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テーマ： 新しい展望の早期発見と予防

New horizon of early intervention and prevention for psychosis

会 長 挨 拶
さてこの度、第18回日本精神保健・予防学会学術集会を2014年11月15日（土）～16日（日）の２日
間、早稲田大学大隈記念講堂におきまして開催する運びとなりました。
本学会は、1996年に沖縄にて第16回日本社会精神医学会が行われ、その際、我が国の学会で初め
て「統合失調症の予防」についてのシンポジウムが行われ、閉会後に日本精神障害者予防研究会が発
足しました。2008年に日本精神保健・予防学会と改称し、以降は毎年東京で学術集会が開催され、
今回で第18回大会を迎えております。
近年の国際的な疫学研究により、精神疾患の有病率は世界中で高く、人類の健康や生活、生命に甚
大な影響を与え、社会経済的損失をもたらしていることが明らかとなりました。2013年度より、が
んや脳卒中など４疾病に精神疾患が加わり、地域医療計画のなかでも精神保健対策が強化されること
になりました。
本大会は「新しい展望の早期発見と予防」をメインテーマに精神疾患の早期発見と予防のさらなる
発展に貢献できる大会を目指しております。統合失調症のみならず、躁うつ病などの気分障害や認知
症をはじめとする精神疾患の治療や病因解明の研究に、招聘講演、シンポジウム、市民公開講座を企
画しております。
今回、本学会を開催するに当たり、第９回国際早期精神病学会（11月17日～19日）と連携し、我
が国における精神医学・医療・保険・福祉の専門性の向上や、精神疾患の予防の普及啓発において実
りある有意義な学術集会となるよう、事務局一同、鋭意準備に取り組んでおります。
最後になりますが、会員および関係者諸氏の積極的な参加を期待しております。

第18回日本精神保健・予防学会学術集会
大会長

岸

本

年

史

奈良県立医科大学精神医学講座
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参加者の皆様へのご案内とお願い

Ⅰ．参加受付
１．参加登録
大会参加費
会

員

医師

6,000円

非会員

医師

8,000円

会

員

メディカルスタッフ

3,000円

非会員

メディカルスタッフ

4,000円

会

一般

1,000円

員／非会員

①会場では、現金の授受が禁止されておりますので、事前登録をお願いします。
当日登録の場合には、参加費は後日振込みをお願いします。
②第９回国際早期精神病学会（ICEP2014）に参加登録をされた会員は、本大会の参加費
が免除されます。本大会への参加登録は不要ですので、当日「第９回国際早期精神病学
会（ICEP2014）の確認証」を受付にご提出ください。本大会の参加証をお渡しいたし
ます。なお、非会員の場合は、本大会への参加登録が必要になります。
③非会員で、抄録集（2,000円）を希望される方は、参加費と合わせてお支払いください。
＊メディカルスタッフは、看護師、臨床心理士、作業療法士、薬剤師、精神保健福祉士や
医療事務等の医療活動に従事して頂いている方となります。
＊一般は、医師またはメディカルスタッフ以外の方、および学生（大学院生を含む）とな
ります。
申込方法
事前登録
オンライン申込：事前登録期限 2014年10月31日（金）
・参加費のお支払い方法は、クレジットカードのみとなります。
・登録内容を修正・取り消しする場合は、必ず E メールまたは FAX 等書面にて登録事務
局までご連絡ください。
なお、ご登録を取消された場合でも、お支払いいただいた参加費は返金いたしかねます
のでご了承ください。
当日登録
事前登録期限以降のお申込は当会場にて承ります。
参加費のお支払いは、後日振込みとなります。
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２．プログラム・抄録集
学会員・新規入会される方に、会場受付にて抄録集をお渡しさせていただきます。
非会員で、抄録集（2,000円）を希望される方は、参加費と合わせてお支払いください。

３．協賛セミナー
モーニングセミナー
11月16日（日） 9：00 ～ 10：00
大講堂：第一三共株式会社
小講堂：Meiji Seika ファルマ株式会社
ランチョンセミナー
11月15日（土） 12：30 ～ 13：30
大講堂：日本イーライリリー株式会社
小講堂：持田製薬株式会社／吉富薬品株式会社
11月16日（日） 12：30 ～ 13：30
大講堂：大塚製薬株式会社
小講堂：大日本住友製薬株式会社
イブニングセミナー
11月15日（土） 18：00 ～ 19：00
大講堂：ヤンセンファーマ株式会社

Ⅱ．発表者の皆様へ
【口演時間】
・一般演題

発表時間：10分、質疑応答：５分

＊指定演題は別途ご連絡致します。

【データの受付】
 各会場の舞台脇 PC にて試写を行います。ご自身が発表される１つ前のセッションが始まる時
間に、試写をお済ませください。

【発表用データ】
・演者の方は、次のいずれかの方法でご発表データをお持ちください。
① USB フラッシュメモリまたは CD-ROM

②ノート PC

・動画を使用される場合は、ご自身の PC をお持ちください。
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・発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）」としてください。
例：「Ｏ－１

発表太郎」

・音声はご利用できません。
① USB フラッシュメモリまたは CD-ROM の場合
・事務局で発表用にご用意する PC は下記の通りです。
OS：Windows 7
アプリケーション：Power Point 2003、2007、2013
・Macintosh で作成されたデータをお持ち込みの場合は、Windows で対応できるように事前に
調整いただくか、ノート PC をお持ちください。
・持ち込まれるメディアのウィルスチェックを済ませてからご持参ください。
②ノート PC ご持参の場合
・Windows、Macintosh とも受付可能です。
・プロジェクターとの接続ケーブルは D-sub15ピン（ミニ）です。アダプターが必要な機種の
場合は、必ずアダプターもご持参ください。
・プロジェクターの解像度は、XGA（1024x768）です。
・電源アダプターを必ずご持参ください。
・念のため、バックアップデータを USB フラッシュメモリまたは CD-ROM でお持ちください。

Ⅲ．座長の方々へ
担当セッションの15分前までに会場内、次座長席に着席ください。

Ⅳ．単位取得について
日本精神神経学会専門医研修ポイント
 日本精神保健・予防学会学術集会は、公益社団法人日本精神神経学会から同学会の精神科専門
医資格の更新にかかる研修ポイント取得対象学会（C 群40点）に認定されております。
※日本精神神経学会専門医資格をお持ちの先生は、第18回日本精神保健・予防学会学術集会
の参加にあたり、日本精神神経学会が発行している「日本精神神経学会会員カード」をご持
参ください。入場時に「研修ポイント受付」にてカードをご提示いただければ、所定の手続
きをいたします。
 なお、詳細につきましては、日本精神神経学会ホームページ（http://www.jspn.or.jp）をご覧
ください。
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日本作業療法士協会研修ポイント
 日本精神保健・予防学会は、一般社団法人日本作業療法士協会より生涯教育制度基礎ポイント
付与対象 SIG として認定されております（対応ポイント１日参加１ポイント、
２日参加２ポイント）
。
※会場内総合受付付近の「研修ポイント受付」へお申し出いただければ、
「SIG 認定参加証明書」
をお渡しいたします。

Ⅴ．日本精神保健・予防学会への新規入会・年会費
 当日、学会費を納入される方、本学会に入会を希望される方は、受付「年会費・入会受付」に
お越しください。この年会費のお支払いは、後日振込みとなります。
第18回日本精神保健・予防学会学術集会

登録事務局

株式会社 ICS コンベンションデザイン内
〒101-8849

東京都千代田区猿楽町1-5-18

TEL：03-3219-3600

千代田ビル

FAX：03-5283-7256

E-mail：jseip2014-reg@ics-inc.co.jp

Ⅵ．その他
会場内における録音・撮影・録画は公式プレスを除き、いかなる場合も固くお断りいたします。
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交通のご案内
都電荒川線
副都心線

池袋

副都心線
西武池袋線

池袋
高田馬場

西武池袋線
西武新宿線
JR中央線
西武新宿線

高田馬場
新宿

JR中央線

新宿

都電荒川線

早稲田

上野 三ノ輪橋

早稲田
早稲田
西早稲田
早稲田
西早稲田

三ノ輪橋

上野
秋葉原
飯田橋
飯田橋

渋谷

秋葉原

大手町

東京

大手町

日本橋
東西線

日本橋

東京

渋谷

東西線

品川
品川

学習院大

437

学習院大

437

学習院下
学習院下

高田馬場病院
大同病院
高田馬場病院
大同病院

高田馬場

【山手・西武新宿線】
新宿諏訪町
【山手
・西武新宿線】
郵便局
新宿諏訪町
郵便局
戸山公園
戸山公園
早稲田
大理工学部
早稲田
大理工学部

●大隈記念講堂

戸塚署

面影橋
戸塚第一小

早
稲
田
通
り
戸塚第一小
早
稲
25
田
通
り

西早稲田

【副都心線】

25
日産プリンス
25
日産プリンス

西早稲田 学習院
25
【副都心線】
戸山高
女子高等科
学習院
戸山高
女子高等科

目白
通り

8

新江戸川公園 8
新江戸川公園 椿山荘

早稲田【荒川線】
早稲田【荒川線】
8
8

椿山荘

大隈記念講堂
東京都新宿区

大隈記念講堂
戸塚 1-104
東京都新宿区
戸塚 1-104
早稲田高
【東西線】
早稲田
早稲田高

早稲田【東西線】

・JR 山手線（高田馬場駅 徒歩20分）
大講堂（21号館：１～３F）
小講堂（B1F）
（早稲田大学内） ・西武新宿線（高田馬場駅 徒歩20分）
・地下鉄東京メトロ（東西線 早稲田駅 徒歩５分）
・副都心線（西早稲田駅 徒歩17分）
東京都新宿区戸塚１─104

〒169─8050
TEL 03─3203─4141（総合案内）
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目白
通り
日本女子大

面影橋

戸塚署
明治通明治通
り
り

高田馬場

日本女子大

・都電（三ノ輪橋駅─早稲田駅

徒歩５分）

会場のご案内
都営荒川線

早稲田駅

新目白通
り

早稲田

リーガロイヤル
ホテル東京

中央図書館
北門

東門

小講堂地下入口

大隈記念講堂

正門

西門

大隈銅像 ●

●

三菱東京
UFJ 銀行

南門

早大通り

早大正門
● 小野梓

り
通
田
稲
早

記念講堂

早稲田中学校
早稲田
高等学校

交番 ●

地下鉄東西線

早稲田駅

至飯田橋→
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日程・プログラム
The 18th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry

日

程

表

日程表

11月15日（土） 1日目
大 講 堂（教育講演とシンポジウム）

プログラム１日目

9：00

9：00

開会の辞

9：10

シンポジウム 1

小 講 堂（一般演題（口頭発表））
9：00

一般演題１
児童思春期

S1-1～4

O-1～5

座長：松本 和紀

社会的ひきこもりの現状とサポート体制
座長：漆葉 成彦、野田 哲朗
演者：漆葉 成彦、境 泉洋、関 晋太郎、
野田 哲朗

10：00

10：15

一般演題２

プログラム２日目

コミュニティ

11：00

11：10
11：30

教育講演１

EL-1

11：30

一般演題３
自殺・認知症

教育現場におけるメンタルヘルス

12：00

O-11～14

座長：島本 卓也

会長講演

座長：須賀 英道
演者：早川 東作
12：30

ランチョンセミナー 1

L-1

12：30

適切な時期と方法で介入する：統合失調症の場合

教育講演

13：30

総

会

14：00

会長講演

ランチョンセミナー２

L-2

いわゆる「新型うつ」
：今、職場で生じている混
乱とその対応の方向性

座長：村井 俊哉
演者：尾崎 紀夫
共催：日本イーライリリー株式会社

13：00

14：00

O-6～10

座長：飯田 順三

シンポジウム

13：30

座長：中村 純
演者：渡辺 洋一郎
共催：持田製薬株式会社／
吉富薬品株式会社

14：45

一般演題４

PL

こころを育てる・守るための展望
「食べ物はこころを育て、そして守る」

15：00

14：45

座長：水野 雅文
演者：岸本 年史

15：00

シンポジウム 2

身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する
対策
座長：伊藤 弘人、安野 史彦
演者：伊藤 弘人、稲垣 正俊、堀川 直史、安野 史彦

16：00

市民講座

17：00

17：00

教育講演２

ＡＲＭＳ

S2-1～4

EL-2

15：45

統合失調症

17：00

座長：島本 卓也
演者：飯田 順三

一般演題

18：00

イブニングセミナー

E-1

統合失調症の早期診断・治療に向けた取り組み

19：00

12

19：00

座長：鈴木 道雄
演者：中込 和幸
共催：ヤンセンファーマ株式会社

一般演題６
リカバリー

発達障害の併存障害に対する予防と対応について

18：00

一般演題５

18：00

O-15～18

座長：鈴木 道雄

O-19～23

座長：中込 和幸

O-24～27

座長：宮本 聖也

大 講 堂（教育講演とシンポジウム）
9：00

モーニングセミナー１

M-1

小 講 堂（一般演題（口頭発表））
9：00

認知症500万人時代における認知症予防の考え方

シンポジウム３

座長：水野 雅文
演者：坂元 薫
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社
S3-1～4

10：00

一般演題７
職場メンタルヘルス

一般 住民データから認知症のリスク因子の同定
および介入

O-28～33

プログラム２日目

10：00

M-2

現代日本のうつ病を解剖する
─うつ病のトータルマネジメントのために─

座長：森川 将行
演者：朝田 隆
共催：第一三共株式会社

10：00

モーニングセミナー２

プログラム１日目

9：00

日程表

11月16日（日） ２日目

座長：中根 秀之

座長：朝田 隆、森川 将行
演者：菅原 典夫、森川 将行、朝田 隆、小原 知之

11：00

教育講演３

会長講演

11：30

EL-3

インターネット嗜癖の現状と治療
座長：篠崎 和弘
演者：樋口 進

12：00

L-3

12：30

リカ バリーを目指すために必要な統合失調症早
期の治療戦略

13：00

座長：中根 秀之
演者：宮本 聖也
共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー４

L-4

ＥＢＭと実臨床を踏まえた統合失調症
座長：平安 良雄
演者：岸 太郎
共催：大日本住友製薬株式会社
13：30

シンポジウム

13：30

14：00

ランチョンセミナー３

教育講演

12：30

14：00

市民公開講座

CL

14：30

市民公開講座ライブ配信（予定）

市民講座

14：30

１部：子どものこころを育てる大人の関わり方
～自己査定感と共感力を考える～
講演

２部：尾木先生に訊く～対談と質疑応答～

15：00

聞き手：岸本 年史

16：00

主催：日本精神保健・予防学会
共催：日本精神衛生会
併催：国際早期精神病学会
後援：一般社団法人 東京都小学生 PTA 協議会、
東京都公立中学校 PTA 協議会、
東京都公立高等学校 PTA 連合会、東京都、
厚生労働省、朝日新聞社広告局

一般演題

16：00

尾木 直樹 先生

16：00

The 18th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry
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プログラム

11月15日（土） 1日目 大講堂
日程表
プログラム１日目



9 ：10 ～ 11：10

シンポジウム１

▷▷▷ 社会的ひきこもりの現状とサポート体制 

P31

座長：漆葉 成彦（佛教大学保健医療技術学部作業療法学科）
野田 哲朗（大阪府立精神医療センター）

プログラム２日目


S1 - 1

ひきこもり支援のあり方 

P32

○漆葉 成彦
佛教大学保健医療技術学部作業療法学科

S1 - 2

ひきこもりと家族：認知行動療法による罰なきコミュニティ作り 

P33

○境 泉洋
徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部

会長講演

S1 - 3

多機能型精神科診療所での実践
～ひきこもりの対応と夢や希望を育める関わり～ 

P34

○関 晋太郎
医療法人三家クリニック みつや訪問看護ステーション

S1 - 4

ひきこもりと司法 

P35

○野田 哲朗

教育講演

大阪府立精神医療センター



11：30 ～ 12：30

教育講演１

座長：須賀 英道（龍谷大学 保健管理センター）

シンポジウム


EL - 1

教育現場におけるメンタルヘルス 

P28

○早川 東作
東京農工大学保健管理センター


市民講座

12 ：30 ～ 13：30

ランチョンセミナー１

座長：村井 俊哉（京都大学大学院医学研究科精神医学）


L-1

適切な時期と方法で介入する：統合失調症の場合
○尾崎 紀夫
名古屋大学大学院医学系研究科

精神医学・親と子どもの心療学分野



一般演題



13 ：30 ～ 14：00


14

総

会

共催：日本イーライリリー株式会社

14 ：00 ～ 14：45

会長講演

日程表



PL

座長：水野 雅文（東邦大学医学部精神神経医学講座）
PL

─こころを育てる・守るための展望─
「食べ物はこころを育て、そして守る」

プログラム１日目



P27

○岸本 年史
奈良県立医科大学精神医学講座



シンポジウム２

▷▷▷ 身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する対策 

プログラム２日目

15：00 ～ 17：00

P36

座長：伊藤 弘人（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部）
安野 史彦（奈良県立医科大学 精神医学講座）



S2 - 1 	身体疾患に関連した気分障害の発症・重症化予防

―メンタルヘルスケア開発ナショナルプロジェクトの経験― 

P37
会長講演

○伊藤 弘人
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部

S2 - 2

かかりつけ医療機関におけるうつ病の発見とケアへの導入 

P38

○稲垣 正俊
岡山大学病院 精神科神経科

P39

教育講演

S2 - 3 「地域として行うリエゾン診療」
：うつ病の協同的ケア（Collaborative Care）の応用 
○堀川 直史
埼玉医科大学総合医療センター メンタルクリニック

S2 - 4

循環器疾患に伴ううつ病の予防：心理社会および生物学的観点から 

P40

○安野 史彦

１）２）

１）奈良県立医科大学精神医学講座、２）国立循環器病研究センター病院

シンポジウム



17 ：00 ～ 18：00

教育講演２

座長：島本 卓也（大阪府立精神医療センター 地域医療推進センター）


EL - 2

発達障害の併存障害に対する予防と対応について 

P29
市民講座

○飯田 順三
奈良県立医科大学医学部看護学科人間発達学



18 ：00 ～ 19：00

イブニングセミナー

座長：鈴木 道雄（富山大学大学院 医学薬学研究部 神経精神医学講座）
E-1

一般演題



統合失調症の早期診断・治療に向けた取り組み
○中込 和幸
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター





共催：ヤンセンファーマ株式会社
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プログラム

11月15日（土） 1日目 小講堂
日程表

プログラム１日目

9 ：00 ～ 10：15

一般演題１

▷▷▷ 児童思春期


座長：松本 和紀（東北大学大学院 医学系研究科 予防精神医学寄附講座）
O - 1 	奈良県立医科大学付属病院精神医療センターにおけるスーパー救急病棟

プログラム２日目

および精神科救急・合併症入院料病棟における心理教育プログラムの実際 

P51

○盛本 翼 、松田 康裕 、有田 惠亮 、田中 尚平 、岸本 年史
１）

１）

２）

１）

１）

１）奈良県立医科大学付属病院精神医療センター、２）奈良県立医科大学付属病院精神医療センター相談室

O-2

ARMS への CBT による治療的介入を試みた15歳女児の１例 

P52

○岸本 直子 、太田 豊作 、中西 葉子 、山室 和彦 、盛本 翼 、飯田 順三 、岸本 年史
１）

１）

１）

１）

１）

２）

１）

１）奈良県立医科大学精神医学講座、２）奈良県立医科大学看護学科人間発達学

O-3

会長講演

解離症状を呈した10代女性への多職種協働チームによるアプローチ
治療的進展をもたらした抱えの機能 
○上原 陽子

、杉本 達哉 、間 美枝子 、青野 悦子 、梅津 寛 、岡崎 祐司

１）３）

１）

２）

２）

１）

P53

１）４）

１）東京都立松沢病院 精神科、２）東京都立松沢病院 社会復帰支援室、３）公益財団法人井之頭病院 精神科、
４）医療法人厚生会道ノ尾病院 精神科

O-4

中学生・高校生を対象とした精神保健福祉教育の試み
～就学期に発病した当事者・家族が作成した学習教材～ 

P54

教育講演

○松永 貴久美１）、栄 セツコ２）
１）NPO 法人こころ・あんしん Light、２）桃山学院大学

O-5

メールマガジンによる啓発活動～東京大学の取組み～ 

P55

○江上 奈美子 、
菊池 より子 、
榎本 弘子 、
中村 光 、
大島 紀人 、
高野 明 、
渡邉 慶一郎 、
佐々木 司２）
１）

１）

１）

１）

１）

１）

１）

１）東京大学学生相談ネットワーク本部、２）東京大学教育学研究科

シンポジウム



10：15 ～ 11：30

一般演題２

▷▷▷ コミュニティ
座長：飯田 順三（奈良県立医科大学 医学部看護学科人間発達学）


市民講座

O-6

不安障害に対するマインドフルネス認知療法の効果検証：preliminary study 第１報  P56
○二宮 朗１）２）、
佐渡 充洋１）２）、
朴 順禮３）、
佐藤 寧子４）、
高橋 智子２）、
別所 晶子２）、
新井 万佑子２）、
三浦 有紀２）、
山本 和広２）、石原 智香２）、田渕 肇１）２）、白波瀬 丈一郎１）２）、加藤 元一郎１）２）、三村 將１）
１）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、２）慶應義塾大学ストレス研究センター、３）慶應義塾大学看護医療学部、
４）慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

O-7

中高生時代の運動部活動と卒業後の喫煙・飲酒習慣との関連 

P57

○音羽 健司 、豊島 秀男 、佐々木 司
１）

２）

３）

一般演題

１）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、２）自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科、
３）東京大学大学院教育学研究科健康教育学分野

O-8

アルコール健康障害対策と地域連携について 
○垣渕 洋一
成増厚生病院・東京アルコール医療総合センター

16

P58

日程表

O-9

一般健康住民における Restless Legs 症候群が健康関連 QOL に与える影響 

P59

○久保 一利 、菅原 典夫 、金田 絢子 、高橋 一平 、古郡 規雄 、中村 和彦
１）

１）

１）

２）

１）

１）

O - 10

精神疾患合併妊産婦の児童虐待予防 

プログラム１日目

１）弘前大学大学院医学研究科 精神神経医学講座、２）弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座

P60

○山本 恭平 、高橋 雄一 、小田原 俊成 、平安 良雄
１）

２）

２）

３）

１）神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科、２）横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター、
３）横浜市立大学医学部精神医学教室



プログラム２日目

11：30 ～ 12：30

一般演題３

▷▷▷ 自殺・認知症
座長：島本 卓也（大阪府立精神医療センター 地域医療推進センター）


O - 11

医学生における親子の結びつきと自殺への態度との関連について 

P61

○橋本 浩二郎 、菅原 典夫 、田中 治 、古郡 規雄 、中村 和彦
２）

２）

１）

１）

会長講演

１）

１）弘前大学大学院神経精神医学講座、２）青森県立精神保健福祉センター

O - 12 	横浜市立大学附属市民総合医療センターにおける、救命救急センターを拠点とした自殺

未遂者への介入 ─現在の活動状況と今後の課題─ 

P62

○伊藤 翼 、日野 耕介 、高橋 雄一 、河西 千秋 、小田原 俊成 、平安 良雄
１）

１）

１）

２）

１）

１）

１）横浜市立大学医学部精神医学教室、２）横浜市立大学医学群社会医科学系列 健康増進科学

軽度認知障害（MCI）に対する集団認知リハビリテーションの効果
─メモリーワークを通じて─ 

教育講演

O - 13

P63

○加藤 真弓 、紫藤 恵美 、岡村 麻由 、松田 修 、今井 幸充
１）

１）

１）

２）

１）

１）医療法人社団翠会和光病院、２）東京学芸大学

O - 14

P64

シンポジウム

認知症患者と介護者への認知症初期における支援について
─「もの忘れ防止教室」立ち上げ10年の記録とデータから─ 

○岡田 明日香１）、
秋江 佑美１）、
田原 宏一１）、
杉山 弘朗１）、
嶋吉 徳人１）、
洪 基朝１）、
高橋 弘幸１）、
石川 泰子１）、
井上 慶一１）、松本 寛史１）２）、平井 基陽１）
１）医療法人鴻池会秋津鴻池病院、２）松本クリニック



ランチョンセミナー２

市民講座

12 ：30 ～ 13：30

座長：中村 純（産業医科大学精神医学教室）


L-2

いわゆる「新型うつ」
：今、職場で生じている混乱とその対応の方向性
○渡辺 洋一郎
医療法人渡辺クリニック／（公社）日本精神神経科診療所協会
共催：持田製薬株式会社／吉富薬品株式会社

一般演題
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プログラム
11月15日（土） 1日目 小講堂
日程表



プログラム１日目

14 ：45 ～ 15：45

一般演題４

▷▷▷ ＡＲＭＳ

O - 15

座長：鈴木 道雄（富山大学大学院 医学薬学研究部 神経精神医学講座）

ARMS への認知行動療法についての後方視的検討 
○砂川 恵美 、濱家 由美子
松本 和紀１）３）
１）

P65

プログラム２日目

、大室 則幸 、桂 雅宏 、小原 千佳 、菊池 達郎 、松岡 洋夫

１）２）

１）

１）

２）

２）

、

１）２）

１）東北大学病院精神科、２）東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、
３）東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

O - 16

精神病早期段階での社会復帰のニーズと支援：２事例を通して 

P66

	○本庄谷 奈央 、小原 千佳 、濱家 由美子 、大室 則幸 、桂 雅宏 、菊池 達郎 、砂川 恵美 、
松本 和紀３）、松岡 洋夫１）２）
１）

２）

２）

１）

１）

２）

１）

１）東北大学病院精神科、２）東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、
３）東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

会長講演

O - 17

個別性を重視し集団力動を生かした早期介入アプローチ
─東邦大学医療センター大森病院イルボスコにおける復学支援の実践報告─ 

P67

○田中 友紀 、根本 隆洋 、舩渡川 智之 、大迫 加奈 、石田 明菜 、武士 清昭 、水野 雅文
１）

１）

１）

２）

１）

１）

１）

１）東邦大学医学部精神神経医学講座、２）東邦大学医療センター大森病院看護部

O - 18

大学在籍中の早期精神病患者に対する就学の継続支援及び再発予防 
○武士 清昭

、根本 隆洋 、水野 雅文

教育講演

１）２）

２）

P68

２）

１）東邦大学医学部健康推進センター、２）東邦大学医学部精神神経医学講座



15 ：45 ～ 17：00

一般演題５

シンポジウム

▷▷▷ 統合失調症

O - 19

座長：中込 和幸（独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター）

統合失調症における終末糖化産物蓄積を早期に予防するための研究 

P69

	○新井 誠１）、宮下 光弘１）２）、小堀 晶子１）、堀内 泰江１）、鳥海 和也１）、畠山 幸子１）、Naila Rabbani ３）、
Paul J Thornalley ３）、糸川 昌成１）４）

市民講座

１）東京都医学総合研究所 統合失調症・うつ病プロジェクト、２）信州大学医学部 精神医学講座、
３）Clinical Sciences Research Laboratories, University of Warwick、４）東京都立松沢病院 精神科

O - 20

自我障害尺度（SELF28）の開発とそれを用いた統合失調症の病期による横断的比較 

P70

	○西山 志満子 、
高橋 努 、
古市 厚志 、
樋口 悠子 、
松岡 理 、
松井 三枝 、
住吉 太幹 、
倉知 正佳１）、

１）
鈴木 道雄
１）

１）

１）

１）

１）

２）

３）

１）富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、２）富山大学大学院医学薬学研究部心理学講座、
３）独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター

一般演題

O - 21

統合失調症における社交不安障害と社会適応 

P71

○相川 さやか、根本 隆洋、辻野 尚久、馬場 遥子、萬屋 優子、戸部 美紀、武士 清昭、山口 大樹、片桐 直之、
水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

18

適正処方検討会の取り組み（その１）～薬剤師より～ 

日程表

O - 22

P72

○宮原 佳希 、池内 加代 、本多 智子 、九鬼 一隆 、村上 真 、本多 義治
１）

１）

１）

２）

２）

２）

１）医療法人爽神堂 七山病院 薬局、２）医療法人爽神堂 七山病院 医局

適正処方検討会の取り組み（その２）～医師より～ 

プログラム１日目

O - 23

P73

○九鬼 一隆１）、村上 真１）、宮原 佳希２）、池内 加代２）、本多 智子２）、本多 義治１）
１）医療法人爽神堂 七山病院 医局、２）医療法人爽神堂 七山病院 薬局



17 ：00 ～ 18：00

プログラム２日目

一般演題６

▷▷▷ リカバリー

O - 24

座長：宮本 聖也（聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室）

岡山県精神科医療センター回復期デイケアにおける初発統合失調症患者の転帰 

P74

○佐藤 康治郎、吉村 文太、初鳥 日美、宮田 純平、竹中 央、来住 由樹
O - 25

東大病院精神科デイケアにおける症状自己管理モジュールの成果と課題 

会長講演

岡山県精神科医療センター

P75

	○竹下 保稔 、
江口 聡 、
清水 希実子 、
石橋 綾 、
矢島 明佳 、
株元 麻美 、
飯田 美恵 、
玉城 亜理沙２）、
２）
２）
２）
３）
２）
塩原 裕里 、安西 彩子 、本橋 真莉愛 、柴田 貴美子 、管 心
１）

２）

２）

２）

２）

２）

１）

１）東京大学医学部附属病院 看護部、２）東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部、
３）文京学院大学 保健医療技術学部 作業療法学科

当院におけるストレス対処法の獲得を目指した作業療法プログラムの実践

─マインドフルネスストレス低減法と臨床動作法を用いたプログラムの３年間の取り組み─ 

教育講演

O - 26

P76

○魚岸 実弦
横浜舞岡病院 地域生活支援部 作業療法室

O - 27

身体心理学的アプローチ『アクティブヨガ』が気分に及ぼす影響について 

P77

○藤野 頼貴 、中山 義博 、宇田 知功 、武田 進
ａ）

ｂ）

ｃ）

ａ）

シンポジウム

一般財団法人 信貴山病院 分院上野病院、ａ）作業療法士、ｂ）理学療法士、ｃ）臨床心理士



市民講座
一般演題
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プログラム

11月16日（日） 2日目 大講堂
日程表

プログラム１日目

9 ：00 ～ 10：00

モーニングセミナー１

座長：森川 将行（三重県立こころの医療センター）


M-1

認知症500万人時代における認知症予防の考え方

プログラム２日目

○朝田 隆
筑波大学医学医療系 臨床医学域精神医学



共催：第一三共株式会社



10：00 ～ 12：00

シンポジウム３

▷▷▷ 一般住民データから認知症のリスク因子の同定および介入 

P41

会長講演

座長：朝田 隆（筑波大学医学医療系 臨床医学域精神医学）
森川 将行（三重県立こころの医療センター）


S3 - 1

岩木健康増進プロジェクトのデータから：性差の影響 

P42

○菅原 典夫
青森県立精神保健福祉センター

教育講演

S3 - 2

藤原京スタディのデータから：歯の影響 

P43

○森川 将行
三重県立こころの医療センター

S3 - 3

利根町における認知症予防 

P44

○朝田 隆

シンポジウム

筑波大学医学医療系 臨床医学域精神医学

S3 - 4

久山町研究のデータから：食事パターンの影響 

P45

○小原 知之
九州大学大学院医学研究院 精神病態医学


市民講座

12 ：30 ～ 13：30

ランチョンセミナー３

座長：中根 秀之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 リハビリテーション科学）


L-3

リカバリーを目指すために必要な統合失調症早期の治療戦略
○宮本 聖也

一般演題





20

聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室
共催：大塚製薬株式会社

日程表


プログラム１日目

14：30 ～ 16：00（14：00開場）
市民公開講座


子どものこころを育てる大人の関わり方～自己査定感と共感力を考える～ 

P46

プログラム２日目

１部

	精神疾患を考える上で大切にしたい幼少期の関わり方、育て方について一般の方にもわかりやすくお
話します
講演：尾木 直樹 先生（法政大学教職課程センター長・教授 臨床教育研究所「虹」所長）

２部

尾木先生に訊く～対談と質疑応答～

入
主
共
併
後

会長講演

聞き手：岸本 年史（奈良県立医科大学 精神医学講座 教授）
場：無料（定員1,400名 大講堂1,100席、小講堂300席（ライブ配信））
催：日本精神保健・予防学会
催：日本精神衛生会
催：国際早期精神病学会
援：一般社団法人 東京都小学生 PTA 協議会、東京都公立中学校 PTA 協議会、東京都公立高等学校 PTA 連合会、
東京都、厚生労働省、朝日新聞社広告局

教育講演
シンポジウム
市民講座
一般演題
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プログラム

11月16日（日） 2日目 小講堂
日程表

プログラム１日目

9 ：00 ～ 10：00

モーニングセミナー２

座長：水野 雅文（東邦大学医学部精神神経医学講座）


M-2

現代日本のうつ病を解剖する─うつ病のトータルマネジメントのために─

プログラム２日目

○坂元 薫


東京女子医科大学病院 神経精神科

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社



10：00 ～ 11：30

一般演題７

▷▷▷ 職場メンタルヘルス
会長講演


O - 28

座長：中根 秀之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 リハビリテーション科学）

民間単科精神科病院の地域交流 

P78

○野口 弘之
（公財）井之頭病院作業療法室

O - 29

Connor-Davidson Resilience Scaleを用いた精神科病棟看護師のレジリエンス調査 

P79

教育講演

○山口 知代
一般財団法人信貴山病院分院 上野病院

O - 30

首都圏公立総合大学における学生・教職員のメンタルへルス支援システムの構築 

P80

	○井出 恵子 、河西 千秋
、土井原 千穂 、岸本 智美 、金澤 直樹 、近藤 智津恵 、安東 友子２）、
２）
１）
椎葉 桂子 、平安 良雄
１）

１）２）

２）

２）

２）

２）

シンポジウム

１）横浜市立大学精神医学教室、２）横浜市立大学保健管理センター

O - 31

EAP 導入の効果測定に関する一考察 

P81

○脊尾 大雅、日高 崇博
株式会社ジャパンＥＡＰシステムズ

O - 32

定期的な運動が精神的健康度に与える効果の検討─企業従業員を対象として─ 

P82

○武智 小百合 、堀澤 栞里 、吉村 公雄 、松本 秀男 、東 宏一朗 、三村 將
１）

２）

３）

２）

２）

１）

市民講座

１）慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、２）慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター、
３）慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室

O - 33

内観法による職業性ストレスと抑うつ傾向の変化 

P83

○古市 厚志 、長島 美稚子 、池田 英二 、貫井 慎也 、大谷 優子 、鈴木 道雄
１）

２）

３）

２）

２）

１）

１）富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、２）北陸内観研修所、３）神戸大学保健管理センター


一般演題

22

日程表


プログラム１日目

11：30 ～ 12：30

教育講演３

座長：篠崎 和弘（和歌山県立医科大学医学部 神経精神医学教室）


EL - 3

インターネット嗜癖の現状と治療

プログラム２日目

○樋口 進
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター



12 ：30 ～ 13：30

ランチョンセミナー４

座長：平安 良雄（横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門）



ＥＢＭと実臨床を踏まえた統合失調症

会長講演

L-4

○岸 太郎


藤田保健衛生大学医学部 精神神経科学講座

共催：大日本住友製薬株式会社


教育講演

14 ：30 ～ 16：00（14：00開場）
▷▷▷ 市民公開講座ライブ配信（予定）


シンポジウム
市民講座
一般演題
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指 定 抄 録
The 18th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry

日程表

会長講演
─こころを育てる・守るための展望─

「食べ物はこころを育て、そして守る」
プログラム１日目

岸本 年史
奈良県立医科大学医学部精神医学講座

身体疾患が受精・胎生期から老年期にわたって種々あるように、こころの疾患や問題も同じ

プログラム２日目

ように乳幼児期から老年期まで存在し、そのときどきで主役が異なり、演じ方も異なります。
生涯にわたって、病気によって失われる命（YLL：years of life lost）と障害により損なわれる
健康生活（YLD：years lived with disability）とを併せるものをDALY障害調整生命年：
disability adjusted life yearsといいます。つまり寿命や健康の損失の指標ですが、日本をはじ
め先進国ではDALYのトップが精神疾患です。本人にとってもその損失は大きな問題ですが、
社会にとっても大きな損失となり、5.1億人のヨーロッパ圏でのその損失は金額ベースで年間

会長講演

100兆円と見積もられており、単純に当てはめると日本では年間20兆円以上の損失が見込ま
れます。
早期発見早期治療が有用なことは言うまでもありませんが、さらには日常生活での予防が肝
心です。
本講演では、食べ物がいかにしてこどものこころを育てるのかにつき、最新の文献を考察しな
がらお話します。

教育講演

青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸（ω3脂肪酸・α-リノレン酸）の摂取により、体内でエ
イコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸が生成され、アルツハイマー型認知症予防に有効で
あることは一般に周知されています。2013年には、アルツハイマー型認知症患者iPS細胞由来
神経細胞を用いた研究によっても、ドコサヘキサエン酸がアミロイドβによる細胞毒性を軽減

シンポジウム

することが明らかにされ、脳機能維持に食べ物が重要であることは確からしくなっています。
一方、近年、食べ物と注意欠如多動性障害や自閉性障害といった発達障害との関連性を示す研
究報告が集積しています。そのメカニズムとしては、食べ物による直接作用、食べ物によるア
レルギー作用、食べ物による腸内環境の変化などが想定され、幼少期に摂取する食べ物の質が、
活動性、認知機能、情動などの多くの精神症状に影響を与えることが示されているといえます。

市民講座
一般演題
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日程表

EL-1

教育現場におけるメンタルヘルス
プログラム１日目

早川 東作
東京農工大学保健管理センター

今の職場で学生のカウンセラーとして働き始めて22年目、31歳で精神科に入局して32年目

プログラム２日目

となる。初期研修を終え精神衛生活動や精神疾患の予防研究をしたいと思いながら居心地のよ
い医局にとどまっていた頃、予備校講師になった友人からカウンセリングのできる精神科医を
探しているのでお前のことを紹介した、やるかと電話があった。彼と専門は違うがよく語り
合った。仙台まで応援に来てくれた時、普段行けない豚カツ屋で酒を酌み交わした。博士課程
にいた彼は、浪人時代に人生指針を与えてくれた講師のいた予備校の講師になりたいが難関だ
と言い、私は再度在籍した経験から予防的精神衛生活動の試みとして予備校にカウンセリング

会長講演

室を作りたいと言ったことを覚えていてくれたのである。これが私のメンタルヘルス活動のス
タートになった。
1986年、約２万人を擁する大規模予備校に精神衛生カウンセリング室を開設、翌年から組
織的なメンタルヘルス対策としての生活カウンセリングシステムに発展した。大学でも使用し
てきた独自の心身健康チェック（JSQ）の作成過程と有効性、自殺予防、学生生活支援・相談、

教育講演

教職員、保護者との連携、および大規模調査から算出されたメンタルヘルス面での要留意率、
精神疾患の現状と課題など事例を交えて紹介したい。ちなみに定期健康診断時の「死にたくな
ることがある」のチェック率は0.6％～0.8％だが、相談室を訪れ回答したカルテ調査では29％
（男子26％、女子37％）ときわめて高く、カウンセリングニーズは高まる一方である。

シンポジウム

当日は、予備校生と大学生のメンタルヘルス問題の特徴、組織的な対応（教職員への研修等）
の現状、時間が許せば初等教育・中等教育等の現場を支援する組織や学会等の研究、活動の一
端を紹介し、精神保健・予防学会の諸氏に何かの参考になればと願う次第である。

市民講座
一般演題
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日程表

EL-2

発達障害の併存障害に対する予防と対応について
プログラム１日目

飯田 順三
奈良県立医科大学医学部看護学科人間発達学

近年、発達障害への関心は児童精神科医だけではなく成人を対象とする精神科医にも広がっ

プログラム２日目

ている。特に知的障害のみられない発達障害の概念が定着するにつれてその関心は高まってき
ている。これまで珍しい疾患と捉えられていた自閉症は自閉スペクトラム症としては110人に
一人はみられるまれでない疾患と考えられるようになった。そして健常者と発達障害は明確に
区別されるものではなく、健常者からの連続上に、まさにスペクトラムとして発達障害は存在
する。個性としてみなされる症状から障害として捉える症状まで連続上に存在する特性を有し
ていると考えられるようになった。

会長講演

そのような発達障害ではさまざまな併存障害を有することが報告されている。反抗挑発症や
素行症などの外在化障害、気分障害や不安症などの内在化障害、さらにはパーソナリティ障害
なども併存することが報告されている。そしてそのような併存障害は親子関係を中心とした環
境因的な二次障害と捉えられることが多い。しかし併存障害は本当に二次障害であろうか。発
達障害のアタッチメントの形成と併存障害は無関係ではないように思われる。アタッチメント
形成が本来困難な発達障害児の社会適応を改善するためにペアレント・トレーニングやSSTは

教育講演

有用である。また抑うつを主訴とする成人患者の中にはもともと発達障害を有している患者も
いる。そのような患者の病状を増悪させたり、遷延させないためには的確に診断し、治療する
ことが重要である。当日は症例をとおして診断・治療のあり方について述べてみたい。また発
達障害者がスムーズに社会生活を送るためには何よりも自尊感情を高められるように支援する

シンポジウム

ことが必要不可欠であることを強調したい。

市民講座
一般演題
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日程表

EL-3

インターネット嗜癖の現状と治療
プログラム１日目

樋口 進
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

2012年に我々が実施した中高生約10万人に対する調査によると、ネット嗜癖の疑われる者

プログラム２日目

は、男性が6.4％、女性が9.9％であり、その推計数は52万に昇った。一方、我々が2013年に
実施した成人に対する実態調査では、その割合は男性4.9％、女性3.8％で、わが国成人の400
万人以上が、ネット嗜癖傾向にあると推計された。2008年の調査と比較すると、有病率は５
年間で男女ともに1.5倍以上に増加していた。
ネット嗜癖の国際的な診断ガイドラインは作成途上にある。DSM-５では、Section IIIに「イ
ンターネットゲーム障害」のガイドラインが掲載されている。2017年にリリース予定のICD-

会長講演

11には、ネット嗜癖の名前すら入らない方向で議論が進んでいる。この状況を覆すべく、今
年８月後半にネット嗜癖に関するWHO専門家会議を東京で開催する。
外来患者は若者が多く、男女比は６：１程度である。最も依存している対象は依然としてオ
ンラインゲームであるが、最近、スマートフォンにはまっている者が増えてきている。ネット
嗜癖の健康や社会機能への影響は大きく、遅刻、欠席、成績低下、親に対する暴言・暴力、昼

教育講演

夜逆転、引きこもりなどが多くの患者に認められている。合併精神障害として、よく認められ
るのは、ADHD、自閉症スペクトラム障害、社交不安などである。
我々の施設では、外来治療、個人・集団精神療法、New Identity Program（NIP）と称する
デイケア、入院治療を提供している。具体的には、ネット嗜癖に関する教育、認知行動療法、

シンポジウム

カウンセリングなどを行っている。NIPでは、集団ミーティングを実施しており、将来、自助
グループに発展することが期待される。正式な転帰調査は実施していないが、受診前のネット
嗜癖の期間が長いほど治療抵抗性が高い印象がある。ネット嗜癖においても早期発見・早期治
療が重要である。

市民講座
一般演題
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Symposium ◦ Session

1-0
日程表

社会的ひきこもりの現状と
サポート体制

プログラム１日目

日本には、約25万人のひきこもり者が存在するといわれ、高齢化が課
題になっている。ひきこもりと関係深い精神障害として、広汎性発達障害、

プログラム２日目

強迫性障害を含む不安障害、身体表現性障害、統合失調症があるとされ、
ひきこもりを精神症状の一つと見ることができる。また、ひきこもりが
長期化することにより、家庭内暴力や退行など、家庭内の生活さえ困難
となり、深刻な事態、ときには犯罪行為となって顕現することにもある。

会長講演

そのため、ひきこもり支援は、精神障害の早期発見の観点からだけでは
なく、ひきこもりにまつわる社会的障害の事例化の予防にもつながると
考えられる。
ひきこもり支援は、まだ緒についたところといってよく、本シンポジ

教育講演

ウムでは、様々な立場からひきこもり者への有効な支援について議論し
たい。

シンポジウム
市民講座
一般演題
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日程表

S1-1

社会的ひきこもりの現状とサポート体制

ひきこもり支援の在り方
プログラム１日目

漆葉 成彦
佛教大学保健医療技術学部作業療法学科

ひきこもりの支援には、他の多くの精神保健上の問題に比べ、相談の受け入れ、支援の継続、

プログラム２日目

関係機関間の連携の面で多くの困難が存在する。精神保健・医療・福祉・教育などの専門機関
による支援に関しては、平成22年に厚生労働省から公表された「ひきこもりの評価・支援に
関するガイドライン」において評価と支援の指針が整理されており、ひきこもり地域支援セン
ターの設置をはじめとした様々な行政の取り組みも進められている。しかし現在なお、ひきこ
もり問題を抱える本人や家族に対する支援体制が十分であるとは言えない。このことの要因の
一つに、各関係機関担当者のひきこもり問題の捉え方や支援者としての立場に違いがあり、連

会長講演

携ネットワークの機能が十分に発揮できていないことが挙げられる。ひきこもりには、ストレ
スコーピングとしての側面、ひきこもり状態への依存という側面、ひきこもりの結果としての
能力低下としての側面があるが、支援者によって重視する側面は異なっている。支援者として
の立場や支援の方法も、問題の捉え方によって自ずから異なる。ひきこもりに対しては、専門
機関によるフォーマルな支援以外にさまざまな形でのインフォーマルな支援・支援機関が存在

教育講演

しているが、ひきこもりの支援については特にインフォーマルな支援機関の役割は大きい。ひ
きこもり支援のネットワークの機能を高めていくためには、まず各支援機関がお互いの考え方
や支援方法の違いを認識するところから始めなければならない。今回は、発表者が以前所属し
ていた大阪府こころの健康総合センターで実施された大阪府内のひきこもり支援団体の調査結

シンポジウム

果をもとに、実際に行われている支援方法の類型化を行う予定である。

市民講座
一般演題
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社会的ひきこもりの現状とサポート体制

日程表

S1-2

ひきこもりと家族：認知行動療法による罰なきコミュニティ作り
プログラム１日目

境 泉洋
徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部

筆者は、NPO法人全国引きこもりKHJ親の会（以下、KHJ親の会）と共同して、過去11年に

プログラム２日目

わたり、述べ4473人の家族を対象に実態調査を行ってきた。また、647人のひきこもり経験
者にも調査を行っている。こうした調査から示唆されたことのひとつが、ひきこもり本人の高
年齢化である。親の高年齢化に伴って生じてきた問題に、家庭の経済的困窮と親亡き後の支援
がある。親亡き後の支援においては、経済的支援に加えて、筆者が関わっているKHJ親の会では、
親亡き後の兄弟姉妹の関わりについて取り上げる動きがある。こうしたひきこもりにまつわる
現状について、データに基づく知見を紹介する。

会長講演

筆者は、ひきこもりの家族関係についていくつか実証的な研究を行っている。これらの研究
から明らかにされたことは、家族自身が大きな心理的負担を抱えているということである。ま
た、家族はひきこもり状態にある人の望ましくない行動を制御することが困難になっている。
このように、心理的にも大きな負担を抱え、子どもの問題行動を制御する力を失っているのが、
ひきこもりの家族関係の大きな特徴であると言える。こうした家族関係に関する実証的研究に
も触れたい。

教育講演

さらに、筆者は、認知行動療法による家族支援を行う上で、コミュニティ強化と家族訓練
（Community Reinforcement and Family Training: 以下、CRAFT）プログラムを応用している。
CRAFTプログラムは、主に受療を拒否する物質乱用者の家族などの重要な関係者を対象とした
介入プログラムである。CRAFTをひきこもりの家族支援に応用する試みは、厚生労働省が作成

シンポジウム

したひきこもりの評価・支援に関するガイドラインにCRAFTプログラムが紹介されている。
CRAFTの家族支援の効果として、受療、社会参加が促進される、家族関係機能が改善すること
などが報告されている。こうしたCRAFTによる家族支援の現状について紹介をする。

市民講座
一般演題
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日程表

S1-3

社会的ひきこもりの現状とサポート体制

多機能型精神科診療所での実践

～ひきこもりの対応と夢や希望を育める関わり～
プログラム１日目

関 晋太郎
医療法人三家クリニック

みつや訪問看護ステーション

三家クリニックは、昭和56年に大阪

寝屋川市に開院して今年で34年目になる。開院当初

プログラム２日目

より地域で暮らす精神障害を持つ方々に対して、タイムリーな医療や援助・サービスを届ける
ために、積極的に生活の場に出かける活動を続けてきた。
その実践は、生活の中で困難を抱えた方ひとり一人に対して、必要なものをオーダーメイド
で形作っていく過程そのもので、今では外来医療のみならず、訪問診療、精神科デイケア、相
談支援、カウンセリング、訪問看護ステーションなどの機能を有し、多機能型精神科診療所と
呼ばれるようになった。

会長講演

当院にはさまざまな生活上の困難を抱えた方が訪れる。ひきこもりや外来ニート状態（未治
療・医療中断など医療につながっていない、外出は外来通院のみでほかの社会参加がない）に
ある人たちに対しても、ひとり一人の希望やニーズに焦点を当てた丁寧な援助がなされれば、
リカバリーを促進させることができる。
自宅にひきこもって将来の見通しが持てない生活を続けている方も、人との出会いの中で動

教育講演

き出すきっかけを手にし、彼らが望む生活・人生に向けて寄り添ってくれる支援者の存在が近
くにあり、デイケアなどの居場所を介して仲間ができ、徐々に生活に彩りを感じられるように
なる。そして、その過程において自らの成長や可能性を感じ、人生を再構築していく。失敗し
てもセーフティネットとして居場所や認めてくれる人が傍らにあることで、チャレンジするこ

シンポジウム

とができる。
多機能型精神科診療所の役割は、多職種によるチーム医療を展開し、さまざまなニーズに対
応し、きめ細やかな援助を提供することで地域生活を送る上での重要な社会資源の１つとして
機能することである。
また、地域の身近な場所にある関係機関と連携しやすい立地条件において、さらに地域連携
を進める中で、地域全体のひきこもり、外来ニート状態にある人に対して夢や希望が育めるきっ

市民講座

かけとなる関わりが求められている。

一般演題
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社会的ひきこもりの現状とサポート体制

日程表

S1-4

ひきこもりと司法
プログラム１日目

野田 哲朗
大阪府立精神医療センター

「ひきこもり」は、1980年代頃より、用語として定着するようになり、1998年に斉藤が著

プログラム２日目

した「社会的ひきこもり」により「ひきこもり」が、豊かな日本の社会現象として耳目を浴び
るようになった。
だが、2000年２月に新潟柏崎市における少女監禁事件、同年５月に西鉄バスジャック事件
が起こり、容疑者が、「ひきこもり」傾向にあったと報道されたことにより、「ひきこもり」に
は凶悪犯罪を示唆する意味付与が残念なことになされるようになった。
2005年２月、大阪府寝屋川市の小学校で発生した教員殺傷事件においても、加害少年（当

会長講演

時17歳）が当初、「ひきこもり」傾向があったと報道されたことから、大阪府は緊急対策事業
として「ひきこもり対策地域ネットワーク等推進事業」を立ち上げ、公的機関として初めてひ
きこもり対策を行うことになり、その後、国庫事業となって全国的に行われるようになった。
ひきこもりと犯罪を結びつけるような報道はそれ以後も続き、2011年７月に発生した30年
間ひきこもりを続けた男性が姉を逆恨みし殺害した事件では、精神鑑定でアスペルガー障害と
され、裁判員裁判により、大阪地裁は16年の求刑に対して20年の判決を下した。「社会内で被

教育講演

告人のアスペルガー障害に対する受け皿が何等用意されていない現状の下では、再犯の恐れが
更に強く心配されるといわざるを得ない」、
「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に
収容することが、社会秩序の維持にも資する」が量刑判断の理由で、社会施策の遅れを、被告
人の責任に転嫁した極めて不当なものであった、高裁、最高裁で一審が棄却され、懲役14年

シンポジウム

が確定したが、市民感覚を司法に反映させることを目的とした裁判員裁判により、予防拘禁を
希求する社会心理が浮き彫りにされることになった。
ひきこもり支援は、犯罪予防を目的とするものではないことは言うまでもないが、報告者の
司法鑑定の自験例から、犯罪に至らないための手立てがなかったかを検討する。

市民講座
一般演題
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Symposium ◦ Session

2-0

日程表

身体疾患に関連した
気分障害の発症予防に関連する対策

プログラム１日目

近年、身体疾患とうつとの併発が重要視されている。その背景には、

プログラム２日目

身体疾患患者におけるうつ病併発率の高さ、うつの併発による身体疾患
の予後への影響、身体疾患予防に対する生活習慣改善の妨げなどの要因
がある。2013年度からの医療計画に、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖
尿病に加えて、精神疾患が５疾病目に加わった。2012年に改定された
健康日本21においても、うつ病などの精神疾患が、身体疾患の予防や治

会長講演

療に重要な健康的な生活習慣を妨げる要因であることが指摘されている。
このような背景のもと、国立高度専門医療センターが、身体疾患患者へ
のメンタルケアモデル開発のため、「ナショナルプロジェクト」を立ち上
げており、そこでは、慢性疾患を有する患者のうつの評価と治療に関す

教育講演

る連携モデルを開発することで、身体疾患とうつの治療の最適化を促進
することをめざし、活動を開始している。本シンポジウムにおいて、上
記の流れをふまえ、総論として、このような身体疾患に伴う気分障害の

シンポジウム

予防と治療に関して、進行中の「ナショナルプロジェクト」をはじめと
する対策の現状と今後の動向について紹介と報告を行う。次いで、上記
の動向を踏まえたシンポジストより、地域連携、リエゾン、心理社会・
生物学的要因の観点に基づき、身体疾患に伴う気分障害の予防と治療に
ついて、発表を行う。最後に、発表された内容をもとに、今後の身体疾

市民講座

患に関連した気分障害発症予防に関連する対策について、議論を行う予
定である。

一般演題
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身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する対策

日程表

S2-1

身体疾患に関連した気分障害の発症・重症化予防

―メンタルヘルスケア開発ナショナルプロジェクトの経験―
プログラム１日目

伊藤 弘人
国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所社会精神保健研究部

身体疾患に関連したうつ病に関する疫学研究の蓄積は多く、総じて高い合併・併存率とその

プログラム２日目

場合の死亡率の上昇が確認されている。ここでいう身体疾患は、狭義には心臓病、脳卒中、糖
尿病を示すが、広義にはがんや慢性閉塞性肺疾患を含むWorld Health Organizationが2013年
に示したアクションプランにおける「非感染性疾患」に近い。どの疾患も食事や運動、喫煙、
飲酒などの「生活習慣」が身体疾患の発症と進行に深く関与している。ただし、両疾患に介在
するメカニズムに関する強力な根拠はまだ十分ではない。身体疾患に関連した気分障害の発症・
重症化予防をどのようにとらえ、どのように対応することが求められるのか。

会長講演

がん、循環器疾患、糖尿病、精神・神経疾患、成育医療と高齢者医療を所管する６つの国立
高度専門医療研究センターは、2012年度から身体疾患患者のメンタルヘルスケアモデル開発
に関する３年間のナショナルプロジェクトを進めている。プロジェクトは、身体科医療と精神
科医療との連携を、段階的治療（Stepped care）と共同ケア（Collaborative care）を組み込む
ことにより強化するという基本理念に基づいている。初期治療で改善がみられない場合は精神
科専門医に紹介する枠組み（連携チーム）を整備した上で、可能な範囲で身体科医療が対応す

教育講演

るという考え方であり、各専門疾病領域での研修も定着しつつある。
ただし、連携チームでは、治療計画と記録が共有され、身体科医と精神科医が構成員となる
対面の連携会議が定期的に開催される必要がある。このようなチームは単独の医療機関では難
しいことが多く、地域の医療機関との連携が不可欠である。身体疾患に関連した気分障害の発

シンポジウム

症・重症化予防には、総合病院精神科の充実とともに、地域医療を担う精神保健指定医の協力
によるモデル地域を、粘り強く拡大していくことが必要である。

市民講座
一般演題
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日程表

S2-2

身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する対策

かかりつけ医療機関におけるうつ病の発見とケアへの導入
プログラム１日目

稲垣 正俊
岡山大学病院精神科神経科

平成24年に改正された自殺総合対策大綱では、かかりつけ医療機関におけるうつ病の発見

プログラム２日目

と適切な治療への導入が謳われている。実際、かかりつけ医療機関の内科外来を受診した511
名の患者を対象に行った調査では、7.4％の患者が「大うつ病エピソード 現在（最近２週間）」
の基準を満たすだけでなく、12.7％の患者が「自殺の危険 現在（最近１ヵ月）」の基準を満た
していた。また、同じくかかりつけ医療機関の内科外来を受診する312名の患者を対象とした
調査では、27名（8.7％）の患者が大うつ病スクリーニング陽性と判断されたが、その内、内
科医がそのうつ病に気づいていたのはわずか３名（11.1％）の患者のみであった。

会長講演

これらのうつ病を発見するためのスクリーニング法（質問紙）が既に開発されており、スク
リーニングの基準を高めれば、陽性的中率の高いスクリーニングも可能である。
実際に、かかりつけ医療機関におけるうつ病スクリーニングの実施可能性を検討したところ、
定期的に全受診外来患者にうつ病スクリーニングを行うことが可能で、更に、スクリーニング
陽性であったほとんどの患者に対して、看護師がケースマネジメントを実施することができる
ことが示されている。

教育講演

海外のプライマリケア場面や一般診療場面において、多職種協働のケースマネジメントの実
施によりうつ病だけでなく、身体症状の軽減が示されている。我が国においても、かかりつけ
医療機関においてうつ病を発見し、適切なケアへと導入するための医療体制の構築が必要であ
ろう。また、医療制度の変更以外にも、187名の身体疾患の治療を担う医療従事者への調査か

シンポジウム

ら明らかとなった「うつ病は一般診療の対象ではない」とする意識を変容させる必要があるか
もしれない。

市民講座
一般演題
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身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する対策

日程表

S2-3

「地域として行うリエゾン診療」
：うつ病の協同的ケア（Collaborative Care）の応用

プログラム１日目

堀川 直史
埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック

リエゾン診療は中核病院ではほぼ定着したといえるであろう。しかし地域をみると、リエゾ

プログラム２日目

ン診療の行われていない身体疾患患者が大勢いる。中小規模の病院やクリニックで診療を受け
ている患者である。これらの患者のリエゾン診療も重要であり、これをどのようにして行うか
は重要な検討課題である。
様々な方法の１つとして、米国などでプライマリケア（PC）を受診するうつ病患者に有効
なことが知られている協同的ケアの日本での試行（発表準備中）について述べ、地域リエゾン
診療への応用を検討する。対象は、PC医（６人）を受診した大うつ病患者（PHQ-９でスクリー

会長講演

ニングし、PC医が診断）のうち研究参加の同意が得られたもの44人である。PC医がうつ病に
関する説明を行い、SSRIを処方した。協同的ケアとして行ったことは、ケースマネジャー（本
研究のために当科が一時的に採用した心理士）が患者に電話をかけ、受療支援（今回は、症状
と薬の副作用を聞き、必要に応じて説明し、通院と服薬の継続を勧めた。精神療法は行わない。
精神科医は心理士にスーパービジョンを行う）を試みることであった。電話連絡は、治療開始
から３日、１週、２週、４週、８週後に行った。８週または12週後に結果を判定し、協同的

教育講演

ケアを行わなかった対照群（44人）と比較検討した。結果の詳細は当日報告するが、この試
行から以下を指摘することができる。①患者と面識のないケースマネジャーが電話をかけて話
し合うという方法は日本でも可能である、②協同的ケアは、初期の通院中断を減少させる可能
性があり、③通院を継続した患者では抑うつ症状の改善にも有効な可能性がある、などである。

シンポジウム

同様の介入を身体疾患患者に行うことは、ケースマネジャーが身体疾患に関する基礎的知識
を学ぶなどの追加措置が必要であるが、十分に可能であり、今後の「地域として行うリエゾン
診療」の重要な方法の１つになるものと予測される。

市民講座
一般演題
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日程表

S2-4

身体疾患に関連した気分障害の発症予防に関連する対策

循環器疾患に伴ううつ病の予防
：心理社会および生物学的観点から

プログラム１日目

安野 史彦１）２）
１）奈良県立医科大学精神医学講座、２）国立循環器病研究センター病院

循環器病疾患患者で高率に、うつ病患者がみられることが知られている。うつ病の合併は、

プログラム２日目

死亡リスク、認知症の発症、リハビリテーション治療の効果の減弱、社会復帰の妨げに関連す
ることが示されており、循環器疾患患者のうつ病発症の予測と可及的速やかな精神面での治療
と援助は精神的問題の重症化を防ぎ、循環器疾患治療を維持するために不可欠である。循環器
疾患に伴う精神症状に対する臨床的対応を展開する中で、気分障害の成因を考えることが出発
点になるが、そこでは、多くの原因が存在し相互に関連しあっており、疾患を身体的、心理的、
社会的側面から理解することが必要である。さらに個々の側面の中においても、複数の要因が

会長講演

相互に関係しあっており、総合的な理解への努力が必要と考える。本シンポジウムでは、循環
器疾患に伴ううつ病の、身体的側面における複数の要因の関与について、亜急性期脳梗塞患者
を代表にとりあげ、不安抑うつ状態における脳器質的な要因と、免疫炎症反応の関与について、
議論を行う。次いで、心理的・社会的側面について、移植登録待機中の心疾患患者を代表にと
りあげ、患者での不安抑うつ状態に関する心理社会的要因の相互連関的な影響を検討し、それ
より妥当な気分障害の予防とケアについて、考察を行う。

教育講演
シンポジウム
市民講座
一般演題
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Symposium ◦ Session

3-0
日程表

一般住民データから認知症の
リスク因子の同定および介入

プログラム１日目

日本の高齢化率は、2012年には24.1％となり、2035年には33.4％

プログラム２日目

となると推計されている。また、認知症高齢者の数は、2012年の時点で、
軽度認知障害を含めて862万人に上ると推計されている。長寿国である
日本は、著しい高齢化とそれに伴う認知症予防の課題を世界のどの国よ
りも直面しており、これに対する試みは喫緊であり、世界から注目を集
めているところである。現時点で、認知症に対する根本的治療がない中、

会長講演

認知機能の悪化を少しでも遅らせる事が、認知症高齢者の数を減らす重
要な方法であり、リスク因子や保護的因子の同定が重要となってくる。
本シンポジウムでは、一般地域住民を対象とした観察研究のデータか
ら認知症のリスクとなる因子の同定を行った地域における疫学研究を取

教育講演

り上げ、今後の介入について課題を含めて検討を行いたい。

シンポジウム
市民講座
一般演題
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日程表

S3-1

一般住民データから認知症のリスク因子の同定および介入

岩木健康増進プロジェクトのデータから：性差の影響
プログラム１日目

菅原 典夫
青森県立精神保健福祉センター

本邦の人口構成の高齢化に伴い、認知症を有する高齢者の急速な増加が予想されている。認

プログラム２日目

知症の効果的な予防には、地域一般住民におけるリスク因子の情報に基づいた戦略が必要であ
る。弘前大学では平成17年より弘前市岩木地区住民を対象に、生活習慣病予防と健康の維持・
増進、寿命の延長を目的に岩木健康増進プロジェクトを開始した。平成18年より神経精神医
学講座も参画し、認知症やうつ病といったメンタルヘルスに関する調査や知識の普及活動を実
施し、本報告では、平成23年と24年のプロジェクト検診におけるデータから性差に着目した
解析結果を報告する。

会長講演

2011年には60歳以上の対象者377名（男131名、女246名）について主観的物忘れの有無と、
Mini Mental State Examination（MMSE）得点や疫学的うつ病評価尺度（CES-D）得点との関連
性を重回帰モデルで検討したところ、男性ではMMSE得点との関連が認められた一方、女性で
はCES-Dとの関連が浮かび上がり、
『物忘れ』の訴えについての性差が存在することが明らかと
なった１）。
また、2012年には60歳以上の対象者419名（60-69歳246名、70歳以上173名）で、アミ

教育講演

ロイドβ蛋白（Aβ）についてAβ40とAβ42を測定し、MMSEやCES-D得点との関連性を重回
帰モデルで検討したところ、70歳以上の群（男58名、女115名）にてAβ40、Aβ42とも
CES-D得点と正の関連を認め２）、更に男女別で検討したところ、その関連性が女性でのみ観察
されるものであることが判明した。

シンポジウム

これらの結果はいずれも横断的な検討に拠るものであることや対象者数の少なさから限定的
な解釈に留まるものの、高齢者の自覚的な物忘れに関する訴えや、その病態を考える際に性差
を念頭にいれる必要性を示唆していると考えられた。
1）Tomita T, Sugawara N, et al. Sex-specific effects of subjective memory complaints with
respect to cognitive impairment or depressive symptoms. Psychiatry Clin Neurosci 2014;

市民講座

68(3): 176-81.
2）Tsuruga K, Sugawara N et al. A positive correlation between serum amyloid β levels and
depressive symptoms among community-dwelling elderly individuals in Japan.
Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 (in press)
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一般住民データから認知症のリスク因子の同定および介入

日程表

S3-2

藤原京スタディのデータから：歯の影響
プログラム１日目

森川 将行１）２）、岡本 希３）、岸本 年史２）、車谷 典男３）
１）三重県立こころの医療センター、２）奈良県立医科大学精神医学講座、
３）奈良県立医科大学地域健康医学講座

プログラム２日目

【背景と目的】
藤原京スタディは、独歩可能な65歳以上の地域在住高齢者を対象としたQOLと生活機能に
関するコホート研究である。共同演者の岡本は、ベースライン横断調査において残存歯数と認
知機能低下との関連を指摘した。今回、残存歯数が５年後の認知機能低下に与える影響につい
て解析を行った。
【方法】

会長講演

ベースライン健診（2007-2008年）において、Mini-Mental State Examination（MMSE）24
点以上（認知機能が正常範囲）、かつGDS短縮版５点以下（非抑うつ状態）で、５年後の調査
に参加した2,505人を解析対象とした。５年後のMMSE23点以下を認知機能低下群とし、これ
を従属変数として多重ロジスティック回帰分析にて関連要因を検討した。独立変数には年齢階
級、性、教育、睡眠障害、飲酒・喫煙習慣、過去６か月のストレス、社会的サポート、歩行時

教育講演

間、そして、残存歯数（口腔検診で確認）などを用いた。なお、本研究は奈良県立医科大学医
の倫理委員会の承認を受けた。
【結果】
140人が新規に認知機能低下を認め、年齢、性などによる最終的なモデルでの調整を行った。

シンポジウム

統計学的に有意な要因の調整済みオッズ比は、年齢階級（対照65-70歳）が上がるほど高くな
り2.03-4.48（95％CI：1.22-8.36）、家族からのサポートが多い（対照少）1.67（1.11-2.52）、
そして、10年以上の教育歴（対照９年以下）0.55（0.38-0.80）であった。統計学的に有意な
傾向を認めたのは、残存歯数20本以上（対照19本以下）0.70（0.48-1.01、p＝0.059）であった。
【考察】

市民講座

認知機能低下の要因として従来からの報告に加えて、ベースライン調査において20本以上
の歯が残っていると、５年後の認知機能低下を防ぐことが弱いながらも示されたが、介入可能
性については今度のさらなる研究が必要である。

一般演題
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日程表

S3-3

一般住民データから認知症のリスク因子の同定および介入

利根町における認知症予防
プログラム１日目

朝田 隆
筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学

背景：認知症の予防可能性が注目されている。

プログラム２日目

目的：高齢者の認知機能維持や改善に有酸素運動とサプリメントが有効であるか否かを地域の
介入研究から検討する。
対象と方法：茨城県利根町において、2001年５月１日現在で65歳以上の町民を対象にした。
同年11月から2002年３月にかけて初回調査を行った。その内容は基本属性、身体機能、気分

会長講演

状態に加えて認知機能である。また脂質を含む各種の血液検査を行った。認知機能評価のため
に新たに集団スクリーニングバッテリー（ファイブコグ）を作成した。これは記憶、注意、言語、
視空間、推論の能力を測る既存のテストから成る。1,888名が初回調査に参加した。
この後に、認知症予防の可能性をもつ介入方法として２つを用いた。ひとつは有酸素運動で
あり、他方はサプリメント（シーアルパ）であり、これにはエイコサペンタエン酸、ドコサヘ
キサエン酸、銀杏葉エキス、それにリコピンが含まれている。これらを用いることで、認知症

教育講演

の予防あるいは発症遅延効果を検証した。
ベースライン調査の終了後、参加希望を募った。参加者は２種類の介入方のうちいずれであっ
ても選択できることとした。希望者には、服用状況と下に述べる運動の状況を記録する日誌を
手渡し、毎日記入してもらうことにした。３ヶ月に一度、一堂に会して運動の実施状況と服用

シンポジウム

状況を確認した。介入効果の判定は、認知機能の評価と生物学的な評価方法を用いて行った。
前者ではわれわれが作成した認知機能テストのバッテリーを、後者として脳画像検査と生化学
検査を用いた。こうした介入の効果について認知機能と画像解析の結果から紹介する。
結果と考察：栄養面からの介入は、記憶を含む認知機能の改善に対して有効であった。また運
動についても認知機能における一定の効果と、MRI画像における脳容積について有意な効果が

市民講座

得られた。とくに栄養面の呼応科については、抗酸化という視点から考察する。

一般演題
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S3-4

日程表

一般住民データから認知症のリスク因子の同定および介入

久山町研究のデータから：食事パターンの影響
プログラム１日目

小原 知之１）２）、清原 裕２）
１）九州大学大学院医学研究院

精神病態医学、２）九州大学大学院医学研究院

環境医学

近年、欧米の追跡研究において、地中海式食事法（オリーブオイル、穀物、野菜、果物、ナッ

プログラム２日目

ツ、豆、魚、鶏肉を中心とした食事に少量のワイン）が認知症、特にアルツハイマー病（AD）
の発症リスクを低下させるという報告がわずかながら散見される。しかし、食文化の異なるわ
が国に海外の食生活を持ち込むことは容易でない。福岡県久山町では、1985年より精度の高
い認知症の疫学調査が継続中である。本講演では、1988年に久山町の健診と食事調査を受け
た認知症のない60 ─ 80歳の住民を対象にした追跡研究において、わが国の地域高齢住民が有
する様々な食事パターンの中で認知症発症に影響を与えるものを検討する。

会長講演

追跡開始時の食事調査において、これまでに認知症発症との関連が報告された栄養素と関連
する食事パターンを縮小ランク回帰法により検討すると、いくつかの食事パターンのうち大
豆・大豆製品、緑黄色野菜、淡色野菜、海藻類、牛乳・乳製品の摂取量が多く、米の摂取量が
少ないという食事パターンが抽出された。この食事パターンは、他の食事パターンと比べて認
知症に関連する可能性のある栄養素との相関が最も高かった。次にこの食事パターンをスコア
化し、追跡調査において食事パターンスコアと認知症発症との関係を多変量解析で他の危険因

教育講演

子を調整して検討した。その結果、この食事パターンの傾向が強い群ほど認知症発症のリスク
が有意に低下した。病型別にみると、ADおよび血管性認知症でも同様の関係が認められた。
久山町における認知症の疫学調査では、大豆・大豆製品、緑黄色野菜、淡色野菜、海藻類、
牛乳・乳製品の摂取量が多く、米の摂取量が少ないという食事パターンは認知症発症のリスク

シンポジウム

を有意に低下させることが明らかとなった。主食（米）に偏らず、主菜や副菜をしっかり採っ
てバランスの良い食事を心がけることが認知症のリスクを減らすうえで有効であることが示唆
される。

市民講座
一般演題
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日程表

市民公開講座

１部

講演

尾木 直樹 先生

プログラム１日目

子どものこころを育てる大人の関わり方
～自己肯定感と共感力を考える～

プログラム２日目

［現在］
法政大学教職課程センター長・教授
臨床教育研究所「虹」所長

会長講演

1947年滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、私立海城高校、
東京都公立中学校教師として、22年間子どもを主役とし
たユニークで創造的な教育実践を展開。この間の成果は
200冊を超える著書（監修含む）、ビデオソフト、映画類
にまとめられている。

教育講演

２部

聞き手：岸本 年史

（ 奈良県立医科大学 精神医学講座 教授）

シンポジウム

尾木先生に訊く

市民講座
一般演題
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～対談と質疑応答～

日

時：2014年11月16日14：30～16：00（開場14：00）

場

所：大隈記念講堂

入

場：無料（定員：1400人）

主

催：日本精神保健・予防学会

共

催：日本精神衛生会

併

催：国際早期精神病学会

後

援：一般社団法人 東京都小学校PTA協議会
東京都公立中学校PTA協議会
東京都公立高等学校PTA連合会
東京都／厚生労働省
朝日新聞社広告局

大講堂

一 般 演 題
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児童思春期

日程表

O-1

プログラム１日目

奈良県立医科大学付属病院精神医療センターにおける
スーパー救急病棟および精神科救急・合併症入院料病棟における
心理教育プログラムの実際
盛本 翼１）、松田 康裕１）、有田 惠亮２）、田中 尚平１）、岸本 年史１）
１）奈良県立医科大学付属病院精神医療センター、２）奈良県立医科大学付属病院精神医療センター相談室

プログラム２日目

【背景と目的】
奈良県立医科大学付属病院精神医療センターは、スーパー救急病棟と精神科救急・合併症入
院料病棟を持ち、３次救急患者の受け入れにくわえ、単科の精神科病院では対応困難な身体合
併症を持つ患者の受け入れも行っている。当センターでは、退院目標である３カ月の期間に急
性期から入院中の統合失調症患者に対し心理教育プログラムを実施している。今回われわれは
その概要を紹介し、その効果を検討する。

会長講演

【方法】
心理教育プログラム全４回に2013年８月から2014年８月までに参加した統合失調症患者の
中で研究の参加に同意が得られたものは24名であった。プログラムの前後でPANSS、SAI-J、
DAI-10、KIDI、Linkスティグマ尺度を施行し、その結果を比較検討した。

教育講演

【結果】
PANSS陽性症状尺度、陰性評価尺度、総合精神病理尺度、DAI-10総得点が介入前後で有意
に改善した一方で、SAI-JとKIDIでは有意な改善を認めなかった。

シンポジウム

【考察】
これらの改善には内的動機づけを高めることにくわえ、スティグマを払拭する工夫が必要で
あると考えられた。今後は対照群を設定した比較検討、症例数を増やしての効果検討、長期的
な効果についても検討する必要がある。なお、本研究は奈良県立医科大学倫理委員会の承認を
得ている。

市民講座
一般演題
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日程表

O-2

児童思春期

ARMSへのCBTによる治療的介入を試みた15歳女児の１例
プログラム１日目

岸本 直子1）、太田 豊作1）、中西 葉子1）、山室 和彦1）、盛本 翼1）、飯田 順三2）、
岸本 年史1）
１）奈良県立医科大学精神医学講座、２）奈良県立医科大学看護学科人間発達学

プログラム２日目

近年、統合失調症への早期発見・早期介入が国際的にも唱えられ、わが国でも重要視されて
いる。その中でも精神病発症危険状態（At Risk Mental State：以下ARMS）に関連する疫学的・
生物学的研究は増えており、適切な早期介入が精神病の発症や重症化を防ぎ、予後に影響する
といわれている。ARMSの特徴の一つは、カテゴリー診断としての精神病性障害への移行が前
提とされていない点であり、その介入指針は顕在発症した精神病性障害とは一線を画している。
ARMSに対する介入は現時点で確立されていないが、介入方法の一つとして認知行動療法（以

会長講演

下CBT）が挙げられる。ARMSを対象としたCBTでは一定の効果は示されているものの、その報
告は未だ数少ない。今回、ARMSへのCBTによる治療的介入を試みた15歳女児の症例を経験し
たので報告する。
症例は15歳女児。同胞２名中第２子。出生・発達に特記事項なし。小学校時、契機は不明
であるが同級生から無視されるといういじめに遭い、手洗いをすることで不安が軽減した。X１年、中学２年時にも同級生からいじめを受け、同時期から手洗い回数が増え、入浴時間も長

教育講演

くなった。また、勉強していると恐い映像が頭の中に出てくる、文章を読んでいると、自分の
思っていることと逆のことを思い浮かべる、など漠然とした恐怖感や集中力低下が出現した。
そのため、本人の希望もあり、X年７月29日、当科初診となった。初診時、強迫観念に加え、
軽度の自我障害を認めたため、ARMSを疑われ、SIPS/SOPS（前駆症状のための構造化面接と

シンポジウム

前駆症状尺度）を施行した。加えて、WISC-IV知能検査、描画テスト、Y-G性格検査、ロールシャッ
ハ・テストの心理検査施行後、X年12月28日より、CBTの導入となり、現在まで15回施行し
ている。本症例では治療初期には微弱な陽性症状を認めていたが、治療経過の中では強迫症状
も認めている。ARMSでは、その病態は個人によって異なり、基本的なCBTの枠組みを前提と
しながらも、個人に応じた介入が求められる。
発表当日は症例の詳細とCBTの経過に若干の考察を加えて報告する予定である。

市民講座

本症例のCBT施行に際して、奈良県立医科大学・医の倫理委員会で承認を受けており、研究
の意義、目的、方法、対象者が被りうる不利益及び危険性について対象者に十分に説明し、同
意を得るとともに個人情報の匿名化に最大限配慮した。

一般演題
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児童思春期

日程表

O-3

解離症状を呈した10代女性への多職種協働チームによる
アプローチ

プログラム１日目

治療的進展をもたらした抱えの機能

上原 陽子１）３）、杉本 達哉１）、間 美枝子２）、青野 悦子２）、梅津 寛１）、岡崎 祐司１）４）
１）東京都立松沢病院 精神科、２）東京都立松沢病院 社会復帰支援室
３）公益財団法人井之頭病院 精神科、４）医療法人厚生会道ノ尾病院 精神科

プログラム２日目

【背景と目的】
本発表では、10代女性が解離症状とそれに伴う自殺企図などの危機的な状況を脱し、現実
的な課題に取り組むようになった過程を、多職種協働という治療構造の効果の視点から整理し、
報告する。本事例においては、主治医との二者関係の中で患者の基本的信頼感が獲得された後
に、新たに看護師、心理士が治療へ参画し、多職種協働チームとして患者及び家族への支援を

会長講演

行った。経過中、定期的に多職種カンファレンスを行ったが、複数の職種が関わる事で患者の
状態像の把握がより多面的なものとなり、大きな治療効果を得ることができた。本事例の回復
過程において、チームワークが患者本人に対してだけではなく、治療者側に対しても多くの利
益をもたらすことがみえてきた。尚、この事例に関しては、当院の倫理指針に則り、本人に対
するインフォームド・コンセントを行い、個人が特定されることがないよう匿名性の保持に十
分な配慮を行う。

教育講演
シンポジウム
市民講座
一般演題
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日程表

O-4

児童思春期

中学生・高校生を対象とした精神保健福祉教育の試み
～就学期に発病した当事者・家族が作成した学習教材～

プログラム１日目

松永 貴久美１）、栄 セツコ２）
１）NPO法人こころ・あんしんLight、２）桃山学院大学

【背景と目的】
演者は、2009年に就学期に精神疾患を経験した子どもの家族会である「こあらの会」を設立した。そこでは、

プログラム２日目

精神疾患に関する教育を受けていない子どもたちは「性格が悪い」
「弱い」と自身を責めていた。また、家族に

も正しい知識がないため初診に至るまでに数年間を要したことも共通していた。一方、近年では疾病教育や
メンタルヘルス教育が試行されているが、その目的は予防を強調するものが多い。そこで、筆者らは福祉教
育の必要性を感じ「こあらの会」のメンバーが核となって、子どもたちと学校が望む教材作りに取り組むこと
にした。本発表ではその教材づくりの経緯とその特徴並びに効果について報告する。
【方法】
教材づくりにあたって、
「こあらの会」のメンバーが当事者、教育関係者、精神保健領域の専門職に呼びかけ、

会長講演

2012年に「カンガルーの会」を結成した。この活動は３カ年を一区切りとした。１年目は、思春期・青年期
を対象としたメンタルヘルス教育や疾病教育に使用されている教材や、啓発用の冊子等を収集しながら、自
分たちが教材に盛り込みたい内容を議論した。２年目は、具体的な作業を進め、教材を作成した。その教材
を使って、高校（１か所）と養護教諭の研究会で試行的に授業を行い、より教材の精度を高めた。

尚、本研究は大阪市立大学生活科学部・生活科学研究科倫理委員会の承認を得て実施している。また、高

校生に対する調査は本研究の趣旨に賛同の得られた高校において実施し、生徒に対しては担当教諭と演者に
よって本調査の趣旨並びに倫理的事項を説明している。

教育講演

【結果と考察】
１．教材の特徴
本教材は「はーとトンネル」をタイトルとし、
「友達がこころの不調・病気になった場合の接し方」を考える

ことを目的として、３つのワークと４つの情報提供を盛り込んでいる。ワークは、①「こころのダメージ

み

んなのこころどう感じる？」②「Ａ君に聞いてみよう！Ａ君の歩んだ道＆Ａ君へ質問（DVDを使用）」③「嬉し
い言葉、行動と辛い言葉、行動」である。ワークの特徴は、グループ単位で、身近なこととして自己と他者（友

シンポジウム

だち）のこころの健康や不調を考える機会を提供することにある。また、情報提供として、④ベネフィットファ

インディング、⑤精神疾患説明、⑥ハートフルメッセージ、⑦相談先を掲載した。これらの特徴は、自分が
こころの不調を経験しても、その経験が生きる力になっていくことを強調し、精神疾患の予防のみに着目し

ないように配慮した。このように、本教材は、こころの不調や精神疾患を患った当事者とその家族の経験知と、
日常的に子どもと接触する教職員の経験知並びに精神保健福祉領域の専門職の専門知を集結しながら、子ど
もたちが日常生活で生かせる内容で構成されている点に独自性がある。
２．高校生に対する授業評価

市民講座

本研究の趣旨に賛同の得られた高校の生徒64名を対象として、演者らの教材を使用しながら授業を行い、

その教材に対する意見等の質問紙票調査を行った。その結果、
「こころのダメージは人によって違う」と不調
の表出が自己と他者で違うことを学んだという感想が多かった。また、
「こころの不調時の声のかけ方」に対
し、自己と他者との違いに気づき、日々の生活に生かしたいという感想も多くみられた。このことから、こ
ころの健康や不調時について気づきを促し、支え合う関係性を構築する精神保健福祉教育が必要といえる。
【今後の課題】
今後の課題は、本教材の内容が中・高校生のニーズに応じた内容に精度を高めるとともに、
「言葉かけ」は

一般演題

こころの不調の回復だけではなく、いじめや不登校の課題にも応用可能な内容であることから教育委員会な
どが積極的導入し地域の教育機関に広まることを願う。

※平成24年度～平成26年度日本学術振興会科学研究費助成金「中高生を対象とした精神保健福祉教育プログ
ラムの開発（研究代表者 栄セツコ：基盤Ｃ研究）
」の研究成果の一部である。
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O-5

日程表

児童思春期

メールマガジンによる啓発活動 ～東京大学の取組み～
プログラム１日目

江上 奈美子１）、菊池 より子１）、榎本 弘子１）、中村 光１）、大島 紀人１）、高野 明１）、
渡邉 慶一郎１）、佐々木 司２）
１）東京大学学生相談ネットワーク本部、２）東京大学教育学研究科

プログラム２日目

【背景と目的】
2007年の通称 “苫米地レポート１）” では、総合的な学生支援と専門的な学生相談を連携・協働する

ことを提言している。このレポートでは、学生支援が３階層にカテゴライズして整理され、①日常的

学生支援（教職員が学習指導や窓口業務で関わる）、②制度化された学生支援（クラス担任やなんでも

相談窓口等で関わる）
、③専門的学生支援（より困難な課題に対して学生相談所や保健センターが活用
される）のそれぞれの階層が、各々の立場を生かして活動するよう提唱している。

学生相談ネットワーク本部は、②と③が有機的に結合され、大学職員、臨床心理士、精神科医が一

つのチームを形成するユニークな組織である。この組織の特徴を生かし、教職員のFD（Faculty

会長講演

Development）
、SD（Staff Development）の一環として、メールマガジンの配信を行った。

本報告では、教職員メールマガジン（以下メルマガ）の１年間の取組みと購読者からのアンケート

結果などを紹介し、今後の展開について考察を加える。

【方法】

学生生活に関する様々なトピックを、短時間で読めるようコンパクトにまとめた。2013年１月21

日から同年９月24日までに計12回の配信を行った。さらに、各回に実施したアンケートに記載され

教育講演

た質問に応じる形で「振り返り編」を同年10月30日から12月24日まで計３回配信した。

【結果】

（1） 配信テーマは下記の通りである。
#1 優秀だけど不器用
─東大生の発達障害─

# 9 メンタルヘルス上の問題を抱える学生の対応
#10 学生とのトラブルを避けるには

#4 気になる学生への対応・話しの聴き方

#12 健康に働く

#3 不登校とひきこもり

#11 留学生が抱える問題

#5 これだけは知っておきたいアルコールの知識

#13 振り返り編（その１）

#7 学生を理解する視点

#15 振り返り編（その３）

#6 危機対応が必要なとき

#14 振り返り編（その２）

市民講座

#8 相談施設の紹介と学生のつなぎ方

シンポジウム

#2 現代就活事情
─教職員のための就活基礎知識─

（2） アンケートでは、内容について「参考になった」とした読者は47.2％、
「次回もメルマガを読んで
みたいと思う」が91％であった。自由記載欄には、メルマガの内容を超えて、日々感じている問題点
や困り感が書かれていた。

【考察】

メルマガという形式によってFD/SD活動を行うことで、一定の効果が得られたと推測された。今後

一般演題

はコンテンツの充実と、さらに購読されやすい仕組みを考えるとよいだろう。

【文献】

１）独立行政法人日本学生支援機構（2007）「大学における学生相談体制の充実方策について─総合
的な学生支援と専門的な学生相談の連携と協同─」（座長：苫米地憲昭 国際基督教大学）
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日程表

O-6

コミュニティ

不安障害に対するマインドフルネス認知療法の効果検証：
preliminary study第１報

プログラム１日目

二宮 朗１）２）、佐渡 充洋１）２）、朴 順禮３）、佐藤 寧子４）、高橋 智子２）、別所 晶子２）、
新井 万佑子２）、三浦 有紀２）、山本 和広２）、石原 智香２）、田渕 肇１）２）、
白波瀬 丈一郎１）２）、加藤 元一郎１）２）、三村 將１）
１）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、２）慶應義塾大学ストレス研究センター、
３）慶應義塾大学看護医療学部、４）慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

プログラム２日目

【背景】
精神障害による社会的負荷は甚大であり、それは医療費などの直接費用、労働生産性損失な
どの間接費用といった社会的コストの形で表れてくる。
たとえば、不安障害については、日本におけるその社会的コストは、年間約2.4兆円である
ことが報告されており、その大半が労働生産性の損失で占められていることが明らかになって

会長講演

いる。これらの負荷を軽減していくためには、適切な介入を実施し症状を改善させていく必要
がある。パニック障害、社交不安障害、強迫性障害等の不安障害に対してはこれまで、薬物療
法、認知行動療法等の精神療法の効果が既に確立している。近年、これらの治療法に加えて、
反芻を抑制することで症状の緩和をはかるマインドフルネス認知療法（MBCT）の臨床応用が
はかられつつある。しかし、うつ病の再発予防については効果が実証されているものの、不安

教育講演

障害に対する効果については、諸外国でもまだ研究結果が十分でなく、筆者らが知る限り日本
ではまだ実施されていない。そこで、不安障害に対するMBCTの効果を検証するために、対照
群をおかないsingle armでその効果の検証を行った。今回は、第一報として、その中間解析の
結果を報告する。

シンポジウム

【目的】
不安障害（パニック障害、社交不安障害、強迫性障害、全般性不安）の患者に対するMBCT
の効果を介入前後の臨床尺度の比較を通して検証すること。
【方法】
対照群：DSM-IVによって、パニック障害、社交不安障害、全般性不安障害、強迫性障害の

市民講座

いずれかの臨床診断を満たす患者６名。
介入：毎週２時間全８回のマインドフルネス教室。
倫理審査：本研究は、慶應義塾大学医学部の倫理委員会の承認を得て実施されている。
【結果】

一般演題

６名の介入前後での臨床評価尺度の変化量を評価。発表当日は、その結果を若干の考察を加
えて報告する予定である。
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コミュニティ

日程表

O-7

中高生時代の運動部活動と卒業後の喫煙・飲酒習慣との関連
プログラム１日目

音羽 健司１）、豊島 秀男２）、佐々木 司３）
１）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、２）自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科、
３）東京大学大学院教育学研究科健康教育学分野

プログラム２日目

【背景と目的】
定期的な身体活動は生活習慣病（糖尿病や高血圧、心血管性障害）の予防に役立つ。こうした

行動習慣は思春期に形成されるため、中高生時代の身体活動の習慣がその後の長期的な健康習
慣につながると考えられる。本研究の目的は、思春期（中高生時代）の運動部活動とその後の喫

煙や飲酒習慣との関連を調査し、その知見を今後の学校での健康教育に役立たせることである。
【方法】

会長講演

都内の中高一貫校の卒業生約5,200人を対象に、郵送にて研究の趣旨を文書で説明し、協力

を求めた。書面にて同意の得られた卒業生に、現在の運動や喫煙・飲酒習慣などの生活習慣や

社会経済状態などを尋ねる自記式の質問紙を送付し、671名より回答を得た。協力者には、改
めて中高在校時の学業成績やクラブ活動の種類と参加の程度についての質問紙を送付し、最終

的には427名より回答を得た。なお、本研究は東京大学全学の倫理審査委員会および研究協力
校の研究部の承認を得て実施した。

教育講演

【結果】
中高生時代と卒業後のデータが全てそろった388人を解析対象とした。平均年齢は58.6（標

準偏差15.5）歳、男性の比率は53％であった。運動部活動に参加した経験のあった者は256名

（全体66％：男性74.6％、女性56.3％）であった。運動部に所属していた群と所属していなかっ

シンポジウム

た群とを比較すると、喫煙習慣の割合はそれぞれ50.4％と25.0％（p＜0.001）、飲酒習慣の割

合は75.4％と59.1％（p＝0.001）、1回に飲酒する量は1.83±0.90合と1.56±0.80合（p＝
0.013）と有意な差がみられた。一方で、中高生時代の運動部活動と現在の身体活動量との間
に関連はみられなかった。

飲酒あるいは喫煙習慣の有無を従属変数に、運動部活動の有無を独立変数、学生時代の学業

成績や現在の社会経済状態などを共変量としたロジステック回帰分析を行ったところ、中高生

市民講座

時代の運動部活動の参加が卒業後の飲酒・喫煙習慣と有意に関連した（喫煙習慣：オッズ比2.3、
飲酒習慣：オッズ比1.9）。男女別解析では、男性で喫煙習慣（オッズ比2.5）と、女性で飲酒習
慣（オッズ比2.8）と、それぞれ有意に関連していた。
【考察】
本研究の結果より、中高生時代の運動部活動の参加は、卒業後の喫煙・飲酒習慣のリスク要

一般演題

因となる一方で、後の運動習慣に結びつかないことが示唆された。学生時代の運動部活動は、
特に男性では喫煙習慣に、女性では飲酒習慣に関連することが示された。学校卒業後の健康教
育プログラムの推進が今後必要になると考えられる。
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日程表

O-8

コミュニティ

アルコール健康障害対策と地域連携について
プログラム１日目

垣渕 洋一
成増厚生病院・東京アルコール医療総合センター

【背景と目的】

プログラム２日目

日本の社会は「酒は百薬の長」と飲酒を過度に容認するが、飲酒行動が一定限度を超えると、蔑

視・危険視し、排除・厳罰で対処し、病気としてすら認めず、患者の病気としての自己認知を妨
げてきた。そのため、アルコール依存症者の大半は疾患を認知できないまま、医療の援助を受け

ずに、地域で生活している。厚労省研究班が2014年８月に公表したデータによると、アルコール
依存症患者は全国で109万人と2003年の前回調査の83万人から増加した。しかし、アルコール依

存症で治療を受けている人は８万人しかいない。従って、疾患対策として地域における予防活動

が大変重要であるが、従来、遅々として進まなかった。世界各国も同様の状況であったため、

会長講演

2010年、WHOは「アルコールの有害な使用を低減する世界戦略」を決議し、加盟国にこの実現を

要請した。それを受けて、2010年、日本アルコール関連問題学会を初めとする関係者・関係組織

が、全国組織「アル法ネット」を結成、多くの団体・国会議員の賛同を得て、2013年12月７日、
アルコール健康障害対策基本法（以下、基本法と略）は成立した。

今後、２年かけて、国が基本計画を策定する。それに向けて、各地域で行われてきた予防活動を

持ち寄って、実効性のある基本計画を立案できるように行動することが、関係者に求められている。

教育講演

【方法】
東京アルコール医療総合センターは、成増厚生病院内（板橋区）にあるアルコール依存症専門

病棟である。長年、近隣の保健所に、酒害相談、家族教室のスタッフを派遣してきたが、区内の
医療機関、消防署、警察、福祉事務所とは、個別の患者様の紹介はあるものの、組織的、計画的

な連携は行われてこなかった。板橋区に働きかけ、2010年度より、板橋区地域精神保健福祉連絡

シンポジウム

協議会（以下、地精協）の事業として、アルコール医療の地域連携を行うようになってきたので、
その取り組みについてまとめた。
【結果】
地精協の主催で、医療機関、福祉事務所、消防、警察など業務で、アルコール依存症の方に会

う援助職向けの症例検討会、講演会、介入技法のワークショップを主催し、多くの参加者を得た。
また、身体救急病院に向けて、アルコール問題がある患者の診療を行う上で困った経験について

市民講座

質問紙調査を行った。
【考察】

身体救急の現場での困り事は多く、援助職のアルコール問題への関心は高い。しかし、いざ、

連携しようとすると様々な障害があることも明らかになった。基本法が、障害を越えて、地域連
携を推進していくことが期待される。
【文献】

一般演題

特になし。
【その他】
本研究は、成増厚生病院倫理委員会の承認を得ています。

演題発表に際し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。
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O-9

日程表

コミュニティ

一般健康住民におけるRestless Legs症候群が健康関連
QOLに与える影響

プログラム１日目

久保 一利１）、菅原 典夫１）、金田 絢子１）、高橋 一平２）、古郡 規雄１）、中村 和彦１）
１）弘前大学大学院医学研究科

精神神経医学講座、２）弘前大学大学院医学研究科

社会医学講座

【背景と目的】

プログラム２日目

Restless Legs症候群（RLS）は下肢を動かさずにはいられない衝動と異常感覚を生じる感覚
運動障害であり、睡眠の支障となるなど、日常生活に大きな支障となっている。今回我々は、
健康成人におけるRLSについて、その頻度と、健康関連QOLとの関連を調査した。
【方法】
本研究に対して書面で同意を得た青森県弘前市岩木地区の健康成人980名（男性372名、女

会長講演

性608名、平均年齢54.8±15.3歳）に対し、RLSの評価には国際RLS評価尺度（IRLS）、健康関
連QOLの測定にはSF-36v2を実施した。重回帰モデルにて解析を実施し、SF-36v2の各下位項
目の得点を従属変数に、IRLSの合致項目数に加え、年齢、性別、高血圧・糖尿病・脂質異常症
の既往の有無、うつ病自己評価尺度（CES-D）、ピッツバーグ睡眠調査票（PSQ-I）の得点を共変
量とした。なお、有意水準はp＜0.05とした。本研究は弘前大学医学部倫理委員会の承認を得
ている。

教育講演

【結果】
IRLSの項目のうち、４項目すべてを満たすものが980名中９名で頻度は0.92％であった。重
回帰分析の結果、IRLSの合致項目数とSF-36v2の各下位項目の得点については、身体機能、日

シンポジウム

常役割機能（身体）、体の痛み、社会生活機能の項目で有意な関連性を認めた。
【結論】
今回の調査で、RLSは、QOLに影響を与える可能性が示唆された。一方で、過去の報告では
RLSの罹患率に比して受診率が低いことが指摘されている［1］。RLSの情報を提供し、受診を勧
めていくべきである。

市民講座

【文献】
［1］Nomura T,Inoue Y,Kusumi M et al:E mail-based epidemiological surveys on restless legs
syndrome in Japan.Sleep Biol Rhythm 6:139-145,2008

一般演題
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日程表

O-10

コミュニティ

精神疾患合併妊産婦の児童虐待予防
プログラム１日目

山本 恭平１）、高橋 雄一２）、小田原 俊成２）、平安 良雄３）
１）神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科、
２）横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター、３）横浜市立大学医学部精神医学教室

プログラム２日目

【背景と目的】
精神疾患合併妊産婦の精神科診断・臨床的特徴・生活背景を調査し、児童虐待防止の観点か
ら精神疾患合併妊産婦に対する精神科医療の介入について検討する。
【方法】
平成23年１月～平成24年12月に横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医
療センターで妊娠分娩管理を行った妊産婦のうち、当院精神医療センターを受診した全数（93

会長講演

名）を対象とし、診療録から後方視的に精神科診断（ICD-10）、精神科治療、妊娠分娩歴、生
活背景（既出産児の養育状況や就労など）、退院時の社会資源の活用を調査した。
【結果】
精神科主診断の上位は、神経症性障害（F4）34例（37.0％）、精神病性障害（F2）20例

教育講演

（21.7％）、気分障害（F3）13例（14.1％）、パーソナリティ障害（F6）12例（13.0％）であった。
周産期に精神科入院治療を行った患者は５例であった。産後新生児期に母子分離が必要となっ
たケースは５例で、F3が２例、F2・F4・F7がそれぞれ１例であった。また、生活背景として、
妊娠分娩歴・学歴・経済的状況・独居や未婚などの社会的状況が養育に影響していることが示
唆された。

シンポジウム

【考察】
母子分離を要した症例の診断には一定の傾向はなく、精神症状や生活背景が児の養育に影響
すると考えられた。当日は背景などの詳細を述べ、考察を加える。
【倫理的事項】

市民講座

本研究は横浜市立大学附属市民総合医療センターの倫理委員会の承認を得て行われた。

一般演題
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自殺・認知症

日程表

O-11

医学生における親子の結びつきと自殺への態度との
関連について

プログラム１日目

橋本 浩二郎１）、菅原 典夫２）、田中 治２）、古郡 規雄１）、中村 和彦１）
１）弘前大学大学院神経精神医学講座、２）青森県立精神保健福祉センター

【背景と目的】

プログラム２日目

自殺は生産年齢人口における死亡原因として高い順位を占め、大きな公衆衛生上の問題であ
る。医療従事者の“自殺への態度”は、自殺企図者に対する治療上の関わり方と関連すると報告
され、この“態度”に影響を与える因子の同定は、適切な自殺企図後の医療介入を構築するため
に有用であると考えられる。近年、愛着理論の普及後、幼少期における親子の結びつきが、成
人後のストレス対処方略やメンタルヘルスに影響を与えることが報告されている。本研究では、
医学生における親子の結びつきと“自殺への態度”との関連性を検討することを目的とした。

会長講演

【方法】
大学医学部の５年生226名に対して本研究の説明を行い、書面で同意を得た。親子の結びつ
きについてはParental Bonding Instrument（PBI）を、“自殺への態度”へはAttitudes Toward
Suicide questionnaire（ATTS）を用いて測定を実施した。なお、PBIについては、父と母双方の
養育態度について養護因子と過保護因子の下位尺度を用い、ATTSについてもKodakaらの６因

教育講演

子モデルに基づいた下位項目（自殺への権利、よくあること、単なる脅しとしての自殺表現、
不当な行動、予防可能性／救援準備性、衝動性）を使用しての検討を行った。対象者のうち全
項目へ回答を行った160名（70.8％）を解析対象とした。統計学的解析方法として、ATTSの各
下位尺度を従属変数として、年齢、性別、父母双方の養護因子と過保護因子を独立変数として

シンポジウム

重回帰分析を実施し、p＜0.05を有意水準と設定した。なお、本研究は弘前大学医学部倫理委
員会の承認を得ている。
【結果と考察】
回答者のうち、88.8％が誰もが自殺する可能性があるという選択肢に同意し、同様に86.3％
が自殺は防ぐことができる、と回答した。また、重回帰分析において、母の養護因子と自殺へ

市民講座

の権利との間に有意な関連性を認めた。本調査により医療従事者自身の親子の結びつきが“自
殺への態度”と関連することが明らかにされた。医療従事者の“自殺への態度”については、教育
により変容すると報告する先行研究も存在しており、今後、適切な自殺対策教育が求められる。

一般演題
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日程表

O-12

自殺・認知症

横浜市立大学附属市民総合医療センターにおける、
救命救急センターを拠点とした自殺未遂者への介入

プログラム１日目

─現在の活動状況と今後の課題─
伊藤 翼１）、日野 耕介１）、高橋 雄一１）、河西 千秋２）、小田原 俊成１）、平安 良雄１）
１）横浜市立大学医学部精神医学教室、２）横浜市立大学医学群社会医科学系列

健康増進科学

プログラム２日目

【背景と目的】横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下当院）は、三次救急医療を行う高
度救命救急センター（以下救命センター）を有している。救命センター全入院患者のうち10～
20％は自殺企図患者であり、その多くは精神疾患を有し、心理社会的な問題を抱えている。
また、自殺未遂の既往は自殺既遂の最大の危険因子であり、自殺未遂者への適切なケアが必要
であるとされている。こうした背景から、当院では平成17年度より精神科医を救命センター
常駐スタッフとして配置し、精神保健福祉士や臨床心理士などの精神科専門職と共に、多職種

会長講演

による精神科チームを形成し自殺未遂患者ケアに当たっている。救命センター内でのフォロー
体制は少しずつ形になりつつあるが、救命センター退院後のフォローについてはまだ多くの課
題が残っている。本演題では平成25年度に救命センターに入院した自殺企図患者の特徴を概
観し、今後の課題について述べる。
【方法】平成25年度の精神科チームは、救命センター常駐精神科医１名、臨床心理士１名が中

教育講演

心となり、当院も参加した「自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネジメントの効果：
多施設共同による無作為化比較研究（ACTION-J）」の介入方法を参考にし、１）搬送された自
殺未遂患者への全例介入、２）精神医学的評価、３）心理社会的評価、４）心理教育、５）精神
科治療とソーシャルワーク、６）情報提供と地域連携といった内容の活動を行った。また、短

シンポジウム

期間の入院期間で効果的な介入を行うために、救急スタッフ、ソーシャルワーカーとも連携し、
自殺未遂者本人・家族への早期介入を心がけ、関係各所との連絡調整を行い、退院後に患者を
支える環境を整えることで、自殺再企図の防止を目指した。
【結果】平成25年度に救命センターに入院となった1074例のうち、自殺企図者は116例（うち
未遂者96例、既遂者20例）であった。詳細な内訳は当日に示すこととする。

市民講座

【考察】救命センターに入院した自殺未遂者に対し、精神科医による精神医学的評価・治療、
臨床心理士による心理社会的・心理教育的介入による生への動機づけ、ソーシャルワーカーに
よる生活上の困難の改善など、病院内での支援リソースをできる限り投入し、自殺未遂者が地
域で生きていくための入り口までは準備が整えられてきている。しかし、地域に戻った後の継
続的な支援を提供するための受け皿が整っていないのが現状である。複雑な背景がある自殺問

一般演題

題に対し、医療のみで対応することには限界があるため、行政や民間などの中に存在する社会
的意義を持った多くの職種と顔の見える繋がりをつくり、自殺未遂者が再度自殺に追い込まれ
ずに生きていくための支援環境を整えて行く必要がある。
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O-13

日程表

自殺・認知症

軽度認知障害（MCI）に対する
集団認知リハビリテーションの効果

プログラム１日目

─メモリーワークを通じて─
加藤 真弓１）、紫藤 恵美１）、岡村 麻由１）、松田 修２）、今井 幸充１）
１）医療法人社団翠会和光病院、２）東京学芸大学

プログラム２日目

【背景と目的】近年の調査で、我が国における認知症患者は462万人、認知症の前駆状態と言われる
MCI（Mild Cognitive Impairment）は400万人と推定されている１）。MCIの60～70％が認知症に移行す

るというデータからも、MCIの段階で発見し、認知症の予防的な介入を行うことが、要介護人口を減

らすためにも必要であると考えられている２）。エビデンスに基づいた推奨グレードで、MCIから認知

症への進行を予防するための非薬物療法の効果はグレードC1（科学的根拠がないが、行うよう勧めら
れる）である３）。筆者らは、脳機能の維持、情動の活性化を目標に掲げ、ワーキングメモリに焦点を

あてた集団認知リハビリテーションをMCIもしくはMCI疑いのある患者に対して実施し、その効果に

会長講演

ついて検証を行った。

【方法】対象者は、物忘れを主訴として認知症専門病院であるＡ病院の外来を受診し、集団認知リハ
ビリテーションへ参加をした24名のうち、途中で参加を辞退した４名を除く20名（男女比９：11、
平均年齢74.9±6.98、MMSE得点26.3±2.32、参加率89.2％）である。このうち、認知症専門の精神
科医による診断は14名がMCIもしくはMCI疑い、６名が軽度アルツハイマー型認知症（以下、軽度

AD）だった。集団認知リハビリテーションの名称は「メモリーワーク」とし、週１回１時間、全12回

教育講演

のプログラムを開催した。内容は①ウォーミングアップ②個別に行うドリル③小集団で行うエクササ
イズで、ワーキングメモリに焦点を当てた課題を行った。その効果を検証するため、導入前と、全12

回終了後に、MMSE、COGNISTAT、FAB、論理的記憶Ⅰ（WMS-R）、符号（WAIS-Ⅲ）、語音整列（WAISⅢ）、論理的記憶Ⅱ（WMS-R）を実施した。本研究ではこれらの結果について、MCIおよびMCI疑い群

（n=14）と軽度AD群（n=6）の群ごとにWilcoxonの符号付き順位検定を行い、メモリーワークの効果を
分析した。

シンポジウム

【倫理的配慮】本研究は翠会精神医学研究所の倫理委員会の承認を受けた研究であり、研究発表に関し
ては対象者より書面にて同意を得、かつ匿名性に配慮した。

【結果】MCIおよびMCI疑い群では論理的記憶Ⅱにのみメモリーワーク導入前後で得点に有意差が認め
られた（導入前：中央値2.50

導入後：中央値3.50、Z値－2.153、p＜0.05）。一方、軽度AD群では

いずれの神経心理学的検査でもメモリーワーク導入前後の得点に差がなかった。

【考察】当研究は厳密な統制を行った真実験ではなく、また、サンプルサイズが小さいため、結果の取

市民講座

り扱いは慎重に行う必要があるが、MCIの段階でメモリーワークのような認知リハビリテーションを

導入したことによりエピソード記憶を反映する論理的記憶Ⅱの成績が改善した可能性が示唆された。
一方、軽度であってもADの場合は短期間での介入による認知機能の改善は難しい可能性が考えられ
た。以上のことから、より早期に認知機能のリハビリテーションを実施することが認知症予防につな
がる可能性が示唆された。
【文献】

一般演題

１）朝田隆「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」厚生労働省科学研究費
補助金 認知症対策総合研究事業 平成23年度～24年度総合研究報告書．2013．

２）小阪憲司「軽度認知障害の今日的意義」老年精神医学雑誌20：315-316、2009．
３）日本神経学会監修「認知症疾患治療ガイドライン2010

コンパクト版2012」医学書院．2012．
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日程表

O-14

自殺・認知症

認知症患者と介護者への認知症初期における支援について
─
「もの忘れ防止教室」立ち上げ10年の記録とデータから─

プログラム１日目

岡田 明日香１）、秋江 佑美１）、田原 宏一１）、杉山 弘朗１）、嶋吉 徳人１）、洪 基朝１）、
高橋 弘幸１）、石川 泰子１）、井上 慶一１）、松本 寛史１）２）、平井 基陽１）
１）医療法人鴻池会秋津鴻池病院、２）松本クリニック

【背景と目的】厚生労働省は平成24年６月に「認知症施策推進５ヵ年計画」
（オレンジプラン）を発表し、

プログラム２日目

７つの視点に立って認知症の今後の施策を進めていくこととなっている。その中には「早期診断・早期対

応」や「地域での日常生活・家族支援の強化」が挙がっている。医療法人鴻池会秋津鴻池病院（以下当院）
では、約11年前の平成15年４月から当院精神科外来を通院し認知症の初期であると当院医師が診断した
患者とその家族（以下介護者）に対し臨床心理室において「もの忘れ防止教室（以下教室）」という名称で
予防的な取り組みを長年行っている。

本研究では教室で行っている支援の記録とデー

表１

タを基に認知症の初期から患者と介護者の両者に

教室の概要と構造

会長講演

支援を行うことの有用性を検討していく。

【教室の概要と方法】教室の概要は表１に示した
目的、構造で患者・介護者に実施している。参加
頻度は、３～４ヶ月を１クールとし、第１クール

は週１回×12回、第２クール以降は月１回×４
回となっている。患者へのプログラムは図１と
なっている。

教育講演

課題には難易度を設けており、個々の患者をアセスメントした上で患者

に無理なくできる課題を臨床心理士が選定し、より個別化したプログラム

を構築している。またプログラムの効果を高めるために「音読・文章の書き

写し・計算」の課題は宿題として自宅で実施してもらっている（図１）。ま
た評価として、担当者が教室開始前とその後１クールごとに患者には認知

シンポジウム

機能や情緒機能の変化を、介護者には認知症の観察評価と介護負担の評価
を行っている。

【倫理的配慮】本研究は当院の倫理委員会で承認を受けている。また患者、
介護者からも文書で同意を得ている。

図１

【結果】教室立ち上げから平成26年
３月末現在で総参加人数は57人であ

表２

プログラム内容

患者と家族の背景情報

る（表２）。そのうち教室に２年間継

市民講座

続して通い、初診時に初期のアルツ
ハイマー型認知症もしくは軽度認知
機能障害と診断され自宅での宿題を

実施した人数は10名であった。対照群を設け改

訂長谷川式簡易知能評価スケール（以下HDS-R）
の２年の経過を比較した結果２年後のHDS-Rは
教室群には有意差は認められなかったが対照群

一般演題

の方は有意な低下を示した（図２）。

【考察】学会当日詳細な認知機能の変化や介護
者のアンケート結果も加えて教室の有用性につ
いて報告する。
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図２

教室群と対照群のHDS-R

２年の経過

ARMS

日程表

O-15

ARMSへの認知行動療法についての後方視的検討
プログラム１日目

砂川 恵美１）、濱家 由美子１）２）、大室 則幸１）、桂 雅宏１）、小原 千佳２）、菊池 達郎２）、
松岡 洋夫１）２）、松本 和紀１）３）
１）東北大学病院精神科、２）東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、
３）東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

プログラム２日目

【背景と目的】
精神病発症リスク状態（At Risk Mental State : ARMS）に対する認知行動療法（Cognitive

Behavior Therapy : CBT）は、メタ解析において効果が確認されており、副作用の心配が少なく、
患者に好まれやすいという利点がある。しかし、ARMSを含む、若年者では、複数の症状が存
在し、それぞれが複雑に絡み合っていることも多い。また、症状は動揺性があり、変化しやす
く、構造的にCBTを施行することが困難なことも多い。わが国では、ARMSを含めた若者に対

会長講演

して構造的なCBTを提供できる機会は限られており、この状況の改善が求められている。この

ためには、ARMSに対してCBTを適用する上での問題点や課題を明らかにしていく必要がある。
【方法】
東北大学病院の早期精神病の専門サービスSAFE（Sendai At-Risk mental state and First

Episode）に通院中で、ARMSと診断された患者（14歳～35歳）のうち2009年以降に精神科医
教育講演

による通常治療に加えて、臨床心理士または医師がセラピストとしてCBTを実施した15例につ

いて後方的な調査を行った。尚、本研究は、疫学的研究に関する倫理指針に基づいて実施された。

【結果】
現在までCBTが施行された15例は男性３名、女性12名で、平均年齢18.7歳であった。構造
シンポジウム

的CBT開始当初は、セラピストに対するスーパービジョン（SV）体制はなく、施行回数や期間

に制限もなく、長期間のCBTが実施される事例も認められた（中央値17回：３～58回）。また、
CBTの構成要素は多岐にわたり、標的とすべき症状や問題が焦点化されずに拡散される事例も
認められた。現在はSV体制が導入され、こうした問題点の改善に努めている。
【考察】

市民講座

ARMSの患者が抱える問題は多様であり、画一的なモデルの適用は現実的ではない。様々な

精神疾患に対するCBTモデルや技法を組み合わせ、ひとりひとりの患者に適した介入方法を検
討することが求められる。つまり、ARMSに対するCBTでは、患者が主観的に困っている症状
や問題に焦点を合わせて臨機応変で柔軟な対応を行うことが大切である。

しかし、そのような対応を行うには、セラピストが事例についての経験を重ね、様々な精神

疾患に対するCBTモデルや技法に精通していく必要がある。こうした課題は、ARMSのみならず、
一般演題

若年者の精神疾患に対する早期介入にCBTを適用する上で共通の課題とも考えられる。今後は、
こうした課題を克服するためには、CBTセラピストのトレーニング方法やSV体制のあり方を検
討していくことが求められる。
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日程表

O-16

ARMS

精神病早期段階での社会復帰のニーズと支援：２事例を通して
プログラム１日目

本庄谷 奈央１）、小原 千佳２）、濱家 由美子２）、大室 則幸１）、桂 雅宏１）、菊池 達郎２）、
砂川 恵美１）、松本 和紀３）、松岡 洋夫１）２）
１）東北大学病院精神科、２）東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、
３）東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

プログラム２日目

【背景と目的】
統合失調症などの精神病性障害の早期段階では若年者が多く、社会復帰におけるニーズや支

援のあり方は、慢性例とは異なるところも多い。こうした事例では、社会復帰を目指す過程で
従来型の障害福祉の社会資源が好まれないこともしばしばあり、支援では若者の特性を踏まえ
た臨機応変な関わりが求められる。演者は、東北大学病院精神科の専門外来において精神保健

福祉士（PSW）として社会支援に携わっており、こうした課題に突き当たることがしばしばあ
会長講演

る。本発表では、FEPの２事例を通して、精神病の早期段階における社会復帰のニーズと支援
のあり方について検討してみたい。
【方法】

専門外来においてARMS（At-Risk Mental State）もしくは初回エピソード精神病と診断され

た14～35歳の患者を対象に、就学や復学、就労のニーズがある者を中心に支援を行った。主

治医との診察後に支援対象者やその家族と面談をし、ニーズに沿って情報提供や相談を行った。
教育講演

必要に応じて、関係者と連絡を取り合う、支援対象者が関係者に面会する際に同行する等の支
援も行った。尚、本発表については、事例の匿名性に配慮するとともに、本人から発表につい
ての同意取得済みである。
【結果】
事例１：就労支援

統合失調症

20代

入院歴なし

シンポジウム

初診から３年後にPSWの支援開始。就労希望であったため障害福祉サービス事業所の就労

移行支援を紹介したが、家族の賛同が得られなかった。自力で就職活動し障害非開示でパート
に就く。仕事の様子、悩みを聞くという形で支援を行ったが２度離職。若年無業者（いわゆる
ニート等）を対象とした中間的就労の支援施設を紹介し、家族の了解のもと利用開始。
事例２：就学（復学）支援

統合失調症

10代

入院歴３回・計約３か月

初診から７か月後にPSWの支援開始。不登校中であったが高校の卒業、大学進学が希望。

進路相談として通信制高校について情報提供したが、本人の希望により在籍中の高校を卒業。
市民講座

その後障害開示にて大学へ進学。しかしまもなく不調となり不登校、入院となった。入院中か
らPSWが大学教員と連携し、大学の単位取得について調整。
【考察】
２つの事例から、精神病の早期段階の当事者は、一般の若者と同様に就学や就労についての

ニーズを持っており、そのニーズに即した支援を必要としていることが伺える。支援において
は、必ずしも従来型の障害福祉の社会資源が好まれるとは限らず、狭い意味での“精神障害者”
一般演題

の枠組みにとらわれない形での支援を求められることも多い。当事者の動機を保ちながら、継
続的な関わりを行うことが大切であり、個別的な支援によって就学や就労を促すための関わり
が重要だと考えられる。
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O-17

日程表

ARMS

個別性を重視し集団力動を生かした早期介入アプローチ

―東邦大学医療センター大森病院イルボスコにおける復学支援の実践報告―
プログラム１日目

田中 友紀１）、根本 隆洋１）、舩渡川 智之１）、大迫 加奈２）、石田 明菜１）、
武士 清昭１）、水野 雅文１）
１）東邦大学医学部精神神経医学講座、２）東邦大学医療センター大森病院看護部

プログラム２日目

【背景】イルボスコは2007年に開設された大規模デイケアであり、15歳～30歳の思春期・青
年期前期の若年者を対象に早期介入により機能低下や再発、症状の悪化予防に努めている。個々
の状態像や成長段階、ライフスタイルの多様さに対応するため個別性を重視しつつも、並行し
て集団療法を実施している。今回事例を通してイルボスコでの復学支援について報告し、今後
の地域ケアのあり方について考察する。なお発表について本人の同意を得るとともに、倫理的
観点から個人を特定できないよう改変を加えている。
【事例報告】20代男性

統合失調症

会長講演

現病歴：小学校低学年から寡黙で、学校生活においては級友達と全く会話をせずに過ごす。高
校１年次、級友に関する関係妄想で発症。Ｘ－１年大学に入学するも６月より級友からの悪口

が気になり休学、同年９月より他院にて治療開始。Ｘ年４月復学に合わせ通学継続目的で当院
通院及びイルボスコ利用開始。

経過：Ⅰ期（開始～３ヶ月）イルボスコでは自ら話すことはなく俯いて過ごす。昼休みの過ご
教育講演

し方などを具体的に面談で扱う。スタッフとの会話から始め、話題が合いそうな他メンバーと
の雑談へ誘導。また母親の不安を受容し適宜三者面談実施。大学に復学するも多くの講義で級
友からの悪口が気になり、通学継続に不安を感じながら過ごす。

Ⅱ期（利用４ヶ月～９ヶ月）会話の話題内容、話しかけるタイミングなど具体的なコミュニ
ケーションの練習をプログラム中や昼食時に実践。他メンバーから食事や休日のレジャーに誘
われるなど対人交流に変化あり。受け身的ながらも周囲の配慮に支えられ皆の輪の中で自然に

シンポジウム

過ごせるようになる。母親とは自立をテーマに面談継続。大学での状況は変わらず、不安を抱
えながらの通学が続く。大学相談室との連携を提案するが本人受け入れず。

Ⅲ期（利用10ヶ月～現在）同世代の作業療法学科学生との会話練習など、他者との交流場面
を設定。自発性が向上し、自らプログラムの司会に挑戦する、会議で意見を活発に出すなど積
極的に人前に出る練習を行うようになる。またSNSで他メンバー達と繋がるなど対人交流がよ

り活発になる。一方で依然として大学では友人ができず通学困難な状況が継続。イルボスコを
市民講座

教室に見立て他メンバー達の協力を得て課題発表の練習を実施、教室での疎外感への対策を考
えるなど各講義について問題点を解決していった。その後現在は順調に通学継続している。母
親は仕事を再開。

【考察】集団に所属し役割を果たすことは自己効力感向上に大変重要であり、様々な困難を乗
り越えるためのレジリエンスを高める。同世代の仲間の中ではお互いの状況が理解し易く、他
世代との交流に比して遠慮や躊躇が少ないため集団に馴染み易い。また交流を通じて同世代な
一般演題

らではのピアサポートが生じる。このように集団力動を発揮できるようにするためには集団の
性質を生かせる環境調整と共に、個々の能力を十分に発揮できるよう丁寧な個別介入が重要で
あることがあらためて示唆された。
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日程表

O-18

ARMS

大学在籍中の早期精神病患者に対する就学の継続支援
及び再発予防

プログラム１日目

武士 清昭１）２）、根本 隆洋２）、水野 雅文２）
１）東邦大学医学部健康推進センター、２）東邦大学医学部精神神経医学講座

【背景と目的】

プログラム２日目

我々は東邦大学医療センター大森病院において、早期精神病を対象とした特殊外来と、早期精
神病ユニットであるイルボスコを中心に早期介入を実践してきた。精神病への早期介入は、思春
期や青年期前期といったいわゆる若者たちへの臨床実践である。大学生を例にとると、大学生全
体において休学・退学・留年といった問題を抱えた学生は、全てを合わせると大学生全体の約
10％にのぼると言われており、彼らは何らかのメンタルヘルスの支援を要することが多い。また、
これらの問題を抱えたものは自殺の危険性も高いと言われており、大学生活によるストレスは決
して少なくない。そこで我々は現在大学に就学中の早期精神病患者の症例報告を交えて、継続支

会長講演

援及び再発予防について発表をする。
【方法】
現在大学に在籍中の20代男性の統合失調症患者の治療経過を中心に、大学への就学の継続支援
を報告する。
【症例】
症例は高校在籍中のＸ-３年（高校２年生：17歳時）に幻覚妄想状態で発症。自宅の２階から飛

教育講演

び降りる等の衝動行為あり、Ａ病院およびＢ病院にて計３年間ほど入院加療を受けた。目立った
精神病症状はみとめないものの陰性症状が遷延したため、イルボスコ利用目的にてＢ病院退院後
のＸ年３月に当科を受診した。受診時は意欲減退等の陰性症状と思考障害が顕著であり、他者と
の交流も乏しかったが、利用開始後半年頃より徐々に自発性等が回復。誇大的で現実検討が乏しく、
「将来は旅人になる」と言った発言を認めていたが、進学する他メンバーの様子を見て、
「僕も大学

シンポジウム

に行ってみたい」と進学を決意。イルボスコと受験勉強を並行し、Ｘ＋２年４月には無事大学に
進学した。イルボスコ利用中より生活リズムの乱れから不安定となること、新しい対人関係の形
成や新規場面への参加が病状に悪影響を及ぼすことが多いことを入学前から確認した。入学後実
際に生活時間帯の変化やサークルの勧誘活動への参加から病状はやや不安定となったが、毎週の
外来診察で生活記録表を確認し、単位の取得等講義の組み方についても共に検討し、スケジュー
ルを立てた。また、家族は環境変化に伴う再燃を懸念したため、入学後は家族も月に２回は診察

市民講座

に同行していただく等集中的な介入を行い、病状の再燃を防ぐことが出来た。現在はサークルの
副部長を務める等役割も獲得し、大学生活を満喫しており、自己評価も改善してきている。
【考察】
イルボスコという生活場面に近い環境を利用して得た経験や本人の病状に対する理解を修了後
も外来診察の中でも活用することで、病状の再燃予防だけでなく大学への適応、すなわち社会機
能の改善が得られた統合失調症初回エピソード後の症例である。余暇活動にも幅が出来、自己評

一般演題

価も改善している。なお、今回の発表にあたり本人と家族の同意を得ており、個人の匿名性を遵
守し、慎重な倫理的配慮を行なっている。当日は症例提示の中で本質的でない部分については改
変を行った上でさらなる考察を加えて報告をする。
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日程表

O-19

統合失調症における終末糖化産物蓄積を
早期に予防するための研究

プログラム１日目

新井 誠１）、宮下 光弘１）２）、小堀 晶子１）、堀内 泰江１）、鳥海 和也１）、畠山 幸子１）、
Naila Rabbani３）、Paul J Thornalley３）、糸川 昌成１）４）
１）東京都医学総合研究所 統合失調症・うつ病プロジェクト、２）信州大学医学部 精神医学講座
３）Clinical Sciences Research Laboratories, University of Warwick、４）東京都立松沢病院

精神科

プログラム２日目

【背景と目的】
我々は、およそ２割の統合失調症患者において終末糖化産物（AGEs）のひとつであるペント
シジン蓄積とビタミンB6減少を同定し、
「カルボニルストレス」が統合失調症の一部の病態と
関連することを明らかにした。また、カルボニルストレスを呈する患者群では、入院患者の割
合が高く、入院期間が長期であること、さらに、PANSSの総合計、陽性症状、総合精神病理ス
コアにおいて、ビタミンB6が独立した相関因子であることを報告してきた。本研究は、カル

会長講演

ボニルストレス代謝制御の観点から、統合失調症の早期予防に有用なbioactivesを同定するこ
とを目的とした。
【方法】
カルボニルストレス解毒酵素のひとつであるグリオキサラーゼ（Glo1）代謝に焦点を絞り、神

教育講演

経系、グリア細胞系細胞株を用いた検討を実施した。Glo1 siRNAによるカルボニルストレス誘
発時のGlo1代謝、dicarbonyls代謝、AGEs代謝の変動を質量分析により解析した。また、抗カル
ボニルストレス作用について、天然物由来物質によるGlo1代謝、dicarbonyls代謝、AGEs代謝へ
の効果について検討を試みた。本研究は、東京都医学総合研究所および研究参加施設の倫理委
員会の承認を得て被験者にインフォームドコンセントののち書面にて同意を得て実施した。

シンポジウム

【結果】
Glo1 siRNAを用いてGlo1蛋白質発現と酵素活性の抑制を誘導したところ、細胞内において
幾つかのdicarbonyls、AGEsマーカーの上昇が確認された。また、bioactivesの抗カルボニルス
トレス作用を検討した結果、有意なGlo1、Glo2酵素活性の上昇を認める化合物を同定し、そ
の効果には細胞株による応答性の違いが観察された。現在、dicarbonyls及びAGEs代謝への効

市民講座

果についてその詳細を継続中である。
【考察】
ある種のbioactivesがカルボニルストレス蓄積抑制に有用である所見は、より安全性の高い
予防法と治療法の開発に繋がる可能性がある。今後、認知機能やQOLの改善とカルボニルスト

一般演題

レスとの関連がより明確となれば、当事者ニーズに則した臨床応用に繋がる可能性が高いと考
えられた。本学会当日は、より詳細な解析結果を報告する予定である。
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日程表

O-20

統合失調症

自我障害尺度（SELF28）の開発とそれを用いた
統合失調症の病期による横断的比較

プログラム１日目

西山 志満子１）、高橋 努１）、古市 厚志１）、樋口 悠子１）、松岡 理１）、松井 三枝２）、
住吉 太幹３）、倉知 正佳１）、鈴木 道雄１）
１）富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、２）富山大学大学院医学薬学研究部心理学講座、
３）独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター

プログラム２日目

【背景と目的】統合失調症は顕在発症に先行して前駆期が存在する。前駆期に症状を捉えることが
できれば早期発見および早期介入が可能となるが、前駆期に臨床症状のみで統合失調症への移行

を予測することは難しい。本研究では統合失調症の特徴的症状の１つである自我障害に着目し、
過去に開発した自我障害尺度に改良を加えて信頼性・妥当性を検討し、病期別の横断的変化を調
べた。
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【方法】１）ICD-10で統合失調症と診断された患者76例と、年齢、性別をマッチングさせた健常者
（HC）70例のMinnesota Multiphasic personality Inventory（MMPI）の550項目の回答頻度をχ2検

定で比較した。有意差の認められた171項目について、Schneiderの一級症状（FRS）に含まれる自
我障害の有無によって分類された自我障害群37例と非自我障害群35例における回答頻度をχ2検
定にて比較し、有意差を示した項目を、自我障害尺度を構成する項目とした。尺度の信頼性には
クロンバックのα係数を用いて項目間の内的一貫性を検討した。

２）自
 我障害尺度の妥当性については、別の統合失調症患者群36例における尺度の得点とFRSの得

教育講演

点およびScale for Assessment of Positive Symptoms（SAPS）の自我障害得点との相関を調べた。

３）病
 期別の検討ではComprehensive Assessment of At Risk Mental State（CAARMS）による評価で

at risk mental state（ARMS）の診断基準を満たしたultra high risk（UHR）群41例、１）または

２）とは別の初回エピソード統合失調症（FES）群（34例）、慢性統合失調症（ChSz）群（27例）
およびHC群（100例）の自我障害尺度得点を比較した。UHR群については、統合失調症に移行

シンポジウム

した５例をUHR-T群、２年以上の追跡で未発症であった11例をUHR-NT群とし検討を加えた。

本研究は富山大学倫理委員会に承認されており、各被検者に十分説明を行い、書面による同意

を得た上で施行した。

【結果】患者群と健常群で有意差のついた171項目のうち、自我障害群と非自我障害群で有意差を
認めた28項目により自我障害尺度を構成し、尺度名をSELF28とした。SELF28のα係数は0.94を

示し、高い内的一貫性が得られた。またSELF28はFRSの自我障害症状およびSAPSの自我障害項目

と有意な高い相関を示した（それぞれrs=0.80（p＜0.0001），rs=0.82（p＜0.0001））。UHR、FES、
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ChSz群の得点は健常群と比較して有意に高く、UHR、FES、ChSzの３群間に有意差は認められなかっ
た。UHR群をUHR-T群、UHR-NT群に分けて比較した結果、UHR-T群の得点はUHR-NT群と比べ有
意に高かった。

【考察】本研究よりSELF28の信頼性、妥当性が確認された。またSELF28によって評価される自我
障害は顕在発症に先行して出現する可能性が示唆された。さらに本尺度が、一級症状の自我障害
のように明確ではない、軽微あるいは閾値下の自我障害を検出しうることが示唆された。自記式

一般演題

の質問紙であるSELF28は簡便で集団への適用が容易である。今後は教育機関等でスクリーニング
としての利用の可能性、精神病の自我障害について前駆期からの縦断的検討を行うとともに、治
療による変化を調べることが課題である。
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日程表

O-21

統合失調症における社交不安障害と社会適応
プログラム１日目

相川 さやか、根本 隆洋、辻野 尚久、馬場 遥子、萬屋 優子、戸部 美紀、武士 清昭、
山口 大樹、片桐 直之、水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

プログラム２日目

【背景と目的】社交不安障害は、統合失調症患者の約30％にみられ、その社会適応を妨げると
言われている。そのため社交不安症状は統合失調症患者の社会機能やQOLを測るために有用な
因子のひとつと考えられる。本研究は、外来通院中の統合失調症患者における社交不安障害の
罹患率と関連する要因について明らかにすることを目的とする。
【方法】The Mini-International Neuropsychiatric Interview（M.I.N.I.）およびDSM-IV-TRに基づ
き統合失調症と診断された、東邦大学医療センター大森病院に外来通院している40歳以下の
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患者106名（男性51名、女性55名）を対象とした。平均年齢は30.1歳、平均罹病期間は98.5ヶ
月であった。主要評価項目として、M.I.N.I.を用いた社交不安障害の併存およびその臨床症状
の重症度を評価するLiebowitz Social Anxiety Scale（LSAS）と、副次評価項目としてPositive
and Negative Syndrome Scale（PANSS）、World Health Organization Quality of Life 26（WHOQOL）、Calgary Depression Scale for Schizophrenia（CDSS）、心の理論尺度（ToM）、Brief
Assessment of Cognition in Schizophrenia（BACS）、Global Assessment of Functioning（GAF）、
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Clinical Global Impression-Severity of illness（CGI-S）、Sheehan Disability Scale（SDISS）、Scales
to Assess Unawareness of Mental Disorder（SUMD）、Social Functioning Scale（SFS）、10-Item
Version of the Drug Attitude Inventory（DAI-10）、Subjective Well-being under Neuroleptic
drug treatment Short form（SWNS）および被験者背景について調査した。Japanese Adult

シンポジウム

Reading Test（JART）にて発症前IQが70未満の患者は除外した。なお、対象者に対しては説明
の上文書により同意を得た。本研究は東邦大学医学部倫理委員会で承認されている。
【結果】17名（16.0％）が社交不安障害と診断された。統合失調症患者のうち社交不安障害を
併存する群としない群とでは、年齢、LSAS、PANSSの総合尺度、QOL、CDSS、SDISSとSWNS
において有意差がみられた。次にそれぞれの群において、社交不安症状を示すLSASとその他
の評価項目との相関を調べた。社交不安障害を併存する群でLSASの恐怖感は、LSASの回避と
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の間に有意な相関があった。LSASの回避はSWNSとの間に相関があった。社交不安障害を併存
しない群でLSASの恐怖感は、LSASの回避、PANSSの陽性と総合尺度、QOL、CDSS、SDISS、
SFS、SWNSとの間に有意な相関があった。LSASの回避は、PANSSの陽性と総合尺度、QOL、
CDSS、SDISS、SFS、SWNSとの間に相関があった。
【考察】社交不安障害を伴う群では、CDSSの点数が高いことから抑うつ症状が強いことや、
SDISSでは仕事と学校、社会生活、家庭生活のすべてにおいて障害を生じており、QOLは低く

一般演題

なることが示唆された。また、社交不安障害を伴わないと診断された群でも、社交不安症状と
精神症状やQOLなどの間に関連が認められた。よって、社交不安症状の軽減は統合失調症患者
の社会適応を改善するために重要な因子であることが確認された。
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日程表

O-22

統合失調症

適正処方検討会の取り組み（その１）
～薬剤師より～

プログラム１日目

宮原 佳希１）、池内 加代１）、本多 智子１）、九鬼 一隆２）、村上 真２）、本多 義治２）
１）医療法人爽神堂

七山病院

薬局、２）医療法人爽神堂

七山病院

医局

【背景と目的】

プログラム２日目

以前から、日本においては抗精神病薬の多剤大量併用療法が行われてきた経緯があり、適正
化を目指して議論がなされてきた。多剤大量投与を受けている患者の多くは過鎮静や錐体外路
症状などの薬の副作用に悩まされ、それがQOLや服薬アドヒアランス低下の原因の一つとなっ
ている。そのような状況の中、当院では平成23年より処方の適正化を目的とした適正処方検
討会（以下、TS会）を立ち上げ、多職種による検討を行ってきた。TS会では長期隔離、多剤投
与などの問題を抱えている患者を対象とし、定期的にカンファレンスを開催している。そこで

会長講演

今回、我々はTS会開催前後の向精神薬処方調査結果の推移に注目し、適正処方に対する取り
組みの成果について検討を行った。
【方法】
処方調査の対象は当院入院中の統合失調症患者で、毎年10月31日時点の抗精神病薬、抗パー
キンソン薬、抗不安薬・睡眠薬について投与剤数及び投与量について調査を行った。それぞれ

教育講演

の投与量については、クロルプロマジン換算、ビペリデン換算、ジアゼパム換算を使用し算出
した。尚、本調査に関しては個人情報を慎重に取り扱い、十分な倫理的配慮を行った。
【結果および考察】

シンポジウム

TS会開催により、各薬剤の投与剤数、投与量はいずれも減少しており、TS会での取り組み
が多剤大量処方の適正化につながっていると考えられる。

市民講座
一般演題
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O-23

日程表

統合失調症

適正処方検討会の取り組み（その２）
～医師より～

プログラム１日目

九鬼 一隆１）、村上 真１）、宮原 佳希２）、池内 加代２）、本多 智子２）、本多 義治１）
１）医療法人爽神堂

七山病院

医局、２）医療法人爽神堂

七山病院

薬局

【背景と目的】

プログラム２日目

以前から、日本においては抗精神病薬の多剤大量併用療法が行われてきた経緯があり、適正
化を目指して議論がなされてきた。多剤大量投与を受けている患者の多くは過鎮静や錐体外路
症状などの薬の副作用に悩まされ、それがQOLや服薬アドヒアランス低下の原因の一つとなっ
ている。そのような状況の中、当院では平成23年より処方の適正化を目的とした適正処方検
討会（以下、TS会）を立ち上げ、多職種による検討を行ってきた。TS会では長期隔離、多剤投
与などの問題を抱えている患者を対象とし、急性期と慢性期の患者についてそれぞれ定期的に

会長講演

カンファレンスを開催している。今回、我々は急性期および慢性期のTS会での取り組みにつ
いて報告する。
【方法】
TS会では、当院入院中の患者で向精神薬の多剤大量投与や長期隔離、転倒などの問題を抱
えている患者を対象とし、医師、薬剤師、看護師などが参加して定期的に検討を行った。尚、

教育講演

本検討に関しては個人情報を慎重に取り扱い、十分な倫理的配慮を行った。
【結果および考察】
TS会では、様々な症例に対して、処方のみならず適正な治療を目指して検討を行い、チー

シンポジウム

ム医療を実践してきた。当日はTS会で実際に検討を行った症例を交えて報告する。

市民講座
一般演題
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日程表

O-24

リカバリー

岡山県精神科医療センター回復期デイケアにおける
初発統合失調症患者の転帰

プログラム１日目

佐藤 康治郎、吉村 文太、初鳥 日美、宮田 純平、竹中 央、来住 由樹
岡山県精神科医療センター

【背景】

プログラム２日目

岡山県精神科医療センターの以前の居場所型デイケア（以下、旧DC）では、利用者は慢性期
の壮年～初老患者が多く、ケアも生活援助が中心で、急性期入院治療後の社会参加を促進する
機能も有しておらず、病早期の若年患者の利用には適していなかった。平成25年４月より、新
たに目的別コース制を導入した通過型デイケア（以下、回復期DC）を開設し、旧DCは院外へ移
転した。旧DCと比較し、回復期DCでは初発統合失調症の利用者が増加している。回復期DCで
は初発統合失調症を主な対象とした心理教育プログラム（以下PG）
、
就労準備PG、
メタ認知トレー

会長講演

ニング（MCT）
、ケースマネージメント（部分的）
、家族心理教育等の包括的支援を行っている。
【目的】
回復期DCの支援の成果を検討する目的に、DC利用を終了した初発統合失調症患者の特徴、
転帰を調査した。
【方法】
対象は、回復期DC利用を終了した初発統合失調症（発症５年以内、再発なし、At-risk

教育講演

mental stateは除く）の患者である。調査項目は対象者の特徴、ベースラインの重症度、社会
機能、自己効力感などである。回復期DCの第一の特徴は初発統合失調症患者に対する２段階
の心理教育（第一段階：疾病の理解、第二段階：再発予防のため患者と共に症状を概念化しク
ライシスプランを作成）と認知行動療法的要素を取り入れたMCTを導入していることである。

シンポジウム

第二の特徴はケースマネージメントを部分的に取り入れていることである。つまり、担当者が
伴走者的立場をとり、他機関との調整役となり、また単なる仲介役ではなく治療モデルで関わ
り、必要時にはアウトリーチも行う。原則１年以内の期間設定をし、次のサービスにつなげて
いる。第三の特徴は家族支援で、家族心理教育、必要時に家族面談を行っている。本発表に関
して、対象者からは同意を得ており、匿名性を遵守するなど倫理的配慮を行っている。
【結果】

市民講座

H26年６月末時点でDC利用終了者は23名（通常終了17名、中断終了６名）。
転帰は、一般就労５名、障害者枠１名、Ａ型事業所５名、Ｂ型事業所３名、復学１名、職業
訓練１名、地域活動支援センター１名、社会的引きこもり６名（社会的引きこもり６名中５名
が中断終了者）であった。
【結論】
DC終了者の復学、就労（最低賃金以上）率は52.1％であり初回エピソード精神病に対する早

一般演題

期介入研究と比較しても大きな差がなく、DCの包括的支援は一定の成果があった。一方、社
会的引きこもりは６名で、うち５名が中断終了者であり、回復期DCによる支援の限界も示さ
れた。当日はその後３か月間のデータを加えて報告、考察を行う予定である。
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O-25

日程表

リカバリー

東大病院精神科デイケアにおける症状自己管理モジュールの
成果と課題

プログラム１日目

竹下 保稔１）、江口 聡２）、清水 希実子２）、石橋 綾２）、矢島 明佳２）、株元 麻美２）、
飯田 美恵１）、玉城 亜理沙２）、塩原 裕里２）、安西 彩子２）、本橋 真莉愛２）、
柴田 貴美子３）、管 心２）
１）東京大学医学部附属病院 看護部、２）東京大学医学部附属病院
３）文京学院大学 保健医療技術学部 作業療法学科

リハビリテーション部、

プログラム２日目

【背景と目的】
近年、精神障害者における雇用支援施策により、障害者雇用の約40万人（身体・知的含む）のうち、

精神障害者の雇用数２万２千人（対前年比33.8％増）と精神障害者の就労数の増加が認められている。
障害者就労において、就労レディネスとして、対人対応やコミュニケーション、症状の自己管理など

の重要性が示唆される（壁谷,1999）。東京大学医学部附属病院リハビリテーション部精神科デイホス
ピタル（以下DH）は、統合失調症の当事者を主な対象とした大規模認定デイケアである。DHの当事

会長講演

者の多くは就労・就学の社会復帰を目的としており、そのための支援が主要で行われている。DHでは、
SSTの基本訓練モデルや、就労のレディネスのためのプログラム、そして症状を自覚し、症状に自己
対処の獲得を目的としたR.Pリバーマンが作成した症状自己管理モジュール（総監修：池淵、安西、佐
藤，2014）
（以下モジュール）を実施している。モジュールは７つの学習モデルを用いて、以下の４領
域を主な学習目標とし、病気の前触れとなる症状を発見し、再発・悪化させる様々な要因を避けるた
めの技能の学習を進めている。

（1）再発の注意サインを見つける

教育講演

（2）注意サインを管理する
（3）持続症状へ対処する

（4）アルコールや違法薬物の使用を避ける

今回は、DHにおいて2013年に改訂された日本版自立支援技能プログラムにおける症状自己管理モ

ジュールを実施し、その成果と課題について検討する。今回は４領域のうち、
（4）は構成している当
事者に関連性が乏しいことや回数の問題から除外している。

シンポジウム

【方法】

DHでのモジュールは、毎週１回、全12回で実施している。参加者数は７名（男４：女３）で、平均

年齢は32歳である。参加スタッフは５名である。

開始の事前と事後に病気に関する知識度の質問紙、およびRosenbergの自尊感情尺度、自己意識尺

度、メタ認知的信念質問紙、ベック認知的洞察尺度、BIS/BAS尺度を実施することで、モジュールで
の効果を検討する。なお、研究の調査・報告に関しては東京大学医学部の倫理委員会を経て承認を得
ている（承認番号：3349）
。

市民講座

【対象】

DHにて症状自己管理モジュールに参加している20歳から30歳代（平均年齢32歳）の男女計７名

【結果と考察】

現在、セッション終了後に行った自由記述のアンケートをKJ法を用いてまとめた結果、
「再発予防

につながる」等の予防因子、
「他の人の手助けが必要」、
「手助けを貰おうと思った」などの援助希求因
子、
「焦らず、立ち止まって考える」、
「解決策が理解できた」という問題解決因子が検討された。これ

一般演題

らは、モジュールの目標の獲得が進んでおり、それを実際の生活で用いることを試みている人が増え
てきていると考えられる。今後、モジュールを続けていくことで、これらの因子が強化され、再発予
防につなげられたらと考える。当日は、全セッションが終了した時点での自由記載のまとめと、認知
的洞察や自尊心の観点での変化があったかを報告する予定である。
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日程表

O-26

リカバリー

当院におけるストレス対処法の獲得を目指した
作業療法プログラムの実践

プログラム１日目

―マインドフルネスストレス低減法と臨床動作法を用いたプログラムの３年間の取り組み―
魚岸 実弦
横浜舞岡病院

地域生活支援部

作業療法室

プログラム２日目

【背景と目的】ストレスマネジメントは、精神疾患患者の再燃予防における重要な要素のひと
つである。当院では、ストレス対処法の獲得とその場でのリラックスを目的として、マインド
フルネスストレス低減法と臨床動作法を用いた作業療法プログラムを2011年９月から実施し
ている。およそ３年間の取り組みの中で精神疾患患者のストレスマネジメントに関する考察が
得られたため、以下に報告する。
【方法】当院入院患者で主治医から作業療法の処方を受け、主に本プログラムの趣旨に興味を
示した方（ストレス対処法を得たい、ゆっくりとした時間を過ごしたい、緊張が強い、雑念や

会長講演

病的体験に悩まされている方）を対象に、作業療法士（OTR）２名が週１回２時間実施。ヨガ
マットを床に最大20枚ほど敷くことができる作業療法室の一室で行った。メインのOTRは参
加者に「呼吸を意識する」
「無理をしない」ことを大切にしてほしいテーマとして伝え、参加者
の前で手本を示した。本プログラムの構成にあたり、ジョン・カバットジン氏のマインドフル
ネスストレス低減法にあるヨーガ瞑想、呼吸瞑想、ボディスキャンと、臨床動作法の要素を取

教育講演

り入れた。また、ハーバート・ベンソン氏のリラクセーション反応にある４条件「静かな環境」
「心を向ける対象」
「受け身の態度」
「楽な姿勢」も意識した。毎回終了後に参加者と感想を共有
した。本報告に際し、当病院長より同意を得た。
【結果】およそ３年間で延べ約3000人が参加。当院に入院して数週間から数年と入院期間は
様々であり、統合失調症やうつ病と診断された方が多かった。毎週継続的に参加する方が多く、

シンポジウム

毎回15名前後であった。プログラム中に傾眠している方もいたが、多くはOTRの手本を参考
に取り組んでいた。
「リフレッシュできた」
「身体がラクになった」など心身の改善効果を実感
した感想が多く、
「部屋で毎日やっています」と生活の中で実践している方や、
「退院してから
も続けていきたい」と今後の生活に取り入れていく意思を示す方もいた。
【考察】参加者の好意的な反応の要因として、以下のように考察した。ひとつは取り組む際に
呼吸への意識付けを行い、動作を伴うことで身体へも意識が向き、今この瞬間（呼吸や動作）
を感じ取ることで雑念や病的体験から離れられる時間をつくれたのではないかと考える。臨床

市民講座

動作法による緊張の改善効果もあったであろう。また、リラクセーション反応の４条件「静か
な環境」
（本プログラムの部屋）
「心を向ける対象」
（動作や呼吸）
「受け身の態度」
（OTRの手本）
「楽な姿勢」
（無理をしないことの保障）が整っていたことで、その場でのリラックスが実現さ
れ継続的な参加者の増加につながったと考える。さらに一つ一つの動作が単純なことが、生活
への取り入れやすさに繋がったと考える。内容を簡素に伝え、心地よい体験を積み重ねていく

一般演題

ことで、本プログラムで得たことが参加者の生活に般化され、精神疾患患者の再燃予防におけ
るストレスマネジメントの手立てとなっていくと考えられる。
【文献】ハーバート・ベンソン、2001、リラクセーション反応、星和書店
ジョン・カバットジン、2007、マインドフルネスストレス低減法、北大路書房
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リカバリー

日程表

O-27

身体心理学的アプローチ『アクティブヨガ』が気分に及ぼす
影響について

プログラム１日目

藤野 頼貴ａ）、中山 義博ｂ）、宇田 知功ｃ）、武田 進ａ）
一般財団法人 信貴山病院 分院上野病院、ａ）作業療法士、ｂ）理学療法士、ｃ）臨床心理士

【背景と目的】

プログラム２日目

近年では、身体を用いたエクササイズが気分の安定に効果的であるとの報告が様々な観点か
らなされている。そのため、当院デイケアにおいても、その効果を期待できるプログラムとし
て、
「アクティブヨガ」を取り入れることとした。
「アクティブヨガ」とは、運動療法、ボディー
ワーク、自律訓練法、呼吸法、マインドフルネス、瞑想療法、エネルギー心理学などの観点を
複合的に取り入れた身体心理学的アプローチである。そこで、
「アクティブヨガ」を実施し、そ
の効果を検証した。

会長講演

【方法】
対象は、当院第２デイケア利用中の方で、参加を希望した12名（実数）。男性６名、女性６
名で、疾患は統合失調症７名、気分障害圏の方が５名であった。
アクティブヨガの実施頻度は、週に１回の全４回。内容は準備運動15分、運動20分、瞑想
等を含めたリラクゼーションを15分、整理体操を10分とした。
効果検証の方法として、
プログラム実施前後に心理検査POMS（Profile of Mood State）によっ

教育講演

て気分の変化を測定した。
分析は、POMSの６尺度と総合的な気分の変化を表すTMDについて、各回のプログラム実施
前後の平均値を出して傾向をみた。実施全４回のすべてに参加できたのが４名とサンプル数が
少なく、統計的な意味はないと考えられたため、統計処理は行わなかった。

シンポジウム

倫理的配慮として、本研究はヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し、研究の
趣旨の説明を行い、書面にて同意を得て行った。
【結果】
POMSの６尺度では、
「緊張－不安」、
「抑うつ」、
「怒り－敵意」、
「疲労」、
「混乱」、
「活気」、
「TMD」の全ての項目において、プログラム実施後に得点が改善する傾向が見られた。
【考察】

市民講座

結果より、本プログラムは気分の安定に効果がある可能性が示されたと考える。本プログラ
ムに参加されたメンバーからも、この結果を反映するように、
「やる気が出た」
「疲れが取れた」
「嫌なことが忘れられた」
「気持ちが穏やかになり落ち着いた」などの多様な感想が聞かれた。
複合的な観点からアプローチすることで、多様な参加者がそれぞれ自分に必要な要素を体験し
やすくなり、それぞれに効果を感じやすいプログラムになったのではないかと考える。
また本プログラムでは理学療法士、臨床心理士、作業療法士が協力し、それぞれの専門分野

一般演題

を活かして、３つの視点をポイントにおいて実施した。１つ目は運動生理学的視点、２つ目は
心理的視点、３つ目は環境的視点である。これらの複合的な効果が、今回の結果に繋がったと
考える。
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日程表

O-28

職場メンタルヘルス

民間単科精神科病院の地域交流
プログラム１日目

野口 弘之
（公財）井之頭病院作業療法室

【背景と目的】

プログラム２日目

精神科病院と所在地の地域住民との心理的な敷居は、以前に比較すれば低くなったといえよ
う。その一方、精神科病院が地域住民にとって十分利用しやすい医療機関になっているのかと
問われれば十分とはいえないというのも事実である。精神科病院の敷居を少しでも低くして、
地域住民にとって利用しやすい病院になることは、精神科医療の早期介入という意味でも意義
あることと考える。今回東京都三鷹市の市街地にある民間単科の精神科病院である当院の地域
交流に関する事業を抽出。これに５年を経過した地域高齢者健康教室「ふまねっと運動」
《第

会長講演

28回東京精神科病院協会学会（平成26年10月28日

於京王プラザ新宿）》に関する発表もあわ

せて当院の地域交流の現状をまとめ、その意義についての検討を行う。
【方法】
（公財）井之頭病院の平成25年度事業報告と関連する委員会の議事録等から地域交流に関す
る内容を抽出してその意義について検討する。この研究は（公財）井之頭病院倫理委員会で承
認予定

教育講演

【結果】
当院の地域交流事業は、
１、精神科医療に関連する各種相談や講演会など９事業。
２、行事関連が盆踊りと文化祭の２事業。

シンポジウム

３、教育関連で近隣小学生（90名）との交流会など２事業。
４、防災関連が市内総合防災訓練など３事業。
５、その他として地域高齢者健康教室など３事業。
合計19事業であった。地域住民の参加人数は、行事がもっとも多く合計1200名／年を越え
る。引き続いて地域高齢者健康教室「ふまねっと運動」が900名／年の順であった。少ないも
のは、中学生の職場体験など10名に満たないものもあった。

市民講座

【考察】
様々な地域交流事業のうち、住民が直接参加するものと住民が利用する機関で各種相談を受
けたり、機関をサポートする間接的なものがある。特に前者において地域住民が直接病院内に
入る体験が重要というのは以前から言われてきたことである。ただしそれだけだとその場限り
になってしまうことも多い。それに加えて病院が地域住民にとって役立つサービスを提供して
いくこともできなければ結果としての病院理解が進まないように思える。また地域交流は、上

一般演題

手くいくことばかりではないというのも発表者の正直な思いである。いずれにしても地域交流
事業は、単年度の取り組みではなく、数年、場合によっては10年単位での活動を粘り強く行い、
開かれた病院にしていく事が重要である。
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O-29

日程表

職場メンタルヘルス

Connor-Davidson Resilience Scaleを用いた
精神科病棟看護師のレジリエンス調査

プログラム１日目

山口 知代
一般財団法人信貴山病院分院

上野病院

【背景と目的】精神科看護師は暴力や患者の自殺などの衝撃的な出来事に遭遇する機会が多く、

プログラム２日目

約９割がそのような体験をしていることが先行研究にて報告されている。このような職務上の
心的外傷経験が精神科看護師の健康や職務意欲を低下させ、看護の質につながることが懸念さ
れる。そこで本研究では、逆境に直面した時に適応していく力としてのレジリエンスに着目し、
精神科病棟で勤務する看護師を対象に調査を行った。本研究の目的は、精神科病棟看護師のレ
ジリエンスの実態について明らかにし、看護師の精神的健康を保持するための対策についての
示唆を得ることである。

会長講演

【方法】東海地域の精神科単科病院で勤務している病棟看護師を対象に、自記式調査用紙を用
いて調査を行った。調査項目は、基本属性、勤務上受けた心的外傷経験によるストレスの大き
さ、心的外傷後ストレス障害のスクリーニングを行うための改訂版出来事インパクト尺度日本
語版（Impact of Event Scale-Revised：IES-R）、レジリエンスを測定するConnor-Davidson
Resilience Scale（CD-RISC）、自尊感情尺度、職場用ソーシャル・サポート尺度である。分析は
IBM SPSS version19を使用し、CD-RISCの因子分析や、PTSDリスクを目的変数としPTSDリス

教育講演

クと有意な関係にあった項目を説明変数としたロジスティック回帰分析などを行った。有意水
準は両側５％を採用した。なお、本研究は名古屋市立大学看護学部倫理委員会からの承認を得
た上で実施した（ID 12038-4）。
【結果】調査用紙は847人へ配布し、回収数が351（回収率41.44％）、有効回答は237（有効回

シンポジウム

答率27.98％）であった。CD-RISCの因子分析の結果、Connorらが発表した因子構造とは異な
る５因子として、
「ストレスへの抵抗性」
「自信と信頼」、
「自己統制と挑戦」、
「適応力とサポー
ト」、
「楽観」が抽出された。また、今回の対象のCD-RISCの平均値は50.85±15.99であった。
ロジスティック回帰分析の結果、PTSDリスクに最も影響する変数として、自尊感情が選択さ
れた。そのほか、性別、結婚歴、CD-RISC下位尺度の「適応力とサポート」が選択された。
【考察】今回、精神科病棟看護師のレジリエンスを調査した結果、先行研究とCD-RISCの因子

市民講座

構造が異なり、国内外の先行研究と比較してCD-RISC合計得点が低値であったことから、日本
人の特性による影響や、精神科病棟看護師のおかれている、暴力などの心的外傷経験の起こり
やすい状況による影響が大きいことが考えられた。
ロジスティック回帰分析の結果から、レジリエンスが低い傾向にある精神科病棟看護師の
PTSDリスクを回避するためには、自尊感情を高めることが重要であると考えられた。また、
PTSDは、疫学的には女性の有病率が高いが、今回の対象では、男性のほうにPTSDリスクが高

一般演題

い結果となっており、心的外傷経験をもつ男性精神科看護師への精神保健への関心を高め、介
入していく必要があることが考えられた。
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日程表

O-30

職場メンタルヘルス

首都圏公立総合大学における学生・教職員のメンタルへルス
支援システムの構築

プログラム１日目

井出 恵子１）、河西 千秋１）２）、土井原 千穂２）、岸本 智美２）、金澤 直樹２）、
近藤 智津恵２）、安東 友子２）、椎葉 桂子２）、平安 良雄１）
１）横浜市立大学精神医学教室、２）横浜市立大学保健管理センター

プログラム２日目

【背景と目的】
日本社会の様々な領域でメンタルへルス問題が指摘されている。教育機関や職域では、メン
タルへルス支援のための効果的なシステムの構築が課題となっている。発表者らは、首都圏公
立大において新たなメンタルヘルス支援システムを構築したが、本研究は、その有効性を明ら
かにするために実施された。なお本研究は、疫学研究、および臨床研究に関する両倫理指針（厚
労省）に基づき、発表者らの所属する研修倫理委員会の承認のもと実施された。

会長講演

【方法】
発表者らは、平成24年４月に首都圏のＡ公立総合大学学生・教職員のメンタルへルスに関
するスクリーニング（以後、Sc）と陽性者への介入、および部署間横断連携ミーティング（学
生事例対応）を含む包括的なメンタルヘルス・支援システムを構築した。１次Scは、定期健診
問診票にPHQ2とベックうつ病評価尺度の自殺念慮関連項目を導入し、１次Sc陽性者にはカー

教育講演

ド、電子メール、あるいは電話を用いて２次Sc実施勧奨を行い、２次ScとしてPHQ9の実施、
もしくは臨床心理士による面接を実施する。そして３次Scとして精神科面接を行う。自殺念慮
関連項目陽性者には超迅速介入を行う。また、部署横断連携システムとして１回／月の学務・
教務・キャリア支援部門との情報共有ミーティングを実施している。平成25年度も、引き続

シンポジウム

きScを実施し、心理的危機介入とフォローアップを行った。
【結果】
定期健診時に、受診学生4112人、教職員2716名に対して１次Scが実施された（回答率
100％）。陽性者は、それぞれ7.9％、9.9％であり、学生についてはその44.2％が、教職員に
ついてはその66.3％が２次Scに応じた。また、すべての自殺念慮関連項目陽性者に介入が為さ

市民講座

れた。部署横断連携ミーティングでは、平均13.7事例／回に関する情報共有と対応に関する
検討が為された。
【考察】
本研究において、定期健診を活用することで、学生・教職員全員に１次Scを実施することが
できた。１次陽性者に対する２次Sc実施率は、一年前と比較して改善した。ハイリスクの可能

一般演題

性の高い事例全例に介入し得たこと、また部署間横断連携ミーティングが補完的に機能したこ
となどから、今回構築されたメンタルへルスScシステムの有効性が示唆された。
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職場メンタルヘルス

日程表

O-31

EAP導入の効果測定に関する一考察
プログラム１日目

脊尾 大雅、日高 崇博
株式会社ジャパンEAPシステムズ

【背景と目的】

プログラム２日目

現代の職場環境には、勤労者のストレスを増加させる要因が複雑かつ多岐に存在し企業の生
産性に影響を与えている。特に、精神疾患を理由とした休職者の増加は企業の生産性を著しく
阻害する要因となり、企業の産業保健や人事労務の担当者には抜本的な対策を講じることが求
められるようになった。その対策として、従業員を取り巻く生産性を阻害する問題の発生を未
然に防ぐサポートを行う「従業員援助プログラム（以下、EAP）」が注目されている。EAPは、
職場の精神衛生環境の整備に向けたコンサルテーションや休職者の職場復帰支援を行うことが、

会長講演

従業員が活気をもって働く礎となり、ひいては企業の利益や成長へとつながっていくという考
え方に基づき企業との連携を展開している。
しかし、目に見える形でEAPの効果や利益が示しにくいという指摘もあり、費用対効果をい
かに提示していくかが課題となっている。そこで本研究では、効果や費用対効果をどのように
示すことができるかについて検討する。
【方法】

教育講演

①対象：ジャパンEAPシステムズと業務提携を結んでいるＡ企業（医療系）
②調査期間：2013年４月～2014年３月（契約は６年目）
【結果】
相談件数は年々増加傾向にあり、徐々に企業とEAPとの連携が機能し始めたと推察される。

シンポジウム

2013年度にA企業で実施された調査では、職員満足度が高まり、離職率が低下するという結
果が示された。また、管理職とEAPが連携したことで不調者が早期にEAPにつながり、不調者
がサポートを得たことで休職に至らず生産性の維持につながった。この生産性を給与で換算し
た場合、年間1,000万円規模の損失を防ぐことにつながったと考えられた。
【考察】
企業の中でEAPが効果を発揮するためには、①管理職が不調者の対応について相談すること、

市民講座

②管理職が不調者をEAPにつなぐことが重要な役割を果たすと考えられる。つまり、管理職が
部下の体調やパフォーマンスを日常から気に掛け、問題が生じた場合にEAPと連携して適切な
対応を講じることは職員の安心感の醸成につながると同時に、管理職の負担も和らぐという好
循環をもたらしたといえる。企業にEAPが内在化されていくことが費用対効果としての生産性
の維持、向上には必要不可欠であると考察することできる。
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なお、本研究は、当社倫理委員会の承認を得て行っております。
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日程表

O-32

職場メンタルヘルス

定期的な運動が精神的健康度に与える効果の検討
─企業従業員を対象として─

プログラム１日目

武智 小百合１）、堀澤 栞里２）、吉村 公雄３）、松本 秀男２）、東 宏一朗２）、三村 將１）
１）慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、２）慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター、
３）慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室

プログラム２日目

【背景と目的】
運動がうつ病や抑うつ状態を改善させるという報告は増えつつある（Blumental et. al.,
1999,Dunn et. al., 2005, Mota-Pereira et. al., 2011）。近年では、運動がうつ病予防に寄与する
ということも示唆されるようになってきた（Windle et. al., 2010）。一方、社会では職場におけ
るメンタルヘルスの重要性が問題となっており、職業生活における強い不安やストレスを抱え
る労働者の割合は60.9％であると報告されている（厚生労働省，2013）。本研究では、定期的
な運動の実施が企業従業員の精神的健康度に与える効果を検討することを目的として介入を

会長講演

行った。
【方法】
某企業にて、研究への参加同意を得られた従業員約80名を対象として介入を行った。評価
項目は抑うつ不安傾向と主観的well-beingとし、介入前に自記式質問紙にて、抑うつ不安傾向

教育講演

（K6）、主観的well-being（WHO SUBI）の評価を行った。介入内容は、集団での運動指導と運
動継続のための心理教育を行った後に、運動をプログラム化したパンフレットを配布し、参加
者にはその資材をもとに自宅にて10週間の運動を継続してもらった。介入後に、介入前と同
様の評価を行った。有意差の判定はpaired t-testを用い、有意差はp＜0.05で判定した。
尚、本研究は慶應義塾大学医学部倫理委員会の承認を得て行った。

シンポジウム

【結果】
10週間の運動継続を完遂した46名を対象に解析を行った。介入前後での精神的健康度の比
較を行ったところ、K6の得点が有意に低下し（p＜0.05）、運動継続に伴うSUBIの有意な変化
は見られなかった（positive affect : n. s., negative affect : n.s.）。

市民講座

【考察】
自宅での運動を10週間継続することで抑うつ不安傾向が下がることが示され、定期的な運
動の実施は精神的健康度に有益な効果を与える可能性が示唆された。

一般演題
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日程表

O-33

内観法による職業性ストレスと抑うつ傾向の変化
プログラム１日目

古市 厚志１）、長島 美稚子２）、池田 英二３）、貫井 慎也２）、大谷 優子２）、鈴木 道雄１）
１）富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、２）北陸内観研修所、３）神戸大学保健管理センター

【背景と目的】

プログラム２日目

内観法は、自分と関わりの深い人との人間関係を「してもらったこと」、
「して返したこと」、
「迷惑をかけたこと」の視点から回想する方法である。内観法の普及により社員研修として内
観法を取り入れる企業もみられるようになった。内観法の効果として、対人関係に関連するス
トレスが軽減し、精神的健康度が高まることが期待される。
【方法】

会長講演

社員研修を目的として内観法を行なった24名を対象として、職業性ストレスおよび抑うつ
傾向を調べた。内観法の前後にJob Content Questionnaire（JCQ）とZung Self-rating Depression
Scale（SDS）を施行した。本研究は北陸内観研修所内の倫理委員会で承認され、対象者全例か
ら文書によるインフォームドコンセントを得たうえで行った。
【結果】

教育講演

内観後は内観前と比べてJCQの下位尺度である「職場の社会的支援」の得点は有意に増加し
（p＜0.01）、
「仕事の要求度」の得点は有意に減少した（p＜0.05）。また、内観後は内観前と比
べてSDS得点が有意に減少した（p＜0.05）。また、
「職場の社会的支援」の変化量とSDSの変化
量の間に有意な負の相関を認めた（p＜0.05）。

シンポジウム

【考察】
内観法を行うことで周囲からの支援を実感しやすくなり、抑うつ傾向が軽減したことが推測
された。今回の研究結果からは、職域のメンタルヘルス対策としての内観法の応用可能性が示
唆された。

市民講座

【文献】
古市厚志、長島美稚子、池田英二ほか：集中内観による職業性ストレスの変化．臨床精神医
学42：1215-1222, 2013
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