言
国立精神・神経医療研究センター病院

中 込 和 幸

精神医療のあり方がこの 10 年で大きく様変わりしてきている。思いつくところから挙げると、地域
精神医療は従来統合失調症の治療モデルを基に組み立てられてきたのに対して、社会ニーズの高い疾
患が多様化し、発達障害、薬物依存、認知症、若年者の自殺をはじめとするメンタルヘルス全般など、
これまで専門性の高い領域だったものが、一般精神科医療機関でも対応を迫られることとなり、それ
ぞれに対応できる地域精神医療体制が求められるようになっている。さらには、統合失調症、気分障
害など、従来より中心的な治療対象であった疾患についても、単に病院から地域移行を目指すわけで
なく、地域で一定の社会機能を身につけ、主観的満足感をもって生きられるように、医療、社会モデル
の変革が求められている。真の意味でのリカバリー（クリニカル、パーソナル）を果たすために、一次・
二次予防の重要性が強く認識されるようになっている。予防という観点に立った場合、早期介入に関
する倫理的課題を含む社会から受容されるための対策が喫緊の課題となる。幸いなことに、高校の新
学習指導要領に「精神疾患の予防と回復」が取り上げられるようになり、当該領域への取り組みが活性
化されることが期待され、また精神科専門職がこの領域に関わることで正しい方向へ導いていくこと
が重要である。
精神医療の世界に限らず、研究成果が社会に普及し、影響を及ぼしていく過程が十分機能しないケ
ースがしばしば見られる。研究する者は、研究成果として論文化することを最終目標とするのでな
く、その成果が社会に還元されることを意識して研究に取り組むべきである。と同時に、社会への普
及を妨げる要因を追求し、妨害因子を適切に排除するための方策を立て、実践するための研究を立ち
上げ、活性化する必要がある。正確な現状把握を行うとともに、疫学、公衆衛生学、社会心理学、政策
医療、IT、メディアリテラシーなど、学際的なチームを組み、この課題に本格的に取り組まなければ、
研究から得られた叡智が無駄になってしまうことになる。WHO から提唱された implementation
research の領域がわが国でも発展することを願ってやまない。
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沖縄県における精神保健・医療の歩み
―予防医学的視点から―
小椋

キーワード：1．沖縄

2．精神疾患

Key words：1．Okinawa
5．History

3．早期介入

力

4．予防

2．Psychiatric Disorders

抄

5．歴史

3．Early Intervention

4．Prevention

録

太平洋戦争中、沖縄県内で多数の犠牲者が出た。ある米軍記者は「醜さの極地」と表現した。終戦か
ら 70 年以上が経過した現在でも、日本における米軍施設の約 70％がこの狭い県内に存在するとの厳し
い現実がある。
終戦後の沖縄では、米軍政府の指導・助言・支援もあって「プライマリケア」
「救急医療」のレベルは
現在でも高い。
戦前の沖縄においては民間療法と監置のみで、精神科医療といえるものはなかった。精神衛生実態
調査が 1966 年に実施され、精神障害有病率が本土の約 2 倍であり、障害者の 7 割以上が治療をうけて
いないことが明らかになり、各方面に大きなインパクトを与えた。その結果、現在では精神科施設数、
マンパワーのいずれにおいても全国平均を上まわるに至った。
精神障害の予防に関連して精神疾患の脆弱要因の研究を実施した。統合失調症、うつ病などについ
ての知見を国際誌などで報告した。予防に関する実践活動としては、子育て支援外来（県立宮古病院、
琉球大学病院）、早期発見・早期対応活動（県立中央児童相談所、琉球大学保健管理センター）、高齢者
に対する早期発見・早期対応活動（渡嘉敷村）、精神障害者による重大犯罪の実態調査、精神障害の予
防に関する費用対効果研究などである。
脆弱要因研究の成果を実践活動に十分に生かせなかったし、活動の継続に諸種の困難があった。こ
れらの対策が今後の課題である。
はじめに
本稿は、第 21 回日本精神保健・予防学会（2017 年 12 月 9 日～ 10 日、那覇市）で特別講演として報告し

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Course of the Activities on Mental Health in Okinawa
―From Early Intervention and Prevention in Psychiatric Disorders Perspective
Chikara Ogura
医療法人正清会 久田病院／琉球大学、Seiseikai Medical Corp.,University of the Ryukyus
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た内容を論文化したものである。拙著「沖縄の精神医療」
（2015 年）、
「予防精神医学 - 脆弱要因の軽減と
レジリエンスの増強」
（2016 年）をかなり引用しているので、不充分と思われる部分があれば両書で補
ってほしい。
「予防医学」が主なテーマであるが、予防活動が実施された地元沖縄県の医療、そして精
神医療のそれぞれについて歴史と現状を知ることが前提となると思われるので、第 1 ～第 3 章で概略
を述べる。第 4 章で「予防」について詳しく述べたい。
1．沖縄県の歴史と現状
沖縄本島南部の八重瀬町港川で発見（1967 年）された化石人骨は、年代測定の結果、約 18,000 年前の
現世人類であることが判明した。沖縄人の渡来については南進説、北進説などが論じられているもの
の結論は得られていない。
沖縄は、12 世紀に至り先史時代から農耕社会を基盤としたグスク（城）時代、歴史時代に入った。多
い時には沖縄各地に 200 以上ものグスクがあった。グスクの役割には多様性があり、城塞、聖域、集落
跡などの諸説がある。

図1

琉球・沖縄および日本の時代対照図（高良倉吉、1993 より）
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この頃、地域の長として按司（首長）が登場し、抗争の結果、沖縄本島では、北山、中山、南山の三大勢
しょう し しょう

しょう は

し

力圏が形成された。これら三山は佐敷（現南城市）の豪商であった、尚思紹、尚巴志父子によって次々
ちょう こ う

さくほう

に滅ぼされ統一され、1429 年（室町時代）琉球王朝が誕生した。明国は、朝貢と冊封体制を受け入れた
国のみに交易を許す政策と、自国商人の自由な海外交易を禁止する海禁策をとった。この二つの政策
が琉球王国のアジア地域での交易を発展させる大きな要因となった。琉球では 1404 年（室町時代）に
初めて「冊封」を受け、1866 年（江戸時代）までの約 460 年間この体制が続いた。この中国ネットワーク
ワークを通して交易が行われ、琉球は経済のみならず文化面でもこの影響を受けた。薩摩は 1609 年琉
球王国を武力で制圧し幕藩体制の枠内に組み入れた。
幕藩体制が崩壊し明治維新、廃藩置県（1871、明治 4 年）を迎えた。翌年、明治政府は琉球国を琉球藩
とし、1879 年琉球は沖縄県となった。
沖縄戦は、太平洋戦争末期に沖縄本島およびその周辺の島々で展開された日米最後の戦闘で、日本
の国土で戦われた唯一の地上戦であった（図 2）。

図2

1944（昭和 19）年十・十空襲で灰じんに帰した那覇市街

沖縄戦の犠牲者は、米軍約 12,500 人、日本軍約 90,000 人（約 28,000 人の防衛隊員も含む）、住民 10 数
万人、日本人捕虜約 1 万人であった。ある米軍記者は、沖縄戦を「醜さの極地」と表現した。
第二次世界大戦は、1945 年 8 月 15 日に終戦を迎え、1951 年 9 月サンフランシスコ講和条約の調印を
もって連合軍による日本占領は終結した。しかし沖縄では、1972 年の本土復帰までの 27 年間米軍の施
政権下に置かれ続けた。この調印の日は沖縄では「屈辱の日」とされている。
沖縄県は琉球列島の最南西端に位置し、その中で最西端の与那国島からは台湾の島影が望見できる
日がある
（図 3）。
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図3

沖縄県（琉球諸島）の地図

沖縄県八重山諸島の北方に位置する尖閣諸島は、わが国の領土として実行支配する地域であるが、
台湾と中国が領有権を主張しており係争地域となっている。本県の総面積は東京都と神奈川県の中間
に位置しわが国の総面積の 0.6％に相当する。その狭い県内に日本における米軍施設の 70.4％（2017 年
現在）
が存在するという厳しい現実がある（図 4）。

図4

嘉手納基地（極東最大の米航空基地）

本県が 100 の指標のうち全国で第 1 位ないし第 47 位（最下位）である主なものは、1）米軍基地面接割
合（高い）
、2）年平均気温（高い）、3）人口増加率（高い）、4）出生率（高い）、5）死亡率（低い）、6）県民所得
（低い）
、7）
完全失業率（高い）、8）年間平均収入（少ない）、9）大学進学率（低い）などであった。
沖縄の気候は年中温暖湿潤で典型的な亜熱帯気候である。輝く太陽、青い空、紺碧の海、珊瑚礁、白
砂、そして年間を通して色鮮やかに咲く美しい花々など素晴らしい自然があり、観光地として人気は
高い。
県民性に関する NHK 全国調査（1979 年）によると、沖縄県民は県人意識が最も高い。人間関係では
親戚付き合いが非常に多く、門中に支えられた血縁関係の強い絆が見られる。差別的な感情に対して
強く反発する傾向がある。
「男は女より優れている」は、全国で最も低い。沖縄文化と県民の行動・意
識を評して「やさしさ」を指摘する人が多い。この「やさしさ」は、しばしば「素朴」
「純朴」あるいは「人
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情味」などとも形容され、さらにまた哀惜の念を込めて「愚直」などとも表現されている。
「意識調査」
は約 40 年前に実施され、その後、政治・経済などあらゆる分野で「本土化」が進み、県民性の特徴は薄
れる傾向にあるものの現在も生きていると思われる。
沖縄には数多くの独特の文化がある。県下で使用されている伝統的な言語を沖縄語といい母音の変
化に特徴がある。琉球芸能は、沖縄地方に伝わる芸能の総括で古典芸能・民族芸能・大衆芸能に大別
される。古典芸能の領域では「人間国宝」が誕生している。琉球工芸には琉球陶器・琉球漆器・琉球織
物、沖縄の伝統的な染物である紅型、ガラス工芸などがある。琉球料理・琉球菓子・泡盛も沖縄独特の
文化である。空手は琉球起源の拳法であり沖縄古来の武術とされる「手」に中国拳法が加わったとさ
れている。
2．沖縄県の医療の歴史と現状
琉球で初めて医療を行ったのは山崎守三医師とされている。山崎医師は琉球王の御典医となるなど
琉球の医学医療のため貢献した。
那覇市生まれの高嶺徳明は中国・福州に渡り医師黄會友から秘書を授けられた後帰国し、1689 年（第
2 尚氏王朝、江戸時代）、当時 10 歳の尚益（琉球王尚貞の孫）に補唇術を施し治癒させた。徳明の手術が
全身麻酔下で実施されたのであれば、華岡青洲の全身麻酔に先立つこと百余年前のことである。
沖縄の医師仲地紀仁は、1848 年（第 2 尚氏王朝、江戸時代）キリスト教布教のため琉球に来た英国人
ベッテルハイム Bettelheim B J 博士と国禁を犯して波ノ上海岸（那覇市）近くの洞窟内で接触し、牛痘
種痘法を伝授された。従来の人痘種痘鼻乾法を一歩進めた牛痘種痘法を本土より 2 年早く完成させ沖
縄の痘禍を防止した。
琉球藩は、1879（明治 12）年沖縄県となった時点で日本医師免許証を有する者はいなかったので、漢
方医 73 人に沖縄限定で日本医師免許証を与えた。医師養成のため 1885 年沖縄県医院（後に県病院）に
付属医学講習所が設置され、1912 年（大正元）年廃校まで 148 人が医師試験に合格した。戦前に精神科
医療はなく精神科医もいなかった。
沖縄の米国海軍軍政府は、上陸後から直ちに避難民の保護管理、治療などを行った。戦時中、各地に
設置された 150 ～ 160 ヵ所の診療所は、1946 年に総合病院 3、地区病院 5、各市町村ごとに 1 ～ 3 診療所
の 3 群に統合整理された。
公衆衛生が米国の最も重要視する問題であるうえに、さらに結核、寄生虫、急性伝染病が蔓延し、し
かも医療人員が不足している戦後の混乱期において、医療の効果をあげるには予防に重点をおき、疾
病の発生を極力抑えることが重要とされた（図 5）。
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図5

環境衛生モデル地区を視察するキャラウェイ高等弁務官

具体的には、沖縄本島を 9 衛生地区に分け、各地区に衛生課と課長を置いた。地区衛生課は、住民を
対象に環境衛生の改善、鼠族、昆虫類の駆除を主目的とし、飲食店、理容店、公衆浴場など、多人数の集
合場所に対する指導、住民に対する教育を重視した。多額の軍補助金（1 戸当たり 234.05B 円、米軍が
発行した円表示Ｂ型軍票で 1 ドルは 120B 円、1951 年）、各種の活動により予防対策はほぼ成功した。
例えば死亡者数（人）を 1947 年から 1950 年までの 4 年間でみると、マラリア 467、196、74、20、日本脳
炎 196、61、48、20、アメーバ赤痢 95、18、4、6 といずれも激減している。結核死亡率（％、人口 10 万人当
り）については、1947 年 56、1948 年 66、1950 年 49、1955 年 37、1960 年 18、1970 年 11、1972 年 7 と減少し
ている。
人材育成に関して軍政府は、日本本土の医学部を卒業後、軍政府の指示する職場で働くことを条件
に学資は軍政府が負担する契約制度を 1949 年からスタートさせた。対象となった医学生は計 120 人で
あった。1953 年から日本政府が費用を肩代わりし、公費琉球学生（後に国費琉球学生、さらに国費沖縄
学生と改称）制度として継続され 1961 年まで続いた。
琉球政府立中部病院の卒後研修事業における指導医は、ハワイ大学医学部の医師で教授クラスの専
門医であり、マンツーマンで指導しプライマリ・ケアを重視した。このこともあって中部病院の機能
はレベルアップし、24 時間・年中無休の救急診療の実施、保健所・精神病院等の関係機関とのネットワ
ークの形成などが可能となった。
戦後における保健婦の養成は、連合軍総司令部（GHQ）から軍政府公衆衛生部に赴任した看護顧問ワ
ニタ・ワータワース氏らによって開始された。彼女らの強力な指導の下に公衆衛生看護師（公看）の地
域駐在制度が確立した。住民の日常生活に密着した援助と公平なサービスを提供するため地域駐在制
が重視された。そして「公看」が行うべき処置の基準が具体的に示された。結核・性病予防対策、離島
医療対策などの強化とともに「公看」の数は増え、1968 年には 168 人となった。本土復帰とともに「公
看」は保健婦と改められた。保健婦の地域駐在制は他府県にないユニークな制度として高く評価され
た。しかし、老人保健法の制定により 1997 年には約 50 年間続いた本制度は幕を閉じた。
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琉球大学に保健学部が 1968 年に設置された。1981 年 4 月医学部医学科の設置にともない保健学部
は医学部保健学科に、保健学部付属病院は医学部付属病院となった。医学部医学科第 1 期生（定員 100
人）を 1981 年 4 月に受け入れた。2018 年 3 月現在、第 32 期の学生を送り出した。卒業生の約半数以上
が県内で医療に従事しており、地方の大学としては地元定着率は高い。
現在の医療状況を「国民衛生の動向− 2016/2017」の資料をもとに全国のそれと比較しながら述べ
る。医師数は 3,432 人で人口 10 万人対 241.5 人であり全国の 233.6 人を上回った。保健師は 724 人、助産
師 407 人、人口 10 万対の数は示されていないが、人口比から概算するといずれの職種でも全国平均を
上回っている。医療施設数を人口 10 万対比でみると病院は 6.6（全国 6.7、以下括弧内に全国の値）で全
国と差はないが、一般診療所は 61.5（79.1）、歯科診療所は 43.5（54.0）でいずれも少ない。
廃墟の中から産声を上げた沖縄の医療は、73 年後の現在、先に述べた統計値が示すごとく全国平均
に達するのみならず、一部では追い越すことができた。特に感染症対策・救急医療体制・プライマリ・
ケアの充実は米国の影響が大きい。琉球大学医学部の基本理念は「南に開かれた国際性豊かな医学部」
であり、諸外国との学術共同研究などが活発に行われている。国際性豊かな医学・医療の展開は諸種
の観点から沖縄県は有利であり、さらなる進展が期待されている。
3．沖縄県の精神科医療の歴史と現状

いしがんとう

沖縄における戦前の精神科医療は、民間療法と監置のみであった。石敢當は路傍に立てられ「石敢
當」と刻まれた石である。四辻の角や道の突き当りにヤナムン（妖怪）が多いとされて、この石が魔除
けの力を持つと信じられている。シーサー（獅子）は獅子像で瓦葺きの屋根の上に乗せた。これも魔除
けである。
ウガンブスク（御願不足）とは祖先への供養や、すべきことを怠ったことをいう。病人がでるとウガ
う たき

ンブスクといって霊を鎮めるために屋敷内、部落内の御嶽（村落祭祀の中核となる聖地）を回って拝ん
でいる。薬草は今でも県民に親しまれている。民間療法的行事・行為などは少なくなりつつあるが、
現在でも多くの地域でみられる。
沖縄県における監置者は、県の統計資料によると最も古いもので 1924（大正 13）年 43 人、その後年々
増え続け 1935（昭和 10）年には 123 人とピークに達し、その後は減少し 1941（昭和 16）年には 115 人、翌
年には 98 人であった。その後の公式記録は現在のところ見出せない。監置の状況を（図 6）で示した。

図6

私宅監置

那覇市上間（『長寿のあしあと－沖縄県長寿の検証記録 1995』 1996 より）
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宜野座海軍病院（G-6-59 病院）は、1945 年に設置された。この総合病院で調査を実施した米軍精神科
医モロニー Moloney JC の報告がある。それによると精神疾患患者たちは目的もなく彷徨し放心状態
にあった。なかには夜間に動く者は撃てと命じられている衛兵たちによって射殺された者も多かっ
た。130 名の患者の中で新しいタイプの精神疾患は発見されなかった。患者たちはグループＡ（戦争
による精神疾患を持つ者）、グループＢ（戦前から慢性的に患っている者）、Ｃグループ（鍵のかかった
監房に監禁される必要のある者）に分けられ、ＡとＣグループの患者たちは積極的な心理療法を受け
ていたと記されている。
沖縄民政府は、1946 年宜野座地区病院に精神科病棟（定床 20 床）を設置した。この病棟は先に述べ
たモロニー医師が調査した病院であった。病棟は焼け残った民家の建物をベニア板で仕切ったもの
で、6 畳に 2 ～ 3 人収容する粗末なもので、治療は米国製インシュリンを用いたショック療法が唯一の
治療であった。主任の精神科医は島常雄医師であった。
結核療養所（金武保養院）が 1948 年金武村（現金武町）に新設され、翌年、療養所内に米軍兵舎を改造
した沖縄民政府立沖縄精神病院
（定床 50 床）
が設置された。医療スタッフは宜野座地区病院から移籍し
た。1952 年琉球政府の樹立とともに琉球政府立琉球精神病院と改称され、1954 老朽化した病院（図 7）
は現在地に新築移転された。新病院の定床は 70 床で院長は引き続き島常雄医師であった。

図7

琉球政府立琉球精神病院

1952 年、現在の国立病院機構琉球病院の前身
（
『国立療養所琉球病院創立 40 年記念誌』
、1990 より）

医師の自由開業が1951年に認められ島常雄琉球精神病院院長は同年島医院（定床15床）を開設した。
これは民間による精神病床開設の第一号であった。1958 年田崎邦男琉球病院院長は那覇市で田崎医
院（20 床）
、田頭政佐医師も那覇市で医院（翌年 20 床を置く）、翌年、平良賀計医師は那覇市で天久台精
神神経科医院（30 床）をそれぞれ開設した。
以上のごとく、戦後の精神科医療状況は困難であったが、官民の関係者の尽力により本格的な医療
がスタートしたことになり、まさに沖縄における精神科医療の黎明といえよう。
琉球精神障害者援護協会が 1958 年 12 月設立された。本協会は、琉球政府の行う精神衛生事業を支
援する協力団体として発足した。1961 年 1 月沖縄精神衛生協会と改称され、同年 4 月本協会は沖縄精
和病院
（精神病床 100 床）を開設した。
本協会は 1965 年 8 月平安座島における精神障害者の実態調査、同年 11 月に第 1 回沖縄精神衛生大会

9

予防精神医学 Vol.3（1）2018

の開催など活発な活動を実施した。本土復帰にともない 1974 年相談所は県に移管され県立精神衛生
センターとなり、現在の沖縄県立精神保健福祉センターに発展している。沖縄精和病院も県立精和病
院となり現在に至っている。
琉球政府厚生局は、本土政府の援助のもとに精神衛生実態調査を実施することを決定した。本調査
の方針は、1963 年厚生省が実施した全国精神衛生実態調査とほぼ同様の方法で実施することにより、
両者の比較が可能な内容とすることであった。調査は 1966 年に実施され、その結果、
（表 1）のごとき結
果が得られた。沖縄の精神障害有病率が本土の約 2 倍に相当するとの結果は、各方面に大きなインパ
クトを与えた。本土の 2 倍の精神障害者がおり、その 7 割以上が治療を受けていない「悲惨」な状況で
あることが沖縄から本土政府に対する各種の要請に使われ、心情的に同情を呼んだ。いっぽう放置す
れば重大な事件が発生するのではとの社会不安を生むことにもなった。その結果、沖縄県の精神医療
費（事項予算額）は本調査前の 1965 年度で約 8,000 万円、10 年後の 1975 年には約 20 億円と約 25 倍に増
え、精神病床の急速な増床と連動した。

表1

人口千対有病率でみた診断別精神障害有病率（％）

（『1966 年沖縄県の精神衛生実態調査報告書』1969）
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日本政府は、本土に比較して遅れている沖縄の医療を支援するため医師を派遣することにし、精神
科に関しては 1964（昭和 39）年 1 月第 1 陣として武蔵療養所岡庭武医師を琉球病院に派遣した。この制
度は 1975 年 3 月まで 12 年間続き延べ 83 人が県内で精神科医療に従事した。本制度の具体的な内容に
ついては文献を参照されたい。
琉球大学保健学部は 1968（昭和 43）年に設置された。保健学部は医学部に改組され、1985（昭和 60）
年 4 月に精神神経科学講座が設置され筆者が初代教授として就任した。医学科卒業生 2,709 人（2014 年
3 月現在）に精神医学等に関する講義、臨床実習などを通し卒前教育を実施し、付属病院精神神経科で
卒後教育を受けた医師（主に精神科医）は 2008 年 3 月の時点で約 130 人であり、大半は県内で活躍して
いる。
沖縄県における精神科医療施設数（図 8）、精神科病床数（図 9）、専門病床数（表 2）、精神科医療従事者
数
（図 10）
を図表で示した。

図8

沖縄県における精神医療施設の年次推移

（『沖縄県における精神保健福祉の現状－平成 24 年』
）
などの資料をもとに筆者が作成）
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図9

沖縄県における精神病床数の年次推移

（『沖縄県における精神保健福祉の現状－平成 24 年』などの資料をもとに筆者が作成）

表2

専門病床数と人口十万対病床数）

＊人口十万対病床数は同年の人口から筆者が算出
（
『精神保健福祉資料、平成 24 年度 6 月 30 日調査の概要』）
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図 10

沖縄県における精神医療従事者数

（人口百万対、
『精神保健福祉資料、平成 24 年度 6 月 30 日調査の概要』の数値をもとに筆者が作成）

ほぼすべての指標において沖縄県では全国平均値に比較して多い値となっている。保護室隔離・身
体拘束患者の入院患者にしめる割合の年次推移を全国平均値と比較して示した。沖縄県では全国に比
較して「隔離・拘束」の割合は低い。

図 11

保護室隔離・身体拘束患者の入院患者にしめる割合の年次推移

（各年度の精神保健福祉資料の数値をもとに筆者が算出し作成）
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4．沖縄県における予防精神医学の歩み
1）
精神疾患の脆弱性指標に関する研究
統合失調症をはじめ気分障害などの精神疾患の病態は、仮説は示されているものの解明されていな
い。そこで認知機能の客観的指標とされる事象関連電位（心理的過程に関連して出現する脳電位）用い
て精神生理学的研究を実施した。
事象関連電位に関する琉球大学の研究のうち、
「予防」と関連した事項を紹介したい。統合失調症に
ついては、本電位のうち N100、P200、P300 の異常が認められることを報告したほか、N400 にも異常が
存在することを世界で初めて発表した。統合失調型障害（ICD-10）にも P300 に異常が認められた。健
常者のうちミネソタ多面人格検査（MMPI）で「分裂性格」得点の高い者では P300 と P200 の異常が認め
られた。したがって N100、N200、N300、N400 の異常は統合失調症の脆弱要因になり得るだろうと報
告した。
うつ病者については N200、とくにミスマッチ陰性電位に反映される自動的な情報処理機能が低下
し、N2b に反映される意識的刺激検出機能の亢進が存在することを世界で初めて報告した。これらの
所見は、うつ状態が回復しても認められた。更にうつ病の病前性格として知られている執着性格につ
いても、うつ病者でみられた所見が見出されたので、N200 を中心とした生理学的指標における異常
は、うつ病の脆弱性になりうる可能性を指摘した。
パニック障害では N200、とくに N2b の振幅が健常対照者に比較して小さく、意識的な刺激検出機能
の低下が考えられた。この機能はうつ病者ではむしろ亢進していた。
第 11 回国際事象関連電位学会を筆者を会長として 1995 年沖縄県内で開催した。講演内容は「Recent
Advances in Event-Related Potential Research」
（1996 年）のタイトルで Elsevier 社から刊行された。
2）
母親の再発予防と子の発症予防
⃝県立宮古病院
県立宮古病院に精神科が開設された 1967 年からその後 20 年間に、同科を受診した女性統合失調症
患者のうち現在の状況が把握できた者は 162 人であった。生まれた子どもは 206 名で主として精神科
外来で親の治療・リハビリを実施しながら子育て支援（一次・二次予防）を目指した。小規模の「子育
て支援外来」であった。医師の交代などもあり、活動は思うように継続できなかったが、得られた調査
資料は有益であったし、次に述べる活動の原点ともなった。
⃝琉球大学精神科
琉球大学精神科に「子づくり子育て支援専門外来」を 2000 年 4 月発足させた。妊娠・出産・育児支援
活動を体系化したいと考えた。対象は精神科と産科の充分な管理が必要な妊娠中の精神障害者とし
た。この活動を通して親の精神科治療、リハビリテーション、子の発症予防と早期発見・早期対応を
目指した。
専門外来発足後約 14 年間で、124 例を支援した。当時の教室員であった平松と西澤は次のごとく述
べている。①統合失調症女性の挙児希望を全面的に支援することが重要であり、児とともに成長する
ことは統合失調症女性のリカバリー過程そのものである。②そのためには本人を中心とする家族、医
療・福祉・保健関係者、市民ボランティアのネットワークを、具体的な目標を立てて構築することがで
きる。③母親の精神状態が悪くても挙児希望が明らかであれば、
「無事な出産を願う」ことを共通の目
標としてチームを作り、チームの理解と結束を高める。④妊娠初期はできるだけ服薬の減量を行い、
本人および配偶者の希望が強ければ服薬中止をあえて行うこともある。現在のところ本プロジェクト

14

予防精神医学 Vol.3（1）2018

の初期の目標を達成するには経過年数が短い。継続されることを願っている。
3）
児童相談所における早期発見・早期対応
沖縄県立中央児童相談所から精神科嘱託医を依頼された。そこで日常業務のほかに予防的対応に必
要な情報を得るための調査を実施した。1984 ～ 1989 年度までの 6 年間に来所相談があり、措置会議が
開かれた件数は 607 件であった。児童の両親のうちいずれか、あるいは両親ともに精神医学的問題が
あったのは 358 件（59.0％）であった。父親ではアルコール乱用が 105 人（47.7％）でもっとも多く、統合
失調症は 18 人（8.2％）であった。母親で統合失調症は 82 人（32.0％）でもっとも多かった。
統合失調症の親 100（父：18、母：82）人を取り上げた。親 100 人の子どもは 83 人で措置会議での問題
点は保護者（主として親）の家出、失踪、入院などによる養育困難、子どもの知的障害、家出・浮浪など
の虞犯行為、触法行為、不登校などであった。これらの子どもを 5 ～ 10 年間追跡調査した結果、41 人
（49.4％）に何らかの精神医学的問題があり、統合失調症が 2 人（2.4％）に認められた。対象となった児
童は 10 代が多いので、将来、成長とともに精神疾患の発症が考えられる。
児童相談所は、児童の健全な成長・発達を支援するとともに、精神障害の早期発見・早期対応が可能
な場と考えられる。嘱託医の交替、相談所職員の移動などにより、その後の継続的な支援は困難な状
況となっている。予防を目指した精神保健活動が相談所の業務として位置づけられていることが強く
望まれる。
4）
大学保健管理センターにおける早期発見・早期対応
精神障害の早期発見・早期対応を目的とした精神保健活動を、琉球大学保健管理センターを中心に
1994 年から実施した。4 月に入学する新入生を対象に一般健康診断が実施されるのでその中に精神保
健プロジェクトを組み込んだ。
一次スクリーニングテストとして「Psychosis Proneness Scales（PPS、精神病脆弱性尺度）」ないし
「General Health Questionnaire（GHQ、一般健康調査表）30 項目版」を使用した。本テストで高評点で
あった学生に封書にて結果の概略を知らせるとともに、面接が望ましいことを伝えた。センターに来
所した学生に対し嘱託医を中心とする精神科医が面接し、さらに必要に応じてロールシャッハテス
ト、バウムテストなどの心理テスト、事象関連電位検査などを実施した。
精神保健予防活動の 10 年間で一次スクリーニングを受けた学生は 10,396 人、そのうち高評点者１，
444 人、精神医学的面接を受けた者 147 人であった。面接を受けた者の精神医学的診断（DSM-ⅢR、
DSM-Ⅳ）は、統合失調症の前駆期 12 人、境界性人格障害 3 人、社会恐怖 3 人、強迫性障害 2 人、などであ
った。大部分の学生は、スクリーニングテストを受けた 4 月の時点では受験勉強、大学入試、高校卒
業、大学入学、転居などが重なり、精神的に不安的な状態だったと推測されたが、精神医学的面接を受
けた 5 ～ 7 月には多くの学生で問題はかなり改善していた。
精神医学的支援の概略を述べたい。面接した学生のうち継続的な面接が必要と判断し、同意を得て
面接を行った学生は 57 人であった。統合失調症の前駆期と診断された 12 人のうち 10 人（83.3％）が継
続して面接を受けた。面接の回数は 1 人、2 ～ 20 回で、年に 2 ～ 3 回が多かった。服薬が必要な学生は
付属病院精神科に受診させ通院させた。この場合、保健管理センターの嘱託医が主治医になることが
殆どであった。継続して面接している学生の中で入院治療を要する学生はいなかった。継続して面接
10）
をうけた学生の一部については、支援の内容、経過などを報告しているので参照してほしい 。

一次予防のための特別な活動は実施していないが、精神保健プロジェクトの実施そのものが、学生・
職員に精神保健の重要性を示したことになり、啓発活動にもなったと思われる。問題は卒業後のフォ
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ローアップである。
5）
高齢者に対する一次・二次予防活動
渡嘉敷村は、那覇市の南西 32km に位置する離島である。当時（1989 年）の人口 692 人のうち 65 才以
上の高齢者は 160 人（23.1％）で超高齢社会であり、認知症対策はとくに重要な課題であった。当教室
員であった仲本晴男医師は保健所嘱託医として対策の中心的役割を担った。介護者会の発足・集会の
開催、高齢者家族会の結成、高齢者福祉センターの設置、認知症の予防と早期介入を目的とした「高齢
者の心と神経の検診」を実施した。この検診には琉球大学精神科が全面的に協力した。ここで得られ
た調査結果、経験、提言などは貴重な資料として村内はもとより県内・外にも発信された。
「高齢者こころの健康・生活実態調査」を沖縄県から依頼され、琉球大学精神神経科学講座が全面的
に支援し実施した。対象者は、県内5地区から無作為に抽出された65才以上の高齢者3,524人であった。
結果は、
「報告書」として公表したほか国際疫学雑誌（Int J Epidemiol）にも掲載された 8）。認知症の有
症率は 6.8％であった。
県から依頼された事項のほかに、認知症の発症予防を考えるさい重要となる発症脆弱要因について
も追加的に調べた。調査は、二次調査の対象者の中から大学病院に近い与那原地区在住の 119 人を対
象とした。認知症群（n ＝ 29）、境界群（n ＝ 38）、健常群（n ＝ 52）の 3 群間で既往歴、生活習慣、頭部
MRI、事象関連電位などを比較した。認知症群では健常群に比べ心疾患の有病率が高かった。その他
の指標については対象者が少ないこともあって有意差は認められなかった。しかし、本研究の実施は
今後の取り組みに多くの示唆を与えてくれた。
6）
精神障害者による重大犯罪の予防
精神障害者による重大犯罪を予防するための資料を得る目的で実態調査を実施した。1985 年 1 月か
ら 5 年間に公的機関が受理した犯罪について資料を精査し各種の検討を加えた。
対象は精神障害者による犯罪 158 件であった。そのうち重大犯罪は以下の 5 罪で 5 年間の総数は殺
人 34 件、放火 17 件、強盗 7 件、傷害 31 件、暴行 7 件であった。5 年間の経年度化にはなかった。人口 10
万対の件数を全国と比較すると、殺人は 2.76（括弧内に全国の値：1.71）件で全国の 1.6 倍、放火 1.23
（0.94）件で 1.3 倍沖縄に多かった。心神喪失として処置された件数は殺人 0.49（0.12）件で 4.1 倍、放火
0.20（0.08）
件で 2.5 倍沖縄に多かった。
犯罪と関連する諸要因を全件数を対象に詳細に検討した。精神障害者による犯罪の中で殺人・放火
などの凶悪犯、傷害などの粗暴犯は、いずれの犯罪でも統合失調症者に多かった。何らかの治療歴の
あるものは 77.4％であったが、犯行時に治療を受けている者は 39.4％と少なかった。
沖縄県精神保健・医療・福祉連絡協議会に「重大犯罪の防止に関する実行委員会」を設置し、
「精神保
健・医療・福祉を推進するための提言―障害者の事件・事故の防止対策を含めて」をまとめ、県庁内の
記者クラブで公表した。提言は先に述べた調査結果をもとに相談窓口の増設、精神科医療救急システ
ムの充実、地域における生活支援の強化などの 8 項目にわたる具体的な内容であった。
沖縄司法精神医学懇活会が、仲本晴男医師を代表世話人として 2003 年 4 月に発足した。メンバーに
は精神科医のみならず法律学者、裁判官、弁護士、検事などが含まれ、例会では講義、事例報告、話題提
供などが行われ関係者のネットワークづくりが進んでいる。現在（2017年11月）第82回を数えている。
7）
精神障害の予防に関する費用対効果研究
費用対効果に関する研究が、仲本晴男医師らにより県内で実施された。対象は、1983 年 4 月から
1987 年 7 月までの 4 年 4 か月の間、精神障害のため患者とその家族だけでは諸種の困難に対処しきれな
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かったので市町村ならびに保健所に相談・援助を求めた精神障害者 48 名であった。多くは処遇困難例
であったが、直ちに精神科病院に入院することは可能は限り避け、保健師、保健所の精神科嘱託医、ケ
ースワーカー、役所職員などが役割を分担しながらコミュニティケアを実施するよう努力した。
調査期間中、入院を防ぎ得たと考えられる 29 名を分析の対象者とした。費用は全対象者の合計とし
て医療費、通院費、スタッフの活動費、人件費など 1,258 万 3 千円で、効果は、入院させなかったために
減らし得たと考えられる入院費など計 1 億 1,970 万 2 千円となり、費用対効果は 1：9.5 であった。コミ
ュニティケアにより入院を防止し得たかどうかの判断は主観的であるが、対象者のすべては、積極的
な保健師活動がなければ入院せざるを得ない症例であるとしている。
8）
「沖縄戦」の再発予防
太平洋戦争を県内で体験した 75 才以上の高齢者 401 名について戦争体験と精神健康状態が調査され
た。外傷後ストレス障害（PTSD）が疑われた者は 359 名中 141 名（39.3％）、
「精神的不良」とされた者は
17 名（4.7％）であった。PTSD が疑われ、現在でも「戦争に関するテレビ・新聞報道」
「基地・軍用機を
見る」などを契機に PTSD の症状が出現しても、
「精神的不健康」とされた者は少なかった。その理由
として沖縄には「ユイ」という相互扶助の精神があって地域共同体とのつながりがあるからではない
かと考察されている。沖縄戦はまだ終わっていない。
おわりに
沖縄県の概要、沖縄県の医療、沖縄県の精神科医療のそれぞれについて歴史と現状を概観した。沖
縄戦は、琉球・沖縄の長い歴史の中で最も悲惨な出来事であった。基地のない平和で自立した沖縄を
県民は強く望んでいる。
廃墟の中から産声を上げた沖縄の医療は約 70 年後の現在、各種の統計値でみる限り全国平均に達す
るのみならず、一部では追い越すことができた。特に感染症対策、救急医療体制、プライマリ・ケアの
充実は、米国の影響が大きい。
「世界長寿地域宣言」が 1995 年沖縄において出された。平均寿命が全国
でもっとも長いとの記録はしばらく続いたもののその後順位を落としてしまった。県を中心に「健康
長寿沖縄復活」プロジェクトを立ち上げ県民を巻き込んだ活動が開始されている。この復活事業は、
疾病の予防、早期発見、早期対応そのものである。
戦前の沖縄には精神科医療と呼べるものはなかった。戦時中、米軍により精神科医療が開始され、
戦後間もなく公立の精神病床が設置され、自由開業が可能となり民間病院と中心に精神科病院、精神
病床とも急増した。1974 年には人口 10 万対病床数は全国平均を上まわったものの病床は増え続け、
本県はわが国で人口当たりの病床数が多い県（第 12 位、2014 年）となった。今後の課題は病総数の削減
と在院日数の短縮をともなう「入院中心」から「地域重視」への転換と医療の質の向上である。
「精神分裂病の予防」が懐疑なしに語られる日の来ることを信じたいと加藤伸勝教授が述べられて
から約 40 年が経過した。その日がやっと到来したと思う。1996 年 3 月第 16 回日本社会精神医学会を
沖縄で開催した。シンポジウム「社会精神医学における新しい戦略―精神分裂病の予防の可能性」を
企画し、司会は筆者と加藤正明東京医大教授にもお願いした。会期 1 週間前の朝、筆者の居住する医
官宿舎に電話があった。司会を引き受けているが辞退したい。
「予防」の副題は学会が混乱すると会員
に迷惑がかかる、との内容であった。プログラム、抄録集、会場の各種垂れ幕も既に完成している。不
穏な動きには細心の注意を払っているが現在のところ問題はないなどの状況を丁寧にお話しし、申し
訳ないと思いながら予定通り司会役を了承していただいた。当日、不穏な動きなど混乱はなくシンポ
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ジウムは予定通り終了しほっとした。
日本精神障害予防研究会の発会式が先の学術集会最終日の夕方開催された。参加者はシンポジウム
の演者を中心とする 10 人であった。筆者が代表世話人となり事務局は琉球大学に置かれた。学術集
会は、日本社会精神医学会の学術集会前後に開催したほか、
「ニュースレター」を年 1 ～ 2 回発行した。
第 6 回学術集会を兼ねて 2001 年 6 月、沖縄で第 1 回日本国際精神障害予防会議を開催した。参加者は
475 人で世界 8 ヵ国から参加があった。講演の内容は「精神障害の予防をめぐる最近の進歩」として出
版された 9）。第 12 回学術集会で「研究会」を「学会」に発展させ、初代理事長に水野雅文東邦大学教授
が就任し、事務局は琉球大学から東邦大学に移った。
筆者は、単行書「予防精神医学―脆弱要因の軽減とレジリエンス増強」を 2016 年に、一般諸者向けの
健康書「写真健康論―写真力は健康力を高める」を 2018 年 7 月に上梓した 14）。当然のことながら、精神
の健康は身体の健康と切り離せない。身体の健康を含む健康の保持・増進にいささかでも貢献できれ
ば望外の慶びである。
利益相反
（COI）について：利益相反はない。
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ARMS CBTにおける治療のポイント
西山志満子
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抄

録

思春期は第二次性徴の発現により心身ともに大きく変化する時期に相当する。自己像が確立し、自
立心が芽生え、大人に反抗的となる一方で、他者からの評価に敏感で傷つきやすく、不安定な精神状態
に陥りやすい。この思春期を含む時期は精神疾患の好発期にあたり、精神病発症危険状態（At Risk
Mental State：ARMS）の出現時期は 10 代から 20 代の若者に多い。そのため、ARMS の病態を理解す
るには、精神症状ばかりでなく、発達段階の特徴を把握し、クライエントが抱える問題の全体像をみる
ことが有効である。また認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy：CBT）へのモチベーションを
維持し自立心を育むために、進路を検討する際には可能な限り本人の希望を尊重することが切要であ
る。
ARMS の若者が抱えている悩みは多岐にわたる。孤独や孤立感は共通していても、被害関係念慮や
被注察感から人を遠ざける、あるいは引っ越しや職場の配置転換などの環境変化により周囲の人と馴
染めずにいるなど、その背景要因はさまざまである。従って、クライエントの体験を CBT の理論の枠
組みに無理矢理はめ込もうとするのではなく、理論と個別性の両側面から理解していく必要がある。
さらに、ARMS の若者はストレスに脆弱で、微弱な精神病症状などから不登校となる、あるいは休
学・退学する、職場環境や人間関係に馴染めず、休職・退職する者が少なくない。彼らのリカバリーを
支援するために、病院と当事者の関係だけではなく、家族、担任、養護教諭、あるいは職場の上司など
との連携が重要である。

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会のシンポジウム 3「早期介入における心理社会的治療をス
テップアップするためには？」において発表したものを中心にまとめた。

Significant Viewpoint of Cognitive Behavioral Therapy for At Risk Mental State
Shimako Nishiyama
富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、Department：Neuropsychiatry University of Toyama
Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences
［2019年4月より］
富山大学保健管理センター
（五福キャンパス）、Health administration center, Gohuku
Campus University of Toyama
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はじめに
精神病の早期発見・早期介入研究の進展を背景に、前方視的な精神病発症リスク状態を意味する
ARMS の概念が提唱され、ARMS 研究はこの 20 年で大きな発展をとげた（Yung and McGorry, 1996;
McGorry et al., 2009; Ruhrmann et al., 2010; Stafford et al., 2013; Woods et al., 2013）。ARMS の治療
では、精神病への移行を予防することが重要な目的の一つとされるが、発症予防が唯一の目的ではな
く、現在の症状や問題に伴う苦痛を緩和し、社会的、学業的、職業的機能障害の予防や回復を目指すこ
とも重視されている（Schmidt et al., 2015）。ARMS の治療には、まだエビデンスとして確立したもの
はないが
（Davies et al., 2018）、オーストラリアを始め、イギリス、アメリカ、カナダ、イタリア、ドイツ
などは治療ガイドラインを制定しており、わが国においても、2017 年に早期精神病の診療プランと実
践例をまとめた予備的ガイダンスが公表された（水野ら , 2017）。ARMS の状態では精神病症状が出現
しつつあるが、顕在発症には至っておらず、精神病へ移行しない場合もあるため、National Institute
for Health and Clinical Excellence（NICE）（NICE, 2013; NICE, 2014）や European Psychiatric
Association（EPA）
（Schmidt et al., 2015）のガイドラインでは、いずれも治療上の留意点として、①抗
精神病薬による治療を第一選択肢としない、②発症予防を目的とした抗精神病薬の投与を推奨しな
い、②個人向けの CBT を心理教育や家族教育とともに推奨する、の 3 事項をあげている（表 1 参照）。

表1

ARMS の早期介入の治療指針

CBT では心理検査などのように特別な用具を必要としない。治療者の頭の中に CBT のノウハウが
インプットされていれば、目の前のクライエントとの対話によって治療が進められる。ケース・フォ
ーミュレーション 1 などを書き出すためのペンと紙があればそれに越したことはないが、例え手元に
1

ケース・フォーミュレーション：クライエントの問題の発現および維持要因などに関する仮説の図式。
「事例定式化」
あるいは「事例概念化」とも訳される。
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なくともセッションを行うことは可能である。CBT は侵襲性が少なく、副作用の心配もなく、静かで
落ち着いた所であれば場所も選ばない、治療者の身一つで実施できる手軽さを備えているが、精神療
法の基本に習熟し、CBT における専門的知識と技量を有し、さらに十分な経験を積んでいなければ、
エビデンス・ベースドの治療として定評のある CBT を提供したことにはならない。本稿では、CBT の
中でも ARMS の時期に行う CBT において留意すべき治療ポイントを紹介する。
1．思春期の発達段階の把握
思春期・青年期は精神疾患の好発時期にあたり（Häfner et al., 1994）、精神疾患の診断基準を満たす
者のうち、約半数は 10 代半ばのうちから症状が認められる（Kim-Cohen et al., 2003; Kessler et al.,
2005）
。そのため ARMS のクライエントは思春期の若者が多く、CBT を行ううえで思春期の発達段階
に精通しておくことは必須である。
思春期は子どもから大人への移行期にあたり、心身のダイナミックな変化の途上にあり、他者との
交流や関係性、環境が大きく変化する時期である（WHO, 2009; Sawyer et al., 2018）。第二反抗期の訪
れとともに、慣習や権威像に対する反抗、内閉性、ときに暴力といった言動が出現するが、これらは自
立していく過渡期にみられる一過性の不適応状態ともいえる。
心理社会的な変化は脳の構造、機能の変化と並行している。15 歳頃すなわち思春期には大脳辺縁系
が成熟する（Giedd, 2016）。大脳辺縁系は脳の深部にあり、感情の整理、意欲、生命維持、本能行動に関
与しており、危険な行動に走り高揚感を感じるのはこの部分である。さらに副腎から分泌される性ホ
ルモン群がこの時期に大脳辺縁系で活性化しており、感情爆発を起こしやすい状況を作り出している
（Dahl, 2004; Dahl and Forbes, 2010）。また腹側線条体はドーパミン・システムの成熟と並行して思春
期に顕著な発達をとげ、報酬への感受性の高まり、リスクのある行動の選択、動機づけられた行動を促
進する（Galván, 2013 for review）。思春期は扁桃体と前頭前野の機能的・構造的結合に顕著な変化が
生じる時期でもある。これらの結合の増強は感情刺激における扁桃体の高反応性と同時に発達する
（Tottenham and Galván, 2016）。一方、前頭前野は意思決定、計画、衝動統制に関する働きを担ってい
るが、この部位が成熟を迎えるのは 25 歳頃である（Giedd, 2016）。

図1

過敏で暴走しやすい思春期の脳（文献 5 を一部改変）
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すなわち、思春期では感情に敏感でスリルを求める脳は成熟し、衝動性を制御する前頭前野の回路
は完成しつつあるが、前頭前野がまだ未成熟であるために、抑制がきかず、危険で無謀な選択を好むの
である（図 1 参照）。問題となる言動を全て精神症状の 1 つとして捉えようとするのではなく、こうし
た思春期の特徴を反映していないかという視点をもつことも重要である。
2．セッション内における良好な対人関係の体験
ARMS の若者達はさまざまな事情から対人場面で苦しんでいる。元々大人しく内向的な者が多く、
人と打ち解けるまでに時間がかかり、学校でいじめにあうことが多く、クラスの中で孤立しがちで孤
独を感じやすい。クラスに馴染めず、また教室内のざわめきが耳につくため、休み時間になるとイヤ
ホンをつけて音楽を聴く、教室を抜け出して人気のない美術室や階段などに腰かけて授業開始のチャ
イムが鳴るまで時を過ごすなど、まわりから声をかけられにくい状況を作り出すため、交友関係を結
ぶ機会が失われていく。家に帰ってもスマートフォンやパソコンのゲームに興じ、家族との会話も少
ない。内気なうえに対人交流が乏しい生活をしていると、余計に人とコミュニケーションをとること
に苦手意識を感じ、対人場面を避け孤立するという悪循環にはまっていく。
また多くが思春期の若者であるため親の保護下で生活しているが、支配的な親からの圧力に萎縮し
ている、あるいは依存しすぎるあまり自己主張できずにいる者もいる。幼少期からこの関係性の中で
暮らしていると、それが当たり前となり、歪んだ家族関係に疑いを抱かず、あるいは親に逆らう気力を
失い、親の望む進路を選択する。しかし、何とか進学・就労を果たしても、彼らのキャパシティを超え
る環境についていけず、休学・休職を経て進路変更を迫られても、どこか他人事で、自分の人生を自分
で選択し歩んでいくことを放棄しているようにみえる。
さらに被害関係念慮などによる他者への恐怖や怒りから、対人場面を回避していることもある。休
み時間などにクラスメイト達が談笑している姿をみて、「周りから悪く思われている」「こっちをみて
笑っている」と考え、不安になり、机に突っ伏して休み時間が終わるのを待つ。外界が見えないため人
の目を気にせずに済むというメリットから、この対処法を繰り返すうちに、個人的な被害的解釈を否
定する外界の情報をもシャットアウトすることになり、被害関係念慮に対する確信を強めていくとい
う悪循環に陥ってしまう。
このような経験を背景に持つクライエントとのセッションでは、彼らが「この人に心を開いても否
定されない、傷つかない、一緒にいると安心する、人と話をするのも悪くない」と思えるような関係性
を心がけている。セッション内での良好な対人経験が、実生活における人間関係の現状と向き合い、
再構築していく力となっていく。部屋に入ってきても俯きがちで溜息ばかりつき、長い沈黙の後に何
か言いかけて「話すの面倒なので、やめておきます。」と言われてしまう時もあるが、治療者自身がク
ライエントの長い沈黙に耐えられずに「CBT の構造を保とう」、
「何とかクライエントの反応を引き出
そう」と焦り、本筋から離れた話題を振ったり、自分の考えをまくしたてると、ラポールが形成されな
いばかりか、クライエントとの関係がぎくしゃくとしたものになり、望ましい CBT の構造からかけ離
れていく。1 回のセッションで無理に完結しようとすると事態は悪化する。次のセッションで堰を切
ったように自分の悩みや問題に感じていたことを話し出すこともある。終結までのセッションの全体
像を頭に思い描きながら、各セッションの構成を考えつつ、柔軟に進めていく必要がある。厳しい現
実と向きあい、時に傷つきながらも、新たな関係性を確立していこうとする彼らを、彼らの歩みに合わ
せて支えていくのも治療者の役割である。
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3．インテーク面接、アセスメント
CBT 導入前のインテーク面接は、約 1 時間かけて行う。親の前では本音が言えないクライエントも
いるため、クライエントと家族それぞれ個別に実施する。彼らが語る内容だけでなく、外来で声をか
け挨拶を交わすときの表情、声色、面接室に入り着席する行動に至るまで、治療者の情報収集は既に始
まっている。主治医から紹介を受けると、クライエントの初診や診察時の情報に一通り目を通し、頭
に入れたうえで、一旦その情報を脇に置き、クライエントや家族と対面して得た印象や情報を新たに
取り込んでいく。以下に ARMS CBT のインテーク面接の参考になると思われるケースを紹介する。
「自分の服に火をつけ火傷を負う」
「刃物を隠し持つ」などの奇異な行動から当初は ARMS を疑われ
た不登校の若者の面接を担当した。待合で声をかけるとすくっと立ち上がり「よろしくお願いしま
す。
」と丁寧に一礼し、入室後、
「どこに座りましょうか。」と部屋の中を見回す様子に、実年齢より大人
びた印象を感じながら、ラポールの構築も兼ねて生活状況などの聴取を始めた。家族の年齢を尋ねる
と、
「きょうだいの年齢はわかるが、あとは関心がないのでわからない。年代もどうなんでしょう。」と
首を傾げた。両親と 10 数年一緒に暮らしてきて、正確な年齢を言えなくとも年代ぐらいはわからない
ものだろうかといくらか違和感を覚えつつ、続いて食事状況を聞くと、
「朝食は親が作ったものなので
食べない。
」と冷たく言い放ち、その様子に、これは普通ではないと感じ、
『親が作ったものなので』と
はどういう事なのかと少し掘り下げた質問を投げかけると、その質問を皮切りに、親が入ってきた部
屋にあった物には触れない、触ったとしても念入りに手を洗う、風呂に入る、部屋の中の本を突発的に
燃やしたくなる、ベッドの片隅に蜘蛛が巣くっているが同じ理由で部屋の物を触りたくないので掃除
をしない、学校にはある程度関心はあるが、親が通る玄関を使いたくないので行きたくないなど、親へ
の過剰な嫌悪感が露わとなった。
「理由はないが、嫌いだから嫌い。」
「親には『干渉してくれるな』
『勝
手に部屋に入ってくれるな』と LINE で送っているが効果はない。」と言いながら、
「ダイレクトに言う
と傷つけるかなと思って自分がどう嫌がっているかまでは伝えていない。」と親を気遣う発言もみら
れ、親への感情的両価性が認められた。自傷などの奇異にみえる行為についても、
「普通に生きていた
ら病気になるし、痛いところも出てくるし、頑張らないでいい感じに終了できないかなと思って。」
「フ
ァンタジー系の見過ぎで、もっとすぐにぱっと燃え広がって死ねると思った。」「ファンタジーの世界
はいい。魔法を使えば簡単に問題を解決できてしまう。」と説明しつつ、「本当の苦労をしていないか
らこんなことを考えるのかもしれない。
」と分析していた。表面的な立ち居振る舞いは大人と同等に
洗練され、親の感情を気遣い、客観的に自分を分析する視点をもちながら、内面では厭世観、衝動性、
親への理由なき激しい嫌悪感といった未成熟さが共存している。このようなアンバランスさは、子供
から大人へと成長する途上にいる思春期の特徴にみえるが、一方でファンタジーへの傾倒や特定の親
に対する過剰な嫌悪感から自閉スペクトラム症（ASD）の可能性も考えられる（吉川，2017）。思春期・
青年期の若者へのインテーク面接では、発達歴も丁寧に聴取し、ARMS で説明可能なのか、ASD の特
性はみられないか、典型的な発達経過を辿っていると判断可能なのかなどを照合することが肝要であ
る。CBT では主に現在の問題に焦点を置くが、こうした情報はフォーミュレーションの作成にも役立
つ。また本ケースのようにインテーク面接だけで心の整理をつけ、部屋を片付け、高卒認定の試験に
向けて準備を進めるなど、再出発にむけて一歩を踏み出す場合もある。
4．問題の包括的理解
人はこの世に誕生してから死を迎えるまで、ライフステージごとに対人関係や環境が変わりゆく。
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特に思春期・青年期では、進学により、それまでの対人関係や環境に大きな変化が生じ、ストレスを感
じやすい時期である。思春期・青年期に多いストレスイベントとして、受験や就活、進学や就労、引っ
越しによる環境や対人関係の変化、いじめ、学校での実習やゼミ、家庭内での不和などがあげられる。
これらは、通常の人でも感じるストレスイベントだが、ストレスに脆弱な彼らには多大なストレスを
もたらしうる。症状だけにとらわれるのではなく、その背景にある問題全体、すなわち、ストレスイベ
ントや生育環境、パーソナリティなどに目を配りながらセッションを進めていく事も大切である。
あるクライエントは、中学生の頃から時々「自分が悪く言われているのではないか」
「教室にいると
みられている感じがして怖い」
「ふとした時に自分の考えが勝手に近くにいる人達に伝わっている」と
感じるようになり、一時期、不登校となったが、無事に短大まで進学した。しかし実習が本格的に始ま
ると上記の被害関係念慮がほぼ毎日 1 時間近く出現し、実習を休むようになり、当科を受診した。本
人は「実習で疲れていたのかなと思う。」
「風邪をひいて休んだのでその分の課題や、やることが増えて
疲れていたのかも。」と追想し、本人、家族、学校側が単位のことなども含めて話し合い、休学する方針
となった。実習に行かなくてもよいことが決まってからは不安や微弱な陽性症状も軽減し、アルバイ
トをするまでに回復した。
このように、環境調整だけで症状が改善する場合もあるため、CBT の導入前あるいは想定されうる
ストレスイベント前にセッションで話題にあげ、早めに対策を講じる必要がある。
5．治療の柔軟性
個人 CBT では、通常、週に 1 回、1 回 50 分、16 セッション前後を行うことが推奨されている。クライ
エントが困っているのは日常の生活場面のため、毎回アクションプラン（ホームワーク）を決め、セッ
ションで話し合った問題への対処方法を生活場面で実践し、スキルの定着をはかる。しかし、ARMS
の CBT では理想通りにいかないこともしばしばある。なかなか治療構造通りに進まないときは、セッ
ションに柔軟性をもたせ、徐々に CBT の枠組みに近づける工夫をする。
多くのクライエントは疲れやすく、記憶力や注意力の低下などからセッション時間が長いと内容を
十分把握できない。そのため易疲労性や認知機能障害を認めるクライエントの場合は、1 セッション
20 ～ 30 分と短時間から始め、本人が理解しやすいように具体例をあげながら分かりやすくかつ簡潔
に、以前話した内容であっても繰り返し説明する。またセッションの内容、心理教育、アクションプラ
ンなどを後で見返すことができるように資料の配布、シートの作成など、形として残すことを心がけ
ている
（西山ら , 2018；西山ら , in press）。セッションの間隔は基本 1 週間とされている。しかし、クラ
イエントが通学している場合、病院が学校から離れていると平日の日中（遅くとも 16 時まで）に来院す
るには学校を早退しなければならならず、毎週同じ曜日、同じ時間でセッションを組むと特定科目の
出席日数が不足するので困るという相談もある。その場合は曜日をずらしたり、2 週に 1 回で対応す
る。クライエント 1 人では通院できず、共働きの両親が送迎している家庭では、父親と母親、あるいは
近所に住む祖父母が交代で送迎され、週 1 回を維持できる場合もあるが、種々の事情から片親のみが
送迎する家庭では、頻繁に会社を休むあるいは早退することは難しいと言われ、2 週に 1 回のペースで
行うこともある。CBT ではスキルの定着を図るために、セッション内で決めた課題を次のセッション
までに実生活で実践してくることが求められる。しかし、クライエントの中にはアクションプランを
していない、あるいは実践しても記録してこないことがある。このような場合には、次のセッション
でアクションプランの実践を阻む要因をクライエントと一緒に検討することになるが、早く構造化さ
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れた治療に乗せようと治療者が焦ると、クライエントに批判的な眼差しを向け、問題点を指摘するこ
とでクライエントのモチベーションを削ぎ、協力的実証主義とは程遠いセッションになってしまう。
セッション数は 16 回前後とされているが、速やかに回復する者もいれば、週 1 回で行っていてもなか
なか回復しない者もいる。セッションを導入する前に、クライエントおよびご家族におおよそのセッ
ション数を説明するが、回数に重きを置きすぎると、クライエントが「もう〇回まで終わったのにまだ
良くなっていない。」と焦りを感じてしまう。それは治療者自身にも当てはまる。目標もなく、だらだ
らと続けないために回数の目安は必要だが、治療目標の達成の程度も終結の目安となる。
ARMS の若者が抱えている悩みは多岐にわたる。孤独や孤立感は共通していても、背景要因はさま
ざまである。①幼少期より人と交わるのが苦手で、自閉スペクトラム症の特徴を併せ持つ者や、②過
去に受けたいじめの恐怖から人を信用できない、いじめによるトラウマを抱えている者、③人と交流
する状況に極度の恐怖を感じ、社交不安障害の併存診断がつく者、④被害関係念慮や被注察感から人
を遠ざける者、⑤過去に親しかった友人と離別した経験から、また失うのではないかと不安で人と親
しくなれない者、⑥元々内向的で、引っ越しや職場の配置転換などの環境変化により、周囲の人と馴染
めない者もいる。こうした要因が単独ではなく、複数該当する場合もある。そのため、クライエント
の体験を CBT の理論の枠組みに無理矢理はめ込もうとするのではなく、理論とクライエントの個別性
の両側面から理解していく必要がある。
6．家族、主治医、治療者（セラピスト）、関係者間の共通理解・連携
6.1

主治医との共通理解・連携

心理士が CBT を担当する場合、主治医との連携は必須である。抗不安薬や抗うつ薬など薬物療法を
受けているクライエントの場合、主剤が確定し、CBT を実施している期間中は、基本的に処方が変更
されないことが望ましい。クライエントの中には、感情曝露を避けて薬に頼ろうとし、不安が高まる
場面と向き合わず、薬を飲んで不安を取り除こうとする。不安が下がらなければ「薬の量が少な過ぎ
る。
」
「他の薬がよいのでは。」と主治医に薬の変更を求め続け、CBT に身が入らず、思うような効果が
得られない。CBT を行うタイミング、薬物療法との組み合わせ方など、治療方針について事前に主治
医と話し合う必要がある。また、セッションが終盤に差し掛かり、社会復帰の方向性として復学、就
労、あるいは社会復帰施設の利用などを考えていく際に、主治医と治療内容や方針を共有していなけ
れば、セッション内で決めた進路と診察でクライエントが得た助言が一致せず、クライエントを混乱
させてしまうことにもなりかねない。忙しい臨床業務の中で、毎回、主治医とクライエントに関する
改まった話し合いの場を設定するのは難渋するが、外来の隙間時間や、外来後、医局に戻ってからの立
ち話といったスモールディスカッションを重ねることで、主治医とコンスタントに情報を共有し、ク
ライエントに対する理解や治療の方向性を共有することができる。
6.2

家族との共通理解・連携

本人よりも親の方が CBT の導入に熱心で、時に過剰な期待を抱いている場合がある。主治医から
「CBT を希望している」と紹介があれば、まずは本人、家族と個別に面接したうえで 3 者による面接時
間を設け、家族面接は、セッションとは別に、その後も必要に応じて行う。親の前では「CBT を受けま
す。
」と言っていたクライエントが、一人になると、
「親が受けろと言ったから。」
「自分としてはどちら
でも。
」
「やってみてもいい。」と、動機づけが十分とはいえないことがある。あるいは元々内向的で被
害関係念慮に苦しむ休学中のクライエントが、治療目標として「人が自分にネガティブなイメージを
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持っているという思い込みを改善したい」をあげても、親の方は「CBT で自信をつけて、誰とでも話せ
るようになって、4 月から復学できれば。」と意気込んでいることもある。クライエントと親それぞれ
に個別面接を行うことで、誰にとっての悩みや希望なのかかが明確となり、その後の CBT においてク
ライエントの主体性が尊重される。
また、家族がクライエントの目標を応援しているようにみえても、家では家族の希望を押しつけて
いることもある。非常に成績優秀で、志望校への現役合格に向けて勉強に明け暮れていたクライエン
トが、いつしか進学よりも順位にこだわり、
「1 番でなければ」という考えがプレッシャーとなって勉
強が手につかなくなり、不登校を経て休学し、留年が決まった。
「笑いものにされている」という思い
が強く、
「絶対に下の学年と一緒に授業を受けたくない」といい、独学で受験勉強を進めていたが、焦
燥感から思うように捗らない。そこでフォーミュレーションを作成してみると、「これまで勉強ので
きる自分を認めていた→勉強ができないと自分をすごく責める→病気について嘆き、絶望し、勉強の
できない自分の弱さから目を逸らす→現状から逃げ出し、全てを投げ出して死にたいと思う→騒いだ
り泣いたりする→勉強ができない」という悪循環に気づき、
「泣いたり騒いだりしているのは、この現
状を受け入れられないから。病気が治れば騒がなくなり、予備校に通えるようになって勉強できると
思っていたが、予備校に通って受験勉強が捗れば騒がなくなるのでは。」と思い至り、
「親に相談してみ
る。
」と晴れやかな顔で部屋を後にした。しかし、それから数セッション後、再び表情が曇りがちとな
り、
「親に『毎日休まず 1 日 8 時間以上勉強できなければ、とても予備校には通えない。』と言われた。
今はそんなに勉強ができていないし、長い間、学校に通えていなかったのだから、親の言う通り予備校
にも通えないと思う。
『まずは保健室からでも学校に通う練習をしてみては。』と親に言われた。でも、
なかなか行けない。」と言いつつ、学校に通う事を目標にあげる。セッションが進展しないため、親面
接の時間を設けて話を聞いてみると、
「やはり高校ぐらいは卒業しておいて欲しいという思いがある。
4 月から学校に通わせようと思う。担任の先生からは、次の学期から休まず通えば卒業できると聞い
ている。保健室登校からでも始めて。」と胸の内を明かされた。このように、表面上はクライエントの
考えた道を支持しているようにみせながら、実際には親の希望する道へ誘おうとしている場合がある。
日々傍にいる家族だからこそ、良きにつけ悪しきにつけクライエントへの影響力は絶大であり、家
族から得る情報は時に非常に有益となる。アクションプランを実践してきても目に見える効果がなか
なか現れず、セッションの内容も希薄なものになりがちで、クライエント自身も「CBT をやってもよ
くならない。」と不満を漏らし、この治療は本人に合っていないのだろうか、それとも本質的な問題に
焦点があたっていないのだろうかと悩むケースに遭遇したが、母親の話から、クライエントが挫折を
味わった進路を今まさに順調に歩んでいる同胞の存在が明らかとなった。次のセッションで、同胞の
存在を話題にあげてもよいかクライエントに尋ねると、頷きながら「特に気にしていなかったので言
わなかった。」と弁明していたが、同胞に対する思いをぽつりぽつりと語って以降、行動面での改善が
認められるようになった。家族からの情報提供のおかげで、クライエントが抑圧し回避していた思い
にフォーカスがあたり、治療が進展したよい例である。
6.3

関係者との共通理解・連携

クライエントが学生あるいは就労者の場合、教育機関や職場の上司などとクライエントの社会復帰
の進め方について方針を共有し、連携しながらクライエントを支援していくことは、クライエントが
円滑に社会復帰を果たすうえで不可欠である。あるクライエントは、部活動推薦により本来の学力以
上の高校に進学し、片道 1 時間以上かけて電車通学をしていた。しかし、4 月半ば頃より「人が大勢い
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る中にいると悪口を言われている気がする。視線も感じるので怖くて電車に乗れない。」と訴え、親の
送迎で通学するようになり、
「教室から人の声が聞こえると自分の悪口を言われているんじゃない
か。
」と怯えて教室に入れず、疲れ果てた表情の父親は「学校側から、
『このままでは出席日数が足りず
留年になる。退学するか、定時制に移るか考えて欲しい。』と言われたが、どうしたものか。」と頭を抱
えていた。被注察感や被害関係念慮による恐怖、通学時間、学力的なことを考慮すると、現在の学校で
卒業を目指すことはクライエントに多大なストレスがかかるだろうと考え、クライエントも選択はし
ないだろうと思いつつも、念のため「留年して今の学校を卒業する」という選択肢も含め、通信制、定
時制への編入、高卒認定の取得など複数の選択肢を提示し、本人自身の希望を尋ねてみると、黙ったま
ま俯いていたが、しばらくすると顔をあげ、
「憧れの学校に入学できた。留年してもいいから今の学校
を続けたい。」と、こちらの目をみてはっきり意思表示された。寡黙であまり自分の考えを言わないク
ライエントだっただけに、驚きとともに、治療者が思い込みで判断することの危険性を再認識した。
学校側からの希望もあり、本人、家族、担任、養護教諭、治療者による会議を開き、それぞれの立場から
意見を出し合ってみると、担任は「もっと強く言えば教室に入れるのではないか。」と考えており、養
護教諭は「本人の負担が少しでも軽くなる進路の方がいいのでは。」と心配していた。しかし、クライ
エントの思いを知ると、本人の選択した進路をサポートしていく方針で意見が一致した。治療者から
担任、養護教諭に本人の抱える症状、学校で観察されやすい症状、声のかけ方などの対応方法を説明
し、今後も必要に応じて関係者会議を開催することとなった。クライエントは CBT を受け、1 年の留
年後、卒業を果たし、サポートセンターの利用を経て、週 5 のアルバイトを継続している。
おわりに
ARMS における治療のエビデンスが確立されていない現状において、CBT は抗精神病薬と比べて
制約が少なく、治療の第一選択として推奨されている。エビデンス・ベースドの CBT を実施するに
は、マニュアルに即した治療を提供する CBT 特有のテクニックを習得していることは勿論であるが、
特に ARMS CBT では、思春期特有の発達的特徴やストレスイベントを心得、症状だけではなくクラ
イエントが抱える問題の全体像に目を向け、機能低下に配慮した柔軟な治療スタイルが求められる。
ARMS の若者達が症状とうまく付き合いながら自分の希望する進路を歩んで行けるように、病院と本
人・家族の関係にとどまらず、教育機関や保健・福祉機関、就労先の関係者などと連携を図っていくこ
とがより一層望まれる。
利益相反
演題発表および本稿に関連して開示すべき利益相反はない。
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精神病とトラウマの関連性は広く知られており、初回エピソード精神病（First Episode Psychosis:
FEP）や At-Risk Mental State（ARMS）でも子ども時代の逆境体験を含むさまざまなトラウマを経験
する割合は高い。トラウマの問題を早期精神病の心理社会的治療の 1 つに含めることが理想的だが、
実際にはトラウマの問題を同定し、適切な対処や治療に結びつける作業は難しいことが多い。トラウ
マの問題は精神病症状の背後に隠れてしまったり、トラウマに伴う回避や認知の歪みの影響で適切に
把握されにくかったりし、また、トラウマを扱うことへの苦手意識や治療者の自信のなさなどにもよ
って、トラウマが早期介入の治療標的として選択される機会は少ない。
一方、近年、精神病に併存する心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress Disorder: PTSD）に
対してもトラウマに焦点化した治療介入で症状が改善することが明らかにされ、早期介入の視点から
もこの問題に取り組んでいく重要性が認識されるようになっている。トラウマの問題を抱える早期精
神病の人々を見出し、この問題に早期から取り組むことで、患者の病態の理解が進み適切な支援へと
結びつくことが期待できる。
今後早期介入の現場においても、治療初期にトラウマ体験の有無を評価し、トラウマが確認された
場合には、患者に安心感を与えながらトラウマの問題を共有し、心理教育を行っていく基本的なアプ
ローチを普及させていくべきだろう。さらに、必要に応じてトラウマに焦点化した心理療法を提供す
るという治療ステップを踏めるような医療環境を整備することが求められる。
本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Intervention to trauma in early psychosis
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1．はじめに
早期精神病の患者の病歴を聴取するなかで、複雑な家庭環境のなかでのさまざまな逆境体験、学校
でのいじめ、あるいは明らかなトラウマの体験が認められることはしばしばある。こうしたトラウマ
と関連した出来事や体験、これに関連した症状は、早期精神病の前景に立つさまざまな症状の背景に
隠れがちではあるが、こうした体験をもつ患者に遭遇した場合、われわれは治療者としてどのように
対応すべきだろうか。
統合失調症をはじめとする精神病ではさまざまなトラウマを経験する割合が高く、それは早期介入
の標的である初回エピソード精神病
（First Episode Psychosis: FEP）
や、At-Risk Mental State（ARMS）
においても同様である。トラウマの問題を心理社会治療の 1 つに含めることはより良い治療の提供に
結びつくと考えられるが、実際には精神病性障害の治療標的として戦略的に選択される機会は少ない
という印象が伴う。そこで本稿では、精神病や ARMS におけるトラウマ研究を概観した上で、トラウ
マの問題を早期介入の現場でどのように扱っていくべきかについて検討してみたい。
2．精神病、FEP、ARMS におけるトラウマ
統合失調症に併存する不安障害の割合に関するメタ解析（Achim et al., 2011）によると、PTSD
（posttraumatic stress disorder）は統合失調症の 12.4％に併存し、生涯有病率は 14.0％に上る。これは、
一般人口における PTSD の生涯有病率 6.8％～ 7.8％（Kessler et al,, 1995; Kessler et al., 2005）と比較し
て高い割合である。
子ども時代のトラウマは、精神病のリスク因子の 1 つと考えられている。Bendall による 46 編の論
文のレビューでは、精神病の患者の 28 ～ 73％に性的虐待、身体的虐待もしくは精神的虐待の体験があ
る（Bendall et al., 2008）と報告され、Varese らのメタ解析（Varese et al., 2012）では、子ども時代の逆
境体験（childhood adversity）を持つ者は、体験のない者に比較して精神病への罹患リスクが 2.8 倍高い
ことが示された。Varese らは、逆境体験ごとのオッズ比も算出しており、体験のない者に比較した精
神病罹患のリスクは、性的虐待 2.4 倍、身体的虐待 3.0 倍、精神的虐待 3.4 倍、いじめ 2.4 倍、ネグレクト
2.9 倍という結果であった。このように、子ども時代のトラウマと精神病罹患との関係は多数の研究に
よって示されている。
この関係は FEP や ARMS においても同様である。36 名の FEP を対象者とした研究（Bendall et al.,
2012）では、64％が子ども時代のトラウマを体験しており、39％には子ども時代のトラウマに関連した
臨床レベルの PTSD 症状が認められた。また、FEP と慢性精神病を対象とした中国の研究でも、
FEP128 名のうち 71％が子ども時代のトラウマ体験があると報告されている（Wang et al., 2013）。
ARMS についてのメタ解析では、87％が子ども時代のトラウマを体験しており、健常群と比較してこ
の割合は有意に高いものであった（Kraan et al., 2015）。このように FEP と ARMS を含めた早期精神
病においても、トラウマの問題は高い頻度で認められ、特に子ども時代のトラウマを体験する者が多
いことがわかる。
また、急性期の精神病体験や入院体験がトラウマを引き起こす体験となりうることも指摘されてい
る。Rodrigues らのメタ解析では、FEP の患者の 42％が精神病体験に関連した PTSD 症状を体験して
おり、30％は PTSD の診断基準を満たすと報告されている（Rodrigues et al., 2017）。精神病症状に伴
って体験される他者や世界に対する恐怖、隔離や拘束などの体験、意に反して入院を余儀なくされる
ことへの恐怖や混乱、心身が思い通りにならないことへの絶望感など、急性期の精神病症状は強烈か
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つ危機的な体験として刻み込まれ、この体験が後に PTSD 症状として現れることがあるようだ。
ARMS の患者では、精神病への移行のしやすさに着目した研究も行われている。トラウマ歴がある
ARMS の患者は、これがない患者と比較して弱い精神病症状（APS: Attenuated Psychotic Symptoms）
がより重症であることが示されており（Thompson et al., 2009）、また、性的虐待歴のある者はない者
と比べて ARMS から精神病に移行するリスクが約 3 倍高いことが示されている（Bechdolf et al.,
2010）
。
なお、トラウマを引き起こす生活上の出来事（TLEs: traumatic life events）をどのような範囲で規定
するかについては議論がある。これまでの研究では、身体的虐待、性的虐待、精神的虐待やネグレクト
を含めた虐待、いじめ体験、親との死別や別離、自然災害、深刻な事故、監禁、誘拐など、さまざまな体
験が TLEs として調べられている（Gibson et al. 2016）。一方で、トラウマを引き起こす出来事の基準
として DSM-5 の PTSD の A 基準では「実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来
事への直接的あるいは間接的な曝露」という狭い定義を採用している。トラウマ症状の評価に関して
も、PTSD の構造化診断面接である CAPS（The Clinically Administered PTSD Scale）（Weathers et
al., 2013）を用いて厳密な PTSD 診断を実施している研究と、自記入式の質問紙評価で症状把握を行う
研究とが混在している。
3．精神病性障害に併存するトラウマに対する治療
PTSD 症状を軽減するための心理療法としては、持続エクスポージャー療法（Prolonged Exposure:
PE）
、眼球運動脱感作療法（Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR）、認知処理療
法（Cognitive Processing Therapy: CPT）などのトラウマ焦点化治療の有効性が実証されているが、精
神病に併存する PTSD に対してもトラウマ焦点化治療の効果は検証されてきている。van den Berg
らは PTSD を併存する精神病性障害の外来患者を PE 群、EMDR 群、待機群の 3 群に振り分けるランダ
ム化試験比較試験を実施した（van den Berg et al., 2015）。PE 群と EMDR 群には毎週 90 分のセッシ
ョンを 8 回行い、待機群には通常治療を行った結果、PTSD の診断閾値下まで症状が改善した患者の割
合は、PE 群、EMDR 群ともに 6 割程度おり、待機群の約 3 割よりも高いことが示され、さらに、その治
療効果は介入 6 ヵ月後にも維持されていた。
精神病体験に伴って生じたトラウマに対する介入も試みられている。Jackson らは、FEP の患者を
対象に 6 ヶ月間の認知的回復介入（CRI: Cognitive Recovery Intervention）として、精神病体験に伴う
トラウマ反応の認知再構成と精神病の受け入れに焦点をあてた治療を行った（Jackson et al., 2009）。
また、Bernard らは、急性期の精神病体験に関する筆記を患者が個人で行う、筆記による感情開示
（Written Emotional Disclosure）という手法を適用した（Bernard et al., 2006）。いずれの介入も通常
治療と比較して患者の PTSD 症状が有意に改善したことが報告されている。
最近、精神病症状に PTSD 症状を併存する患者を対象としてトラウマ焦点化治療の効果を検討した
論文 12 編についてのメタ解析（Brand et al., 2017）が報告された。この解析では、陽性症状に対する効
果は治療後には認められたが、追跡時までは持続しなかった。一方で、妄想に対する効果は治療後に
は認められなかったが、追跡時には認められた。PTSD 症状に対する効果は治療後には認められず、
追跡時にのみ認められた。メタ解析の結果からは、精神病症状と PTSD が併存する患者に対して、ト
ラウマ焦点化治療は少なくとも部分的に効果が期待できるようだが、それぞれの研究の方法論にはば
らつきも多く、この領域については、さらなるエビデンスの蓄積が求められている。
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4．精神病に併存するトラウマへの介入が行われにくい背景
前述の通り、精神病とトラウマには強い関連性が認められ、精神病に併存するトラウマに焦点化し
た治療にも一定の効果が示されている。英国の国立医療技術評価機構（NICE: National Institute for
Health and Care Excellence）のガイドライン（NICE, 2014)）は、PTSD 症状のある精神病の人々に対す
る介入として、トラウマの再処理を行う認知行動療法的な介入を推奨しており、FEP の心理社会的ア
セスメントの一部としてトラウマ歴の聴取を明記している。このように、精神病の人々が体験してい
るトラウマの問題に対応していく必要性は明らかであるが、実際の臨床現場ではトラウマに対応した
治療が十分には普及していないのが現実であろう。
一般的に、PTSD やトラウマの問題は適切な治療に結びつきにくく、治療が開始されるまでには長
い時間を要するが（Howgego et al., 2005; Nobles et al., 2017）、精神病に併存するトラウマの問題は、
ことさらに見過ごされやすく、また、適切な治療介入が行われにくいようだ。そこにかかわる患者側
の要因としては、第一に、精神病性の症状が前景に立つことで、トラウマと関連した症状や問題を本人
が自覚しづらくなるという可能性が挙げられる。第二の要因には PTSD 症状の 1 つである回避が影響
しうる。トラウマに伴う回避行動のために、症状を誘発する状況が避けられたままで経過したり、ト
ラウマに関する話題が避けられるため、治療場面でトラウマ体験が話題に上がりにくい状況が引き起
こされる。第三の要因は認知の歪みと関連する。精神病性の体験とトラウマ体験は、いずれも自己や
他者に対する認知の歪みを生じやすくするが、
「人は信用できない」
「世の中は危険である」という人や
世界に対する不信、「こんなことになったのは自業自得」「自分に非があったからだ」という過度な自
責、トラウマの体験を人に話すことを「恥ずかしい」
「どのように思われるのだろう」という恥の感覚
などを持つことが、他者への相談を阻むかもしれない。
治療者側の要因としては、華々しい精神病性の症状に目が引かれ、それらの症状のコントロールに
主眼が置かれるために、背景にあるトラウマの問題が見逃されがちになることがある。また、治療者
側の抵抗の問題（van den Berg et al., 2016）も指摘されている。トラウマを扱う必要性を感じながら
も、この問題を臨床的に扱うことに不安や恐怖を感じたり、治療的に役立つ支援を行う自信がないと
感じる治療者は多い（Frueh et al., 2006）。トラウマの問題を話題にすること自体、どこか重苦しく
生々しいイメージがあるために、触れずにおこうという治療者の抵抗感があることは否めず、また、過
去の出来事を掘り起こすことによって「状態が悪くなる」
「いたずらに苦しい思いをさせてしまう」と
いった弊害が生じることを懸念して、トラウマの問題には着手できない側面もあるかもしれない。
こうした要因との関連では、研修・教育体制の問題についても指摘しておきたい。精神病の専門家
とトラウマの専門家は、それぞれ独自に訓練を受け、経験を重ねて行くことがほとんどであり、双方の
領域にわたる専門教育を受ける機会は限られていることが現状であろう。精神病、特に早期精神病の
領域に関わる治療関係者については、精神病だけではなく、トラウマを含めた情緒的な問題に対処す
るための研修や教育を受けることが必要だろう（Cragin et al., 2017）。
5．精神病とトラウマの関係の分類
精神病とトラウマの関係は以下に示すような 3 つの関係に大きく分類することが可能であり、これ
らは FEP や ARMS に対する早期介入の現場でもしばしば経験される。
1）
精神病体験や入院体験がトラウマ体験化する場合（図 1）
急性期に経験することの多い「自分の命が狙われているに違いない」
「四六時中見張られていて、攻
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撃してくるタイミングを見計らっているはずだ」などの妄想による体験は、本人にとっては現実的で
極めて恐ろしい体験となる。これらは主観的には、非常に危険で、場合によっては生死にかかわる程
の問題として捉えられ、強い恐怖を伴うだろう。また、本人が状況を正しく理解できないなかで強制
入院や隔離・拘束を強いられることが、強いトラウマとなることもある。
FEP の患者の精神病エピソードが収束したのちに、治療者と患者が再発予防の一環として再発兆候
を見つけるための振り返りを行っている時に、患者が「あの時のことは絶対に思い出したくありませ
ん」と強い拒否的態度を示すことがある。こうした発言は、入院時の体験がトラウマ体験となり、これ
を想起することを回避するための機制が働いているものと解釈することができる。

図1

精神病体験がトラウマ化する場合 ( 國分ら , 2017 より引用

一部改変 )

2）
過去のトラウマ体験を直接的に反映した精神病性症状が発現する場合（図 2）
トラウマ体験が精神病性の症状に反映される例としては、過去のいじめ体験において何度も浴びせ
られた、自分を馬鹿にする内容の決まり文句がそのまま幻聴となって現れるといった場合がある。こ
の場合にはトラウマ体験と精神病性症状の内容は重複していることが多く、治療者も患者も、精神病
症状とトラウマ体験との結びつきを理解することは比較的容易である。しかしそのような場合であっ
ても、精神病症状の治療に主眼が置かれがちであることや、患者も治療者もともに辛いトラウマ体験
を話題にする作業に対して積極的にはなりづらいなどの理由から、トラウマの問題を治療のなかで取
り扱い、患者と共有する作業には時間がかかることが多い。

図 2.

トラウマ体験を直接反映した精神病性症状が発現する場合（國分ら , 2017 より引用

一部改変）

3）
トラウマ体験に基づく信念と、信念に則った行動・思考様式が間接的に精神病性症状の悪化を後押
しする場合（図 3）
トラウマ体験がもとになって非適応的な信念が形成され、その信念に則った行動、および思考様式
が長期間続くことが、間接的に精神症状および精神病性症状の発生や悪化を後押しする場合がある。
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たとえば、子どもの頃に親から体罰や言葉の暴力を浴びせられた体験から「自分の言いたいことを言
ってはいけない」
「自分はいらない人間なのだ」という信念が作られたとする。その結果、周りから非
難されることを恐れ、人と接する時にはオドオドした自信のない態度となり、自分の気持ちを尊重し
て行動することを躊躇するようになるかもしれない。子ども時代のトラウマを持つ ARMS の患者は
社会への適応が悪くなりがちであり（Tikka et al., 2013）、また、そのような生活体験を積み重ねること
で、ますます非適応的な信念が強められていくことがある。そこに、さらに強いストレスなどの環境
要因が加わることで、うつや不安、さらには精神病性の症状が現れてくるのかもしれない。
しかし、こうしたケースでは、過去のトラウマ体験と顕在的に現れている精神病性の症状との関係
は直接的ではないため、治療者と患者がその関係に気づいて治療に役立てていく機会がないままに経
過することも多い。

図3

トラウマ体験が間接的に精神病性症状の悪化を後押しする場合

6．事例：早期介入におけるトラウマ治療
ここではトラウマ体験を伴う ARMS の事例について紹介したい。前項の分類においては 2）過去の
トラウマ体験を直接的に反映した精神病性症状が発現する場合に該当する事例である。なお、本事例
の紹介に関しては本人より口頭および書面で同意を得ており、個人情報保護および倫理的配慮のため
一部情報の改変を加えている。
1）
受診の経緯
事例 A は 20 代の女性で、中学から高校にかけて長期にわたるいじめ体験があった。早期精神病専門
外来を受診したのは、
「いじめっ子が『死ね』
『うざい』と耳元で言ってくる」という幻聴、いじめっ子や
家族の姿がぼんやりと見える幻視様体験と、時折生じる解離性健忘が出現したためであり、X 年 10 月
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から ARMS として通院治療を開始した。
2）
治療初期
治療開始後 2 ～ 3 ヶ月ほどで、APS と評価された幻聴と幻視様体験は軽快した。しかしその後、偶然
いじめ加害者に遭遇することを契機に APS と解離症状が再発し、数カ月間で症状が軽快するというエ
ピソードが数回繰り返された。
この時期は、APS が主な治療標的となり、薬物療法と環境調整による心理的負荷の軽減が図られて
いた。治療に用いられた抗精神病薬には明らかな効果は認められず、状態が悪化した際には、抗うつ
薬や抗不安薬が用いられたりもしたが、状態が落ち着くと中止になるという経過だった。症状が再燃
しても数ヶ月で軽快し、元の生活に戻ることができるため、この時点では、過去のいじめ体験が治療上
の焦点に据えられることはなかった。
3）
治療中期
X ＋ 2 年 6 月、再度いじめ加害者に遭遇したことを契機に、A はこれまでと同様に幻聴と幻視様体
験、解離症状を再燃し、不安定な状態となったために任意入院をした。薬物療法としては、抗不安薬と
睡眠薬が処方された。入院後ほどなくして精神症状は落ち着きを見せたが、入院の契機および、これ
までの症状再燃の契機がすべていじめ加害者との接触と絡んでいることから、過去のいじめ体験が A
の病状悪化と強く関連することが推測された。このため、PTSD の構造化診断面接である CAPS を用
いたアセスメントを実施した結果、A が過去にいじめと関連して重傷を負うかもしれないほどの深刻
なトラウマ体験を有しており、生涯診断では PTSD の診断基準を満たすことが明らかとなった。評価
時点では既に APS 症状は落ち着きをみせていたものの、トラウマ症状としての悪夢や侵入的想起、在
籍していた学校に関する想起の回避、否定的認知、疎隔感が認められた。
そこで、A とトラウマの問題を共有し、治療の標的として取り組むことも視野に入れて A に対する
心理教育を行うことにした。A に生じている現象をトラウマの文脈から捉え直し、その解釈の共有を
試みた。たとえば、悪夢の内容は過去のいじめの体験が反映されたものであり、それは再体験症状と
呼ばれるものであることや、
「つらい事は話したくないから、誰にもいじめの事を話さないようにして
いた」という頑なな態度は、回避に該当することを説明した。また、加害者との遭遇後に出現する
APS については、
「普段は固い蓋をして考えないようにしている過去のいじめについての記憶が、加害
者に会うことで蓋がこじ開けられ、出てきてしまうものなのではないか？」と説明を加えたところ、A
は納得した様子であった。このようにトラウマの概念と A の体験の共有を図った上で、トラウマの問
題が長期間持続する仕組みを説明し、トラウマに向き合って治療していくことを提案すると、
「逃げ続
けてはいられない」と治療に対して強い意気込みを見せた。そこで、主治医とも相談し、退院後に外来
での通常治療に加えてトラウマに焦点化した治療を開始することが決まった。
精神症状はすみやかに改善したため、入院期間は 1 か月弱の短いものであった。外来通院を再開し、
いざ治療を開始しようとすると、言葉上は治療意欲をみせるが、行動上では遅刻やキャンセルを繰り
返すという治療への抵抗が続いた。そこで「今、治療を導入する必要が本当にあるのか」
「変化したい
のは何のためなのか」などを問いかけ、丁寧に動機づけを行った。その結果「このまま回避を続けても
生活は何ら変化しない」ことを確認し合い、提案から 2 か月後にトラウマに焦点化した治療が開始さ
れることとなった。
4）
治療後期
トラウマに焦点化した治療としては認知処理療法を採用し、X+2 年 11 月から開始した。約 1 時間の
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セッションを週 1 回定期的におこなっていたが、PTSD 症状が改善を見せたことと、治療に対する抵抗
が持続していたことから、結果的には予定されていた全セッションを完遂することなく、介入は 4 回
で終了となった。しかし、開始時の過度な自責感（「自分が悪いからいじめられた」）、他者への不信感
（
「誰も力になってくれない」）、将来への悲観（「自分では何もできないし、運命だから変わらない」）と
いう否定的認知は軽減し、侵入症状や回避行動などの PTSD 症状はほとんど認められない状態へと改
善した。退院後の APS の再発はなく、介入終了時点ではトラウマ症状の減少に伴い外出への不安感が
なくなって定期的なアルバイトを開始するなど、活動範囲に広がりが見られるようになった。
5）
治療の要点
この事例では、いじめに関わるトラウマの体験は当初は本人から具体的に語られることはなく、繰
り返す APS と解離症状がトラウマ体験と関連していることは見過ごされていた。しかし、A にとって
トラウマの問題が重要であることがアセスメントで明らかになったことにより、トラウマに焦点化し
た治療へと結びつき、大きな改善が得られた。
この事例の治療で重要なポイントとなったのは、トラウマの問題をアセスメントの土台に引き上げ
たこと、トラウマの問題について本人との共有を大切にしながら納得のいく心理教育を実施したこ
と、そして、動機づけを丁寧に行った上でトラウマに焦点化した治療に結びつけたことにあったと考
えている。そうした点からは、トラウマに焦点化した治療そのものよりは、むしろトラウマ焦点化治
療に持って行くまでの “ 下ごしらえ ” として行った介入こそが、この事例にとっては効果的だったのか
もしれない。
7．早期介入におけるトラウマへの対応
最後に、早期介入の現場においてトラウマへの対応力を少しでも向上させるために筆者らが考える
ポイントを以下に整理する。
1）
トラウマの問題のアセスメント
トラウマの存在を確認するためにアセスメントは欠かせないが、治療開始の早い段階でスクリーニ
ング的なアセスメントの機会を持つことが大切だろう。前述のとおり、トラウマの問題は背景に隠れ
がちで、これを発見するためには治療者による能動的な探索を必要とする。治療初期の包括的なアセ
スメントの一部として、トラウマになりうる出来事がなかったかどうかを確認しておくべきだろう。
この段階では、狭義の PTSD 基準に該当するか否かを判断するのではなく、広い意味でトラウマにな
りうる体験を拾いあげるべきである。最初に簡易的な自記入式の評価尺度を用い、その上でトラウマ
の問題が疑われる患者に対して詳細なアセスメントを行うことになるが、このアセスメントは患者に
とって侵襲的にならないように配慮すべきである。トラウマ体験の影響を明らかにする意義を患者が
理解しているかどうか、トラウマ体験を話題にする準備が整っているかどうかを推し量りながら、適
切なタイミングで慎重な配慮のもとに行わなくてはならない。
2）
患者との共有と心理教育
トラウマの問題が確認されたからといって、慌ててすぐに対策を講じなければいけないわけではな
い。トラウマの問題を扱うためには患者との信頼関係の構築が重要であるため、まずは十分な関係構
築を行い、患者に安全と安心感をもってもらうように働きかける。つらい出来事に遭遇した過去の体
験に耳を傾け、本人にとっての衝撃を治療者が共感的に受け止めることによって、安心感を持ってト
ラウマの問題を共通の話題として語れるようにすることがまずは大切である。
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患者の話を聞きながらトラウマに伴う症状や反応について情報提供し、本人の症状と照らし合わせ
ながら心理教育を行うことも大切である。ノーマライジングは重要であり、「生じている症状がおか
しなものではなく、トラウマを体験した人なら当然の反応である」というメッセージを伝える。
これらの作業を通して封印してきたトラウマを誰かに話すことが可能になる。そして、回避が緩ん
でくることで、トラウマ体験についてより具体的な内容が話されるようになる。ここで治療者との関
係を通して味わう、トラウマ体験を表出しても現実的に悪い事は生じないことの確認や、開示した相
手に嫌われることはないという体験そのものが治療的な効果をもたらすであろう。
3）
動機づけ
トラウマに焦点化した治療は患者にとって負荷のかかる作業であることには違いなく、これを忌避
する患者は多い。トラウマの症状に伴う苦痛感や生活への影響、患者本人の準備状態や耐性、自傷や
自殺の危険性、サポート環境などを総合的に評価した上で、必要な患者に適切なタイミングでトラウ
マに焦点化した治療を働きかける。
患者本人は、
「良くなりたいけれども、続けられる自信がない」「困っているけれど、トラウマの事を
考えるなんて恐ろしくて無理」と治療に対して両価的になることが多い。そのような場合には、トラ
ウマが PTSD 化する仕組みを心理教育したり、本人が描いている将来像を探りながら目標を立てる作
業が有効なことがある。現在の生活を続けることで待っている未来と希望する将来像とのズレを意識
化させることで、今行うべきことに気付かせるという動機付け面接の手法（Miller et al., 2002）が役に
立つ。
4）
トラウマ焦点化治療の導入
トラウマ焦点化治療の代表的なものとしては、PE、EMDR、CPT が挙げられる。それぞれに治療マ
ニュアルが定められており、セラピストは規定の研修を受講する必要がある。また、適切な治療を安
全に提供するためには少なくとも一定期間はスーパービジョンを受けることが望ましい。トラウマ焦
点化治療は主治医とは独立したセラピストが行うことが一般的だろう。この場合、セラピストと主治
医とが適切に連携することが理想である。薬物療法、精神症状の確認、トラウマ治療に対する患者の
反応の見定め、逸脱行為、サポート環境の調整などを含めた主治医による治療全体の統括があること
で、セラピストは安全にトラウマ焦点化治療を行うことができ、より高い効果が期待できる。必要に
応じてトラウマを扱っている専門機関との連携を図ることも役立つだろう。
5）
段階的にステップアップする
ここまでに述べた各要素を治療ステップとして段階的に重ねていくプロセスをここで再確認する
（図 4）
。
第一段階では、包括的なアセスメントの一部としてトラウマアセスメントを実施する。トラウマの
問題が確認された場合には、第二段階として、患者が安心感をもてる関係のなかで問題の共有と心理
教育を行いながらトラウマに対する患者の抵抗感を和らげていく働きかけを試みる。その上で、患者
の希望と必要に応じて第三段階では動機付けを行い、第四段階のトラウマ焦点化治療実施へと導く。
ただし、必ずしもトラウマの問題を抱えるすべての患者において、こうしたプロセスが必要なわけ
ではない。第二段階までの介入で、その後に回復する過程が促されていく事例も多く、一律にトラウ
マ焦点化治療を導入しなければならないわけではない。トラウマ焦点化治療を実施するのにふさわし
い条件が整っているのか否かを検討し、治療実施に伴うメリットとデメリットを十分に吟味した上で
導入を決定すべきであろう。
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図4

早期介入におけるトラウマへの段階的介入の一例

8．おわりに
精神病性障害の患者には高い割合でトラウマ体験が存在し、その体験が十分に整理されていないこ
とが患者の病状の悪化、QOL や機能の低下に関連している可能性がある。特に、精神病性の症状の背
後に PTSD 症状が隠れて存在する場合もあり、こうした事例に対してはトラウマの問題に着目するこ
とは特に意義があるだろう。
早期介入においてトラウマの問題に対応することは、患者の病像全体の理解へとつながり、より適
切な治療の提供を可能にする。治療によってトラウマ症状を軽減することができれば、生活機能や社
会生活に伴う制限の解消が見込まれ、ARMS では精神病への移行リスクを低減する効果が期待できる
かもしれない。
治療者側のもつトラウマ対応に対する苦手意識や抵抗感を一気に払拭することは、すぐには難しい
かもしれない。しかし、各国の早期介入のガイドラインに倣って、わが国においても早期介入の現場
でトラウマを扱うための指針を示すことは必要だと考えられる。このためのガイドラインの整備や標
準的な心理教育ツールの作成などが検討されるべきだろう。さらに、治療者のトラウマに関する知識
や対応スキルの向上を図るための研修や教育の機会が今後整備されることにも期待したい。
9．利益相反
演題発表並びに本稿に関連して開示すべき利益相反はない。
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単科精神科病院で取り組む
初回エピソード精神病へのチームアプローチ
大 野 高 志1）、 小 松

浩1）、 増子
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3．ケースマネジメント
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抄

録

心理社会的な支援を中心とした初回エピソード精神病（First Episode Psychosis: FEP）への早期介
入サービス（Early Intervention Service: EIS）は、ケースマネージャーにコーディネートされた多職種
チームによって行われるものである。宮城県立精神医療センターでは、「名取 EI プロジェクト」と称
した若年者のメンタルヘルスの向上を目的とする EIS を 2011 年度より実施している。初回エピソー
ド精神病への介入では、エンゲージメントを重視し、①包括的なアセスメント、②心理教育、③再発予
防プログラム、④家族支援、⑤早期作業療法・認知行動療法的介入などをコンポーネントとした治療
プログラムを施行し、継続的な関わりを行うようにしている。中心となるケースマネージャーは多職
種が担っており、その養成は長年の課題である。サービスの質の向上を行うためのトレーニングシス
テムの構築が必要であり、スーパービジョンがその中核となると考えられる。また、EIS の有効性に
はその支援チームが共有する価値、態度、雰囲気などが影響すると考えられ、多職種チームの醸成も重
要な視点である。当院は県立の単科精神科病院であり、精神科救急医療や「重度且つ慢性」患者のリハ
ビリテーション、地域移行などさまざまな役割も担っている。多様な業務の中で EIS をどのように位
置づけ、体制を確立するかは、人材育成にも大きく影響する。わが国の医療環境のなかで実際に EIS
を運用していくためには施設の現状に即したモデルの確立が必要である。
Ⅰ．はじめに
初回エピソード精神病（First Episode Psychosis: FEP）に対する早期介入は、その重要性や必要性は
国内においても認識されており、いくつかの実践活動も行われている。FEP の長期予後の改善のため
本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Team approach for first episode psychosis in a psychiatric hospital
Takashi Ono, Hiroshi Komatsu, Shun Mashiko, Syunichi Funakoshi, Yoshihisa Kakuto, Yutaro Sato,
Kazunori Matsumoto
1）宮城県立精神医療センター、Miyagi Psychiatric Center
2）東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、Department of Psychiatry, Tohoku University Graduate
School of Medicine
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には、早期発見、早期治療、家族支援、就学就労支援、再発予防などを多職種から構成される専門チー
ムが効果的に行うことが肝要だと考えられている。一般的な EIS の特徴の一つは担当制のケースマネ
ージャーによる早期からの継続的な心理社会的支援であり、その役割は重要で多岐にわたる。しか
し、わが国では、そのようなセラピスト型のケースマネージャー（Case management in early
psychosis: a handbook, EPPIC.）の支援技術を系統的にトレーニングする環境は充分ではなく、その体
制作りは依然として大きな課題である。また、国内の現行の医療制度のなかにおいて EIS に明確な位
置づけはなく、臨床機関においてはマンパワーを含め多くの制約があるため、専門サービスとして
EIS を行うことは難しく、一般診療に付加的な形で実施することが精一杯の限界であろう。そのよう
な限界がある中で、どのようなサービスモデルが有効で、実践可能かを明確にしていくことが求めら
れている。
Ⅱ . 当院における EIS（名取 EI プロジェクト）の現状
当院は宮城県中央南部にある名取市（人口約 7 万人）に所在する県立の単科精神科病院（入院病床数：
258 床、年間新患数 712 名、年間入院数 544 名）である。当院の主なキャッチメントエリアは隣接する仙
台市の一部と宮城県南部であり、都市部、農村部の両方を含んでいる。当院は宮城県唯一の精神科救
急入院料病棟を持つ精神科救急の基幹病院（夜間・休日救急年間受診数 293 名）という特色がある。

表１

名取 EI プロジェクトのサービスの概要

当院では名取 EI プロジェクト称した EIS を 2011 年度より開始している（大野ら , 2013）
（表 1）。FEP
に対する支援の指針は、英国 IRIS（Initiative to Reduce the Impact of Schizophrenia）の治療指針を参
考にし、当院の医療環境の許す範囲で病相特異的、集中的、包括的、個別的な治療サービスの提供を目
指している。サービスはエンゲージメント（engagement）を重視し、介入直後から通院中を通して一
貫して関わるケースマネージャーを個別に配置している。担当ケースマネージャーは、①包括的なア
セスメント、②心理教育、③再発予防プログラム、④家族支援、⑤早期作業療法・認知行動療法的介入
などをコンポーネントとした治療プログラムを施行し、継続的な支援を提供する役割を担う。ケース
マネージャーは看護師、精神保健福祉士、心理士、作業療法士などさまざまな職種の 1 名が事例 1 例を
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担当し、標準的な心理プログラムを計 10 回、1 回 30 分程度で施行する。2011 年～ 2015 年にかけての名
取EI対象者の基本属性は表2である。その後2018年度には総計40名を超えて対象者は増加している。
対象者は当初は女性の割合が高く、診断は統合失調症が大部分であった。精神病未治療期間（Duration
of Untreated Psychosis: DUP）は平均 26.1 週で、当院が精神科救急の基幹病院であるためか、従来の報
告の 124 週
（Jackson et al, 2009）よりは短い結果であった。

表2

名取 EI 対象者の基本属性（2011 ～ 2015 年）

EIS を受けた対象者の追跡結果は表 3 である。平均追跡期間は 762.9 日である。GAF の症状、機能、
再入院率、治療中断率などの結果より一定の成果を示せたと考えられる。

表 3．名取 EI 対象者の追跡結果
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Ⅲ . ケースマネージャーのスキルアップへの課題
先述の通り、名取 EI プロジェクトにおけるプログラムはケースマネージャーを中心に提供される。
そこで、ケースマネージャーのスキルアップに向けた課題を抽出するためにケースマネージャーを対
象にアンケートを施行した。自由回答（n=17）で得られたアンケートの回答をオーストラリアの精神
病早期予防・介入センターである EPPIC（Early Psychosis Prevention and Intervention Centre）のハ
ンドブック（Cognitive Behavioral Case Management-A handbook. EPPIC）に記載されているケース
マネージャーが備えるべき基本要素の 5 つ、
「Accessibility（コンタクトの容易さ）」
「Flexibility（柔軟
性）
」
「Persistence（忍耐）」
「Optimism（楽観主義）」
「Capability（能力・技術）」に分類した（表 4）。
ケースマネージャーにより挙げられた課題の分類数は、
「コンタクトの容易さ」と「能力・技術」の問
題が上位に位置し、
「柔軟性」
「忍耐」
「楽観主義」がその後に続いた。当院の EIS は専門サービスではな
く一般診療モデルであり、コンタクトの容易さには一定の限界があることと、個別のスキルアップの
ための学習支援体制の必要性が反映されたと考えられる。具体的に挙げられた課題としては、一般業
務との役割調整や主治医・病棟・地域との連携、危機介入などのサービスモデルに関するもの、初発の
当事者特有の心理プロセス（再発イメージの共有・喪失感など）に対応した面接技術や認知行動療法的
な関わり、就労支援など知識・技術に関するものが挙げられた。加えて、入院施設を中心とした管理
的なサービスモデルより、コミュニティ・ケアを中心とした支援サービスへの移行を進めることによ
る利用者の心理的適応と社会的な役割を維持することの重要性をケースマネージャーが実感している
ことがわかった。
名取 EI プロジェクトを開始するにあたり、当院では人材育成のためのトレーニングシステムとして
定期的な事例検討会やスーパービジョンを実施してきた。スーパービジョンにおいて検討されること
が多いテーマは「早期段階での復学・復職可能性のアセスメント」
「初回エピソード後の治療中断、終
結希望」
「情報提供の内容、タイミング、量」
「引きこもりへの動機づけ」
「入院治療がトラウマ体験」
「社
交不安障害や発達障害などの併存障害を含めた鑑別診断」「治療法の選択（例：体重増加時の薬物調
整）
」などである。いずれも個別性の高いものであり、丁寧なアセスメントが求められるが、支援の現
場で課題となる頻度は高く、こうした課題に対応した具体的な支援マニュアルの作成はケースマネー
ジャーのスキルアップの促進に寄与すると考えられる。

表4

ケースマネージャーより挙げられた課題の分類
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Ⅳ .EIS 全体のステップアップについて
EIS は若者向けサービスであり、従来型のサービスとのさまざまな違いを充分に意識し、若者のニ
ーズに配慮した支援を提供する必要がある。現実的楽観主義、診断の不確実性の容認、ストレングス
の強調といった EIS の大切にする価値や理念を、多職種からなるスタッフが共有できているか否か
は、サービスを有効に機能させることに大きな影響があると考えられる。国内においては多職種チー
ムの実践自体が普及しているとはいえず、その評価手段も確立されていない。そのため現在、多職種
チームを評価するためのさまざまなスケールの開発が検討されており、日本語版精神科多職種アセス
メントツール（revised Collaborative Practice Assessment Tool: r-CPAT 冨澤ら , 2017）もその一つで
ある。r-CPAT は医療観察法関連の施設で使用が開始されているもので、患者・地域中心のケア、チー
ムワークのためのコミュニケーション、専門職間の葛藤・役割の明確化、チームを取り巻く環境の 5 つ
の共通因子に関して 21 項目を 7 段階スケールで評価するものである。今回の名取 EI チームについて
評価を行ったところ、評価結果は医療観察法関連チームにおいて報告された結果とほぼ同等であった
（表 5）
。多職種チームの質を客観的に評価することは重要であり、EIS の理念に沿った評価が求められ
ている。
また、多職種チームはそれぞれの職種の専門性を活かしながらも、職種間に共通のスキルも備える
べきであり、職種横断的な人材育成の視点も忘れてはならない。EIS の先進国である英国においては、
EIS に従事するスタッフは職種に関わらず、再発予防と家族支援についての研修を受講している（青野
ら , 2012）
。当院においては EIS 以外にもさまざまな心理社会的プログラムが多職種で運営されている
が、いずれのプログラムにおいても、基本的な面接技術、精神医学的知識、ケースマネジメント、ネッ
トワーク・連携、心理社会的なアセスメントなどはどの職種にも必要とされるスキルである。

表 5．日本語版精神科多職種アセスメントツール（r-CPAT）
（冨沢ら , 2017）を用いた
多職種チーム評価医療観察法の数値は（冨沢ら , 2017）を参照
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当院ではこの基本的な面接技術にフォーカスを当て、これを向上させるために動機づけ面接
（Motivational Interviewing: MI）の学習会を継続的に行っている。動機づけ面接とは、変化に対する、
その人自身の動機づけとコミットメントを強めるための協働な会話スタイルでミラーとロルニックと
いう 2 人の心理学者によって開発されたものである。今回は詳細な説明は省略するが、動機づけ面接
を EIS への導入するメリットがいくつか考えられる。動機づけ面接の特徴として（表 6）のようなもの
が挙げられ、これは若者向けサービスである EIS の理念、価値に沿うものであり、教育システムが整備
されている点などは当院のような地方でのサービス構築においては大変有用であると考えられる。

表6

動機づけ面接（Motivational Interviewing: MI）

EIS の世界的な機関の一つであるオーストラリアの Orygen のホームページ（https://www.orygen.
org.au/）には、オンライントレーニングを含め EIS 構築のためのさまざまなリソースに関する情報が
掲載されている。専門的なマニュアルの購入も可能で、その内容は幅広く充実している。また、同様
に EIS の先進地域では詳細な臨床ガイドラインも整備されている（表 7）。ただし、諸外国とわが国の
医療保健福祉制度とはさまざまな点において違いがあり、海外のガイドラインをそのまま利用するこ
とは難しい。こうした点からは、国内の制度にあったガイドラインの整備のために「早期精神病の診
療プランと実践例−予防的ガイダンス 2017 −」が新たに作成されており、今後の活用に期待がかかっ
ている。
また、サービスの質の担保、実践の査定にはフィデリティスケールも備えるべきである。海外では
EIS に対するさまざまなフィデリティスケールが開発されている。代表的なフィデリティスケールの
一つである First Episode Psychosis Services Fidelity Scale（Addington et al., 2016）
（表 8）は 32 項目 5
段階評価で施行される。名取 EI プロジェクトをこのスケールに沿って評価したところ、認知行動療法
やガイド下での内服薬の減量、アウトリーチ、就労支援などが低評価であった。このような改善点に
気づくためには、スケールの使用が役立つ。ただし、この点に関しても診療体制、サービスモデルの違
いの影響は大きいため、ガイドライン同様に国内の現状に即したスケールの開発が求められる。
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表7

表8

各国のガイドライン

First Episode Psychosis Services Fidelity Scale: FEPS-FS 1.0（Addington et al., 2016）

Ⅴ . まとめ
宮城県立精神医療センターで 2011 年度より行われている FEP への EIS である「名取 EI プロジェク
ト」についての概略を紹介し、さらに海外の先行サービスを参考に振り返りを行った。定期的なケー
ススーパービジョンを中心に人材育成を継続しているが、学習支援にはさらなる工夫が必要であると
考えられた。また、EIS の理念に沿った形での多職種チームの位置づけの明確化や質的な評価も重要
であり、その方法の検討は今後の課題である。国内において EIS のさらなる発展を目指すためには、
エビデンスに基づくガイドライン、フィデリティスケールを策定し、客観的な評価、検証、改善を継続
する必要があり、今回作成された「早期精神病の診療プランと実践例−予防的ガイダンス 2017 −」は
大きな役割を果たすと期待される。
利益相反
（COI）について
「利益相反はない」

49

予防精神医学 Vol.3（1）2018

【文

献】

1） Addington DE, Norman R, Bond GR et al.: Development and Testing of the First-Episode Psychosis
Services Fidelity Scale 1. Psychiatric Services 67:1023-1025, 2016.
2） 青野悦子, 石倉習子: 早期介入サービスにおける人材育成. 臨床精神医学41（10）号1475-1479, 2012.
3） Initiative to Reduce the Impact of Schizophrenia（IRIS）:http://www.iris-initiative.org.uk/
4） Jackson H, McGorry P, eds: The Recognition and Management of Early Psychosis: A Preventive
Approach, Second Edition. Cambridge University Press, New York, 2009.（水野雅文 , 鈴木道雄 ,
岩田仲生 監訳 : 早期精神病の診断と治療 , 医学書院 , 2010）
5） Miller, RM, Rollnick, S: Motivational Interviewing: Preparing People for Change. In Miller RM,
Rollnick S, edited by Guilford, New York, 2002.
6） 大野高志 , 松本和紀ほか : 名取 EI プロジェクト 精神神経学雜誌 115（2）,147-153, 2013.
7） 早期精神病の診療プランと実践例－予備的ガイダンス 2017
Treatment Plans and Implementation for Early Psychosis: Preliminary Guidance 2017. 国立研究
開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の障害者対策総合研究開発事業（精神障害分野）
（研究開
発代表者：水野 雅文）
8） 冨澤涼子 , 繁田雅弘 , 平林直次 : 精神科における多職種チーム医療の質を測定する尺度の開発 . 臨
床精神医学 46（9）1175-1182, 2017.

50

特集論文

予防精神医学 Vol.3（1）2018

高齢精神障害者のサクセスフル・エイジング
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録

わが国では人口の高齢化が進むが、統合失調症患者の高齢化も進んでいる。高齢になると統合失調
症の精神症状は、陽性症状、陰性症状、抑うつ症状とも目立たなくなる。認知機能の加齢性低下は健常
者と同程度だが、長期入院群では中年期以降の低下が目立つ。統合失調症患者は、健常者に比べて身
体合併症が多く平均寿命は 15 〜 20 年短い。一方、心理社会的には、高齢になっても対人交流を保ち生
活の質・幸福感が向上するため、健常者に比べ「年齢のパラドックス」
（加齢に伴う心身の機能低下と
心理社会的機能とのギャップ）は大きい。
サクセスフル・エイジングの達成過程に関わると考えられる向老意識、老いに対する準備行動につ
き、地域生活する平均 60 歳の統合失調症患者 57 名を対象に調べたところ、統合失調症患者の向老意識
は、健常者に比べ生活の自立や活動性には自信がないが、医療・福祉・経済については肯定的にとら
え、老後への準備行動は、やや乏しく、特に経済面で乏しかった。また、地域生活する 60 〜 79 歳の精
神障害者 67 名を対象に支援のニーズを調べたところ、75 歳以上では、身体機能低下のため、様々な活
動・プログラムよりも対人交流を楽しみ、健康に留意しグループホームの世話人を頼りにする傾向が
あり、支援ニーズが変化していた。
統合失調症患者は、高齢化の中で身体・精神面、社会との関わりにおいて様々な問題と向き合わな
ければならない。その特性に応じた適切な支援が求められよう。
はじめに
わが国では、2013 年に 65 歳以上の人口比率が 25% を越え高齢化が進展しているが、統合失調症患者
の高齢化も同時に進んでいる。平成 26 年（2012 年）厚生労働省患者調査（厚生労働省 , 2015）によると、
わが国の統合失調症圏（ICD-10 の F2）患者は、40 歳台から 60 歳台が多いが、65 歳以上が 24.7% を占め

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。
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ている。精神科病院においては、60 歳台の者が最も多く、65 歳以上が 38.7% を占めている。入院患者
では 65 歳以上は 43.5% となっており、特に長期入院している統合失調症患者の高齢化が進んでいる。
統合失調症患者も高齢化に伴い、健常者と同様に心身の機能や社会との関わりにおいてさまざまな変
化を体験する。高齢化した統合失調症患者は、安定した終末像なのではなく、症状や機能レベルは変
動し、改善や回復も見られる（Cohen et al., 2015）。統合失調症患者の高齢化に関する問題を、最近の
知見を紹介しつつ概観する（新村 , 2017）。
その上で、精神科地域ケアの実践の中で得られた、精神障害者における向老意識と準備行動の特
性、大規模地域移行を行った「ささがわプロジェクト」の長期予後、および精神障害者の高齢化に伴う
地域生活における支援ニーズの変化について報告する。
1．統合失調症の高齢化とサクセスフル・エイジング
1）
精神症状
18 か国で行われた世界保健機関（WHO）のコホート研究では、有病率を検討した群（平均 51 歳）の
54% が寛解に達し、症状や機能障害のない残遺症状を残すのみとなった（Harrison, et al., 2001）。4 〜 5
年間の継時的検討では、寛解を維持していたのは 25% であった。縦断的検討では横断的検討よりも寛
解率は下がるが、晩期寛解として記述されているように、統合失調症の陽性症状は加齢とともに軽快
していく。統合失調症の妄想は、若年時は被害妄想が多いが、老年期になると深刻さが減じて内面的・
願望充足的となって被害妄想は誇大妄想に変化し、心気妄想や権利侵害的な妄想など生活に即したテ
ーマが増える（新村 , 2014）。
一方、陰性症状は、老年期に至っても残存すると考えられてきたが、WHO の調査（Harrison, et al.,
2001）では、中高年の統合失調症患者において 77% が陰性症状を示さなかった。施設入所群では陰性
症状の持続が多く、地域在住群の継時的検討では 44% が陰性症状の変動を示した。陰性症状は固定的
ではなく変動すると考えられる。
高齢の統合失調症患者における抑うつの有病率は 44-75% とされ、同世代の一般人口よりも抑うつの
有病率が高いが、継時的検討では 26% は抑うつ症状の変動を認めた。
統合失調症の認知機能障害は、発症後に全般的かつ領域特異的にみられるが、老年期における認知
機能障害の進行が健常者よりも大きいかについては議論がある。地域生活する統合失調症患者では
65 歳以降の認知機能低下が健常者と変わらず Mini-Mental State Examination（MMSE）が 21 年で 1 点
の低下にとどまる一方、入院・施設入所する患者では 4 年に 1 点の割合で MMSE スコアが低下し、認知
機能低下が大きいとの報告がある（Maltais, et al., 2015）。
統合失調症患者は、認知機能障害や病識の欠如のため治療の同意にかかわる判断能力を欠く場合が
あるが、個人差が大きい。統合失調症患者の判断能力に影響を与えるのは、加齢ではなく認知機能障
害や陰性症状である（Palmer et al., 2004）。
高齢統合失調症患者の横断的・縦断的研究において、陰性症状、抑うつ、認知機能障害、寛解、社会
的統合と関連する因子を表に挙げた。
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表

高齢統合失調症において、症状・心理社会的機能と関連する因子

2）
身体合併症
身体面では、代謝系、循環器、呼吸器、脳血管の慢性疾患や癌が増えてくる。肥満、糖尿病、高血圧、
脂質代謝異常症などのメタボリック症候群（中高年の統合失調症患者の 60% にメタボリック症候群を
認める）
が問題となってくる。
統合失調症では、健常者にくらべて身体合併症が多く、死亡率（標準化死亡比 standardized
mortality ratio: SMR）は一般人口の 3.0 倍で、1970 年代以降に一般人口との乖離が広がっており（Lee
et al., 2017）
、平均寿命は 15-20 年短いと報告されている（Laursen et al., 2014）。高齢の統合失調症患者
において、死因で最も多いのは心血管疾患である。統合失調症において、虚血性心疾患による死亡は、
一般人口のおよそ 2 倍起こりやすい。
また、加齢による運動器機能不全（筋力・持久力・巧緻性・深部感覚の低下）や加齢に伴う運動器疾患
（腰痛、変形性関節症、骨粗鬆症、脊柱管狭窄症）により痛み、筋力低下、関節可動域制限、歩行障害、易
転倒性、骨折を生じる。これらは、運動器の障害は、ロコモティブ症候群と呼ばれる。
身体合併症をもつ高齢の統合失調症患者は、一般人口に比べ、身体科医療に対するアドヒアランス
が低く、予防医療や緩和医療を受ける機会も乏しい。その理由としては、医療機関へのアクセスの困
難、健康に関する信念、コミュニケーション障害などがあろう（Folsom, et al., 2006）。
3）
精神科治療
高齢患者は、加齢とともに薬物の肝代謝能や薬物代謝産物の腎排出能の低下により、薬物の血清中
濃度が上昇して体内に蓄積する可能性が高くなる。向精神薬の長期投与による副作用や合併症とし
て、錐体外路症状、イレウス、嚥下障害、肺炎、転倒・骨折などがみられるため、可能な限り低用量で用
いる（開始量 25%、維持量 25 〜 50%）ことが推奨される。長期継続投与が続いている場合、かつては必
要量であったとしても、老年期に入ったならば慎重な減量を検討してもよいだろう（古茶 , 2003,
Reeves and Brister, 2008）。
高齢化した統合失調症患者の精神療法では、認知機能障害、自己認知の障害、病識欠如、独特の思考
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様式と内容（妄想）という疾病本来の特性に加え、自らの老いの受容、向老意識など加齢に関連した要
因も考慮する必要があろう。身体合併症があるが、本人が妄想にもとづいて確固として治療を拒否す
る場合、治療の目的を認識できるように援助し、現実可能な選択肢を示して、なるべく自律性を損なわ
ないように選択を行ってもらう修正型パターナリズムが有用であろう（新村 , 2013）。
比較的適応のよい患者においては、精神内界に体系的な妄想を抱き続けていても、行動に著しい影
響を与える病的体験は影を潜め、精神病的世界と現実生活の併存する「二重見当識」が成立することが
ある。これまでの病気と治療の苦しかった経験、劣等感、孤独感、年はとっても恋をしたい気持ち、将
来の生活への不安など、現実世界での悩みに寄り添い、現実検討を補うことを目的とした精神療法的
介入が有用となろう（古茶 , 2003）。
4）
退院支援・地域移行
地域で暮らす統合失調症患者も高齢化している。精神障害者のグループホームには、日常生活動作
（ADL）が自立し生活能力が比較的高い当事者が暮らすが、高齢化に伴い、身体管理や生活上の支援が
必要になってきている。入院期間の短期化にともない、認知機能低下、高血圧、糖尿病、心疾患、がん
を合併して医療・ケアの必要度が高い人が地域で生活するようになり、多様な支援が必要になってき
ている。グループホームでは、受け入れ数不足、職員不足、採算などの課題があり、施設間の連携や合
併症予防が重要と考えられる。
5）
主観的な面
高齢統合失調症患者では、Quality of life（QOL）が低いことは、抑うつ、陽性・陰性症状、認知機能障
害、身体的障害、健康についての自己評価の低さ、薬剤の副作用などの臨床的要素や、非就労、自立し
て暮らせない、孤独、社会スキルが低い、経済的困難などの社会的要素と関連する。年齢と QOL との
間に相関はなかった（Vahia et al., 2007）。
一般に加齢とともに身体や認知機能の低下がみられるが、主観的な QOL や心理社会的機能はむし
ろ改善することが知られ、これを年齢のパラドックスと呼ぶ。統合失調症患者では健常者に比べ、身
体機能では、身体合併症が多く平均寿命は 15 〜 20 年短い。認知機能では、前駆期から軽度障害ある
が、認知機能の低下の速度は健常者と同等で一方、心理社会的機能では、疾患への対処能力が増し、社
会的支援も増え、自尊心・幸福感が向上し、加齢とともに精神症状は目立たず再発は減少し心理社会
的機能は改善する。したがって、統合失調症患者では、健常者に比べ、年齢のパラドックスが顕著であ
る
（Jeste et al., 2011）。

図1

統合失調症におけるサクセスフルエイジングの 3 要素と年齢のパラドックス

（Rowe JW & Kahn RL, 1997 および Jeste DV et al, 2003, 2011 より作成）
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精神医学的寛解モデルと老年学ライフコースの観点から高齢統合失調症の経過と予後についての知
見をまとめると、精神症状と機能障害の軽減（臨床的寛解）の達成率は、横断研究では 50%、縦断研究で
は 25%、ノーマライゼーション（例：社会的統合）の達成率は、横断研究では 40%、縦断研究では 25%、
健康と幸福
（例：サクセスフル・エイジング）は、横断研究で 2% であった（Cohen et al., 2015）。
6）
家族の問題
統合失調症患者が高齢化すると同時に、患者の親やきょうだいもまた高齢化する。精神科への入院
の同意や身体的治療の同意を行う家族の負担は、本人の高齢化とともに U 字カーブを描く。若い時に
は、精神症状や生活機能障害による負担がある。中年期には、本人も介護者も疾患に適応し負担は減
じる。老年期になると、親やきょうだいが高齢化して支援が困難になる（Lefley, 2003）。家族は往々に
して「親亡き後」を心配し、貯金や住む場所などの物的資産の確保を重視する傾向があるが、現実に
は、本人の支援を求める能力と、具体的な支援先の存在が不可欠である（白石弘巳と伊藤千尋 , 2011）。
7）
医療・福祉制度
65 歳以上の統合失調症患者が高齢者サービスに移行しようとすると以下のようなケースが生じ得
る。① 65 歳以上ではあるが、身体機能に問題がなく、認知症症状も乏しいため、介護度がつかず、必要
なサービスが提供されないケース。②本人の収入（障害年金など）だけでは高齢者施設を利用すること
ができない、または、従来の障害者サービスと同等の高齢者サービスの利用に自己負担金が生じ、経済
的な理由でサービス継続が困難となるケース。③精神症状が残存しているため、高齢者施設の利用が
難しいケース、などである。高齢者福祉サービスに移行しても、障害者福祉サービスと同等のサービ
スを受けることができるような制度の整備が望まれる（新村ら , 2011）。
2．向老意識と準備行動
サクセスフル・エイジング論では、加齢による様々な変化・喪失に対して、いかに適応して、幸せな
老いを迎えるかについて考える。サクセスフル・エイジングの達成過程に関わると考えられる向老意
識、老いに対する準備行動について、地域生活する平均約 60 歳の統合失調症患者 57 名を対象に調べた
（Niimura et al., 2011）。
向老意識とは、社会状況や自分の老後への予測に基づく老後に対する意識のあり方である。向老意
識尺度は、①老後の健康上の不安、②次世代との交流、③社会福祉・保障制度の充実、④健康維持・老
化予防、⑤経済的な安定⑥依存しない自立した生活、⑦社会活動・活発な生活、⑧若い世代との連帯
感、⑨精神的活力・若さの保持、⑩張りのある生活、の下位項目からなる（宇佐美 , 1994）。
統合失調症群（59.7 ± 6.9 歳 , 57 名）と先行研究（宇佐美 , 1994）の健常群（40-64 歳の看護師 505 名）とを
比較すると、統合失調症群は、向老意識の平均スコア 5.12 ± 2.61 で、先刻研究の健常群（平均スコア
4.75 ± 2.31）
と比較すると、生活の自立や活動性・活力には自信がないが、医療・福祉・経済については
安心感をもっていた。

55

予防精神医学 Vol.3（1）2018

図 2-1

向老意識

次に、老後への準備行動とは、加齢による身体・経済・社会関係の変化、疾病・孤立などに備え、中年
期から始める準備行動であり、老後への準備行動尺度は、①老後の生計安定のため貯蓄に努める、②規
則正しい生活やスポーツで健康の維持増進に努める、③趣味や社会活動を通して生きがいを見つけ
る、④友人や地域の人とのつきあいを大切にする、⑤家族関係が円満になるよう努める、の 5 つの下位
項目からなる（平岡 , 1991）。
統合失調症群（59.7 ± 6.9 歳 , 57 名、老後への準備行動の平均スコア 9.4 ± 2.0）と先行研究（平岡 , 1991）
の健常群（夫婦のみ世帯 60 歳以上 157 名、老後への準備行動の平均スコア 10.9 ± 2.4）との比較を行った
ところ、統合失調症群は、先行研究の健常群と比べて準備行動が全般的に乏しいものの、家族関係、友
人・地域社会、趣味・地域活動、健康面で「多少努力」をしている、しかし経済面での準備行動は乏し
い、という結果であった。

図 2-2

老後への準備
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3．ささがわプロジェクト：退院 12 年間の経過と長期予後
Ian R. H. Falloon は、バッキンガム・プロジェクト（1984 〜 1988 年）で得られた精神科地域ケアのエ
ビデンスを統合型地域精神科治療プログラム（OTP: Optimal Treatment Project）モデルとして定式
化した（Falloon et al., 1998, Falloon et al., 2004）。それは、サービスモデルとして①早期発見・早期治
療、②多職種チームモデル、③継続的アセスメント、④訪問サービス、⑤心理教育、および、治療プログ
ラムとして①リハビリテーションに適した薬物療法、②ストレスマネジメント、③認知行動療法、④就
労支援、からなるプログラム・パッケージである。
OTP をわが国の精神科病院において実践したのが、ささがわプロジェクトである（佐久間 , 2004,
Mizuno et al., 2005）。同プロジェクトでは、2002 年に、およそ 100 床の精神科病院を閉院し、長期入院
していた患者を一斉に地域へ移行すると同時に、外来診療、デイナイトケア、訪問看護ステーション、
地域生活支援センター、グループホームといった包括的精神科地域ケアを開始した。退院 12 年後時点
での転帰は、ささがわプロジェクトの参加者で診断が統合失調症である 78 名のうち、15% が死去し、
生存者は 67 名（平均年齢 66 歳）で、13% が入院中、介護施設入所 6%、地域生活を維持している者が 67%
（グループホーム 54%、アパート単身生活 10%。家族と同居 3%）であった。また、外因死 2 名を除く 76
名について、退院後の 12 年間ののべ期間のうちの約 9 割の期間を地域で過ごし、参加者の 26% が一切
の再入院なく生活し、54% が精神科への再入院を要さずに地域生活を維持できていた（喜田ら ,
2016）
。わが国において、精神科に長期入院した後であっても、適切な支援のもとでは、多くの精神障
害者が再発することなく地域生活を継続し得ることが示されたと言えよう。
4．精神障害者の心身機能とケアニーズ
地域生活する高齢精神障害者の生活状況を知るために、2015 年 3 〜 10 月に、NPO 法人アイキャンに
おいて、精神科地域ケアプログラムの支援を受けて地域生活する 60 歳以上の当事者を対象に、生活状
況や支援のニーズにつきアンケート調査を行った。質問は、①今の生活で楽しいこと、②気になって
いること・困っていること、③手伝ってくれる人、④今後どこで生活したいか、⑤今後どんな生活がし
たいか、などである。回答は、選択肢および自由記載で、得られた回答を項目別に分類し、60 〜 64 歳、
65 〜 69 歳、70 〜 74 歳、75 〜 79 歳の 5 歳ごとの年齢層で 4 群に分けて、回答項目の割合を比較した。
（図
3-1 ～ 5）なお、図では、75 歳以上（75 〜 79 歳）と 74 歳以下（60 〜 74 歳）との対比を明らかにするため、60
〜 74 歳について合計の割合が多い項目を左から順にグラフに示した（「他」、
「なし」、
「無回答」、
「不明」
は最後
（右方）に示した）。
回答者は、67 名（男 47, 女 20）は、平均年齢 68.8 ± 4.5 歳（61.1 〜 79.4 歳）、精神科診断は、統合失調症 61
名、統合失調感情障害 1 名、双極性障害 3 名、アルコール依存 1 名、精神遅滞 1 名であった。ケアニーズ
についての回答は、①「今の生活で楽しいこと」は、74 歳以下では、
「食事」、
「デイケア」、
「外出」、
「運
動」などの様々な活動が挙がったが、75 歳以上では、
「対人交流」が 46% と非常に高く、次に「デイケア」
であり、74 歳以下が挙げたさまざまな活動は挙げなかった。
（図 3-1）②「気になること・困っているこ
と」では、
「なし」が最多で、続いて「健康」、
「お金」、
「共同生活」、
「老後」の順に多かった。70 歳以上で
は、
「対人関係」、
「仕事」、
「買物」について挙げた者はいなかった。
（図 3-2）③「手伝ってくれる人」は、
74 歳以下では、
「職員」、
「友人」、
「家族」の順に多かった。一方、75 歳以上では、グループホームの世話
人が 48% と多数で、
「家族」を挙げた者はいなかった。
（図 3-3）④「今後どこで生活したいか」では、グル
ープホームで暮らし続けたい人がどの年層でも 50% 以上と全体的に多く（60 〜 64 歳 53%、65 〜 69 歳
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64%、70 〜 74 歳 82%、75 〜 79 歳 72%）、次いで「アパート」、
「実家」と続くが、施設入所希望者（「他」に
含まれる）は少なく、入院希望者はいなかった。また、70 歳以上では実家に暮らす希望はなかった。
（図
3-4）⑤「今後どんな生活がしたいか」では、74 歳以下は、
「今まで通り」、
「自立して」、
「ゆっくり」暮ら
したいが多く、75 歳以上は、
「今まで通り」、
「楽しく」、
「健康に」、
「支援されて（助けられながら）」暮ら
したい、が多かった。
（図 3-5）以上のように、60 〜 70 歳台を 5 歳ごとに分けてみると、74 歳以下と 75 歳
以上との間で支援ニーズが変化している。75 歳以上では、身体の機能低下のためか、さまざまな活動・
プログラムを行うよりも、対人交流を楽しみにして、健康に留意し、グループホームの世話人を頼りに
している、という傾向がうかがえた。地域生活支援においては、統合失調症患者の体力の低下が目立
ってくる 75 歳を境に、変化したニーズに応えるような支援を工夫することが必要であろう。

図 3-1

図 3-2

ケアニーズ①：今の生活で楽しいこと

ケアニーズ②：気になること・困っていること
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図 3-3

図 3-4

図 3-5

ケアニーズ③：手伝ってくれる人

ケアニーズ④：今後どこで生活したいか

ケアニーズ⑤：今後どんな生活がしたいか
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おわりに
統合失調症患者は、高齢化する中で身体面、精神面、社会との関わりにおいて様々な問題と向き合わ
なければならない。
長期入院患者の地域移行支援・統合的地域ケアによって、退院後 10 年以上にわたり、身体的・精神
科的な再入院をすることなく、高い割合で地域生活を維持することができた。
統合失調症患者の向老意識は、健常者に比べ生活の自立や活動性に自信がないが、医療・福祉・経済
については肯定的にとらえ、老後への準備行動は、やや乏しく、特に経済面で乏しかった。
高齢化した統合失調症患者において、地域ケアによって維持・改善した全般的機能・認知機能も 70
歳台に入ると低下に転じ、70 歳台後半では楽しみも・目指す生活のあり方も・支援のケアニーズも変
化する。
近年、高齢者の精神疾患について、認知症やうつ病への注目が集まるが、common disease である統
合失調症の患者の高齢化も見過ごせない現実である。その特性に応じた適切な支援と多職種協働が求
められる。
利益相反
（COI）
本研究は、平成 26 〜 30 年度 文部科学省科研費 JP26461772「高齢精神障害者のサクセスフル・エイ
ジング達成のための心理社会的特性の解明」の助成を受けている。
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熊本県においては、従来から山間部の県境地域で自殺率が高いことが知られており、平成 19 年度か
らは球磨郡あさぎり町をモデル地域に指定して、３年間の地域自殺対策事業を推進した。熊本大学神
経精神科では、平成 20 年度から、高齢者のうつ病予防を目的とした地域介入を行うことで、当該事業
に関わり、県のモデル事業が終了した後も現在まで継続している。
高齢者のうつ病スクリーニングでは、３年間で町全体の高齢住民を網羅するように３地域に分け、
「こころの健康アンケート」を郵送し、回答のあった住民の中から、GDS（Geriatric depression scale）
陽性者、経済的な心配の強い者、希死念慮のある者をスクリーニング陽性者とし、２次の面接調査の案
内を郵送し、来場者に対し精神科医複数名で面接を行い、必要に応じ役場保健師へ繋いでいる。毎年、
役場と地元医師会との保健会議の場を借りて調査結果を報告しており、地元医師らの理解も得られて
きている。
うつ病の出現率は 0.3％～ 2.7％で推移しており、わが国における先行研究とほぼ同様の値で経過し
ている。一方、２次調査の参加率が年々減少傾向にあり、平成 26 年度からは２次調査への不参加者に
対する電話調査を開始し、保健師と連携した対応を開始している。今回、これまでの取組みについて
紹介すると共に、いくつかの興味深い知見についても述べたい。

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Community-based intervention for prevention of elderly depression
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はじめに
熊本県においては、従来から山間部の県境地域で自殺率が高いことが知られており、2007 年度から
は球磨郡あさぎり町をモデル地域に指定して、3 年間の地域自殺対策事業が推進された。あさぎり町
は熊本県南部、球磨盆地の中央に位置し、南は宮崎県のえびの市と小林市に接している。地勢は、盆地
の中央部分を縦割りにする形で町の北と南側が山間部となっており、南北 22.5km、東西 11.2km と南北
に長い楕円形の形をしており、面積は 159.49km2 で約 19% が農地、約 66％が山林である。気候は比較
的温暖多雨ではあるが、盆地特有の内陸性気候であり、年間を通じて霧の発生頻度が高いことが特徴
である。冬季の朝霧は昼近くまではれず、霧に閉ざされている時間は長い。町内には酒造会社が数多
く存在し、球磨焼酎の名産地である。平成 15 年に 5 町村が合併し現在の行政単位となっている。2015
年 8 月時点での人口は 16,183 人で、高齢化率は 33.6% を示し、高齢化のすすんだ地域である。町内には
精神科の医療機関はなく、精神科医療に関しては無医地区である。熊本大学神経精神科では 2008 年か
ら、県事業の終了後も現在まで同町において高齢者を対象としたうつ病の実態調査を継続的に行って
いる
（Fukunaga et. al, 2012）
（藤瀬ら , 2013）。
対象および方法
調査対象は地域在住の 65 歳以上の高齢者で、毎年 1500 名程度を対象とし、3 年で町内全体を網羅す
るよう実施している。１次調査では、自記式の老年期うつ病評価スケール（Geriatric Depression Scale;
GDS）
（Niino et al., 1991）や生活習慣などの設問からなるアンケート用紙を郵送し、GDS 陽性（6 点以
上）
、強い経済的不安、希死念慮（たまにでも）のいずれかが該当した対象者には 2 次の面接調査の案内
を郵送している。2 次調査では、主に PHQ-9（patient health questionnaire-9）
（Muramatsu et al., 2007）
を用いて、精神科医による診断面接を行っている。面接調査終了後には、面接に参加した精神科医全員
と役場保健師とで、うつ病と診断された住民を含め何らかの精神疾患が疑われた住民への対応につい
て話し合っている。本人から同意が得られた場合は、精神科専門医療機関への紹介、かかりつけ医への
情報提供、各種相談事業の紹介、保健師の訪問、各種予防事業への導入など個別の介入を行っている。
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結果および考察
スクリーニング調査の概略を図 1 に示す。これまで、うつ病の出現率は、0.29％～ 2.7％で推移して
おり、わが国における先行調査（川上 2008）とほぼ同様の値を示している。

図1

あさぎり町における地域住民調査の概要

2010 年～ 2012 年に、対象地区在住の 65 歳以上の全住民 4794 名にアンケート用紙を郵送し、有効回
答の得られた 2770 名を対象として、GDS6 点以上を抑うつありとして、これを目的変数としてロジス
ティック回帰分析を行ったところ、年齢、介護認定の有無、睡眠障害、食欲不振、強い経済的心配など
は男女共に抑うつと有意に関連していた。一方、年齢（高齢）は女性でのみ、家族形態（とくに独居）は
高齢男性でのみ抑うつと有意に関連していた（表 1）。これまで北日本を中心としたわが国の先行研究
では、多世代同居者に高齢者の自殺やうつ状態が多くみられることが報告されており、欧米における
報告とは異なることが指摘されていたが、今回のわれわれの調査では、高齢男性でのみ独居と抑うつ

表1

抑うつに関連する要因（2010 ～ 2012）
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が強い関連を示し、従来の北日本を中心としたわが国の報告（Watanabe et al., 1995）とは異なってい
た。家庭以外に精神的な拠り所を持つことが難しい高齢男性にとって、誰と暮らすかは精神的な健康
にとって重要なファクターなのかも知れない。わが国において高齢者の独り暮らしは年々増加してお
り
（内閣府 2014）、高齢者のうつ病対策としては性差を考慮する必要性が考えられた。
また、高齢者の「閉じこもり」は、精神面および身体面の健康を損なう深刻な問題であることが指摘
されている（厚生労働省 2009）。われわれの調査においても「閉じこもり（外出頻度が週 1 回未満と定
義）
」の有症率と関連する要因を調べてみたところ、65-79 歳の高齢者では 8.5% に、80 歳以上の高齢者
では 25.7% に「閉じこもり」が認められた。関連していた要因としては、65-79 歳では希死念慮、介護認
定、食欲不振が、80 歳以上では女性、社会的サポートの欠乏が「閉じこもり」と有意に関連していた。
これらのことから、65-79 歳では、
「閉じこもり」高齢者のなかに自殺リスクの高い人が含まれる可能性
が示唆され、80 歳以上の高齢者では、公的交通手段や外出の機会を増やすことが「閉じこもり」の防止
に繋がることが示唆された。
一方、返信されてきたアンケートの中に未回答項目（欠損）がみられるもことも多く、その取扱いに
ついても検討してみた。先行研究では、うつ病スクリーニングの調査においては、返信しない人たち
の中にうつ状態の人が高率に含まれている可能性が指摘されている（坂下と大山 , 2011）。回答に欠損
がある人、つまりほとんどの項目に回答しているもののいくつかの項目が未記入になっている人につ
いてはどのような特徴を有する人たちであるかを調べた研究はこれまで殆どない。尺度を用いた調査
で欠損がある場合には、その解釈には困難を伴い、カットオフが決まっている尺度では、どのような得
点の処理をしたうえで陽性とみなすかが問題になると考えられる。多くの調査では、欠損値のない者
のみを対象としたり、平均値を代入したりといった処理をするのが一般的であるが、欠損のある人が
何か特徴的な集団であるとすれば、こういった手法では問題があると考えられる。今回のわれわれの
調査でも、返信のあった 65 歳以上の高齢者のうち、GDS15 項目すべてに正しく回答していたのは 75％
で、残りの 25％には何らかの欠損がみられた。 そのうち、半数以上の人は 1 項目のみの欠損だったが、
3 項目以上の欠損も 27％であった。欠損あり群と欠損なし群とで、GDS 得点を比較してみたところ、

表2

2 次面接調査への参加群と非参加群の比較（2010 ～ 2012）
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GDS 得点の平均および陽性者の割合が、欠損あり群で有意に高いという結果であった。この結果か
ら、欠損のある回答をした人たちが高い抑うつのリスクを有していることが示された。したがって、
GDS に欠損のある人を除外した統計処理を行った場合、うつ状態にある人の割合を低く見積もってし
まうことが示唆された（Koyama et al., 2014）。
さて、従来から面接調査への参加者を増やすことがうつ病予防介入の効果につながることが指摘さ
れている（坂下と大山 , 2011）。われわれの調査では、年々、2 次調査への参加率の低下とともに、うつ
病の出現率も低下しており、本調査の課題となっていた。 そもそも 2 次の面接調査に参加しなかった
住民の中にこそ症状の重いうつ病患者が含まれていることが予想され、1 次調査で抑うつの可能性あ
りと判断され、案内を郵送したにも関わらず 2 次の面接調査に来場しなかったグループへのアプロー
チの必要性を実感していた。そこでまず予備的に、2 次調査に参加した群と参加しなかった群とで、生
活背景や抑うつの程度について比較してみた。その結果、非参加群のほうが、年齢、GDS 平均点、GDS
陽性（6 点以上）者の割合が有意に高いことが判明した。性別、飲酒状況、喫煙、金銭的不安、希死念慮
の有無、社会的サポートの程度などでは有意差は認められなかった（表 2）。これらの結果から、高齢住
民に対する郵送スクリーニング調査で抑うつのハイリスク群と同定されながら 2 次調査に参加せず見
逃されてしまった人たちが、特に抑うつの高いリスクを有していることが示された。低い健診受診率
と抑うつとが関連していることはこれまでにも報告されており（Volken 2013）、今回のわれわれの調
査でも同様のことが考えられた。これらのことより、うつ病予防介入の効果をあげるためには、2 次調
査への参加のない抑うつ高齢住民に対して、役場保健師による訪問もしくは電話等による何らかのア
プローチが必要と考えられた。
そこで 2014 年からは、2 次調査への不参加高齢住民に対して電話調査を実施している。具体的に
は、十分に経験のある精神科医、看護師、保健師、精神保健福祉士が該当する住民宅へ直接電話をか
け、大うつ病診断基準の主要 2 項目（抑うつ気分、興味・喜びの喪失）について質問するということを行
っている（PHQ-2; patient health questionnaire-2）
（Whooley et al., 1997）。当初は、いわゆる振り込め
詐欺などの電話と勘違いされ、電話調査に応じてもらえないのではないかと心配されたが、実際は概
ね受け入れは良好で、2014 年の電話調査の結果については別途報告した通りである（藤瀬ら , 2016）。
2015 年調査では、2 次調査不参加者 212 名のうち、電話調査が実施できたのは 146 名（68.9%）であった。
そのうち、精神科医が定期的に町住民に対して行っている相談事業に繋げた人が 4 名、福祉などの各
種相談事業に繋げた人は 1 名、役場保健師の訪問あるいは連絡を了解された人が 26 名であった。ちな
みに電話調査不可だった 66 名について、その内訳としては「不在および電話番号不明」が 57 人、
「すで
に精神科通院中」5 人、
「事前に電話不可の連絡あり」が 3 名、
「転居」1 人、などであった（図 2）。今回、
電話調査の実施としては 2 回目であるが、日中の時間帯に何度も電話をかけるより、夕方の時間帯の
ほうが格段に高い確率で在宅されていることが判明したことは大変重要な知見であった。
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図2

2 次調査以降のフローと結果（2015）

2014 ～ 2015 年の 2 年間での調査全体の概要を図 3・4 に示す。調査対象者（アンケート配布数）は
3133 名で、有効回答数は 1872 名（59.8%）。そのうち 2 次調査該当者は 555 名で、性別、年齢、家族構成の
内訳は図 3 の通りである。134 名（24.1%）が 2 次の面接調査に参加し、何らかの精神疾患の診断が付い
た人も含め役場保健師による経過観察となった人が 22 名であった。2 次面接調査に参加しなかった
421 名のうち、電話調査により役場保健師による経過観察となった人が 44 名であった（図 4）。図 4 に示
す通り、2 次調査該当者 555 名を、2 次調査に参加し保健師フォローとなった群（A 群）、2 次調査に参加
し問題なかった群（B 群）、電話調査に参加し保健師フォローとなった群（C 群）、電話調査に参加し問題
なかった群（D 群）、電話でも連絡がつかなかった群（E 群）の 5 群に分け、GDS 平均点、GDS 陽性者の割
合、希死念慮、経済的不安、食欲不振などについて比較したのが表 3 である。平均値の比較には一元配
置分散分析および Bonferroni 法による多重比較法を用い、比率の比較には z 検定を用いた。その結果、
A 群は、GDS 平均点、希死念慮ありの人、GDS 陽性かつ希死念慮ありの人、食欲がない人、の割合が B
群、D 群、E 群より有意に高かった。また A 群は、GDS 陽性者の割合が B 群より有意に高く、希死念慮
が持続している（「いつも」と回答している）人の割合が D 群より有意に高かった。一方、C 群は、GDS
平均点、GDS 陽性かつ希死念慮ありの人の割合が B 群、D 群より有意に高かった。また C 群は、GDS 陽
性者の割合が B 群より高く、食欲がない人の割合が D 群より有意に高かった。さらに、希死念慮が持
続している
（
「いつも」と回答している）人の割合は E 群（電話調査不可の住民）で高い傾向がみられた。
年齢、性別、経済的不安などについては有意差を認めなかった。
結果を要約すると、面接および電話という、それぞれ別々の調査方法で保健師フォローとなった群
において、抑うつが疑われる人（GDS 陽性者）の割合と抑うつの程度（GDS 平均点）が他の群に比べ有意
に高い結果であった。すなわち、両群は抑うつにおいて類似した集団であることが推測された。した
がって、われわれの調査において、2 次の面接調査への参加率は依然低いものの、抑うつ者のスクリー
ニングにおいて、電話調査は有用と考えている。
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図3

図4

2 次調査の対象住民の内訳（2014 ～ 2015）

調査全体のフローと結果（2014 ～ 2015）
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表3

面接および電話調査における各群の比較（2014 ～ 2015）

おわりに
ところで、われわれが同町で地域介入を始めてやがて 8 年が経過するが、それ以前と比べて同町の
自殺率がどのように経過しているのかは気になるところである。そこで厚生労働省による人口動態統
計をもとに、われわれの地域介入の前後での同町高齢者における自殺率の変化について、参照地域（熊
本県内のあさぎり町と同じくらいの人口規模の 2 町）との比較も含め検討してみた。介入前の 10 年間
の平均では、あさぎり町の 65 歳以上の自殺率は、参照地域よりも高くなっていた。 年による変動が大
きく、介入開始後の、2009-2010 年、2012 年では、参照地域よりかなり高くなっているが、2011 年、20132014 年では、介入前よりも低くなっていた。もともと熊本県における自殺者数の著明な増加は 1999 年
にみられ、全国的な傾向から 1 年遅れて現れており、近年の全国的な自殺者数の減少傾向が、急増した
ときと同様に少し遅れて現れて来ているのかもしれない。同町における介入は、2012 年に町全体を一
巡したばかりであり、今後も継続的に介入し経過をみていく必要があると考えられた（藤瀬ら ,
2016）
。
また、役場保健師たちにこれまでの取組みについて振り返ってもらったころ、以下のような感想が
きかれた。1）行政や地域住民の自殺・うつ病対策への関心が高まり、少しずつ心の健康づくりが地域
全体の取り組みとして定着してきた。2）町民が自らうつ病の治療中であることを口にしたり、自分か
ら相談をしてくるケースも増え、町民の意識に変化が見られた。3）地元医師会や町内医療機関の理解
と協力が得られるようになり、連携体制ができた。4）保健師や介護福祉関係者などのスキルアップの
機会が増え、相談時の対応に戸惑うことが減った。
最後に、熊本県球磨郡あさぎり町における自殺率は依然として高い水準で推移しているものの、こ
れまでの取組みから、スクリーニング調査に関する興味深い知見も得られてきている。また、2014 年
からは 2 次調査への不参加者に対して電話調査を開始し、保健師と連携した対応も行っており、今後
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も一連の調査を継続し、地域での取組みを進めて行きたいと考えている。
本調査・研究の一部は、科学研究費補助金基盤 C「南九州における高齢者うつ病の疫学的研究」
（平成
22 ～ 24 年度）、
「南九州における地域在住高齢者の抑うつに関する縦断的介入研究」
（平成 27 ～ 31 年度）
と三村基金によって行われ、熊本大学生命科学研究部倫理委員会の承諾を得て行われたものである。
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高齢者のシームレスな社会参加と健康の関連
藤原佳典
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抄

録

少子高齢社会が進行する我が国では、高齢者は健康や社会経済的側面から最大多数の弱者となり得
る。一方で、高齢者は就労やボランティアといった有償・無償の社会貢献の担い手としても期待され
る。高齢者の健康度を生活機能の側面から見るとその推移に伴い社会参加の様相は就労からボランテ
ィア、趣味・生涯学習活動、更には、近所づきあい等のインフォーマルな交流へと徐々に推移すること
が多い。
本稿では、ライフコースに応じた社会参加活動の枠組みを体系的に示した。本来、人と社会との関
わりとは長い人生の中で徐々に対象や形態を変えながらシームレスに継続されていくべきものであ
る。そこで、高齢期の社会参加について、ボランティアや生涯学習活動というように単一の活動に限
局することなく、ライフコースに応じた社会参加が健康に及ぼす影響についてのエビデンスをもとに
総括した。
各ライフステージにおいて社会参加は健康に好影響を及ぼすものの、実際には、円滑に次のステー
ジへ移行することは必ずしも容易ではなく、孤立・閉じこもりに陥る者も見られる。その背景には高
次から低次の社会参加へと高齢者をライフコースに沿った形で縦断的、継続的にシームレスな支援を
行う体制が十分整備されていないことが考えられる。高齢者の心身の状況に応じて適切な活動を適切
な時期に移行できるよう多様な社会参加の資源を支援・コーディネートするシステムが求められる。
Ⅰ．はじめに
少子高齢社会が進行する我が国では、高齢者は健康や社会経済的側面から最大多数の弱者となり得
る。一方で、高齢者は持続可能な共生社会の実現をめざす上では、就労やボランティアといった有償・

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Relationships between seamless social participation and health for the elderly
Yoshinori Fujiwara
東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム、Research team for Social participation
and Community health, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.
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無償の社会貢献の担い手としても期待される。高齢者の健康度を生活機能の側面から見た分布による
と高齢期における健康度の推移は加齢に伴うライフコースと言える（Schrock, 1980）。そこで、筆者は
その分布図をもとに、ライフコースに応じた社会参加活動の枠組みを体系的に示した（図 1）（藤原 ,
2014）
。本来、人と社会との関わりとは長い人生の中で徐々に対象や形態を変えながらシームレスに
継続されていくべきものである。本稿では、高齢期の社会参加について、就労あるいは、ボランティア
活動や生涯学習活動というように単一の活動に限局することなく、ライフコースに応じた社会参加が
健康に及ぼす影響について総括することとする。

図1

高齢者の生活機能
（= 健康度）による分布と社会参加活動の枠組み

藤原佳典 : 高齢者のシームレスな社会参加と世代間交流 - ライフコースに応じた重層的な支援とは .
日本世代間交流学会誌 4: 17-23, 2014

Ⅱ．高齢者の多重役割と社会参加のステージ
「社会参加」
（social participation）についての統一された語義はないが、実践的な活動と置き換えた
場合には、
「他者との相互関係を伴う活動に参加すること」と定義すると考えやすい（Levasseur et al.,
2010）
。一方では、我々の社会参加とは、本来、多種多様であり、一元的に価値づけされるべきもので
はない。
我々は日常、単一の社会参加活動のみに従事しているわけではなく、重層的に参画している。こう
した、複数の役割への関与を「社会的統合」
（social integration）と定義する（Moen et al., 1992）。一人
の人間が多くの社会的な役割を担うことについての概念は社会学領域においては、多重役割理論とし
て知られる。多重役割理論においては、従来は現役世代である青壮年層が仕事や家事・育児といった
家庭の内外で複数の役割を担うことの心身の負荷・ストレスの多寡が議論された。この中で、60 歳以
上の世代に着目した研究は米国における全国調査が有名である。この研究においては就労、ボランテ
ィア、家事、家族としての役割が多いほど生活満足度、自己効力感や抑うつに対して好影響が見られる
ことが示された（Adelmann, 1994）。
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更に近年では、老年学領域において、退職後世代の社会参加のあり方や、町会や自治会などの地域組
織が空洞化する中で、地域活動の担い手として、また、人口減少社会における労働力として、高齢者こ
そが多重役割研究の対象となるにふさわしいと考えられるようになってきている。高齢期の望ましい
生き方を「サクセスフル・エイジング」
（Rowe and Kahn, 1997）と呼び、柴田はその条件を 1）長寿、2）
高い生活の質、3）社会貢献としている（柴田博 , 2002）。特に、第三の条件である社会貢献は、生産性の
側面から捉えてプロダクティビティ（productivity）と称される（Kahn, 1983）。
我が国では、安息よりも仕事をもつことが、美徳であり、健康の源とする文化的背景が根強い。そし
て、仕事など何らかの社会的役割をもって、それを果たす達成感こそが、いわゆる「生きがい」である
と考える傾向がある。従って、社会的役割を喪失し、社会的に孤立することは、高齢者の心身の健康ま
でも蝕むのではないかと危惧される。
そこで、本稿では、まず高齢者の社会参加・社会貢献を productivity の理論に基づき操作的に 1）就
労、2）ボランティア活動、3）自己啓発（趣味・学習・保健）活動、4）友人・隣人等とのインフォーマルな
交流、5）
要介護期のデイ（通所）サービス利用の 5 つのステージを定義する。
高齢者の社会参加のステージは重層的であり、求められる生活機能により高次から低次へと階層構
造をなす。例えば、金銭的報酬による責任が伴う就労を第一ステージとすると、就労が困難になった
者の主な社会参加のステージは、次に原則として無償の社会貢献である第二ステージのボランティア
へ移行する。他者への直接的な貢献に負担を感じるようになると第三のステージである自己啓発（趣
味・生涯学習）活動へと移行する。趣味・稽古ごとといった自己啓発活動は原則として団体・グループ
活動である。更に、生活機能が低下すると、これらの制約に縛られない第四ステージの友人・知人な
どとの私的な交流や近所づきあいへと移行することが望ましい。更に、要支援・要介護状態に進むと
受動的な社会参加も可能である第五ステージの通所サービス（デイサービス）や地域のサロン、カフェ
の利用へと移行する。
こうした移行のプロセスは、社会的責任とそれに伴う活動継続における難易度という視点からも妥
当であると考えられる。ここで、3）自己啓発における保健行動についてであるが、本来、自分自身のた
めの健康づくりや疾病予防の活動が、なぜ社会参加・社会貢献活動と位置付けられるのか若干の違和
感を持つ読者も少なくないと推察される。しかし、高齢者が可能な限り元気で自立生活を延長するこ
と、つまり健康寿命を延伸することは、一つには家庭レベルのミクロの視点からすると、看病や介護の
負担を強いられることがなく家族の productivity を維持できるという利点がある。公的介護保険が適
応される我が国においても、介護離職が社会的問題となっている世情を鑑みると、高齢者が元気でい
てくれることの意義は実感されよう。
一方、社会全体のマクロの視点から見て社会保障費の世代間格差についての論争は小泉内閣下の
2001 年に「改革なくして成長なし」と題した年次経済財政報告において、個人の生涯を通じた受益と
負担（世代会計）の観点から、60 歳以上世代が 5 千 7 百万円の受益超過であるのに対して、40 歳代以下
世代は負担超過であると発表されたことに端を発する。
その後の推計からも、生年が下るにつれて支払い超過の傾向にあることが指摘された（鈴木ら ,
2012）
。このように、社会保障を通じた世代間不均衡は国民の間で無視できないことが明らかとなっ
ている。ともすれば世代間の対立（conflict）を招きかねない状況を少しでも打破するためにも、高齢者
が健康寿命を伸ばすことにより productivity を維持することが期待されている。
高齢者の社会参加については介護予防の観点から見ると、基本的日常生活動作や手段的日常生活動
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作より上位の活動能力を維持することが長期的な生活機能の維持に寄与する可能性がある（Fujiwara
et al., 2003）
。その基盤には、社会参加に伴う、社会的役割や社会関係がある。本稿では、人とのつな
がりや交流という側面を「社会関係（social relationships）」と呼び（Antonucci et al., 1996）、社会関係
は、友人や知人の数といった社会的ネットワークに代表される構造的側面と対人的な資源やサービス
のやり取りを表す社会的サポートに代表される機能的側面に大別できる。
Ⅲ．高齢期の就労と健康
これまで、高齢者の健康増進にむけた社会参加・社会貢献の方策の一つとしてボランティア活動が
着目されてきたが、近年では，第一ステージである就労も注目する必要がある。その背景には、高齢者
の経済的自立や生きがいを促す点（藤原・小池 , 2016）や、女性に比べて社会的孤立傾向が強いとされ
る男性の社会参加活動（Fujiwara et al et al., 2017）として支持される可能性がある点が考えられる。
我が国の高齢者雇用政策は、2006 年の高年齢者雇用安定法の改正により 65 歳までの継続雇用が進め
られてきた。次いで、2013 年 4 月に施行された同法の更なる改正により 65 歳までの継続雇用がより強
化された。海外における高齢者の退職と健康に関する研究では、①定年退職は精神的健康にポジティ
ブな影響がみられるが、②主観的健康感や身体的健康に対してはネガティブな影響がある場合もあ
る。さらに③作業労働者と事務労働者といった職種による差、自発的退職と解雇や健康問題といった
自発的でない退職による差など、諸要因による違いが報告されている（van der Heide et al., 2013）。
筆者らの首都圏ベッドタウンにおける 4 年間の追跡研究によると、定年以降も働いていた人が退職
した場合に比べて就労を継続する場合はフルタイム、パートタイム共に健康維持に有効であるととも
に、定年以降の就労からの離脱により精神健康は最初の 2 年間で低下し、生活機能は 4 年間にわたり
徐々に低下することが示された（Minami et al., 2015）。また、8 年間の長期追跡により、男性では初回
調査時点で就労している人は、地域に関わらず基本的日常生活動作能力（BADL）の低下が有意に抑制
されていた
（図 2）
（Fujiwara et al., 2015）。

図2

就労の有無別にみた都市及び農村の在宅高齢者の基本的日常生活動作（BADL）の累積障害率
Fujiwara, Y. et al.: Geriatr Gerontol Int 2016; 16: 126-134
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Ⅳ．高齢期のボランティアや自己啓発活動と健康
1）
ボランティア活動の定義
これまでボランティアの定義についての議論は十分にはなされておらず、時間外労働や隣近所のゴ
ミ出しや清掃といったインフォーマルな支援までもがボランティア活動と称されることもある。学術
研究においてもボランティア活動の定義を明確にしている論文は必ずしも多くない。広辞苑によると
ボランティアとは「Volunteer（義勇兵）志願者。奉仕者。自ら進んで社会事業などに無償で参加する人」
と記されており（広辞苑 , 1998）、社会通念上は慈善や奉仕の心、自己実現、相互扶助、互酬性といった
動機に裏付けられた行動（第 14 次国民生活審議会・市民意識と社会参加活動委員会報告 , 1994）と言え
る。これらの理念は高齢者における社会参加や更には、ソーシャルキャピタルの文脈の中では，いき
がいづくりや社会的サポート・ネットワークに深く関連している。一方、米国のボランティア活動に
関する大規模縦断研究「American’s Changing Lives（ACL）Study（House, 1989）」では、宗教・教会、
学校・教育、政治・労働組合、老人クラブ等、国あるいは地方レベルのグループ活動を通じて、過去 1 年
間にボランティア活動を行った場合を「ボランティア活動あり」と定義している。筆者はこれらを参
照し，グループ活動を通じて行われるプログラム化された奉仕活動をボランティア活動と定義して、
ボランティア活動と健康の関連について概観してきた（藤原ら , 2005）。
2）
ボランティア活動が心身の健康におよぼす効果
ボランティア活動が健康に及ぼす直接的な影響を分析した研究の大半は、生活満足度（van Willigen,
2000）
、抑うつ度（Hao, 2008; Li and Ferraro, 2005; Sugihara et al., 2008; Thoits and Hewitt, 2001;
Morrow-Howell et al., 2003; Musick and Wilson, 2003）、健康度自己評価（van Willigen, 2000）
（Thoits
（Luoh and Hazog, 2002）34）
（Menec, 2003）といった心理尺度を目的変数としたも
and Hewitt, 2001）32）
のであり、横断研究と縦断研究のいずれにおいても、ボランティア活動と心理的な健康度とが関連し
ている。ボランティア活動が身体的健康に及ぼす影響を調べた研究では死亡（Luoh and Hazog, 2002）
（Musick et al., 1999）、身体機能障害（Li and Ferraro, 2005）
（Morrow-Howell et al., 2003）
（Luoh and
Hezog, 2002）や frailty（Jung et al., 2009）のリスクが抑制されるという報告や動脈硬化性疾患のリスク
ファクターである高血圧（Shmotkin et al., 2003; Burr et al., 2011; Tavares et al., 2013）や炎症反応の
指標である血清 CRP（C-reactive protein）
（Kim and Ferraro, 2013）を抑制するとの報告も散見される
が心理的効果の研究と比べて不足している。その理由の一つとして、ボランティア活動に参加する高
齢者の特徴によるバイアスが考えられる。ボランティア活動への参加や継続を促進する要因として低
年齢、高学歴、高年収、健康状態が良い、配偶者あり、過去のボランティア経験あり、といった特徴が列
挙されている。概して、元々、心身社会的に健康度の高い高齢者がボランティア活動へ参加している
と言える
（Fischer and Schaffer, 1993）
（Li and Ferraro, 2005）。
3）
心身の健康にとって望ましいボランティア活動の内容、時間、所属団体数
これからなんらかのボランティア活動を始めようとする人，あるいはこれまでボランティア活動を
行ってきた人に対してモチベーションを維持させるためには，専門家の立場から高齢者ボランティア
自身の心身の健康にとって望ましい活動の種類や内容、従事時間といった具体的なボランティアプロ
グラムの提示を求められる場合が少なくない。
①ボランティア活動の内容による効果の違い
ボランティア活動の内容による効果の違いを分析した研究は極めて限定される。世代間交流のある
群で生活満足度は高かったとの報告（Jirovec and Hyduk, 1999）と教会・宗教関係のボランティア活動
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がより心理的・身体的健康への効果が大きいとする報告（Morrow-Howell et al., 2003; Musick Wilson,
2003）
が見られる。
②ボランティア活動の時間及び所属団体数による効果の違い
高齢者のボランティア活動において心身への負荷を考慮した場合にどの程度の従事量が望ましいか
を検討することは重要である。従事時間が長いほど好影響を与えるものの、至適時間を超えると効果
は徐々に減少するとの研究が多い。自験例では月に 1 回以上の従事が生活機能の維持に有効であった
が（Nonaka et al, 2017）、その至適時間のカットオフポイントは年間 40 時間未満（Musick et al., 1999）
や 40 ～ 100 時間程度（van Willigen, 2000; Hao, 2008; Morrow-Howell et al., 2003; Tavares, et al., 2013）
との報告や、800 時間未満（Windsor, et al., 2008）まで幅を持たせた研究まであり一致した見解は得ら
れていない。
次に、一つの社会参加活動に従事する人は、社会的ネットワークが豊かであるために、他の社会参加
活動を勧奨される機会が多い可能性がある。例えば、ボランティアグループのメンバーに欠員が出た
ために、新たなボランティアグループに勧誘されたとしよう。新たな社会的ネットワークが構築され
ることは健康に有効であると同時に、多忙であっても断り切れずに負荷が重積してしまう人を散見す
る。一つのボランティア活動に特化すべきか，複数の活動をバランスよく同時に継続することが心身
の健康にとって好影響を与えるかといった議論は高齢者ボランティアを支援する際に考慮すべきであ
る。二つ以上のボランティア団体に属している場合には総死亡のリスクが有意に抑制されるが、一つ
だけなら抑制効果は見られなかった（Oman et al.,1999）という報告がある一方で，0 または二つ以上の
団体に属する場合よりも一つだけの場合に総死亡のリスクが最も低かった（Musick et al., 1999）とい
う報告がある。さらに、0、一つ、二つ以上と所属する団体が増えるにつれて心理的健康に好影響が見
られる（van Willigen, 2000）との報告もある。一方，年間 100 時間（週 2、3 時間）程度までの至適時間の
効果に比べて、所属団体の数による効果の違いはない（Morrow-Howell, 2003）との報告もあり、現在の
ところ至適所属団体数についても議論が続いている。所属する団体における立場も、効果に影響する
ものと考えられる。例えば、リーダーや世話人等ボランティア組織を維持する上での周囲の期待や責
務が伴うかどうかは、活動に対するモチベーションとストレスのバランスに大きく影響するのではな
かろうか。
4）
自己啓発活動が心身の健康におよぼす直接的な効果
自己啓発活動の主な要素である余暇活動は認知機能の低下抑制に有効であることは認められつつあ
るが（Wang et al., 2012）、知的活動であれば何でも有効であるというわけではない。どのような知的
活動が認知機能にとって良い刺激をもたらすかを検討した研究では、音楽鑑賞やパズルなどに取り組
むグループと比して、カメラの撮影技術の学習やパソコンによる画像編集技術の学習といった新しい
事柄の学習を行ったグループにおいて記憶機能の向上がみられたことを報告している（Park et al.,
2014）
。認知機能の働きが向上することで、その後の認知機能低下が遅延することが期待できる。
新しい学習や社会的つながりが重要であるということに着目し、我々は絵本の読み聞かせ技術の習
得を目的とした介入研究を展開している。もの忘れ愁訴のある高齢者を対象に無作為化比較試験によ
る効果検証を行ったところ、絵本の読み聞かせ技術の習得講座に前期に 3 か月間参加したグループに
おいてウエクスラー記憶検査の成績向上効果がみられ、後期に 3 か月間参加したグループは前期（待機
中）には変化なく、後期参加すると前期参加グループと同様に記憶検査の成績は向上した（図 3）
（Suzuki et al., 2014）。
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図3

絵本の読み聞かせ講座受講による認知機能への介入効果
Suzuki et al.（2014）BMC-Geriatr

高齢者のボランティア活動と自己啓発活動は階層性がある一方で、重複することが多い。例えば、
趣味や稽古ごとが長じて、ボランティア活動へと至る場合やボランティア活動の質を向上する上で、
修練・稽古を積み、これらがプラスの循環となり相乗効果を生み出す場合が多い。
例えば、世代間交流を基盤とした自己啓発型社会貢献の自験例としては、高齢者による学校支援ボ
ランティアプロジェクト “REPRINTS” がある（Yasunaga et al., 2016; 藤原ら , 2007）。高齢者ボランテ
ィアグループによる定期的な絵本の読み聞かせ活動を通した世代間交流により、聞き手である子ど
も、読み手である高齢者ボランティア自身、子どもの保護者への多面的な効果を検証してきた。
“REPRINTS” の 9 ヶ月間の短期的な効果として、ボランティア群は対照群に比べて、健康度自己評
価や社会的ネットワーク、体力の一部において有意な改善または低下の抑制がみられた（Fujiwara et
al., 2006）
。子どもへの影響については、高齢者イメージは児童の成長とともに低下する可能性がある
が、“REPRINTS” ボランティアとの交流頻度が高い児童では、1 年後も肯定的なイメージを維持しうる
ことが示された（藤原ら , 2007）。また、2 年間における追跡からは “REPRINTS” ボランティアにより
保護者の学校への奉仕活動に関する心理的・物理的負担の軽減がみられた（藤原ら , 2010）。
以上より、“REPRINTS” プロジェクトによる高齢者ボランティアと児童、保護者にわたる互恵的効
果が検証された。
2004 年に開始した REPRINTS プロジェクトは今年で 15 年目を迎える。現在、活動地域は全国 2 市 1
特別区から 3 市 5 特別区に広がりボランティアは総勢 350 名を超す。第一期から 15 年間活動を続ける
ボランティアも散見される。筆者は 15 年間の本プロジェクトに関わる中で、個々人のライフコースに
合わせて世代間交流を介した社会参加のありようが変遷する事例を数々経験してきた。
Productivity のステージが重層的であることを考えると、REPRINTS ボランティアは原則 60 歳以上
であり、就労や家事・子育て中心の現役世代を経験している。職場内の先輩後輩や家事・子育てにお
いても親や子どもとの世代間交流が必要不可欠なものとして行われたことが容易に想像できる。彼ら
は現役生活を引退した後に REPRINTS プロジェクトへの参画といった第二のステージであるボラン
ティア活動への移行に成功した人々である。また、絵本の読み聞かせに伴う選書や読解、音読といっ
た活動は知的探究心を伴う高度な生涯学習である。これは Productivity の第三ステージである自己啓
発・趣味活動に相当する（図 4）。
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図4

REPRINTS ボランティアの 1 週間の活動例

第 80・83 回、老年学公開講座
（平成 17 年 7 月・11 月）
東京都老人総合研究所

6 〜 7 年間に亘り、RERINTS ボランティアを継続した高齢者は、脳 MRI 上の海馬の萎縮、転倒リス
クを予測する体力指標動である「動的バランス力（functional reach）」、老研式活動能力指標の下位三
尺度の一つで、認知機能検査の成績と高い相関を示す「知的能動性」、社会的ネットワークの指標の一
つである「近隣の子どもとの交流頻度」において、対照群（n=100）に比較して有意に維持・低下が抑制
された
（図 5）
（Sakurai et al. 2016&2017）。

図5

REPRINTS ボランティアによる７年間の心身社会的長期効果

V．インフォーマルな社会関係と健康
Productivity モデルの第四ステージである友人・隣人等とのインフォーマルな交流による社会参加
については、必ずしもグループ・団体活動に属する必要がない。むしろ、先述の社会関係の重要性が
強調される。
外出頻度が週に 1 回以下の場合を「閉じこもり」とし、身体的理由によって外出できない「タイプ 1」
と、心理社会的理由によって外出できない「タイプ 2」に分類される。
「タイプ 1」は身体的問題をのぞ
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けば外出意欲はあるので、介助や器具などの補助手段により外出頻度を増やせる。しかし、
「タイプ 2」
は心理社会的理由のため、単純な声かけや物的支援だけでは外出頻度を増やしにくいという実情があ
る。まずは外出の頻度を増やすとして次にその内容が問われる。単独行動で人とのコミュニケーショ
ンをともなわない外出は、孤立している状態と同じである。自験例では毎日外出して孤立もしていな
い人を基準におくと外出頻度が 1 日一回未満（= 閉じこもり傾向）と孤立は重積により総死亡リスクを
高めた（Sakurai et al., 2018）。また、男性は毎日外出していても、孤立していると 4 年後に生活機能の
低下が約 2 倍になる。逆に女性は孤立しなくても、閉じこもり傾向だと生活機能の低下リスクが約 1.6
倍になる。つまり、男性は交流なき外出に気をつけ、女性は外出なき交流に留意することが大切であ
る
（Fujiwara et al., 2017）。
Ⅵ．要介護高齢者における社会参加が健康へおよぼす影響
最後に、Productivity の第五ステージである介護・福祉サービスにおける社会参加と健康について
筆者らはデイサービス（以降、DS）の利用の有効性について検討した。
対象は当センターもの忘れ外来に通院し、筆者が主治医として 2 年間の継続診療が可能であった認
知症患者 35 名（DS 利用群 21 名、非利用群 14 名）とした。DS 利用群においては、軽度認知機能低下者向
けの認知機能検査 Montreal Cognitive Assessment（MoCA-J）
（Fujiwara et al., 2010）の得点が 2 年間
維持されたが、非利用群は後半の 1 年間で有意に低下した（長沼ら , 2013）。MoCA-J の下位項目で同様
に検討すると、日時や場所など自分が現在置かれている状況を理解する能力である見当識領域におい
て非利用群は、後半の 1 年間で有意な得点低下を認めた。DS の利用に際しては体操や音楽といった基
本的なプログラムに加えて、様々な見当識の維持に寄与するプログラムが定期的・継続的に行われる。
これらのプログラムの影響もさることながら、定期的な外出や利用者や職員とのコミュニケーション
の促進こそが好影響の要因であると考える。
Ⅶ．社会関係が心身の健康へおよぼす機序
1）
精神的健康への影響と機序
高齢期には配偶者や近親者との死別・離別や自身や家族の病気・介護といったストレスフルなライ
フイベントを経験することが多い。周囲からサポートを得られる環境にある人は、状況を脅威に感じ
なかったり、ストレスへの対処方法を選択しやすいことにより、不安や抑うつなどのネガティブな心
理反応を抑制できると考えられている（Cohen, 2004）。つまり、社会的サポートがストレスに対する健
康障害への緩衝効果を持つと言える。一方、ストレス緩衝効果（stress buffering effect）は、いざとい
う時に支援してもらえると期待できるサポートの入手可能性（perceived support）において認められ
るが、実際にサポートを受ける（received support）立場にある場合には、必ずしも有効ではない。
「相
談にのってもらう」、
「慰めてもらう」といった情緒的なサポートについては期待できるサポート、実際
のサポートともに多いほど抑うつ度が低い。また、身の回りのことを手助けしてもらうといった手段
的なサポートについては期待できるサポートが多いほど、抑うつ度が低いが、実際のサポートが多い
ほど抑うつ度が高いことが示されている。人は一方的に支援を受けるだけでは却って苦痛を感じた
り、自尊感情を喪失してしまう。つまり、社会的サポートは授受のバランスが重要であり、ボランティ
アをはじめ社会参加活動においても、相手へのサポートの提供と同時に、相手から感謝してもらって
自分が生きがいを感じるといった自身への有形無形の報酬がある、互恵性（reciprocity）が重要である。
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2）
身体的健康への影響と機序
社会的統合が低い人ほど早世しやすいとの追跡研究が 1979 年に発表されて以来、公衆衛生学や社会
疫学の分野では社会関係が身体的な健康におよぼす影響についての研究が蓄積されてきた。近年のメ
タ分析によると社会関係が豊かな人はそうでない人に比べて生存率が概して 1.5 倍高いという（HoltLunstad et al., 2010）。
図 6 は、社会関係（社会的サポート・ネットワーク）が健康へおよぼす機序について図示した。社会
関係が健康に影響をおよぼす経路は単一ではない。健康関連行動による経路は社会関係が豊かな人ほ
ど、周囲から運動、食事、健診受診等の健康情報を得やすく、喫煙や過度の飲酒と言った健康に有害な
行動を避けることにより健康を維持しやすいというものである。ストレスによる経路は先述のとお
り、ストレスへの対処がうまくできずにストレッサー（ストレスの源）に暴露し続けると抑うつや不
安、主観的健康感の低下が見られる。更には、ストレスにより自律神経やホルモン・内分泌系、免疫系
機能が乱れることにより健康への悪影響がもたらせる。ストレスから過度の飲酒や喫煙、摂食障害と
いった負の健康関連行動に及ぶことも想定される（Uchino et al., 1996）。また、社会関係が乏しいこと
が認知症や認知機能低下のリスクを高めることも示されている（Fratiglioni et al., 2000; Bassuk et al.,
1999）
。一方で、社会関係の大きさは初回調査時の認知機能検査の得点と関連があり、その後の認知機
能低下に対しては防御的ではなかったとの報告も見られる（Zunzunegui et al., 2003）。社会参加活動
はこうした社会関係さらには社会的統合の上に立脚した活動であり、高齢者にとっては喪失しがちな
社会的役割を再度獲得することにより健康にポジティブな影響をもたらす。しかしながら、役割の葛
藤や過重により却って健康を害すこともある。役割の多寡よりも、本人が役割をどのように知覚して
いるのかが健康にとって大きな影響を与えるとの報告も見られる（Matz-Costa et al., 2012）。

図6

社会関係
（社会的サポート・ネットワーク）が健康へおよぼす機序

Ⅷ．おわりに：シームレスな社会参加の支援と地域包括ケアシステム
本稿では、ライフコースに応じた 5 つのステージにおける社会参加の枠組みと効果について紹介し
てきた。
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ライフステージに応じた社会参加の重要性は学術的には健康への好影響の点で、また、実務的に
は、社会貢献の担い手である点や、セーフティネットとつながりやすい点で認識される（藤原 , 2013）。
こうした社会参加が途切れることなくシームレスに継続されることが重要であることは言うまでもな
い。現実には図 1 の社会参加活動において、例えば、退職後男性で見られるように、就労からボランテ
ィアや趣味へというように円滑に次のステージへ移行することは容易ではなく、孤立・閉じこもりに
陥る者も少なくない。その背景には高次から低次の社会参加へと高齢者をライフコースに沿った形で
縦断的、継続的にシームレスな支援を行う体制が十分整備されていないことが考えられる。
筆者は、その要因として高齢者施策における縦割りシステムの弊害を指摘したい。高齢者のライフ
コースの 5 つのステージに応じて、就労支援、ボランティア支援、生涯学習支援、みまもり・生活支援、
介護サービスというように、施策を担当する部署は多くの自治体において異なる。生活機能が低下し
現状のステージでの社会参加が困難になった高齢者に対して、円滑に次のステージの社会参加の機会
を紹介・勧奨できるコーディネートシステムが必要となる。
我が国の地域保健福祉施策の実情を緊急度や均質性、普及性の面から鑑みると、このコーディネー
トシステムは地域包括ケアシステムへ包含されることが最も妥当と考えられる。国策としての包括ケ
アは、高齢者が住み慣れた地域の一員として社会参加し尊厳を持ち暮らし続けることができるよう支
援する包括的な社会システムである。そこでは、住まい・医療・介護のみならず、就業、趣味・生きが
い活動や生活支援サービスをも提供する多様な社会資源が地域のネットワークとなることが期待され
ている。そして、包括ケアの核である地域包括支援センター（以降、包括 C）は、このネットワークを活
用し、高齢者の心身の状況に応じた適切な活動に適切な時期に移行できるよう支援・コーディネート
することが求められる。
筆者は地域包括ケアシステムとはそもそも持続可能な地域社会を守る戦略・戦術と考えている。そ
れは城
（地域）を守るための堅固な内堀と広大な外堀に例えられる（藤原 , 2017）。介護予防、生活支援、
見守り・気づきといった比較的平易で一般的であるが圧倒的に多数を占める地域の課題（= ポピュレ
ーションアプローチ）については住民組織や地域資源とのネットワーク・互助（外堀）で可能な限り対
応してもらい、専門性の高い複合事例や困難事例への対応（＝ハイリスクアプローチ）について専門職
や役所などの公的機関（内堀）が専念できる体制の構築が必要である。団塊世代が後期高齢者になる
2025 年を控え背水の陣を構える今こそ、高齢者が多様な社会参加を通じて守ってくれる外堀を見直
し、活かす策を講じる時ではなかろうか。
【利益相反について】
本論文において開示すべき利益相反はない。
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ストレスチェックのエビデンス
堤

キーワード：1．職業性ストレス調査票
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3．screening performance
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3．スクリーニングパフォーマンス

2．predictive validity

録

その導入に当たり科学的根拠が希薄と指摘されていたストレスチェックは、多くの対象事業場が 3
クール目にはいり、少しずつ知見が集積してきた。職業性ストレス簡易調査票によって、メンタルヘ
ルス不調が一定の割合で抽出される可能性がある。また、職業性ストレス簡易調査票は、メンタルヘ
ルス不調を多く含む長期休業を予測することが示されており、そのインパクト（集団寄与危険割合）
は、ストレスチェックで評価される高ストレス状態にアプローチすることを合理化できる。ただし、
対象とされるメンタルヘルス不調の頻度と、十分に事後措置が行われていない現状では二次予防的な
アプローチの効果は限定的である。一方で、職場環境改善によるストレス軽減策は科学的根拠が蓄積
しており、ストレスチェック制度の有効性を向上させる方策として期待されるが、現場における実務
は浸透していない。今後、集団分析を用いた職場環境改善の手法の開発・改良を進めて、現場で実施
が可能となるような知見を蓄積していく必要がある。
はじめに
2015 年 12 月に施行されたストレスチェックは、その効果を含めた科学的根拠が希薄であることが課
題とされていた（Kawakami and Tsutsumi, 2016）。ストレスチェック制度に求められる科学的根拠に
は、高ストレス状態を把握する調査票のスクリーニングパフォーマンスと予測妥当性、ストレス調査
結果のフィードバックの効果、集団分析を基にした職場環境改善の効果などが含まれる。本稿では、
ストレスチェックの位置づけを確認した後、これまでに確認されているストレスチェック制度関連の
科学的根拠を基に、ストレスチェック制度の効果的な運用について考察する。

本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Evidence of the stress check system in Japan
Akizumi Tsutsumi
北里大学医学部公衆衛生学単位、Department of Public Health, Kitasato University School of Medicine
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1．職場のメンタルヘルス対策の中でのストレスチェックの位置づけ
職場のメンタルヘルス対策の概要を予防の水準別に述べると、表 1 の左段にあるような従業員教
育、管理監督者教育、職場環境改善を主方策とする一次予防、メンタルヘルス不調のスクリーニングを
代表的な方策とする二次予防、復職支援や再発防止を行う三次予防に分類される。周知のごとく、ス
トレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、すなわち、一次予防を主目的とし、
労働者のストレスの気づきと対処の支援、職場環境改善を具体的な方策とする。一方で、高ストレス
者として抽出される労働者の中には、専門的なケアが必要な労働者が含まれ、適切に対応されるべき
であるので、二次予防的な方策が副次的な目的として含まれることになる。ストレスチェック制度
は、厚生労働省が示す労働者の心の健康の保持増進のための指針が謳う 4 つのケア（図 1）のうち、労働
者によるストレスへの気づきとストレスへの対処等のセルフケア、管理監督者による職場環境等の改
善と個別の相談対応のラインによるケアおよび、産業医、衛生管理者等による職場環境等の評価と改
善と個別の相談対応や紹介といった事業場内産業保健スタッフ等によるケアの一部（図 1 中、赤字で示
す）
を具現化するツールといえる。

表１

職場のメンタルヘルス対策の中でのストレスチェックの位置づけ

図１

労働者の心の健康の保持増進のための指針
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2．職業性ストレス簡易調査票の妥当性
1）
職業性ストレス簡易調査票のスクリーニングパフォーマンス
職業性ストレス簡易調査票は、平成 7 ～ 11 年度労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」ストレ
ス測定研究グループによって開発された調査票で、計 57 項目からなり、回答時間 10 分程度とされる。
職場においてストレス対策を実施するのに必要な、心理的な負担の原因、心身の自覚症状および修飾
要因を含み、各尺度の信頼性が確認されている。全項目のうち 12 項目を用いた仕事のストレス判定図
により，職場の「ストレス度」を健康リスクとして表現できることは、この調査票を使用するメリット
といえる
（表 2）。
厚生労働省が示すマニュアルでは、①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点
数の合計が高い者と、②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定
以上の者であって、かつ、
「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場
における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者の組
合せで、高ストレス者を抽出することが推奨されている（図 2; 厚生労働省 , 2015）。

表2

職業性ストレス簡易調査票

性別・年齢構成を考慮して抽出した労働者（1650 人；男女同数；平均年齢 44 歳）において、K6 得点 13
点以上（2 次検査等に割くリソースが少ない折に、severe mental illness をスクリーニングするクライ
テリアとして推奨されている得点 ; Sakurai et al., 2011）をアウトカムとして、職業性ストレス簡易調
査票（57 項目）で推奨されているカットオフポイントのスクリーニング指標を算出した（Tsutsumi et
al., 2017）
。職業性ストレス調査票で抽出された高ストレス者は全体の 16.7% であった。K6 得点 13 点
以上は全体の 13% で、K6 得点 13 点以上の労働者の 60.5% がマニュアルで推奨される高ストレス者の
中に含まれていた。K6 得点 13 点以上をアウトカムと想定したときの、職業性ストレス簡易調査票の
スクリーニングパフォーマンス指標は、感度 60.5%、特異度 88.9%、陽性反応的中度 47.3%、陽性尤度比
6.0 であった。本研究では、厚生労働省が示す他の調査票（簡略版）やカットオフポイントの算出方法、
または、他のいくつかのカットオフポイントでもシミュレーションを行い、スクリーニング指標を推
計したが、厚生労働省が示すカットオフポイントは、他のものと比べて劣るものではなかった。
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2）
予測妥当性
ストレスチェックを受検した大手金融業の男性 7341 人、女性 7345 人を 1 年間追跡し、高ストレス者
が 1 か月以上の休業を発症するリスクを検証した。男性 411 人（5.6%）、女性 1105 人（15%）が高ストレ
ス者と判定された。ストレスチェック後 12 か月の間に、男性の高ストレス者からは 9 名、それ以外の
労働者からは 25 名が一か月以上の休業に入り、年齢、職種、職位を調整したハザード比は 6.6（3.0-14.3）
で、統計学的に有意に休業のリスクが増加していた。一方、女性では、高ストレス者から 12 名、それ以
外の労働者から 23 名の休業が発生し、調整後ハザード比は 2.8（1.3-5.8）で、やはり統計学的に有意にリ
スク上昇が観察された。この解析では、高ストレスの集団寄与危険割合が高ストレスのインパクトを
推計するために算出された。男性では 24%、女性では 21% と推計された（Tsutsumi et al., 2018）。
3）
定期的な検査と従業員への結果のフィードバックで従業員のメンタルヘルス不調のリスクが低下す
るのか
ストレスチェック制度そのものの枠組みの中で、標記のスタディクエスチョンは未検討であるが、
ストレス調査結果を郵送でフィードバックしても効果がないことは、わが国の労働者を対象とした無
作為化比較試験で示されている（Kawakami et al., 1999）。Kawakami ら（1999）は、職場のストレス検
査で General Health Questionnaire（GHQ）得点が３点以上であった労働者を、介入群（81 名）と対照群
（77 名）に無作為に割り付け、介入群に対して、GHQ の得点、保健行動のアドバイス、ストレスを減弱
するための行動を記したものを郵送した。1年後の調査で、GHQ得点に介入効果は認められなかった。
4）
高ストレス者をスクリーニングし、彼らに医師との面接の機会を与えることでメンタルヘルスの課
題が改善するのか
このスタディクエスチョンについても、ストレスチェック制度下での直接のエビデンスはないが、
電話による抑うつのスクリーニング後に治療的介入を行った効果が報告されている。604 人の従業員
を無作為に介入群と対照群に割り付け、電話によるアウトリーチでスクリーニングとその後の事後措
置がなされ、6 ヶ月および 12 か月後の抑うつの重症度と仕事のパフォーマンスが、二重盲検法で評価
された。介入対象には、心理療法もしくは抗うつ剤による外来治療が勧められ、治療の質もモニター
された。外来治療を受けたがらない対象者には、電話による認知行動療法が実施された。介入群は、
対照群に比して、抑うつの重症度が有意に低く、長く職にとどまっていた（Wang et al., 2007）。
3．二次予防的方策の限界
厚生労働省が推奨するカットオフポイントで、職業性ストレス簡易調査票を使用した場合、K6 得点
13 点以上を拾い上げる確率を 13%（事前確率）から 47%（事後確率）に引き上げ、尤度比 6 を有し事後確
率を中等度上昇させる有益なツールであると考えられる。さらに、高ストレス者として把握される労
働者は男女ともに、その後一か月以上の休業を発症するリスクが統計学的に有意に上昇し、高ストレ
スが休業に与えるインパクト（集団寄与危険割合）は 20% 強であることが示された。一方で、制度とし
てストレスチェックの結果は、労働者にフィードバックはされているものの、医師による面接の利用
度は低い。
ストレスチェック制度の二次予防的方策を検証するにあたっては、職場におけるメンタルヘルス不
調の推定頻度から推定される職業性ストレス簡易調査票のスクリーニング効率、うつ病等のスクリー
ニング効果に関するエビデンスを考慮する必要がある。
スクリーニング効率の視点からは、まず、必ずしも有病率が高くない集団への検査の陽性反応的中
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度は低いことを念頭に置かなければならない。統合失調症以外の精神障害で、気分障害、不安障害、物
質関連障害等の頻度の高い障害を総称する common mental disorders の 12 か月有病率は全体では 9.1
％と推計されており（Tsuchiya et al., 2012）、ストレスチェック実施時に検討対象となるメンタルヘル
ス不調の時点有病率はこの数字より低いと想定される。この数字に、発達障害やパーソナリティ障害
は含まれていないが、一般の職場に適応が困難なこれら障害の有病率は一般より低いと見積もられ、
かつ、ストレスチェックとは別に事例化し、同定されている可能性もある。Tsutsumi ら（2017）の検討
では、K6 自体がスクリーニングツールであることから、ストレスチェック制度で高ストレス者として
抽出するもののうち、専門家への紹介が必要な者は、その高々半数未満であることが評価される。
うつ病等のメンタルヘルス不調をアウトカムとした二次予防の効果はエビデンスが少ない。ポジテ
ィブな結果を得た報告も、電話でのスクリーニングの後に、訓練されたソーシャルワーカーや他のエ
キスパートによるインテンシブなケアが行われ、ようやく効果が見られたとされるものであった
（Wang et al., 2007）。米国予防医療専門委員会は、プライマリケアの患者においてうつ病をスクリー
ニングする標準的な調査票の使用の可否について十分なエビデンスがないとして、事後措置が十分で
ない限り、うつ病などのスクリーニングは推奨していない（US Preventive Task Force, 2002）。スト
レスチェック施行後のわが国の実績を振り返ってみると（厚生労働省 平成 29 年 7 月）、ストレスチェッ
クを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合はわずかに 0.6％であった。医師
面接を含め事後措置が十分に行われていない現状では、二次予防的なアプローチの効果は極めて限定
的であることを認識する必要がある。

図2

高ストレス者選定のイメージ

4．職場環境改善
組織レベルのストレス対策（職場環境等の改善）の科学的根拠は、古くから集積している。最近で
は、職場環境改善が労働者の心理社会的要因やメンタルヘルスに影響する研究について、複数のシス
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テマティックレビューが報告されるようになった。
Lamontagne ら（2007）は、系統的に抽出した 90 の研究を精査し、予防に関する組織的なアプローチ
をとる研究と報告が増加しているとしている。Egan ら（2007）は、18 の研究をレビューし、対照群を設
定した 12 の研究のうち、８つの研究で明らかに健康指標が改善していることを見出している。一方
で、経営合理化などの状況下での効果は限定的であったことも指摘している。
わが国でも、職場のストレス判定に基づいて実施した職場環境改善が、従業員のメンタルヘルスに
好ましい影響を与えたことを示す比較対照研究がある。Kobayasshi ら（2008）は、大手製造業の技術・
事務・研究開発部門のホワイトカラーの女性従業員において、介入群は、技術の活用度、上司と同僚の
サポート、心身の訴え、職務満足感が良好に変化し、改善効果は、職場環境改善活動への参加率が 50%
以上の部署でより顕著であった。Tsutsumi ら（2009）が実施したクラスター無作為化比較試験では、
製造業のラインを対象として、仕事のストレス判定図とメンタルヘルスアクションチェックリストを
用いた労働者参加型の職場環境改善の結果、対照群で精神的健康度と職場の生産性の指標が増悪した
一方で、介入群では、これらの指標が改善もしくは悪化を免れていた。
実際のストレスチェックでは、2,492 人の労働者を対象とした後ろ向きコホート研究で、効果量は大
きくはないものの、ストレスチェックとともに心理社会的な職場環境の改善を経験した職場の労働者
で心理的な苦痛が、統計学的に有意に改善していた（Imamura et al., 2018）。
さらに、職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対策に関する費用便益分析では、従業員の疾病
休業および労働生産性をアウトカムとした介入研究において費用便益分析を実施し、投資に見合う便
益があることが報告されている（吉村ら , 2013）。
5．ストレスチェック制度の効果的な運用に向けて―エビデンスギャップとその解決のヒント
ストレスチェック制度における二次予防的運用のエビデンスは確立しておらず、限界を認識して対
応することが安全である。一方で、職場環境改善の効果についてはエビデンスがあり、集団分析を基
に職場環境改善を進めていくことが望まれる。
ストレスチェック制度における集団分析を基に、職場のストレス要因を把握し、介入していくプロ
セスの原則は受け入れられているものの、解決策は職場に固有のものがあり一般化できていないた
め、実際に実施することが困難であることが指摘されている（堤 , 2017）。ストレスチェック制度の集
団分析を基にして、職場の環境改善を始める際に躓きやすいポイントについてまとめてみた（表 3）。

表3

ストレス調査に基づいた職場環境改善を開始する際につまづきやすい事項
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1）
抽象的な仕事のストレス判定図の結果から、現場特有のストレス要因を抽出する必要がある
職場のストレス診断については、
「仕事のストレス判定図」が汎用されるようになった（厚生労働省 ,
2015）
。実施者はツールの使い方を学ぶ必要がある。この判定図であらわされる指標（仕事の要求度、
コントロール、サポート）は抽象的なもので、それぞれの指標の得点が、その職場のどのような状況に
よって発生しているのか、具体的な要因を探索することにより、実際の職場環境改善が可能になる。
さらに、仕事のストレス判定図を構成する要素以外の要因もあること、物理的要因、化学的要因、生物
学的要因もハザードになることに留意し、広く、介入可能なストレス要因を探るようにする。個々の
要因の把握については、労働者から情報を得るのが有用なことが多い。
2）
何に手をつけたらよいのか
具体的な改善項目については、他の職場で行われた事例を参考にするとよい。そのためには、メン
タルヘルス対策に効果のあった好事例を収集して整理した職場環境改善のためのメンタルヘルスアク
ションチェックリスト（吉川ら , 2007）等が参考になる。
3）
職場環境改善を進める主体
職場環境改善を主体となって進めていく役割は、その事業場の文化（準備性）と成熟度によって異な
る。大きく分けて、産業保健スタッフ（含む心理職）主導型、上司等職場の責任者主導型、労働者参加型
があり、一般に、後者ほど、学習した組織が取り得るオプションと思われる。労働者参加型の職場環境
改善が勧められているが（Tsutsumi and Shimazu, 2016）、個々の事業場の状態に応じて選択してかま
わない。職場環境改善活動に慣れてきたら、主体を変更していくことも可能である。
4）
どこまでやるのか
職場環境改善活動を開始するにあたっては、その組織の準備性をできるだけ高めたい。そのために
は、研修や教育を行い、参加率を高める工夫をする（Kobayashi et al., 2008）。実際に介入をするかどう
かは、ストレス要因（ハザード）によるリスクの大きさを評価し、優先順位を設定するようにするとよ
い（堤 小田切 , 2016）。繁忙期や業績の悪化時など、一定の条件下ではスキップすることもあってよい
（Egan et al., 2007）。
おわりに
職業性ストレス簡易調査票によって、メンタルヘルス不調が一定の割合で抽出される可能性があ
る。ただし、専門的なケアを必要とする労働者の頻度を考慮した際のスクリーニングの効率と、先行
研究による二次予防的なアプローチの効果の限界を認識したうえで対応する必要がある。医師による
面接では、専門的ケアの必要性の評価だけでなく、一次予防的な働きかけの参考となる職場のストレ
ス要因等の聴取が求められる。職業性ストレス簡易調査票は、メンタルヘルス不調を多く含む長期休
業を予測することが示されている。その集団寄与危険割合は 20% 強であり、メンタルヘルス不調によ
る休業予防のために、厚生労働省が推奨するカットオフポイントを用いて、職業性ストレス簡易調査
票の結果を用いて高ストレス状態にアプローチする価値がある。エビデンスが蓄積している職場環境
改善（一次予防）は、ストレスチェック制度の有効性を向上させる方策であるが、今後、集団分析を用い
た職場環境改善の手法の開発・改良を進めて、現場で実施可能となるような知見を蓄積していく必要
がある。
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ストレスチェック制度における医師面接のあり方
―産業医の役割を中心に
廣
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録

2015 年の労働安全衛生法の改正により創設された「ストレスチェック制度」は、労働者のメンタル
ヘルス不調の第一次予防を主眼としている。しかし、その一部である高ストレス者に対する医師によ
る面接指導は、第二次予防の面も考慮されなければならない。医師面接の対象は、
「メンタルヘルス不
調」が強く疑われる者および「メンタルヘルス不調」が疑われ，それに影響しているストレス要因とし
て仕事や職場関連の事項が主である者であると考えられる。
筆者らは、3 年間の研究により、ストレスチェック制度のうち，医師面接とそれに付随する活動，そ
の後のフォローアップの効果的なあり方を検討し，実施マニュアルに沿って医師面接を円滑かつ効果
的に行うためのヒントをまとめた「ストレスチェック制度における医師による面接指導のヒント集」
（ヒント集）を作成した。ヒント集は、ぜひ実施すべき「重要事項」、できれば実施したい「勧奨事項」お
よび「留意事項」からなっている。本論の別添として、ヒント集の全文を付した。
産業医は、ストレスチェック制度においても、現場の実態をよく知り、それを踏まえた活動を行える
立場からの寄与が求められる。
1．職場のメンタルヘルス対策とストレスチェック制度
労働者にみられる精神面の不調が増加かつ多様化するに伴って、産業保健におけるメンタルヘルス
対策の重要性が高まっている。
職場のメンタルヘルス対策のあり方および進め方に関しては、厚生労働省が 2006 年に「労働者の心
の健康の保持増進のための指針」
（以下、メンタルヘルス指針）を公表している。メンタルヘルス指針
本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

Face-to-face guidance provided by a physician in stress check program: role of occupational health
physicians
Hisanori Hiro
産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学／産業医実務研修センター、Department of Mental Health,
Institute of Industrial Ecological Sciences / Occupational Health Training Center, University of Occupational
and Environmental Health, Japan
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では、事業者が活動全体を牽引し、衛生委員会などを活用して、現状を踏まえた取り組みを計画的、継
続的に実施することを勧めている。個々の労働者が自己管理を推進する「セルフケア」、管理監督者が
主管する職場のストレスを軽減し、適切な部下管理を行う「ラインによるケア」を柱とし、それを支援
するための「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、
「事業場外資源によるケア」を組み合わせた活
動が求められている。
2015 年の労働安全衛生法の改正により創設された「ストレスチェック制度」は、多くのマスメディ
アに取り上げられ注目を集めたが、それ単独で精神面の健康を保持増進させることは意図されていな
い。そうではなく、メンタルヘルス指針に示されているような取り組みとの組み合わせによって、効
果を期待すべきものである（堤，2015）。ストレスチェック制度を議論する際には、まずこの点に留意
する必要がある。
ストレスチェック制度の全体像を図に示した。本制度の主眼は、メンタルヘルス不調の第一次予防
とされている（中央労働災害防止協会，2015）。メンタルヘルス不調は、メンタルヘルス指針において
「精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労
働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題
を幅広く含むもの」と定義されている用語である。したがって、ストレスチェック制度は、精神面の不
調をかなり早期あるいは軽度の段階で未然に防止するための取り組みであり、理念としてはトータ
ル・ヘルスプロモーション・プラン（THP）の活動に近いと考えられる。

図

ストレスチェック制度の概要

THP 活動は、1988 年の安衛法改正によって、事業者の努力義務とされた労働者の心身の保持増進対
策である。その内容は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
（THP 指針）に示されて
いる。概要は以下の通りである。事業者はまず全労働者に対して、健康測定を実施し、その結果を踏
まえて、運動指導、栄養指導、保健指導、メンタルヘルスケアを実施する。健康測定は、健康診断と異
なり、そのまま放置すると健康障害を引き起こす可能性が高い生活習慣やストレスの問題を評価する
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ものである。健康測定における精神面の評価方法については、その項目などが厳密に指定されている
わけではない。メンタルヘルスケアの内容は、主として「心理相談」と呼ばれる個別の相談対応であ
る。健康測定の結果必要と判断されたか、本人が希望した労働者に対して実施される。心理相談の狙
いは、来談者が自らのストレス状況に気づき、それに適切に対処するのを支援するところにある（中央
労働災害防止協会 , 2016）
。実施担当者は、THP 指針に示された一定のカリキュラムの研修を受講し
た者で、その研修の受講資格も定められている。医師（産業医）は、健康測定を行い、通常心理相談は担
当しない。
2．ストレスチェック制度における医師による面接指導の位置づけ
ストレスチェックは、特定の精神障害（例えば、うつ病）のスクリーニングではない。その項目は、
「仕事上のストレス要因」
「ストレス反応」および「周囲からのサポート」の 3 領域を含む必要がある（中
央労働災害防止協会 , 2015）
。ストレスチェックに使用する質問票としては、「職業性ストレス簡易調
査票」が推奨されている。ストレスチェック制度の進め方を解説した「労働安全衛生法に基づくスト
レスチェック制度の進め方に関するマニュアル」
（厚生労働省）
（以下、実施マニュアル）では、本調査票
を用いてストレスチェックを行った場合の「高ストレス者」を判定するための区分点が提唱されてい
る。この区分点は、受検者の 10％程度が「高ストレス者」に該当するように設定されている。したが
って、この「高ストレス者」は、直接「精神障害が疑われる者」を意味してはいない。
ストレスチェックによって「高ストレス者」と判定された労働者に対しては、医師による面接指導
（以下、医師面接）を受けることが勧奨される。
医師面接を適切に行うためには、まずその目的を明確にしておかねばならない。前述したように、
ストレスチェック制度（全体）の主眼は、メンタルヘルス不調の第一次予防である。しかし、医師面接
に限定すると、その狙いは第二次予防をも多分に含んでいると言える。
医師面接がもっぱらメンタルヘルス不調の第一次予防のために行われるのであれば、いわゆるメン
タルヘルス不調の予備群に該当する労働者をその対象とすべきことになる。この群は、「ストレスを
強く自覚し、そのまま装置すると職業生活や家庭生活に影響を及ぼす可能性がある労働者」などと表
現できるであろう。厚生労働省は、仕事や職業生活において強いストレスを感じている労働者の割合
を調査しており（労働者健康状況調査、労働安全衛生調査）、その結果は年によって多少の変動がある
ものの、50 ～ 60％程度となっている。これに該当する労働者は、見方によっては、メンタルヘルス不
調の予備群と言えよう。この数値と 10％（ストレスチェックの受検者のうち「高ストレス者」と判定さ
れる者のおよその割合）とは大きな違いがある。医師面接は、対象者の選定においてメンタルヘルス
不調の予備群を少なからず取りこぼしていることになる。
医師面接の対象者の選定については、
「高ストレス者」の判定に使われるストレス要因の評価が、仕
事に関する事項に限られている点にも注意が必要である。ストレス要因の強さは同等であっても，仕
事上のストレス要因が強い例は「高ストレス者」と判定されて面接指導の対象となり、仕事外のストレ
ス要因が強い例はそこから漏れるという事態が生じうる。産業保健活動では、仕事や職場に起因する
健康障害の防止が重視される。ストレスチェック制度でも、それに沿った考え方が適用されたとみな
せるが、高ストレス者を均等に拾い上げているとは言えない点を、メンタルヘルス対策に関わる産業
保健スタッフは認識しておく必要がある。
結局のところ、医師面接の対象は、
「メンタルヘルス不調」が強く疑われる者および「メンタルヘル
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ス不調」が疑われ，それに影響しているストレス要因として仕事や職場関連の事項が主である者とい
うことになる。メンタルヘルス不調の第一次予防だけでなく、第二次予防の面も加味しながら実施の
あり方を検討すべきである（日野，廣，2017）。
3．ストレスチェック制度における医師による面接指導のヒント集
筆者らは、
「ストレスチェック制度における医師による面接指導およびフォローアップのあり方に
関する研究」（平成 27 〜 29 年度労働安全衛生総合研究事業「ストレスチェック制度による労働者のメ
ンタルヘルス不調の予防と職場環境改善効果に関する研究（主任研究者 川上憲人）」の一部）におい
て，ストレスチェック制度のうち，医師面接とそれに付随する活動，その後のフォローアップの効果的
なあり方を検討し，実施マニュアルに沿って医師面接を円滑かつ効果的に行うためのヒントをまとめ
た「ストレスチェック制度における医師による面接指導のヒント集」
（以下、医師面接のヒント集）を作
成した
（日野 , 廣 , 2018）。作成手順は以下の通りである。
1 年目は、まずストレスチェックと類似の活動について国内の文献調査を行った。次に、その結果を
基礎資料として，過去にメンタルヘルス対策に関与し、産業保健活動を主な業務としている医師およ
び産業保健に関わった経験が長い精神科医によるグループ討議を実施した。これらを通じて，ストレ
スチェック制度の実施において想定される課題，留意点などの集約を行った。その結果，ストレスチ
ェックの結果評価から面接指導までの流れ，面接指導の枠組み，面接指導の内容，面接指導の結果処
理，面接指導と職場環境改善の関連づけ，面接指導後のフォローアップの仕方，その他の関連事項のそ
れぞれについて，課題および問題点が整理された。
2 年目には、ストレスチェック制度施行後約 1 年を経過した時点での同制度の実施状況に関して，産
業保健活動を主な業務としている医師を対象とした Web 調査を実施した。その後，その粗集計結果を
資料として，現在産業保健業務に従事し，メンタルヘルスの領域に豊富な経験を有する医師を対象と
して，グループ討議形式による聞き取り調査を実施した。Web 調査の結果とグループ討議で得られた
意見から，医師面接のヒント集の骨子を作成した。
3 年目には、非常勤産業医活動に従事している医師会所属の医師に対して質問票調査を行い，ヒント
集の骨子の各項目について，重要性と実施可能性を確認した。
「重要でありぜひ行うべき」
「重要ではあ
るが行うのは難しい」
「重要ではあるが行うことはできないだろう」
「あまり重要でない」
「全く重要で
ない」
「不適切である」の 6 つの選択肢からひとつを選択してもらう形式をとった。次に，その結果を
もとにして，現在産業医業務を主な職務としている医師および産業精神保健活動に関わっている精神
科医を対象としたグループ討議を行い，医師面接のヒント集の骨子の各項目について，特に強調すべ
き点，留意すべき点などに関する意見を収集した。こうして得られた結果および研究班全体の成果物
検討会（研究代表者、研究分担者の他、7 名の産業保健、産業精神保健領域の学識経験者、実践家によっ
て実施）
で寄せられた指摘および意見をもとに、医師面接のヒント集を完成させた。
医師面接のヒント集を作成するにあたり、以下の 3 点を主な方針とした。①「ぜひ実施すべき事項」
と「できれば実施したい事項」の 2 段構成とし、留意点も付記する。②質問票調査の回答分布を反映さ
せる。 ③質問票調査結果で、
「不適切である」との回答が少なからず見られた事項については、表現を
見直すとともに、その理由として推測される事項に関して注釈を添える。
質問票調査の結果、1 項目（医師面接を希望したことに対して，対象者に一言お礼の類を述べる）を除
く 36 項目において、回答の半数以上が「重要である」
（「重要でありぜひ実施すべき」および「重要であ
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るが行うのは難しい」を合算）を選択していた。これらは、医師面接のヒント集に取り込む意義がある
と考えられた。また、回答者の5割以上が「重要でありぜひ実施すべき」と回答した項目については「重
要事項」
（ぜひ実施すべき事項）とした。
医師面接のヒント集（全文）を別添として付した。
4．医師面接と産業医
高ストレス者の医師面接は、産業医が担当することが望ましいとされている。しかし、非常勤産業
医の多くは、他の産業保健業務に忙殺されており、多くの時間を要する医師面接まで行う時間的な余
裕がないという声が多く聞かれる。その場合には、医師面接を行った医師の意見を確認し、そこに就
業上の措置が記されていた場合には、その内容が現場の実態からみて現実的で適切なものであるかを
評価する役割を担うことが望まれる。産業医には、ストレスチェック制度においても、現場の実態を
よく知り、それを踏まえた活動を行える立場からの寄与が求められるのである。
本研究で紹介した「ストレスチェック制度における医師による面接指導のヒント集」は、労働安全衛
生総合研究事業「ストレスチェック制度による労働者のメンタルヘルス不調の予防と職場環境改善効
果に関する研究（研究代表者：川上憲人）」の一部として実施した研究の成果物であり、当該研究は厚
生労働省厚生労働科学研究費補助金を得ている。その他、利益相反はない。

【参考文献】
1） 中央労働災害防止協会編 : 新しいストレスチェック制度 . 中央労働災害防止協会 , 2015.
2） 中央労働災害防止協会編 : 心の健康づくりのための心理相談担当者必携 , 中央労働災害防止協会 ,
2016.
3） 日野亜弥子 , 廣尚典 : ストレスチェック制度医師による面接 : その考え方 , あり方 . 医学のあゆみ
263: 241-246, 2017.
4） 日野亜弥子 , 廣尚典 : ストレスチェック制度で活用できる医師による面接指導のヒント集 . ストレ
ス科学 32: 368-376, 2018.
5） 堤明純 : メンタルヘルス対策とストレスチェック制度 . 予防医学 57: 15-18, 2015.

＜別添＞

ストレスチェック制度における医師による面接指導のヒント集
ストレスチェック制度では、ストレスチェック等によって高ストレスと評価された労働者に対し
て、医師による面接指導が行われることになっている。本ヒント集は、その面接指導を円滑かつ効果
的に実施するためのヒントを提供するものである。
ストレスチェック制度の実施方法については、厚生労働省から「労働安全衛生法に基づくストレス
チェック制度実施マニュアル」
（平成 28 年 4 月改訂）
（以下、実施マニュアル）が公表されている。医師
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による面接指導も、このマニュアルに沿って実施されるべきであり、本ヒント集には、それとの関係づ
けもなされている。
医師による面接指導は、当該事業所の産業医が担当することが望ましい。産業医は、他の医師より
も選任されている事業所の実情をよく知っているはずであり、それゆえに労働者や職場に対してより
適切な助言、指導が行えると考えられるからである。本ヒント集は、面接指導を産業医が行うことを
前提としている。しかし、部分的には、他の医師が行う場合にも配慮した記述を施されているところ
もある。
各ヒントは箇条書きの形で記されており、重要事項（ 重）、勧奨事項（ 勧）、留意事項（ 留）からなってい
る。重要事項はぜひとも実施すべき事項であり、勧奨事項はできれば実施することが望ましい事項で
ある。ただし、双方とも、実施しないことによって、事業者責任や医師としての責任が問われるような
類ではないことに留意されたい。あくまで、医師による面接指導が実質的な効果をあげるために有用
な事項であるととらえることが望まれる。
1．面接指導の対象者の選定と勧奨（実施マニュアル p57 〜 58）
勧 ストレスチェックによって判定された高ストレス者には、なるべくストレスチェックの面接指導を

受けるように進める。
解説）
（面接指導対象者選定のための）補足的面談は他のスタッフも行うことができ、情報を集めるこ
とによって、面接指導の時間が削減できる。面接指導の勧奨の意味を持たせることもできる。補足的
面談で面接指導対象者を絞り込む際には慎重に行い、絞り込みすぎないよう注意する。面接指導対象
者から外す者としては、すでに健康管理部門でフォローアップを受けている者、専門医に通院してい
る者、非常に症状が強い者（別の管理、支援とする）などが考えられる。そのため、補足的面談には、一
部構造化面接の手法を取り入れるのもよい。
勧 面接指導と並行して、それを希望しなかった高ストレス者に対する相談活動を行うことによって、

面接指導の件数も増えるという相乗効果も期待しうる。したがって、その相談活動も前向きに検討さ
れるべきである。
留 面接指導を希望する者の割合は、日頃の産業保健活動やメンタルヘルスに関する職場風土の影響を

受ける。また、産業保健活動の活発な事業場で希望者が多いとは限らない。
2．面接指導の枠組み（実施マニュアル p67 ～ 77）
重 面接指導を受けることでどういうことが起きるのか（結果の一部が事業者に知られる、就業上の措

置が生じることがあるなど）、その枠組みを十分に事前説明しておく必要がある。
解説）当該労働者の不安を軽減するとともに、事後のトラブルを防止する意味もある。精神疾患の確
認や専門医・専門機関への紹介ばかりを目的としたものではないことを改めて明示すべきである。た
だし、面接指導の時間は限られているため、その詳細は、あらかじめ伝えておいたほうがよい。
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重 面接指導の大筋は構造化しておく
（質問の内容や順序を決めておく）とよいが、その中には開かれた

質問も含めるようにする。
解説）
「開かれた質問」とは、
「はい」
「いいえ」といった選択肢で答えられるものではなく、自分自身の
言葉で表現することが求められる質問をさす。
勧 面接指導の時期がいつ頃になるかを、ストレスチェック制度の実施計画の中で整理する。

解説）ストレスチェックと面接指導が、大幅な人事異動の時期をはさむと、面接指導で得られる所見と
ストレスチェックの結果に大きな乖離がみられる場合がある。
勧 次回の面接を行う必要が生じた場合、本人とそのための連絡をどの程度つけやすいかによっても面

接指導の時期を調整する必要がある。
勧 就業上の措置の必要性を伝えたり決定したりする際の上司、人事との打ち合わせは、ストレスチェ

ック制度の枠内とするか、枠外とするかをあらかじめ明確にしておく。
勧 面接指導で不十分であった面は、健診の面接などで補うようにする。

解説）健診時の面接に産業医が関わらない、あるいは一部にのみ関わる場合には、面接指導をそこで補
うことは困難であるが、他の場面を模索したり、看護職や心理職に担当してもらうことも検討したい。
留 疾病性（診断、重症度、治療方法）に関する評価については、精神科専門医に必要な水準を求められ

るものではない。長時間労働者に対する面接と同様に、専門医、専門機関に紹介する必要があるかい
ないかを的確に判断することが重要である。
留 面接指導を健康診断の面接と同時期に行うか、逆に大きく離すかについて、それぞれの利点、欠点

を整理したうえで決めておく。
解説）利点としては、効率的に実施できる可能性がある点、周囲からわかりづらい（目立ちにくい）点が
あげられる。他方、両者が混同される点、結果の処理が不明確になる点などが懸念される。
留 面接指導の所要時間は、ひとり最低 30 分程度を想定する。

解説）面接指導の担当者が常勤か非常勤かで、それに費やせる時間には相違が生じる。常勤の産業医
の場合は、45 分程度の時間を確保できるところもある。
3．面接指導の進め方（実施マニュアル p67 ～ 77）
重 面接時間を短縮するためにも、人事情報などを十分に準備する。
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重 健診結果などの情報も手元に置き、参照する。

解説）
健診時の面接で、ストレスチェックの結果（面接指導を含む）を参照することも有用である。
重 対象者の心情を受け止めるよう心がける。

解説）
この姿勢は、労働者にも伝わり、面接指導の質を高めるとともに、トラブルの回避にもつながる。
重 対象者が面接指導を希望した意図を読み取ることを意識する。

解説）簡単な勧奨によって医師面接を希望した者については、何らかの大きな困難を抱えている可能
性もあり、注意が必要である。また、ストレスなどとは関係なく、業務内容の変更や人事異動を希望し
て面接に臨む者もいるかもしれない。
勧 対象者が答えやすいように、質問する事項の順番にも気をつける。
勧 記録用紙
（フォーマット）にとらわれすぎないことも重要であるが、記述すべき最低限の事項がある

ことには留意する。
解説）記述すべき事項は、実施マニュアルが参考になる。面接で確認すべき事項を手元に記しておく
と、重要事項の聴き洩らしを防止できる。希死念慮については、全ての対象者に確認する必要までは
ない。
留 対象者が面接指導終了後に感じる思いにも留意する。

解説）無味乾燥の面接指導になってしまうと、次年度以降のストレスチェック制度に対する受検姿勢
にも影響を及ぼす恐れがある。対象者が面接終了後に何らかの得るものがあったと感じられるような
面接にできるとよい。
留 面接指導に訪れたことに対して、対象者に一言労いの類を述べるのもよい。

解説）対象者の不安を軽減するとともに、対象者から多くの情報を聴きだし、有意義な面接にするため
に、この行為は大切である。
留 その後のフォローアップを円滑に行うためにも、少なくとも面接終了時にはラポールが築けた状態

が確認できるようにする。
4．面接指導の内容（実施マニュアル p67 ～ 77）
重 生活習慣などの保健指導を行う際は、後日のフォローアップや教育研修との組み合わせで効果をあ
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げるという発想をする。
解説）時間制限の強い面接指導の枠内だけでは、生活習慣や働き方に関する保健指導の効果をあげる
ことは難しい。後日、フォローアップの個別面接を行ったり、小集団による教育研修を開催したりで
きればよい。これらは、必ずしも医師が行う必要はない。
勧 面接指導には、メンタルヘルス不調の二次予防的な面も含まれることから、内容は「保健指導」より

も「ストレス状態の確認」を中心とする。
重「ストレス状態の確認」と「保健指導」などの時間配分は、対象者のニーズ、状況によってフレキシ

ブルに変える。
解説）
「ストレス状態の確認」の丁寧な聴取は不可欠であるが、ある程度の時間配分の柔軟性は確保し
た方がよい。
勧 生活習慣などの保健指導を行う際は、取り上げる主題をある程度絞り込む。

解説）取り上げる主題としては、睡眠のとり方、休養のとり方、相談のしかた、思考パターンの見直
し、飲酒の注意、運動のしかたなどがあげられる。
勧 対象者から、仕事と家庭の両立、キャリアの問題、プライベートの問題などが語られた際には、それ

らについても傾聴を怠らない。
解説）労働者のストレス要因として、仕事以外の事項も多い場合が少なくない。面接指導の事後措置
において、それらへの配慮は大抵の場合困難であり、そのことを伝えるのも必要であるが、傾聴によっ
て本人の悩みが整理され、ストレスが軽減する例もある点は認識すべきである。
勧 抑うつと睡眠の問題は、ある程度の構造化によって聴取する。

解説）抑うつについては、長時間労働者の面接指導と同様に、BSID（うつ病の可能性を評価する構造化
面接）が使用できる。睡眠については、睡眠時間（平日、休日）、就寝・起床時間、熟眠感、入眠困難およ
び中途覚醒
（早朝覚醒）の有無、疲労の残存感、睡眠時無呼吸の有無などを聴取したい。
5．面接指導の結果処理（p76 ～ 82）
重 就業上の措置に関して、上司、人事との打ち合わせをする場合には、そこでどのようなことを述べ

るかについて、概要を事前に本人に伝えておく。
解説）面接指導の事後措置として、就業上の措置に関する判断は不可欠であり、担当医師にはそれをで
きるだけ妥当な内容にする努力が求められる。そのためには、上司、人事との連携が重要となる。特
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に、長時間労働によって、問題が生じていると考えられる例については、看過すべきではない。本人に
は、就業上の措置を求める場合、ある程度の経緯も添える必要があることを伝えておく。
重 記録の記載については、後に労災申請や事業者責任が追及される事案となった場合に、混乱や実態

とは異なった解釈が生じないようにする注意する。
解説）面接記録の記載の（原則的な）仕方を人事と話し合い、了承を得る手順を踏んでおくとよい。
（こ
れは、人事主導の記載をするという意味ではない。）
勧 何らかの就業制限をつける場合には、複数回の面接を行うのが一般的である。その場合、事前に上

司あるいは人事と連携する。
解説）就業制限をつけるにあたっては、上司あるいは人事との話し合いを行う。どうしても複数回の
面接ができない場合には、意見書はあまり断定的でない書き方にならざるを得ない。
勧 ストレス症状を訴えながらも、就業制限をつけることには拒否的になる者への対応の仕方につい

て、大筋を決めておく。
解説）少し時間をおいて改めて問いかける（説得する）場を設けるのが有効なこともある。本人がため
らっても、放置をすることで本人あるいは周囲が多大な影響を被る恐れのある場合などでは、就業制
限に関する意見を提出せねばならないことがある。少なくとも、記録だけは残しておく。
勧 現場の状況がわからないまま、意見書を記述せねばならない場合には、確認できない事項に関する

断定的な表現は避ける。
解説）断定的な表現を用いると、それが事実であることを産業医が認めたことになりかねず、トラブル
の原因となりうる。具体的には、
「…に注意してください」、
「本人は…のように話しているため、配慮
してください」といった書きぶり（「…」の部分が事実か否かは確認していない旨を含める）にする。
留 労働者本人の言い分だけをもとに意見を記すことはしない。
留 面接指導の結果をもとに職場環境改善に向けた働きかけを行う場合には、ストレスチェックの集団

分析結果の照合を原則とする。
解説）
面接指導では、職場全体の問題を客観的に評価・把握するのは容易ではない。ストレスチェック
の集団分析が行えない場合には、できるだけ多方面からの情報を収集する。
6．面接指導のフォローアップ
重 専門医・専門機関受診を勧奨した例については、必ずその後どうなったか（どのような指示を受け
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たか、治療が開始されたかなど）を確認する。
重 フォローアップの間隔は、ある程度柔軟性を持たせておいたほうがよい。

解説）面接指導後には、フォローアップを行うことが望ましい。全例に対して実施するのが難しい場
合にも、優先順位をつけて行いたい。
重 フォローアップを行う場合、面接指導の終わりにその旨を本人に伝えておく。

7．その他の留意事項
重 面接指導を事業場外に委託する場合には、担当医師がストレスチェック制度について理解している

こと、職場のメンタルヘルスに関してある程度の予備知識を持っていることを確認する。
勧 ストレスチェック制度をひとつの機会として、産業医と精神科医
（心療内科医）
の連携交流を深める。

解説）地域によっては、産業医と精神科医の意見交換、交流の場を設けているところもある。互いの
「顔」を知り、立場や考え方についての理解が深まると、メンタルヘルス不調者の対応がより適切なも
のになる。これはストレスチェック制度に留まらない効果をもたらしうる。
留 ストレスチェック制度を、労働者との接点が増える場ととらえることも重要である。

解説）質の高い産業保健活動を行うためには、労働者と職場を熟知することが肝要である。面接指導
をその機会のひとつととらえると、労働者からの聴き取りを通じて、多くの有益な情報が得られるこ
とを実感できる。また、産業医の場合、面接指導を通じて、労働者から自らがどのように見られている
かを知る機会にもなる。
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ストレスチェック制度を活かした職場メンタルヘルス活動
―事業場内産業保健スタッフの立場から―
島津美由紀

キーワード：1．ストレスチェック制度
5．産業保健活動

2．一次予防

3．職場環境改善

4．産業保健スタッフ

Key words：1．Stress Check Program 2．Primary prevention
3．Workplace environmental improvement 4．5．Occupational Health staff

抄

録

2015 年 12 月より施行された「ストレスチェック制度」では 1 次予防が主たる目的とされている。本
稿では、ストレスチェック制度を活かした職場メンタルヘルス活動について、事業場内産業保健スタ
ッフの立場から捉えた現状と課題について、主に 3 点にポイントを絞り報告した。1 点目は、総合的な
評価を行うことである。ストレスの状況・状態を定量的に示すことができるなど、ストレスチェック
結果活用の利点を活かしながら、一方で、結果だけに頼らず、定量的・定性的情報を加味し、総合的に
評価、支援していくことが重要と考えられた。2 点目は、支援に際しては、個人アプローチと集団アプ
ローチとの両輪のバランスを適切に行うことである。3 点目は、ストレスチェック制度を活用した支
援が、健康相談対応、教育研修、過重労働面談などのふだんの産業保健活動の相乗効果につながるよ
う、連携した支援を行っていくことの重要性である。今後は、産業保健スタッフ間だけでなく、人事ス
タッフ等とも適切な連携をはかり、各種人事施策と健康支援の施策との連携についても検討を深めて
いくことも、重要な課題となってくると考えられた。
1．はじめに
労働安全衛生法の改正に基づき、2015 年 12 月より「ストレスチェック制度」が施行された。本制度
は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること、職場環境の改善を図ること、が目的とされ、
ストレスの状況を把握し、ストレスによる健康問題を予防することに主眼をおいている（厚生労働省 ,
2016）
。事業場でのストレスチェックの導入に際しては、目的が職場におけるメンタルヘルス不調の
一次予防であること、常時使用する労働者については全社員が対象となること、個人情報の取り扱い
に十分な留意が必要なこと、などを理解し、実施に際しては十分な説明を行っておくことが、重要なポ
本論文の内容は第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

An overview of the implementation of the Stress Check Program from the view point of Occupational Health
staff
Miyuki Shimazu
ソニーコーポレートサービス
（株）
産業保健部、Sony Corporate Services (Japan) Corporation, Occupational
Health Department
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イントとなるといえる。本稿では、ストレスチェック制度を活かした職場メンタルヘルス活動につい
て、事業場内産業保健スタッフの立場から、その実際と課題、展望について述べる。
2．事業場でのストレスチェック制度実施の実際
事業場でのストレスチェック制度は、事業場の「こころの健康づくり計画」の一環として実施され
る。実施に際しては、まず、事業者が、衛生委員会等で、実施の体制や方法を審議、決定し、実施に際し
ての規定を策定する。その上で関係者はじめ労働者に周知をし、ストレスチェックの実施となる。
「こ
ころの健康づくり計画」では、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケ
ア、事業場外資源によるケア、に示される「4 つのケア」のそれぞれについて、職場復帰支援を主とした
3 次予防から、早期発見・早期支援を主とした 2 次予防、教育・研修等を主とした 1 次予防まで、各事業
場の規模や特徴に応じて効果的に実施ができるよう計画がたてられる（島津 , 2017）。ストレスチェッ
ク制度導入後は、事業場においては 1）ストレスの気づきの支援を中心とした個別の面接指導や相談対
応・セルフケア支援などの個人向けアプローチ、2）働きやすい職場環境づくり支援を中心とした集団
分析や集団の評価・組織支援などの集団向けアプローチ、の両面からのアプローチによるメンタルヘ
ルス支援を計画するなどにより、一次予防施策を拡充している。

表1

事業場でのメンタルヘルス活動（例）
（島津、2017 を一部改変）

3．個人向けアプローチ
個人向けアプローチでは、ストレスチェックの実施をきっかけに、面接指導または相談対応につな
がるケースもあり、これまでの産業保健活動の中では拾い上げきれなかった層についても、早期に相
談対応を行うなどの予防的な活動につながることが考えられる。一方で、産業保健スタッフも医療的
アセスメントに加えて、心理・社会的アセスメント、さらには、認知・行動的視点からのストレス対処
支援など、幅広いスキルを身に着けておくことがより重要となってくると考えられる。
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表2

面接指導の考え方（厚生労働省、2016：P64 より抜粋）

表 2 に、ストレスチェック制度実施マニュアル（厚生労働省 , 2016）に示された、
「面接指導の考え方」
を抜粋した。面接指導の際の考え方のポイントとしては、大きく次の４つがあげられよう。1．自記式
調査票の限界を十分に理解すること、2．ストレス要因について聴取し対応を検討すること、3．職場外
要因も考慮しつつも、まずはストレス要因が職場内に存在する可能性を想定し、ストレス原因の把
握、職場内で実施可能な対応を優先して促す観点をもつこと、4．職場内で解決可能な課題があるかど
うか、職場の環境を熟知している産業医が対応することが解決の糸口になりうること。これら 4 つの
ポイントは、ストレスチェック実施後の面接指導の際の、面接指導の考え方として記載されているも
のであるが、ストレスチェック実施後のいわゆる補足的面談や、高ストレス者の相談対応などにおい
ても、いずれもストレスチェック結果に基づく高ストレス者への面談・相談対応であることを考えれ
ば、ある程度共通したものと考えられよう。面談の際に、ストレスチェックというツールを活用する
ことは、面談の際の重要な材料や話題のきっかけともなる利点や、構造化した面談を実施しやすいな
どの利点もある一方で、あくまでも調査時点の労働者の自覚の範囲での評価にすぎないことは、念頭
に入れた上で、面談を行うことは重要な点といえよう。
また、面談の際には、漠然とした不調感や、負担感、大変さ、に留まらず、より、具体的に課題を掘り
下げて面談を行うことで、具体的な困りごと・課題を共有することができ、ストレス要因の詳細な把
握、より実態に近い把握につながると考えられる。そのためには、事前に、職場のビジネス状況や、長
時間勤務が発生していないかなどの労働状況、職場内での人間関係などの職場状況など、可能な範囲
での情報を収集しておくことは、ストレスの要因について聴取する際の大きな手助けとなるであろ
う。さらには、ふだんの産業保健活動での、保健指導、過重労働面談、健康相談対応などから得られた
定性的情報や、職場巡視等で得られた職場環境に関する情報なども整理しておくことは、面談対応を
する労働者のより具体的な課題を把握する手助けになるだけでなく、例えば、同じ部署や職場から、複
数、似たような課題を自覚する労働者が発生した際など、続く、
「集団分析による組織支援」を行う際
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の、重要な手がかり、課題提起へとつながる可能性もあると考えられよう。その際には、個人情報の扱
いには十分に留意する必要があることや、職場環境要因ばかりに過度に引っ張られず、常に、ストレス
を自覚する個人の要因をとらえながら、職場要因と個人要因とのバランスをはかりながら、目の前の
労働者の面談・支援を行っていく視点を忘れてはいけないであろう。なお、ストレスチェックでの面
談実施の際のポイントについては、表 3 にまとめて記載した通りである。

表3

ストレスチェックでの面談実施のポイント

厚生労働省のストレスチェック制度の調査によれば、医師による面接指導を受けた労働者の割合は
0.6％と示されている（厚生労働省 , 2017）。これまでに、健康診断や過重労働面談などでの保健指導や
健康相談、人事や職場上長を経由しての相談などの労働者への相談体制が整っている事業場などで
は、ストレスチェック導入後、実際には、ストレスチェック結果からの面接の申し出や面接指導の割合
はそれほど多くないことも推察される。一方で、面接指導の割合が少ない事業場においても、ストレ
スチェックは、疾病を調査するものではなく、
「ストレスの自覚」という切り口で尋ねていることを考
えれば、高ストレス者の中には、もちろん実際に治療中または相談対応中の労働者が含まれているこ
ともあるものの、これまでの産業保健活動では面談につながらなかった層の労働者が面談対象者とし
てあがってきている可能性もあるといえよう。具体的には、悩みを抱えていたものの周囲には相談で
きずにいた労働者がこの機会に相談したいと申し出てくるケースや、この機会に考え方の整理をした
い、ストレス対処のヒントを知りたい、自分の自信のなさをのりこえたい、など、種々のケースが考え
られよう。このように、ストレスチェック実施後の面談では、面談内容も多岐にわたる可能性も考慮
すれば、面談時の産業保健スタッフの労働者への関わりとしては、ストレスへの気づきを促すことに
加え、ストレス対処への支援を行うなどの幅広いセルフケア支援が求められるといえよう。もちろ
ん、面談においては、ストレスチェック結果に基づき、現在の状態像をアセスメントし、職場での人間
関係などの心理社会的アセスメントを行うことが基本となることはいうまでもない。表 3 に記載の通
り、睡眠や疲労の蓄積の自覚と業務への影響などの心身の状況に加え、仕事の負担感、業務への見通し
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の理解などの仕事のストレス要因、さらには、ストレス緩和要因としての、職場内外での人間関係や、
業務上の問題を職場の職場上長や同僚などにどのように相談しているかなどの、心理社会的状況を把
握することは大切である。面談からの情報をもとに、必要時、産業保健スタッフ間、または、人事スタ
ッフや職場上長、さらには、外部医療機関や相談機関等とも適切な連携をはかり、労働者の健康の保
持、職場での適応支援につなげていくことが重要であろう（表 4 参照）。

表4

ストレスチェックによる面接・面談での産業保健スタッフの関わり

4．集団向けアプローチについて
集団分析による組織支援を含む事業場でのストレスチェック支援の全体図について、その例を図 1
に示す。

図1

事業場でのストレスチェック支援（例）
（島津、2005 より一部改変）
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ストレスチェックの集団分析については、制度の中では努力義務とされているものの、制度の目的
が、メンタルヘルス不調の未然防止・一次予防であることを考慮すれば、集団分析を活用した職場環
境改善、職場集団向けアプローチとしての組織への支援を実施することは重要と考えられる。また、
厚生労働省による面接マニュアル（厚生労働省 , 2015）によれば、高ストレス者面接においては、
「事業
者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、医学的な見地から意見を述べること」とともに、
「働きやすい職場づくりを進めるため、面接指導から得られた情報を職場改善につなげるための意見
を述べること」の重要性が記載されている。このことを考えれば、高ストレス者面接で得られた情報
を、労働者個人の支援だけに終わらせず、あわせて、職場環境改善にもつなげていけるよう、活用して
いくことが重要であるといえよう（表 5 参照）。

表5

面接マニュアル（厚生労働省、2015）より一部抜粋

集団分析に基づく職場環境改善では、
「仕事のストレス判定図」などの集団分析から得られた結果に
加え、このように高ストレス者面接から得られた情報、さらには、保健指導や過重労働面談などふだん
の産業保健活動から得られた声などによる定性的情報など、個別面談の際と同様に、さまざまな情報
を考慮し集団分析結果を読み込み、具体的な課題の検討、職場上長等との意見交換から、課題と対応策
の検討を行っていくことが重要といえる。例えば、
「仕事のストレス判定図」において、
「仕事の量的負
担」が高いことにより健康リスクが高くなっている職場などでは、慢性的な長時間労働が発生してい
たり、特定個人に負荷が偏ったりしていることなどがないか、人事スタッフ等とも連携し、職場状況や
労働状況などについても情報を集め、実際に長時間勤務の実態があるようであれば、職場環境改善に
つなげていくなどの対応も必要であろう。一方、
「仕事の量的負担」が高いことにより健康リスクが高
くなっているものの、実際の労働状況からは過重労働などの実態は認められない、などという場合も
ありえるだろう。このようなケースでは、適正な労働時間であっても、心理的な「負担感」を感じさせ
るような要因が複合的に関与していないか、職場のメンバーやリーダークラスのメンバーにヒヤリン
グ、面談を実施するなどの方法を併用し、
「仕事のストレス判定図」から測定できる内容を超えて、そ
の他の仕事のストレス要因やその他要因が考えられないか、検討を進めていくことも必要と考えられ
る。また、集団分析を職種別や業種別での単位で集計し、健康リスクの分布を出してみるなどの検討
を加えることで、例えば、同じ職種のほかの職場でも同じような現象が起こっていないかなど確認
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し、職種や業務に特有の要因が隠れている可能性などを検討することも考えられよう。このように、
A 職場という 1 つの職場の課題を検討する際でも、視点や切り口を変えて、横断的または、昨年・一昨
年からの推移など縦断的に結果を見てみるなど、より多面的に職場の特徴をとらえて検討を加えてい
くことも重要といえよう。また、課題の検討に際しては、産業保健スタッフと、職場の管理監督者、ま
たは、リーダークラスや職場のメンバーなど、参加型の形式によりコミュニケーションをとりながら
実施していくことは、職場環境改善の視点から有用であることが報告されている（吉川ら , 2007）。近
年では、職場環境改善の方法には、
「管理職主導型」「従業員参加型」など、改善のイニシアチブをとる
主体によりいくつかの分類があり、それぞれに利点・留意点があることが報告されているが（吉川ら ,
2016）
、参加型の場合には、現場をよく知る労働者の意見を得られることや対話による効果などが利点
として報告されている。このような参加型の検討会ではさらには、産業保健スタッフにとっても、職
場の特徴を把握し、また、職場とつながるよい機会ともなり、今後、部下が不調になるなど気になるこ
とがあった際に、早めに職場から産業保健スタッフへつないでもらえる糸口となる可能性もあり、メ
ンタルヘルス不調の未然予防、一次予防の観点からも有用と考えられよう。

表6

ストレスチェックで実施のポイントと課題

このように、集団向けアプローチでは、ストレスチェックの実施により、これまで可視化することの
難しかった職場のストレス度を、職場の健康リスクなどの数値により定量的に示すことができるよう
になったことは、大きな変化といえる。一方で、数値を過信しすぎることなく、活用に際しては、勤務
情報、職場のビジネス状況その他客観的情報や、職場巡視や面談などで得られた声などの定性的情報
も可能な範囲で加味し、総合的に職場の特徴を評価し、産業保健スタッフ内の職種間、また、職場や関
連部署等と、適切なコミュニケーションをはかり、実態に合った評価と課題、対策につなげていくこと
が重要と考えられる。
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5．考察
本稿では、ストレスチェック制度を活かした職場メンタルヘルス活動について、主に、事業場内産業
保健スタッフの立場から捉えた現状と課題について述べてきた。ストレスチェック結果を活用するこ
とで、自覚しているストレスの原因、ストレスの要因を可視化し、定量的な数値としてとらえることが
可能となる。一方で、あくまでも自記式調査票のため、項目も限られており、回答もその時点での労働
者の自覚の範囲での評価であるという限界について十分に理解した上で活用する必要があるであろ
う。このことからも、ストレスチェック活用の利点を活かした支援を行う一方で、面接での声などか
ら得られる定性的情報やふだんの産業保健活動からの情報を併用するなど、ストレスチェック結果だ
けに頼らない総合的な評価と支援を行っていくことが重要と考えられる。また、支援に際しては、セ
ルフケア支援と職場環境改善などの働きやすい職場づくり支援の両輪で行っていけるよう、バランス
のとれた視点を持つとともに、ストレスチェック制度を活用した支援が、健康相談対応、教育研修など
のメンタルヘルス活動とうまく連携し、さらには、過重労働面談や保健指導、職場巡視、安全衛生活動
などのふだんの産業保健活動との相乗効果につながるよう、意識した支援を行っていくことがより重
要となっていくと考えられよう（表 6 参照）。さらには、昨今の動向から、各企業および各事業場にお
いても、人事施策や人財開発、組織の活性化施策として、働き方改革を推進しているところも増えてき
ている。産業保健スタッフ間だけでなく、人事スタッフ等とも適切な連携をはかり、このような人事
施策や働き方改革と、健康支援の施策とどのように連携し、より働きやすい組織づくりを醸造してい
くことができるか検討していくことは、より有意義な職場環境改善を考える際に、今後、重要な課題と
なってくるであろう。
最後に、本原稿執筆に関連し、開示すべき利益相反（COI）関係にある企業などはありません。
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マンチェスター留学体験記
東北大学病院精神科

桂

雅 宏

はじめに
イングランド北西部に位置し、産業革命時代の面影を色濃く残した街、マンチェスター。英国第三
の都市とされながら、市域人口は僅か 50 万人強、都市圏人口でも 250 万人に過ぎず、世帯年収は英国平
均を 2 割以上も下回る労働者と学生の街である。煉瓦造りの建物が建ち並び、運河の張り巡らされた
その街並みや人々の質素な出で立ちは、多くの日本人がイメージするであろう典型的な英国像とは異
なるかもしれない。しかし、この地方都市は、産業革命は言うまでもなく、さまざまな社会運動、科学
や文化の震源地となってきた。市中心部に広大なキャンパスを構えるマンチェスター大学からは、
「原
子物理学の父」Rutherford をはじめ 25 名のノーベル賞受賞者が輩出され、世界初のプログラム内蔵型
コンピューターもここで開発された。音楽界のマッドチェスター・ムーブメントがこの地で起こり、
OASIS がそれに続いた。そして現在、マンチェスターは最先端のフットボールと認知行動療法
（Cognitive Behavioural Therapy: CBT）を世界に向けて発信している。
私は 2017 年 4 月からの 1 年間、この地に留まり、世界最先端の CBT が開発される研究所で学ぶ機会
を得ることができた。私を受け入れて下さったのはマンチェスター大学の Anthony Morrison 教授で
ある。Morrison教授は、精神病へのCBT（CBT for psychosis: CBTp）や精神病発症リスク状態（At-Risk
Mental State: ARMS）に対する CBT の開発を行っている。Morrison 教授の開発した CBT は、世界各
国のトライアルで標準的な技法として採用されており、邦訳された著書を手にすることもできる
（French and Morrison, 2004; Morrison et al., 2008）。Morrison 教授は、2015 年に開催された第 19 回
精神保健・予防学会仙台大会に、夫人の Sophie Parker 氏とともに訪れた。ARMS の臨床経過や心理
療法が関心領域であった私は、おふたりのお話を伺う機会を得て、臨床に直結した驚くべき研究成果
が次々生み出される現場に興味を抱いた。そして、ご夫妻の温かく飾らない人柄に強く惹かれ、ロン
ドンよりも規模が小さく互いの顔が見えやすいマンチェスターに身を置くことで、親密な人間関係や
地域生活を体験できるのではないかとも考えた。私は、Morrison 教授に留学の受け入れを依頼した。
PRU
私の実質的な留学先は、グレーター・マンチェスター NHS メンタルヘルス・トラスト（Greater
Manchester Mental Health NHS Foundation Trust）に属する「精神病研究ユニット（Psychosis
プ ル ー

Research Unit: PRU」と呼ばれる研究施設である（NHS は英国の国民保健サービス（National Health
Service）
を指す）。私が PRU の客員研究員としての滞在許可を得て、ビザを取得するまでの道のりは、
平坦ではなかった。結局、私がビザを取得することができたのは、渡航前月の2017年3月であった。
（建
前上はマンチェスター大学職員としての就労ビザであった。）
PRU は住宅街にあるオフィスの 1 フロアを間借りした、いわば事務所のような施設で、主に心理職
の研究者とセラピストが活動拠点としている（図 1）。PRU では、CBT を開発するためのランダム化比
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較試験（Randomised Controlled Trial: RCT）が常に複数走っており、部屋の配置やスタッフのトレー
ニング・プログラム、マニュアルなどは RCT を施行し易いように設計されている。例えば、盲検の確
保のために、セラピストとリサーチ・アシスタント（以下、RA）には別々の部屋が与えられ、両者の接
触には細心の注意が払われる。デスクワーク、会議、スーパービジョン（以下、SV）は PRU の施設内
で、実際にクライアントと会う評価面接や CBT は、アウトリーチで行われる。

（左上）PRU の外観
（左下）秘書の Ann は壁一面をメンバ
ーの写真で飾っている。
（中上）
スーパービジョン。ホワイトボ
ードを用いてフォーミュレーションが
呈示されている。
（中下）カンファレンス風景。アジェ
ンダ毎に構造化して話し合いが行わ
れる。
（右上）BART チーム。筆者は最前
列左。

図1

PRU の風景

PRU の所長は Morrison 教授、副所長は Paul French 教授が務める。他に、個々のトライアルの代表
となる Parker 主任研究員ら 5-6 名の研究者、リクルートや症状評価、データ管理など治療以外の業務
全般を担う 10 名強の RA、CBT による介入を行う 5 名程度のセラピストが PRU に所属する。さらに、
補助業務を行う複数のボランティアが出入りしている。ボランティアは、PRU での経験やコネクショ
ンを次のキャリアにつなげることを目指している。
また、PRUには自ら精神病を経験した当事者研究者（Service User Researcher）が3名所属している。
当事者研究者と他のスタッフとの間の垣根はないに等しく、同僚として席を並べて働いている。彼ら
は、単に当事者目線での情報発信を行うだけでなく、当事者グループを取りまとめ研究プロトコルに
対する提言を行ったり、当事者研究を実施したりする。当事者研究は本格的なもので、その成果はし
ばしば高名な雑誌に掲載される。さらには、業績を重ね研究者として学位を取得する者もいる。中で
も Eleanor Longden 氏の活動は有名で、スピーチ「私の頭の中の声（The voices in my head）」は TED
（Technology Entertainment Design）の web サイトで視聴することが可能である。
PRU の対人関係は驚くほどフラットである。会議は CBT 形式で行われ、立場によらず個々の意見
が尊重される。はじめにアジェンダが設定され、個々のアジェンダについて、担当者や期限を明確に
したアクション・プランが決定されていく。機能的でありながら、情緒的交流を損なわない和やかな
会議運営は、見事と言うほかない。
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英国の臨床心理師と認知行動療法
ここで、私が学んだ英国の事情に少し触れておきたい。本邦と同時期に制度化された英国の臨床心
理士制度であるが、本邦とはその役割や発展の方向が大きく異なるという。本邦の臨床心理学が、実例
検討に依拠した心理力動的な考え方を重視してきた側面があるのだとすれば、英国の臨床心理学は、実
証的な効果研究に基づくこと、CBT を重視することが特徴なのだそうだ
（下山 , 2008）
。
英国で臨床心理士を名乗るためには、博士号に相当するコースを卒業し、chartered clinical
psychologist の資格を取得する必要がある。専門のドクターコースへの進学は狭き門であり（例えば
マンチェスター大学では倍率は 25 ～ 30 倍にも上る）、よほど優秀な成績で学部を卒業した者でなけれ
ば、これを勝ち取るために、RA やボランティアとして実績を残したり、臨床補助の経験を積んだりし
てからコースに応募することになる。中には、先に Ph.D. 資格を取得してからコースへの進学に挑む
者も珍しくない。3 年間のトレーニング期間は、給与を支給されながら、実践訓練と研究に明け暮れ
る。卒業後は NHS に雇用されることになる。
このように、非常に優秀な人材が高度な訓練を受けて臨床心理士となり、臨床研究でセラピストを
担当することになる。したがって、研究で提供される CBT の質は一般に極めて高く、大きな治療効果
を示し、CBT の効果を支持するエビデンスとして蓄積されていく。例えば、統合失調症や精神病に対
する NICE（National Institute for Health and Care Excellence）ガイドラインには、急性期、亜急性期
の間に最低 16 セッションの個人 CBT が提供されるべきであると明記されている（NICE, 2014）。
CBTp はおろか、うつ病や不安症への CBT が保険診療の対象となってから日の浅い本邦の現状を鑑み
ると、CBT の普及状況における彼我の差を認めざるを得ない。
PRU の CBT
マンチェスターは元来、精神病の病理学が盛んな地域で、マンチェスター学派（元々は政治、経済、
社会運動を指す用語である）として知られる研究グループが存在するという。その中で Morrison 教授
は、不安症に対する CBT を出発点に、現地では “Tony’s model” の愛称で親しまれている CBTp の認知
モデルを発展させてきた。Tony’s model は、出来事、思考、感情／身体反応、行動からなる横断的フォ
ーミュレーションに、人生おける体験と環境、自身・他人・世界についての信念といった縦断的要素を
組み入れたモデルである。
PRU のキャッチメント・エリアには、貧困や薬物使用、トラウマ、そして移民問題といった心理社会
的困難に直面した人々が多く居住している。これらの問題は、当事者に大きな苦痛をもたらすと同時
に、精神疾患を引き起こす危険因子としてもよく知られる。PRU では、症状の軽減だけではなく、こ
うした当事者個々人の抱える本質的な問題に、いかに対応していくのかにも取り組んでいる。そこ
で、当事者目線で定義されたリカバリーを治療のアウトカムとする CBT、社会からのスティグマや、
当事者が自分自身に向けたセルフ・スティグマの軽減を目的とする CBT の研究なども行われている。
また、精神疾患の予防と早期介入を目指すこと、CBT を含めた多様な治療選択肢を提供することの意
義が重要視されている。これら PRU の理念は、PRU のホームページ（http://www.psychosisresearch.
com/）
に掲げられており、PRU のどのメンバーにも十二分に共有されていると日々感じられる。
PRU は研究プロジェクトの集合体であり、個々のプロジェクトの構成メンバーは、プロジェクトに
紐付けられて期間限定で雇用されている。リーダーとなる研究者たちは、PRU の体制や研究活動を維
持するために、研究費を獲得し、期間内に明確な成果を出すことに邁進しなくてはならない。PRU で
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は、CBTp の効果検証を行う多施設大規模 RCT はもちろんのこと、大小のユニークなプロジェクトが
行われている（表 1）。プロジェクトの中には、メルボルンから移住した Alison Yung 教授、当事者の家
族の立場から「統合失調症の影響を減少させる運動（Initiative to Reduce the Impact of Schizophrenia:
IRIS）」の立ち上げに携わった David Shiers 氏と連携するものもある。

表1

PRU で進行中の／終了したトライアルの例

私自身の活動
1）CBT 形式での目標と活動内容の設定
私の活動のコーディネートは Parker 氏が引き受けて下さった。Parker 氏は、私個人に対する定期
的な SV の機会を設けて下さった。PRU の RA やセラピストは、研究や診療の技術向上とマネジメン
トのための SV を受けている。SV は、それを受ける側のニーズに基づいて CBT 形式で行われる。
CBT に倣い、私に対する SV の中で第一に行われたのは、与えられた期間を有効活用するための目標
と活動内容の設定であった。私の留学は、治療者として診療に携わることのないスキームでの滞在で
あった。そして私は、データを与えてもらい、解析作業や論文作成に取り組むことに特化することは
せず、それよりも CBT 自体、CBT を開発し RCT を運営するためのノウハウ、セラピストを育成し
CBT を普及するためのメソッドを学ぶことを目標に据えた。また、ARMS に慣れ親しんだ私は、精神
疾患全般への早期介入にも関心が高かった。これらを踏まえて、私と Parker 氏は滞在期間中の目標を
設定し具体的な活動内容を決めていった（表 2）。以下に、個々の目標に対応して行った私の活動のい
くつかを紹介したい。

表2

目標とそれに対応した活動の設定
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2）
スーパービジョン
SV は、知識の獲得やスキルの向上を目的にするのと同時に、ペースメーカーの役割を果たすもので
もあった。SV は 2 週間に 1 回の頻度で行われ、アジェンダの設定に始まり、アジェンダについて話し
合い、振り返りとフィードバックを行い、ホームワークが課されるものであった。私はアジェンダを
二部構成で設定してもらうこととし、2 週間の間、テーマに沿った準備を行い、議論する事項を整理し
て SV に臨んだ。第一部は、CBTp の理解を目的としたものである。CBTp は、不安症やうつ病など他
の精神疾患に対する CBT が基礎となっている。そこで、まずは個々の疾患に対する CBT の技法を
CBTp に応用する方法を、実症例のフォーミュレーションに即して検討した（図 1）。Parker 氏のセラ
ピストとしての引き出しの豊富さ、フォーミュレーションや技法を自在に使い分ける柔軟性には、毎
回舌を巻かされた。第二部では、私の興味に基づいて質問や議論を行う時間を設けていただいた。そ
こで私は、英国の精神医療・保健制度、臨床心理士や心理療法の実状、トレーニングやキャリア形成、
多職種連携や受診経路といった毎回異なるテーマへの理解を深めていった。私自身が被験者となり、
注意トレーニング（メタ認知療法の一部）を体験する機会も得た。
Parker 氏は毎回 2 時間以上の時間を SV に割いて下さった。私のつたない英語に真剣に耳を傾け、
考えを尊重し、理解を確かめながら会話を進めてくれた。そうすることで、私の中で議論を行う能動
性、学びたいという意欲が引き出されていった。Parker 氏は、表面的な知識を伝達するだけに留まら
ず、当事者のニーズに添った会話と学習が、主体的な思考とアクションを引き出していくという CBT
の本質を、身をもって体験させて下さったのだった。SV を受ける度に覚えた強い感激と幸福感を忘
れることはできない。
3）BART 研究
私は、双極性障害発症リスク状態（Bipolar At-Risk: BAR）に対して CBT を行う BART（BAR Trial）
チームに加わった（図 1）。BAR の診断基準は、ARMS の操作的診断基準を援用して作成されたもので
（Bechdolf et al., 2014）、BART は BAR に対する世界初の介入研究となる。BART は Parker 氏が率い
ており、BAR 基準を満たした若者 76 名を対象に CBT の効果を検証するパイロット RCT である。私の
滞在中にリクルートと初期評価が終了し、現在は追跡の終了と結果の解析が待たれている。私はデー
タベース管理を担当しながら、心理療法の RCT が計画・運営される過程に携わった。Morrison 教授と
Parker 氏には、あらゆるプロトコルやマニュアルを惜しげもなく提供していただいた。
BART は追跡計画や標的サンプル数が明確で、1 例 1 例に至るまでマネジメントが行き届いていた。
また、参加者の紹介元となる家庭医や地域メンタルヘルスサービスとの良好な関係を保つため、トラ
イアルの節目には紹介元に状況報告を行い、花やケーキを贈るという気遣いが印象的であった。
4）CBTp トレーニング・コース
Samantha Bowe 氏が開講する CBTp トレーニング・コースに参加した。本コースは NHS の Health
Education England の出資により、うつ病や不安症に対する CBT にトップ・アップする形で、CBTp へ
の習熟を目指すものだった。コースの受講者は、主に早期介入チームで働く臨床心理士や CBT セラピ
ストなどの CBT 経験者と、CBT の経験の少ないケアコーディネーターなど精神科専門職（看護師、ソ
ーシャルワーカー、作業療法士）との二群から構成されていた。
述べたように、英国ではさまざまなガイドラインで CBT の使用が推奨されている。しかし、研究レ
ベルでは CBT の効果が認められても、一般のセラピストが提供する CBT がエビデンス通りの効果を
発揮するとは限らないことが問題となっている。本コースは、一般的なセラピストへの教育法の開発
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もひとつの目的とされている。私は、CBTp のスキル自体に加えて、CBTp の教育法を学ぶことも目的
にこのコースに参加した。
私は講義とロールプレイからなる週 1 回半日のワークショップに参加した。コース全体は個人・グ
ループ SV、ケースレポートや診察場面のビデオを用いた評価も含む構成となっており、約半年間で
600 時間にも及ぶ（表 3）。毎週、英国全土から CBT 研究の第一人者が招聘され、さまざまな領域を標的
とした CBTp についてのワークショップが開催された。参加者は、難解な講義に苦戦している様子も
窺えたが、議論好き、演劇好きのお国柄も手伝ってか、それとも訓練の賜物か、皆ロールプレイには習
熟しており、CBT 的なものの考え方や技法には慣れ親しんでいるようであった。

表3

CBTp トレーニング・コースの概要（全 3 ターム中 1 タームの内容を抜粋）

“CityUnited”
最後に、私生活についても触れさせていただきたい。
（ここからは、親愛の情を込めて Morrison 夫妻
を Tony、Sophie と呼ぶことにする。）私は家族を日本に残し単身で留学した。妻の仕事や子供たちの
学校の事情を鑑みてのことである。異国での単身生活で孤独に陥らぬよう、また、久々に訪れた単身
生活を満喫するため、私は私生活の充実にも全力で努めた。幸いマンチェスターには、英国ならでは
の素晴らしい劇場やコンサートホール、博物館や美術館が揃っていた。マンチェスター空港からは、
欧州各地に直行便で飛び立つことができ、週末の旅行先に事欠くことはなかった。
マンチェスターは、地域により住民の人種や社会階層が異なる多民族都市である。PRU はユダヤ人
街に位置し、PRU への通勤途中にはインド人、ジャマイカ人、アラブ人のコミュニティが点在する。
私が居を構えた Chorlton は、市南部に位置する比較的裕福で、治安も良好な地区である。ビクトリア
様式の建物が軒を連ね、目抜き通りには評判の食品店や雑貨店、パブが立ち並ぶ。Chorlton の街をモ
チーフにしたアートが売られ、夏には盛大なビア・フェスティバルが開催される。
そんな Chorlton を勧めてくれた Tony や Sophie は、留学生活の醍醐味の半分は、異国での生活や文
化を体験することであることをよく理解してくれていた。ふたりは、私のことを古くからの友人、英
国での家族と呼び、家庭・地域生活にどっぷりと浸らせてくれた。私は事あるごとに自宅や外食に招
かれ、家族の輪に加えてもらった。私の誕生日や送別会には、多くの友人たち同僚たちを招き、特製の
手作りケーキで祝福してくれた（図 2）。生粋のマンチェスター・シティサポーターである Tony は、私
をファン御用達のパブで仲間の輪に加えてくれ、マンチェスターのフットボール文化、パブ文化がい
かなるものか、教えてくれた。Sophie には、職場外の友人たちも紹介してもらった。ある友人とは、
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いつも連れ立ってパブのハシゴに出かけるようになった。親日家の家庭にお邪魔し、日本語や日本文
化を教えたこともあった。こういった経験のお陰で、身をもって異国の生活を味わうことができ、ま
た日本文化を相対化して理解することができた。

（左上）
誕生会。机右奥角が Morrison 教授夫妻
（左下）
二階建てバスの走る煉瓦作りの街並み
（中上）
中心街の伝統的なパブ
（中下）
送別の寄せ書きがされた厚い冊子
（右）
送別会の特製ケーキ
「Masa の 1年」

図2

街と生活の風景

渡英して間もない 5 月 22 日、市内中心部でテロが発生した。欧州の辺縁を自認するマンチェスター
市民にとって、テロは晴天の霹靂だった。日本からも、私の身を案じた連絡を多くいただいた。しか
し現地には、日本で報じられたものとは異なる、不思議なくらい穏やかな雰囲気が漂っていた。私の
周囲でテロリストに対する憎しみや差別の言葉が聞かれることはなく、マンチェスターには珍しい晴
天になれば空の美しさを讃え合い、夕方には仲間と街のパブに繰り出すいつもの風景が広がってい
た。追悼のスピーチからは、移民や貧困層など、あらゆる背景の人間と手を取り合おうとするマンチ
ェスターという都市の気概が確かに感じられた（自分自身が社会的弱者であると感じ始めていた留学
開始直後の自分にとっては、心強いスピーチに感じたものだった）。ライバルクラブ同士の名前をつ
なぎ合わせて “CityUnited” と銘打った義援金募集が始まった。街を二分する青と赤のサポーターも、
この時ばかりは手を携えようとしていた。
おわりに
私の留学生活を紹介させていただいた。1 年という限られた期間ではあったが、普段の何倍もの濃
密な時間の流れに身を置くことができたと感じている。多忙な生活の中、研究室では寛大な指導者と
して、私生活では親しい友人として、私のマンチェスター生活を最高のものにして下さった Tony と
Sophie、その家族には感謝の言葉もない。松岡洋夫前教授、そして東北大学精神医学教室には、業務の
一環としてポストを残した形で留学させていただいた。ご厚情に深謝するとともに、受けた恩を医局
に還元していかなくては、と感じている。松本和紀准教授には、Morrison 教授との橋渡しをしていた
だいた。先生の下で培った知識や考え方は、現地でも大きな武器となり、研究に関する議論にも馴染
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むことができた。私の直前までロンドンの精神医学研究所に留学していた大室則幸先生は、英国での
生活の様子を具に見せ、留学には欠かせない情報や貴重な生活用品を提供して下さった。暗中模索の
留学準備において、先達の経験は何よりも心強かった。最後に私の家族にも感謝を表したい。妻は、
幼い子供たちを残して単身留学する私の背中を快く押してくれた。また、エアメールや Skype を駆使
して、離れても私を家族の一員でいさせてくれた。留学中、英国人らしい暮らし方、家族のあり方を近
くで見る機会に恵まれた。今度はそれを帰国後の生活に反映していければと思う。
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