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「精神保健・予防学」を再定義する
「苦しい時にヒトは助け合う」行動を科学する ～育児・思春期・労働・高齢にわたって～

Establishing the principle of mental health and preventive psychiatry
in Japan: parenting, adolescence, occupation and aging.

会長挨拶
第17回日本精神保健・予防学会学術集会開催にあたって
このたび、平成25年11月23・24日（土・日曜日）の2日間にわたり、学術総合センター（東京都千
代田区）において、第17回日本精神保健・予防学会学術集会を開催することになりました。
当事者中心のコミュニティケアを展開するとともに、市民のこころの健康を高め、精神疾患の
予防を目指すことが世界の精神保健および予防精神医学の潮流となっています。しかしながら
日本では、医療機関とコミュニティの間をつなぐ精神保健・予防が、システムとしても人材育
成としても不十分な現状にあります。このため、
「精神保健・予防とは何か」
の理念が市民、当事
者、専門家の間で十分共有されていません。
これらの克服のためには、まず、真の意味での精神保健、予防精神医学とは何かを定義するこ
とが第一歩です。それにもとづき、コミュニティケアを実践するためにどのような素養が専門
家に求められるのかを見つめ、地域における精神保健・予防を進める際の、当事者と専門家、
地域と学術の間に存在する本質的な立場の違いをどう乗り越えるかを実践しながら学ぶことが
必要です。これらによって、多職種および当事者との協働による個別の支援（ひとりでできるこ
と）、さらには、社会のしくみとして精神保健・予防を実現すること（社会ができること）
、の礎
となるものと思います。
この理念は、精神病の早期介入に限らず、育ち育てる世代
（育児）
、社会に歩み出す世代
（思春期）、
働いて社会を支える世代（労働）
、支援が助けになる世代（高齢）にわたって共通であると考えら
れます。
今大会の目標は、精神保健・予防の優れた理念構築や実践的取り組みを学ぶことにより、市民・
当事者・家族・ケアラー・医療・保健・福祉従事者・研究者が、本質的に存在する立場の違いを
知り、そのうえでそれを乗り越え、理念を共有しようとする場を提供することです。そのために、
市民や当事者家族の方々や地域での保健・予防にかかわる専門家の方々に多数ご参画いただく
スタイルをとりました。プログラム策定の段階から市民・当事者家族に参画いただきましたのも、
そうした主旨からです。
皆様の積極的なご参加と活発な意見交換をお願い申し上げます。

第17回日本精神保健・予防学会学術集会
大会長

笠井

清登

（東京大学大学院医学系研究科精神医学分野）
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大会プログラム委員
青野 悦子
東京都立松沢病院早期支援青年期外来wakaba
飛鳥井 望
東京都医学総合研究所
荒木 剛
東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座
安藤 俊太郎
東京都医学総合研究所
池淵 恵美
帝京大学医学部精神科学教室
石浦 朋子
東京大学医学部附属病院精神神経科
石倉 習子
東京都立松沢病院社会復帰支援室
市川 絵梨子
東京大学医学部附属病院精神神経科
市橋 香代
東京大学医学部附属病院精神神経科
井上 秀之
医療法人睦み会 城西病院
上野 秀樹
海上寮
江口 聡
東京大学医学部附属病院リハビリテーション部デイホスピタル
大熊 由紀子
福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット
大島 紀人
東京大学保健・健康推進本部（保健センター）
岡崎 祐士
厚生会 道ノ尾病院・東京都立松沢病院
岡田 直大
東京大学医学部附属病院精神神経科
岡村 由美子
東京大学医学部附属病院精神神経科
岡村 毅
東京大学医学部附属病院精神神経科
笠井 清登
東京大学医学部附属病院精神神経科
柏木 彰
NPO法人横浜市精神障害者家族連合会
門脇 裕美子
東松島市保健福祉部子育て支援課
金田 渉
東京大学医学部附属病院精神神経科
金原 明子
東京大学医学部附属病院精神神経科
川上 憲人
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野
菊次 彩
東京大学医学部附属病院精神神経科
窪田 和巳
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野
小池 進介
東京大学保健・健康推進本部（保健センター）
近藤 伸介
東京大学医学部附属病院精神神経科
島津 明人
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野
清水 希美子
東京大学医学部附属病院リハビリテーション部デイホスピタル
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下寺 信次
高知大学医学部神経精神科学教室
管 心
東京大学医学部附属病院精神神経科
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
田尾 有樹子
巣立ち会
高野 歩
東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野
高野 洋輔
東京大学医学部附属病院精神神経科
高橋 努
富山大学大学院医学薬学研究部（医学）神経精神医学講座
武井 邦夫
東京大学保健・健康推進本部（保健センター）
千葉 理恵
自治医科大学看護学部
栃木 衛
帝京大学医学部精神科学教室
永井 達哉
東京大学医学部附属病院精神神経科
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
中野 彰夫
有限会社カンファー
夏堀 龍暢
東京大学医学部附属病院精神神経科
新川 祐利
東京都立松沢病院
西田 淳志
東京都医学総合研究所
根本 隆洋
東邦大学医学部 精神神経医学講座
福田 正人
群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学
藤川 慎也
東京大学医学部附属病院精神神経科
古川 俊一
東京警察病院 神経科
堀江 紀一
社団法人日本ケアラー連盟代表理事
三村 將
慶應義塾大学精神医学教室
宮崎 央桂
東京大学保健・健康推進本部（保健センター）
宮本 有紀
東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野
森 美智代
株式会社日本評論社
山崎 修道
東京都医学総合研究所
渡辺 慶一郎
東京大学保健・健康推進本部（保健センター）

委員会のご案内
■ 理事会
日時

：11月22日（金） 19時〜 20時

場所

：学術総合センター

■ 第9回国際早期精神病学会

2F

会議室201

国内組織委員会

日時

：11月23日（土） 19時30分〜 20時30分

場所

：如水会館

１F

カンファレンスルーム
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参加者の皆様へのご案内とお願い
1．
参加受付
受付は学術総合センター 1Fにて行います。
11月23日
（土） 09：00 〜
11月24日
（日） 09：00 〜
事前参加登録をされている方は、参加受付内の事前参加登録受付にてお名前を告げ、ネームカード（兼
領収書）
をお受け取りください。
当日参加の場合、受付にて用意しております参加申込書に必要事項をご記入の上、参加費を添えてお
申し込みください。引換えにネームカード（兼領収書）をお渡しいたします。
※ネームカードは会場内では必ずご着用ください。
2．
当日参加費
区分

カテゴリー

当日参加費

会員

医師

6,000円（プログラム・抄録集含む）

非会員

医師

8,000円（プログラム・抄録集別）

会員

メディカルスタッフ

3,000円（プログラム・抄録集含む）

非会員

メディカルスタッフ

4,000円（プログラム・抄録集別）

会員

一般

1,000円（プログラム・抄録集含む）

非会員

一般

1,000円（プログラム・抄録集別）

※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、学生（大学院生を含む）、医師またはメディカルスタッフ以外の方となります。
3．
懇親会
下記の通り第1日目に開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
日時

：2013年11月23日（土） 18：30 〜

会場

：如水会館

3階

富士の間

   東京都千代田区一ツ橋2-1-1（学術総合センター隣）
会費

：6,000円

当日のお申込みも可能です。当日申込みをされる方は受付にてお申込みください。
4．
プログラム・抄録集（本誌）
学会員の方には、事前に抄録集をお送りいたします。非会員、もしくは追加で購入希望の方は、受付
にて一部2,000円で販売いたします。
5．
クローク
会期中、クロークを設置いたします。ただし、貴重品のお預かりはできませんのでご了承ください。
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6．
共催セミナー（企業共催）
ランチョンセミナー
11月23日
（土） 12：30 〜 13：30
11月24日
（日） 12：00 〜 12：50
※ランチョンセミナーは整理券制です。以下の時間帯に総合受付付近にて整理券を配布いたします。
配布時間内であっても、整理券がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
11月23日
（土） 09：00 〜 10：30
11月24日
（日） 09：00 〜 10：30
モーニングセミナー
11月24日
（日） 09：30 〜 10：30
※モーニングセミナーは整理券制です。以下の時間帯に総合受付付近にて整理券を配布いたします。
配布時間内であっても、整理券がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
11月23日
（土） 16：00 〜 18：15
7．
単位取得について
本学会は下記の団体より認定ポイント付与対象学会として認定されています。
○日本精神神経学会

精神科専門医資格更新ポイント

C群

○一般社団法人日本作業療法士協会
※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。
8．
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。
■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、
「日本精神保健・予防学会事務局」受付
にお越しください。
■第17回日本精神保健・予防学会学術集会

大会運営事務局

株式会社インターグループ内
〒107-0052

東京都港区赤坂2-17-22

TEL：03-5549-6914

赤坂ツインタワー東館3F

FAX：03-5549-3201

E-mail：jseip2013@intergroup.co.jp
大会公式ウェブサイト：http://jseip2013.saitec.biz/
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発表者、座長の皆様へ
Ⅰ．
発表者の皆様へ
1．
口演発表
【データの受付】
発表の30分前までに、PC受付（第1会場・横）にてデータ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。
①USBフラッシュメモリまたはCD-ROM
②ノートPC
①USBフラッシュメモリまたはCD-ROMの場合
・お持ち込み頂けるメディアは、Windows Power Point で作成されたデータのみといたします。
・アプリケーションは以下のものをご用意します。
Windows Power Point 2003・2007・2010
・不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをお持ちください。
・フォントは標準搭載されているものをご使用ください。
・データ作成後、他のパソコンで正常に動作するか確認してください。
・動画や音声をご使用になる場合は、受付でオペレーターに申し出てください。
・動画再生ソフトは下記に限定いたします。
Windows Media Player
※動画を使用される場合は、動画再生を確認したPC本体をお持込いただくことをお勧めいたします。
・発表の際は、演台にセットしております操作用キーパッドを使用し、演者ご自身により操作をお
願いいたします。
・発表後のデータは、学会事務局立ち会いのもと全て消去いたします。
②ノートPCご持参の場合
・Windows、Macintoshとも受付可能ですが、Macintoshご利用の場合は、必ず本体をお持込ください。
・事務局ではMini D-sub15pin のケーブルをご用意いたします。
一部のノートPCでは本体付属のコネクターが必要な場合がありますので、必ず持参してください。
・動画や音声をご使用になる場合は、受付にて必ずオペレーターに申し出てください。
（演者名）」とし、必ずデスクトップ画面に保存してください。
・発表データのファイル名は「（演題番号）
・スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
・本体付属の電源コードを必ずお持ちください。
・不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをお持ちください。
・発表後は発表会場内のPC オペレーター席にて、パソコンをお受け取りください。
・発表の際は、演台にセットしております操作用キーパッドを使用し、先生ご自身により操作をお
願いいたします。
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2．
ポスター発表
・ポスターを掲示される前に、会場前のポスター受付にお越しください。受付で画鋲を用意してお
ります。
・発表形式：コアタイム開始5分前（17：05）に掲示したご自身のポスター前で待機してください。座
長の指示に従い、発表・質疑応答を行ってください。
・発表時間は7分、質疑応答は3分（計10分間）です。
・ポスター発表は23日、24日とも自由閲覧が可能となっております。
撤去は23日のコアタイム終了後18：10より可能です。撤去可能時刻は、23日は18：30まで、24日は
17：00までとなっております。24日の17：00を過ぎても掲示してあるポスターは、事務局にて廃棄
処分させていただきますので、あらかじめご了承ください。
90cm

【ポスター掲示方法】
・右記のようなポスターボードを用意いたします。

20cm

・演題番号は事務局にて用意いたします。

20cm

70cm

演 題
番 号

演 題 タイ トル
W 70cm × H 20cm

・貼付スペースは横90cm×縦180cmの大きさです。
・貼付スペースとは別に横70cm×縦20cmに収まるように
演題名・演者名（共同演者含む）
・所属を作成してください。
【ポスター発表スケジュール】

210cm

11月23日
（土）
09：30−11：00

貼 付 ス ペ ー ス

190cm

（W 90cm × H 180cm ）

ポスター掲示

(ご自身のポスター番号が記載された場所に掲示を
お願い致します。）
11：00−17：10

ポスター自由閲覧

17：10−18：10

コアタイム
（ポスター会場内で発表+質疑応答など）

※コアタイムに口頭発表がありますので、
必ずポスター会場に居ていただく必要があります。
11月24日
（日）
09：00−16：30

ポスター自由閲覧

Ⅱ．
座長の皆様へ
１．
口演発表
・ご担当セッション開始時刻の15分前までに会場内の次座長席へご着席ください。
２．
ポスター発表
・各演者の口頭発表は７分間として、質疑は３分間です。時間を厳守いただき、セッションのスムー
ズな運営にご協力ください。
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第17回日本精神保健・予防学会学術集会
学術総合センターの案内図
会場案内図

神保町駅A8出口

竹橋駅1b出口

◆東京駅からの主なアクセス
●「神保町駅」A8出口から徒歩3分
東京－（丸ノ内線・池袋方面）－大手町ー（半蔵門線・中央林間方面）－ 神保町（10分）
●「竹橋駅」1b出口から徒歩4分
東京ー（丸ノ内地下中央口より地下道で直結）－大手町ー（東西線・中野方面）－竹橋（10分）
●「車」5分

◆羽田空港からの主なアクセス
●「神保町駅」A8出口から 徒歩3分
羽田空港－（京浜急行・品川方面）－泉岳寺ー（都営浅草線・押上方面）－
三田ー（都営三田線・西高島平方面）－神保町（50分）
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会場案内図
１階平面図












２階平面図
【会議室 201】
【会議室 202】
【会議室 203】 【貴賓室】
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日程・プログラム

11月23日（土）1日目

日 程 表
日程表

第１会場 一橋講堂（2F）

第２会場 中会議場１・２（2F）

9：00

プログラム１日目

9：15
9：30
10：00

プログラム２日目

11：00

開会の辞
シンポジウム１

S1-1 〜 4

9：30

シンポジウム２

精神保健・予防における倫理原則

精神保健・予防における科学的根拠

座長：村井俊哉、山崎修道
演者：黒川常治、岡村毅、山崎修道、村井俊哉

座長：島津明人
演者：堤明純、吉川徹、池亀肇、島津明人

シンポジウム４

S4-1 〜 4

シンポジウム５

生活と人生を支える脳

価値にもとづくアプローチによる個別支援

座長：鈴木道雄、福田正人
演者：後藤大介、福田正人、高橋努、仲秋秀太郎

座長：伊勢田堯、古川俊一
演者：石橋綾、高橋由佳、石倉習子、池淵恵美

S2-1 〜 4

S5-1 〜 4

12：00

特別講演

12：30

12：30

ランチョンセミナー１
社会のしくみとして精神保健を実現する

13：00
13：20

理念共有セミナー

13：35
14：00

シンポジウム

15：00

座長：久住一郎 演者：大 野 裕
共催：大塚製薬株式会社

総会 ・ 評議員会
海外特別講演１

14：50
15：05
15：10

Developing policy to enable quality of life and
quality of care in dementia
座長：粟田主一
演者：Sube Banerjee

第 9 回国際早期精神病学会のご案内
理念共有セミナー 1
運命を変える「人の力」
「人の怖さ」


〜母と、連続射殺犯永山則夫との接点から思うこと

16：00

座長：池淵恵美
演者：夏苅郁子

16：10

海外特別講演 2

16：10

ポスター

Ten Essential Shared Capabilities for the mental
health workforce
座長：渡邉博幸
演者：Mike Slade

17：00

シンポジウム７

座長：大野裕、中野彰夫
演者：長野敏宏、田村太郎、後藤敏朗、門脇裕美子

17：40
18：00
18：30

懇親会

18：30

於：如水会館

20：00

12

懇親会
於：如水会館

19：00

20：30

S7-1 〜 4

精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり

20：30

11月23日（土）1日目

日 程 表

ポスター会場 特別会議室１・２（1F）

日程表

第３会場 中会議場３・４（2F）
9：00

シンポジウム３

S3-1 〜 4

9：30

精神保健・予防における経験知

10：00

プログラム１日目

9：30

ポスター設営
9:30 〜 11:00

座長：中根秀之、井上秀之
演者：田島良昭、高木俊介、渡邉博幸、水本多恵

シンポジウム６

S6-1 〜 4

プログラム２日目

11：00

ポスター自由閲覧

コミュニティにおける生活と人生の支援

11:00 〜 17:00

座長：市橋香代、宮本有紀
演者：菊地紗耶、上野容子、田代奈保美、高野洋輔

12：00

特別講演

12：30

ランチョンセミナー２
座長：村井俊哉
精神疾患を持つ方のリカバリーを科学する

13：00

演者：笠井清登
みんなが幸せになる皆働社会実現への提言

14：00

13：30

理念共有セミナー

～知的障害者に導かれた企業経営から～

演者：大山泰弘
共催：大日本住友製薬株式会社

16：00

シンポジウム

15：00

16：10

理念共有セミナー２
若者が若者を支えるということ

ポスター

～実践の現場から～

座長：山崎修道、市橋香代、金原明子
演者：石井綾華

17：00

17：10

ポスターコアタイム
17:10 〜 18:10

18：00
18：30

懇親会

18：30

於：如水会館

懇親会
於：如水会館

19：00

20：00
20：30

20：30

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月24日（日）2日目

日 程 表
日程表

第１会場 一橋講堂（2F）

第２会場 中会議場１・２（2F）

9：00

プログラム１日目

9：30

モーニングセミナー１
認知行動療法を用いた職域メンタルヘルス活動

10：00

座長：鹿島晴雄 演者：田中克俊
共催：吉富薬品株式会社

10：30

プログラム２日目

11：00

シンポジウム８

S8-1 〜 5

10：30

シンポジウム９

精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：
わが国における現状と課題

座長：大島紀人、小池進介
演者：大島紀人、小池進介、島本禎子、佐々木千幸、

栗田弘二

座長：川上憲人、安藤俊太郎
演者：橋本英樹、堤明純、唐澤真弓、安藤俊太郎

12：00

ランチョンセミナー３
統合失調症の再発予防に向けて

特別講演

12：50

13：00

理念共有セミナー３
これからの地域精神保健

理念共有セミナー

～心を育てる関わりについて～

座長：荒木剛

14：00

13：50

演者：門脇裕美子

理念共有セミナー４
施設サービスからリカバリー中心のサービスへ

14：40

座長：近藤伸介
演者：田尾有樹子

理念共有セミナー５
ビッグツリー

シンポジウム

15：00

−私は仕事も家族も決してあきらめない−

15：30

座長：笠井清登
演者：佐々木常夫

海外特別講演３
Scientific knowledge about supporting recovery

16：00
16：20

ポスター

17：00
17：10

18：00

19：00

20：00

14

S9-1 〜 4

学校というコミュニティに必要な
精神保健リテラシーとは

座長：鈴木道雄
演者：Mike Slade

海外特別講演４
Management of depression and psychosis in
dementia
座長：堀田聰子
演者：Sube Banerjee

閉

会

式

座長：岩 田 仲 生 演者：中 込 和 幸
共催：日本イーライリリー株式会社

11月24日（日）2日目

日 程 表

ポスター会場 特別会議室１・２（1F）

日程表

第３会場 中会議場３・４（2F）
9：00

認知症と精神科医療
つくろう

10：00
10：30

9：30

モーニングセミナー 2
認知症の人が暮らしやすい社会を

プログラム１日目

9：30

ポスター自由閲覧
9:30 〜 16:30

座長：三村將 演者：上野秀樹
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

シンポジウム１０

S10-1 〜 4

プログラム２日目

「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する

11：00

座長：堀江紀一、福田正人
演者：石井綾華、澤田優美子、堀江紀一、笠井清登

12：00

ランチョンセミナー４
統合失調症の早期治療と病態進行予防

12：50

特別講演

13：00

座長：水野雅文 演者：鈴木道雄
共催：ヤンセンファーマ株式会社

理念共有セミナー

14：00

シンポジウム

15：00

16：00
16：30

ポスター

17：00

18：00

19：00

20：00
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11月23日（土）1日目
日程表
プログラム１日目

9：15 〜 9：30

開会の辞

9：30 〜 11：00

シンポジウム１

1

第 会場 一橋講堂
（2F）

精神保健・予防における倫理原則
座長：村井俊哉（京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座（精神医学））
山崎修道（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト）

プログラム２日目

S1-1

当時者の立場から考える精神保健医療と研究は、本気で予防しているのか ���
○ 黒川常治

ピア・サポータ

S1-2

ピア・カンウセラー

社会的包摂：生活困窮者の調査から �����������������
○ 岡村毅1,2）

1）東京都健康長寿医療センター研究所

特別講演

2）東京大学大学院医学系研究科

S1-3

東京都医学総合研究所

P56

自立促進と介護予防研究チーム、

脳神経医学専攻

臨床神経精神医学

何のため、誰のための精神保健医療サービスなのか？
支援者の立場からみた
「当事者中心」�����������������
○ 山崎修道

理念共有セミナー

S1-4

P55

P57

心の健康プロジェクト

精神科医療実践における多元主義 ������������������
○ 村井俊哉

P58

京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座（精神医学）

シンポジウム

11：00 〜 12：30

シンポジウム４

生活と人生を支える脳
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）
福田正人（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学）

ポスター

S4-1

臺式簡易客観的精神指標
（UBOM）と抑うつの客観評価����������
○ 後藤大介1,3）、吉田久美2）、藤本聡4）、矢部博興1）、丹羽真一5）
1）福島県立医科大学 医学部
2）福島県立医科大学附属病院

P70

神経精神医学講座、
リハビリテーションセンター、

3）一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 精神科、
4）公益財団法人星総合病院附属 星ヶ丘病院、
5）福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座

S4-2

生活と人生を支える脳機能
－NIRSによるリアルワールド脳機能画像 ���������������

P71

○ 福田正人1）、成田秀幸1）、須田真史1）、成田耕介1）、武井雄一1）、山口実穂2）、桜井敬子1）、佐藤利正1,3）
1）群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学、2）群馬大学医学部医学科、3）群馬県立太田女子高等学校

S4-3

生活と人生をささえる脳構造の研究：MRI ���������������
○ 高橋努、鈴木道雄

富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学

16

P72

11月23日（土）1日目

高齢者の生活と人生をささえる認知・行動評価 �������������
○ 仲秋秀太郎、三村將

P73

日程表

S4-4

1

第 会場 一橋講堂
（2F）

慶應義塾大学医学部精神・神経科学

14：00 〜 14：50

海外特別講演１

プログラム２日目

総会・評議員会

プログラム１日目

13：35 〜 14：00

座長：粟田主一（東京都健康長寿医療センター研究所）

Developing policy to enable quality of life and quality of care in dementia

������������������������������ P33

○ Sube Banerjee

Brighton and Sussex Medical School, Brighton, UK.

15：10 〜 16：00

理念共有セミナー 1

理念共有セミナー

第9回国際早期精神病学会のご案内

特別講演

14：50 〜 15：05

座長：池淵恵美（帝京大学医学部精神科学教室）

○ 夏苅郁子

P43

シンポジウム

運命を変える
「人の力」
「人の怖さ」

〜母と、連続射殺犯永山則夫との接点から思うこと �����������
やきつべの径診療所

16：10 〜 17：00

海外特別講演2
ポスター

座長：渡邉博幸（千葉大学大学院医学研究院精神医学）

Ten Essential Shared Capabilities for the mental health workforce ��
○ Mike Slade

P35

Institute of Psychiatry, King's College London

18：30 〜 20：30

懇親会

於：如水会館

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月23日（土）1日目

2

第 会場 中会議場1・2（2F）

シンポジウム２

日程表

9:30 〜 11：00

精神保健・予防における科学的根拠
プログラム１日目

座長：島津明人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
S2-1

管理監督者の教育 ������������������������
○ 堤明純

P60

北里大学医学部公衆衛生学単位

プログラム２日目

S2-2

職場というコミュニティにおける科学的根拠に基づく精神保健・予防
職場環境改善を通じたメンタルヘルス不調の第一次予防対策の現状と課題 ���
○ 吉川徹

P61

公益財団法人労働科学研究所

S2-3

企業人の立場から
（職場のメンタルヘルスの取組みと課題について）������
○ 池亀肇
株式会社

特別講演

S2-4

日立システムズ

P62

安全衛生管理センタ

個人向けストレスマネジメント教育 �����������������
○ 島津明人

P63

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野

理念共有セミナー

11：00 〜 12：30

シンポジウム５

価値にもとづくアプローチによる個別支援
座長：伊勢田堯（代々木病院精神科）
古川俊一（東京警察病院 神経科）

シンポジウム

S5-1

価値にもとづく個別支援－就学 �������������������

P75

○ 石橋綾 、石浦朋子 、江口聡 、清水希実子 、矢島明佳 、藤枝由美子 、柴田貴美子 、
管心1）、古川俊一4）
1）

2）

1）

1）

1）

1）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部、2）東京大学医学部附属病院
3）文京学院大学 医療技術学部作業療法学科、4）東京警察病院

ポスター

S5-2

1）

3）

精神神経科、

神経科

キャリア形成とリカバリー：地域に根ざした多様な働き方を考える ������
○ 高橋由佳

P76

特定非営利活動法人Switch

S5-3

早期支援サービスにおける価値にもとづく個別支援－家族 ���������
○ 石倉習子 、青野悦子 、間美枝子 、伊勢田尭 、西田淳志 、岡崎祐士
1）

1）

1）

1）

2）

1）

P77

1）都立松沢病院、2）東京都医学総合研究所

S5-4

統合失調症の人の恋愛・結婚を支援する ����������������
○ 池淵恵美

帝京大学医学部精神科学教室
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P78

11月23日（土）1日目

ランチョンセミナー１

日程表

12：30 〜 13：20

2

第 会場 中会議場1・2（2F）

座長：久住一郎（北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座精神医学分野）
プログラム１日目

LS-1

社会のしくみとして精神保健を実現する
○ 大野裕

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

共催：大塚製薬株式会社

プログラム２日目

16：10 〜 17：40

シンポジウム７

精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり
座長：大野裕（独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター）
中野彰夫（有限会社カンファー）

コミュニティ精神保健と地域活性化〜愛媛県愛南町の実践より �������
○ 長野敏宏

特別講演

S7-1

P85

ＮＰＯ法人ハートinハートなんぐん市場、公益財団法人正光会御荘病院

人の多様性という視点からのコミュニティデザイン �����������
○ 田村太郎

P86

理念共有セミナー

S7-2

一般財団法人ダイバーシティ研究所

S7-3

区民・専門家・行政の連携によるまちづくり：世田谷モデル ��������
○ 後藤敏朗

P87

世田谷区世田谷保健所健康推進課

平時・災害時の個人・地域支援から生まれた東松島モデル ���������
○ 門脇裕美子

東松島市保健福祉部

P88

子育て支援課

懇親会

ポスター

18：30 〜 20：30

シンポジウム

S7-4

於：如水会館

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月23日（土）1日目

3

第 会場 中会議場3･4（2F）

シンポジウム３

日程表

9：30 〜 11：00

精神保健・予防における経験知
プログラム１日目

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講座 精神障害リハビリテーション分野）
井上秀之（医療法人睦み会 城西病院）
S3-1

ふつうの場所でふつうの暮らしを ������������������
○ 田島良昭

P65

社会福祉法人南高愛隣会

プログラム２日目

S3-2

〜 ACT-Kの経験から �����������

P66

『チーム』
で行う退院支援・地域定着 �����������������

P67

アウトリーチという両刃の剣
○ 高木 俊介

たかぎクリニック

S3-3

○ 渡邉博幸1,2,3）

1）千葉大学大学院医学研究院精神医学、2）国保旭中央病院神経精神科、
3）千葉大学社会精神保健教育研究センター治療・社会復帰支援研究部門

特別講演

S3-4

アウトリーチ推進モデル事業を用いた地域移行の試み �����������
○ 水本多恵、井上秀之、森真弓
医療法人睦み会

P68

城西病院

理念共有セミナー

11：00 〜 12：30

シンポジウム６

コミュニティにおける生活と人生の支援

シンポジウム

座長：市橋香代（東京大学医学部附属病院精神神経科）
宮本有紀（東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野）
S6-1

育ち育てる世代
（育児）����������������������
○ 菊地紗耶
東北大学病院

S6-2

P80

精神科

精神の病気や障害がある人達に対する地域生活支援活動の変化相談支援事業を通して

ポスター

������������������������������ P81

○ 上野容子
東京家政大学

S6-3

企業における精神障害者雇用における今後 ���������������

P82

支援が助けになる世代
（高齢）
：認知症の在宅支援 ������������

P83

○ 田代奈保美
S6-4

○ 高野洋輔

こころのホームクリニック世田谷
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11月23日（土）1日目

ランチョンセミナー２

日程表

12：30 〜 13：30

3

第 会場 中会議場3･4（2F）

座長：村井俊哉（京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座（精神医学））
プログラム１日目

精神疾患を持つ方のリカバリーを科学する
○ 笠井清登

東京大学大学院医学系研究科精神医学分野

みんなが幸せになる皆働社会実現への提言〜知的障害者に導かれた企業経営から〜
○ 大山泰弘

日本理化学工業株式会社

プログラム２日目

共催：大日本住友製薬株式会社

16：10 〜 17：00

理念共有セミナー２

若者が若者を支えるということ 〜実践の現場から〜 �����������
○ 石井綾華

特別講演

座長：山崎修道（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト）
市橋香代（東京大学医学部附属病院精神神経科）
金原明子（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻専門職学位課程）

P45

18：30 〜 20：30

理念共有セミナー

NPO法人Light Ring.

懇親会

シンポジウム

於：如水会館

ポスター

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月24日（日）2日目

1

第 会場 一橋講堂
（2F）

シンポジウム８

日程表

10：30 〜 12：00

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは
プログラム１日目

座長：大島紀人（東京大学学生相談ネットワーク本部（保健センター精神科））
小池進介（東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室）
S8-1

大学生の支援とメンタルヘルス教育の実際 ���������������
○ 大島紀人

P90

東京大学学生相談ネットワーク本部（保健センター精神科）

プログラム２日目

S8-2

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーと支援 ��������
○ 小池進介

P91

東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室

S8-3

〜家族の立場から〜 ��������

P92

〜教育の立場から〜 ��������

P93

〜生徒と学ぶ、生徒に学ぶ �������������

P94

娘の精神疾患が私に教えてくれたこと
○ 島本禎子
杉並家族会

特別講演

S8-4

学校にフィットする早期支援の在り方
○ 佐々木千幸

四日市市立桜小学校

S8-5

学校精神保健授業

理念共有セミナー

○ 栗田弘二

三重県立こころの医療センター

理念共有セミナー３

13：00 〜 13：50

シンポジウム

座長：荒木剛（東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座）

これからの地域精神保健〜心を育てる関わりについて〜 ����������
○ 門脇裕美子

東松島市保健福祉部

P47

ポスター

13：50 〜 14：40

子育て支援課

理念共有セミナー４

座長：近藤伸介（東京大学医学部附属病院 精神神経科）

施設サービスからリカバリー中心のサービスへ �������������
○ 田尾有樹子

社会福祉法人巣立ち会
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P49

11月24日（日）2日目
理念共有セミナー５

日程表

14：40 〜 15：30

1

第 会場 一橋講堂
（2F）

座長：笠井清登（東京大学大学院医学系研究科精神医学分野）

○ 佐々木常夫

株式会社東レ経営研究所

特別顧問

海外特別講演３

プログラム２日目

15：30 〜 16：20

P51

プログラム１日目

「ビッグツリー」
−私は仕事も家族も決してあきらめない− ���������

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）

Scientific knowledge about supporting recovery ����������
○ Mike Slade

P37

Institute of Psychiatry, King's College London

特別講演

16：20 〜 17：10

海外特別講演４

座長：堀田聰子（独立行政法人 労働政策研究・研修機構）

○ Sube Banerjee

理念共有セミナー

Management of depression and psychosis in dementia �������

P39

Brighton and Sussex Medical School, Brighton UK

閉会式

シンポジウム

17：10

ポスター

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月24日（日）2日目

2

第 会場 中会議場1・2（2F）

モーニングセミナー１

日程表

9：30 〜 10：30

座長：鹿島晴雄（国際医療福祉大学 保健医療学部 言語聴覚学科 教授）
プログラム１日目

認知行動療法を用いた職域メンタルヘルス活動
○ 田中克俊

北里大学大学院医療系研究科

産業精神保健学教室

教授

共催：吉富薬品株式会社

プログラム２日目

シンポジウム９

10：30 〜 12：00

精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：わが国における現状と課題
座長：川上憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
安藤俊太郎（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト）

特別講演

S9-1

まちと家族の健康調査；設計概念と実施運用上の課題 �����������
○ 橋本英樹

P96

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

理念共有セミナー

S9-2

パネルコホートを用いた労働者の精神障害に関するリスクファクターの解明 ��
○ 堤明純

P97

北里大学医学部公衆衛生学単位

S9-3

コホート研究デザインのメリットと課題：MIDJA/MIDUの日米比較研究からの視点
Merits and Challenges of Longitudinal Designs: Perspectives from MIDJA/
MIDUS Cross－Cultural Study ����������������� P98
○ 唐澤真弓

シンポジウム

東京女子大学・現代教養学部

S9-4

地域思春期コホート

Tokyo TEEN Cohortの立ち上げ ���������

P99

○ 安藤俊太郎 、西田淳志1）、山崎修道1）、森本裕子3）、小池進介2）、菊次彩2）、藤川慎也2）、金田渉2）、
杉本徳子2）、鳥山理恵2）、長谷川眞理子3）、笠井清登2）
1,2）

1）公益財団法人 東京都医学総合研究所
3）総合研究大学院大学

ポスター

12：00 〜 12：50

心の健康プロジェクト、2）東京大学大学院医学系研究科

精神医学分野、

ランチョンセミナー３

座長：岩田仲生（藤田保健衛生大学医学部精神科）

統合失調症の再発予防に向けて
○ 中込和幸
独立行政法人

国立精神・神経医療研究センター

トランスレーショナル・メディカルセンター

共催：日本イーライリリー株式会社
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11月24日（日）2日目

モーニングセミナー 2

日程表

9：30 〜 10：30

3

第 会場 中会議場3･4（2F）

座長：三村將（慶應義塾大学医学部精神神経科学教室）

認知症の人が暮らしやすい社会をつくろう

プログラム１日目

認知症と精神科医療
○ 上野秀樹
海上寮

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

プログラム２日目

10：30 〜 12：00

シンポジウム10

「苦しいときに人は助け合う」
行動を科学する
座長：堀江紀一（一般社団法人日本ケアラー連盟）
福田正人（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学）

NPO事業者の立場から ����������������������
○ 石井綾華

特別講演

S10-1

P101

特定非営利活動法人Light Ring.

青梅精神障害者ピアサポートグループ「ぶ〜け」の紹介と私たちが大切にしていること

������������������������������ P102

理念共有セミナー

S10-2

○ 澤田優美子

青梅精神障害者ピアサポートグループ「ぶ〜け」

S10-3

ケアラー養成：精神保健のコミュニティデザインを実践するケアラー市民の立場から

������������������������������ P103

○ 堀江紀一
S10-4

精神保健・予防を科学する専門家の立場から ��������������
○ 笠井清登

シンポジウム

一般社団法人 日本ケアラー連盟

P104

東京大学大学院医学系研究科精神医学

ポスター

12：00 〜 12：50

ランチョンセミナー４

座長：水野雅文（東邦大学医学部精神神経医学講座）

統合失調症の早期治療と病態進行予防
○ 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

共催：ヤンセンファーマ株式会社

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry
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11月23日（土）1日目･24日（日）2日目
日程表

23日
（土）11：00 〜 18：10
24日
（日） 9：30 〜 16：30
PS1-1

ポスター会場
特別会議室1･2（1F）

ポスター

東邦大学精神神経科における自殺予防の取り組み �����������

プログラム１日目

○ 山口大樹1）、藤井千代2）、辻野尚久1）、戸部美起1）、齋藤淳一1）、馬場遥子1）、
根本隆洋1）、水野雅文1）

P107

1）東邦大学医学部精神神経医学講座、2）埼玉県立大学保健医療福祉学部

PS1-2

茨城県立こころの医療センターにおける自殺再企図防止事業の取り組みについて

����������������������������� P108

プログラム２日目

○ 鶴田紀子1）、山田典子1）、白鳥裕貴1）、山形晃彦1）、高田眞弓1）、岩間美幸1）、
太刀川弘和2）、土井永史1）
1）茨城県立こころの医療センター、2）筑波大学大学院人間総合科学研究科

PS1-3

アスペルガー症候群における自殺企図の1例 �������������
○ 藤美佳子、岩河千栄、土居江里奈、須賀楓介、赤松正規、下寺信次、森信繁

P109

高知大学医学部神経精神科学教室

PS2-1

初回エピソード統合失調症スペクトラム障害に対する
急性期薬物治療アルゴリズム �������������������

特別講演

○ 吉村文太、佐藤康治郎、竹中央、来住由樹、浮田實、中島豊爾
岡山県精神科医療センター

PS2-2

P110

精神科

At-Risk Mental State（ARMS）はいつまでARMSか？：
SAFEクリニックにおける予備的調査から ��������������

理念共有セミナー

○ 加賀谷隼輔1）、桂雅宏2）、小原千佳2）、大室則幸1）、菊池達郎2）、濱家由美子1,2）、
砂川恵美1）、越道理恵3）、伊藤文晃4）、宮腰哲生5）、松本和紀1,3）、松岡洋夫1,2）

P111

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付講座、4）花巻病院、5）千葉刑務所医務部

PS2-3

精神病発症危険状態における社会家族要因及び感情表出の影響についての検討

����������������������������� P112

シンポジウム

○ 舩渡川智之、根本隆洋、武士清昭、馬場遥子、戸部美起、齋藤淳一、山口大樹、
蓮舎寛子、中村道子、辻野尚久、水野雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

PS2-4

早期精神病症状評価における精神病様体験尺度の応用
〜 CAPE42の信頼性と妥当性の検討〜 ���������������
○ 市川絵梨子1）、山崎修道2）、小池進介3）、荒木剛1）、笠井清登4）

P113

1）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座、2）
東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト、
3）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）、4）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野

ポスター

PS2-5

ARMS患者におけるロールシャッハ・テスト上の特徴
―移行群と非移行群の比較から― �����������������
○ 荒井淳、伊藤幸恵、塚原さち子、田所正典、岩倉拓、山下佑介、
二宮友梨子、天神朋美、三宅誕実、山口登、宮本聖也
聖マリアンナ医科大学病院

PS3-1

P114

統合失調症治療センター

子ども時代の貧困と健康リスク行動：
成人期の社会経済的要因とソーシャルサポートの媒介効果 ��������
○ 梅田麻希1）、小塩隆士2）、藤井麻由3）

P115

1）東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野、2）一橋大学経済研究所、
3）国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部

PS3-2

地域在住高齢者の日中の眠気の有症率と関連要因

����������������������������� P116

○ 岡村毅、宇良千秋、宮前史子、井藤佳恵、粟田主一
東京都健康長寿医療センター 自立促進と介護予防研究チーム
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11月23日（土）1日目･24日（日）2日目

子ども期の社会経済的地位と成人期の健康を媒介する心理的資源の役割 ���
○ 菅知絵美、梅田麻希、川上憲人

P117

日程表

PS3-3

ポスター会場
特別会議室1･2（1F）

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野

PS3-4

○ 杉本徳子1）、安藤俊太郎2）、小池進介3）、金田渉1）、藤川慎也1）、西田淳志2）、
長谷川眞理子4）、笠井清登5）

P118
プログラム１日目

前思春期における痩せ願望について ����������������
1）東京大学大学院医学系研究科、2）東京都医学総合研究所、3）東京大学保健センター精神科、
4）総合研究大学院大学先導科学研究科、5）東京大学医学部附属病院精神神経科

PS3-5

Adolescent self-control problems predict midlife hallucinatory experiences:
40-year follow-up of a UK National Birth Cohort ��������� P119

プログラム２日目

○ Atsushi Nishida1,2）、Marcus Richards1）

1）MRC Unit for Lifelong Health and Aging at UCL、
2）Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science

PS4-1

小・中学校における精神疾患教育の導入について（第2報）
－メンタルヘルス教育についての当事者家族の望み－ ����������
○ 山田浩雅、中戸川早苗、糟谷久美子、岩瀬信夫
愛知県立大学

看護学部

中学生の
「生きる力」
の育成を目指した福祉教育の効果検証 ��������
○ 栄セツコ1）、清水由香2）

特別講演

PS4-2

P120

P121

1）桃山学院大学、2）大阪市立大学大学院

PS4-3

ユース・メンタルサポートセンター MIEにおける精神保健授業 ������

P122
理念共有セミナー

○ 山本綾子、栗田弘二、前川早苗、足立孝子、渡邉里佳、正野温子
三重県立こころの医療センター

PS4-4

中学生に対する精神保健教育

〜副読本の作成を通して〜 ��������

○ 金原明子1）、中野彰夫2）、福田正人3）、池淵恵美4）、高橋清久5）、笠井清登6）
1）東京大学大学院医学系研究科

公共健康医学専攻

専門職学位課程、2）有限会社カンファー、

3）群馬大学医学部附属病院、4）帝京大学医学部附属病院、5）公益財団法人
6）東京大学医学部附属病院

精神・神経科学振興財団、

気分障害により休職中の労働者における電子メールセルフ・
モニタリング支援の効果：予備的研究 ����������������
○ 時田征人1）、川上憲人1）、今村幸太郎1）、五十嵐良雄2）
1）東京大学大学院

PS5-2

医学系研究科

P124

精神保健学分野、2）
メディカルケア虎ノ門

大うつ病性障害患者へのJART25実施の有用性 ������������
1）東京大学医学部付属病院

精神神経科、

2）東京大学医学部付属病院

リハビリテーション部

P125
ポスター

○ 櫻田華子1）、山岸美香1）、里村嘉弘1）、滝沢龍1）、成松裕美2）、岡村由美子1）、
清水希美子2）、西村幸香1）、近藤伸介1）、笠井清登1）

PS5-3

シンポジウム

PS5-1

P123

精神科デイホスピタル

日本人大学生における
「他者の尊重」に関わる認知 �����������
○ 毛利伊吹

P126

帝京大学文学部

PS5-4

解離が精神的健康に及ぼす影響―解離尺度とGHQの比較― ��������
○ 舛田亮太1）、前田正治2）、大江美佐里3）、内村直尚4）

P127

1）久留米大学医学部神経精神医学講座、2）福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座、
3）久留米大学健康・スポーツ科学センター保健管理部門・医学部神経精神医学講座、
4）久留米大学医学部神経精神医学講座

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

27

11月23日（土）1日目･24日（日）2日目
日程表

PS5-5

ポスター会場
特別会議室1･2（1F）

うつ症状を呈する精神疾患患者の特徴 ���������������
○ 山岸美香1）、櫻田華子1）、里村嘉弘1）、滝沢龍1）、成松裕美2）、岡村由美子1）、
清水希実子2）、西村幸香1）、近藤伸介1）、笠井清登1）

P128

1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）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

プログラム１日目

PS5-6

メタ認知訓練プログラムの有効性の評価研究 �������������
○ 吉原美沙紀1）、山崎修道2）、夏堀龍暢1）、江口聡3）、成松裕美3）、北村早希子3）、
村木美香3）、管心1,3）、荒木剛4）、笠井清登1）

P129

1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）東京都医学総合研究所、
3）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、
4）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座

プログラム２日目

PS6-1

At-risk mental stateにおける嗅溝の形態変化 ������������
○ 高橋努1）、中村祐美子1）、中村主計1）、西山志満子1）、高柳陽一郎1）、池田英二1）、
古市厚志1）、木戸幹雄1）、中村美保子1）、笹林大樹1）、野口京2）、鈴木道雄1）

P130

1）富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、2）富山大学医学部放射線診断・治療学講座

PS6-2

At-risk mental stateのduration mismatch negativityのLORETA発生源電流密度
と神経心理学的所見 ���������������������� P131
○ 宮西知広、樋口悠子、瀬尾友徳、上原隆、鈴木道雄、住吉太幹

特別講演

富山大学大学院神経精神医学講座

PS6-3

統合失調症の発症におけるブローカ野の皮質体積減少と神経活動低下との関連

����������������������������� P132

○ 岩白訓周1）、小池進介1）、管心1）、夏堀龍暢1）、滝沢龍1）、五ノ井渉2）、阿部修3）、
國松聡2）、山末英典1）、笠井清登1）
理念共有セミナー

1）東京大学医学部付属病院精神神経科、2）東京大学医学部付属病院放射線科、
3）日本大学医学部付属病院放射線科

PS6-4

内側前頭前野のグルタミン酸-グルタミン総和とN-アセチルアスパラギン酸の濃度の検
討：慢性期統合失調症の特異的な低下と初回エピソード統合失調症および精神病の臨床
的ハイリスク状態との比較 �������������������� P133
○ 夏堀龍暢1）、井上秀之1）、阿部修2,3）、高野洋輔1）、岩白訓周1）、青木悠太1）、小池進介1）、
八幡憲明1）、桂正樹2）、五ノ井渉2）、佐々木弘喜2）、高尾英正2）、笠井清登1）、山末英典1）

シンポジウム

1）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、2）東京大学大学院医学系研究科放射線医学分野、
3）日本大学医学部放射線医学

PS6-5

統合失調症早期段階における脳波ガンマ帯域反応と認知機能障害の関連 ���
○ 多田真理子1）、永井達哉1）、切原賢治1）、荒木剛2）、小池進介3）、管心1,4）、笠井清登1）

P134

1）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、2）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座
3）東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室、
4）東京大学医学部付属病院リハビリテーション部デイホスピタル

ポスター

PS6-6

近赤外線スペクトロスコピーを用いて計測した語流暢性課題中の前頭前皮質の賦活反応
性と主観的QOLとの関連 �������������������� P135
○ 里村嘉弘1）、滝沢龍1）、小池進介1,2）、木下晃秀1）、榊原英輔1）、西村幸香1）、笠井清登1）
1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室

PS7-1

沖縄戦のトラウマによるストレス症候群と、
「福島型震災ストレス反応」との比較と治療

����������������������������� P136

○ 蟻塚亮二1,2）

1）相馬市・メンタルクリニックなごみ、2）沖縄市・中部協同病院

PS7-2

退院をめぐる精神科チームの「笑い」とは何か
―エスノメソドロジーの視点からの事例研究― ������������
○ 真柄希里穂
種智院大学
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P137

11月23日（土）1日目･24日（日）2日目

茨城県立こころの医療センターが取り組む「精神科アウトリーチ」������
○ 鈴木寛、木村文香、和智萌、岩間美幸、石川美恵子、土井永史

P138

日程表

PS7-3

ポスター会場
特別会議室1･2（1F）

茨城県立こころの医療センター

PS7-4

○ 且由佳梨、浅井志保、長瀬奈美、片山成仁
医療法人社団

PS7-5

成仁病院

医療観察法病棟での外泊体験報告会実践例
〜患者相互作用による治療意欲向上について〜 ������������
○ 高舘純子、多田真由子
国立病院機構

P140

花巻病院

統合失調症者の地域移行支援における長期的転帰とDUPの関係 ������
○ 喜田恒 、新村秀人 、根本隆洋 、小栗淳
1）

1）

2）

、佐久間啓 、三村將 、水野雅文

1,3）

4）

1）

2）

プログラム２日目

PS8-1

P139
プログラム１日目

保健師による家族相談対応 ��������������������

P141

1）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2）東邦大学医学部精神神経医学講座、3）埼玉社会保険病院神経精神科、
4）あさかホスピタル

PS8-2

アットリスク精神状態群の未治療期間短縮のための心理的面接法の開発 ���
○ 松田真理子 、生田孝 、山路有紀
1）

2）

3）

P142

PS8-3

特別講演

1）京都文教大学臨床心理学部、2）聖隷浜松病院、3）京都文教大学学生相談室

初回エピソード統合失調症における発症形式別にみたDUPと認知機能の関連

����������������������������� P143

○ 伊藤慎也1）、根本隆洋2）、辻野尚久2）、松本邦愛1）、長谷川友紀1）、鈴木道雄3）、
下寺信次4）、松岡洋夫5）、小澤寛樹6）、岸本年史7）、水野雅文2）

PS8-4

DUP検討症例の5年間の経過について－経過観察研究 ����������
○ 鈴木航太1）、山澤涼子2）、新村秀人1）、藤井千代3）、村上雅昭4）、三村將1）、水野雅文5）

理念共有セミナー

1）東邦大学医学部社会医学講座、2）東邦大学医学部精神神経医学講座、
3）富山大学大学院神経精神医学講座・精神医学、4）
高知大学医学部神経精神科学教室・精神医学、
5）東北大学大学院神経・感覚器病態学講座精神神経科学分野、
6）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・精神神経科学、7）
奈良県立医科大学精神医学講座

P144

1）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2）大泉病院、3）埼玉県立大学保健医療福祉学部、

PS9-1

大学生の心のケアに役立つ 学校内相談施設連携の取り組みについて �����
○ 中村光、慶野遥香、榎本弘子、福井諭、高野明、大島紀人、渡邊慶一郎

シンポジウム

4）明治学院大学社会学部、5）東邦大学医学部精神神経医学講座

P145

東京大学学生相談ネットワーク本部

PS9-2

大学生の不適応を予防するために―学生相談における学業支援を考える― ��

P146
ポスター

○ 大塚秀実1）、池田政俊2）

1）帝京大学学生カウンセリングルーム、2）帝京大学大学院文学研究科臨床心理学専攻

PS9-3

通過型デイケアを基盤とした就学・就労支援のあり方について
−東大デイホスピタルの実践から− ����������������
○ 清水希実子1）、佐々本雄太2）、石橋綾1）、江口聡1）、矢島明佳1）、株元麻美1）、
藤枝由美子1）、管心1）

P147

1）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、
2）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OB

PS9-4

セーフティスクラム-研修医の精神衛生維持・
向上を目的とした自助グループの取り組み- ��������������
○ 須賀楓介1）、土居江里奈1）、菅健太郎2,3）、鈴木裕介3）、倉本秋3）

P148

1）高知大学医学部精神神経学教室、2）産業医科大学精神医学教室、3）高知医療再生機構

PS9-5

復学支援を行って〜ピアサポートを行ってみて感じたこと ��������
○ 稲垣景子1）、中村未来2）

P149

1）社会医療法人 居仁会 総合心療センターひなが、
2）ささがわ通り心・身クリニックデイケア 早期リハビリコース
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11月23日（土）1日目･24日（日）2日目
日程表

PS10-1

ポスター会場
特別会議室1･2（1F）

若者と家族のストレングスに焦点をあてた複合的支援の重要性
〜地域をフィールドとした安心のプログラム試行に向けて〜 �������
○ 藤島薫

P150

東京福祉大学

プログラム１日目

PS10-2

若者グループFriendsの活動を通じて ����������������
○ 牧野有華、藤井道美、足立孝子

P151

三重県立こころの医療センター

PS10-3

青年期病棟における金銭管理学習プログラム「おさいふの会」の試み �����
○ 小杉知子1）、柳瀬一正1）、今井紀子1）、三角純子2）

P152

1）東京都立松沢病院社会復帰支援室、2）東京都立松沢病院精神科

プログラム２日目

PS10-4

ある乳児院における養育システムへの介入と効果 �����������
○ 長谷川昌子、横山恭子

P153

上智大学総合人間科学部心理学科

PS10-5

インクルーシブ保育における臨床心理士の役割
－導入期の支援について－ ��������������������
○ 木村久美1）、笠井さつき1）、中野彩1）、木原久美子2）

特別講演

1）帝京大学心理臨床センター、2）帝京大学心理学科

理念共有セミナー
シンポジウム
ポスター
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P154

抄

録

海外特別講演 1 〜 4

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

海外特別講演１
座長：粟田 主一
（東京都健康長寿医療センター研究所）

日程表

海外特別講演1
Developing policy to enable quality of life and
quality of care in dementia

プログラム１日目

○ Sube Banerjee
Brighton and Sussex Medical School, Brighton, UK.

プログラム２日目

There can be no doubt of the magnitude or importance of the public health, policy and clinical
challenges posed by dementia. An estimated 35.6 million people worldwide are living with dementia.
This will double every 20 years, to 65.7 million in 2030, and 115.4 million in 2050. Much of the increase
is clearly attributable to increases in the numbers of people with dementia in low and middle income
countries. Not only are the numbers reason for concern, but dementia has an enormous impact on
societies. This is an epidemic that is increasing its pace with the ‘graying’ of the population around
the world. Poor recognition, under-diagnosis and stigma cause significant problems for people with
dementia and their families in countries of all sizes and communities of all income levels.

海特
外別
特講
別演
講演
理念共有セミナー

The current and future challenges of dementia require policy and action at all levels: international,
national, regional, local and individual. New treatments and ways of preventing dementia need to
be developed and tested and health and social policy need to be developed for people with dementia.
Help-seeking and the offering of help in dementia are constrained by stigma, the false belief that it
is a normal part of ageing, and by a widespread underestimation of the positive things that can be
done to help people with dementia live well. In the last decade it has become clear that there are a
multiplicity of positive interventions that can promote independence and give people with dementia
and their family carers good life quality. It has also become clear that the large majority of people
with dementia and their family carers do not benefit from these. In fact systems often seem to have
been designed to result in the avoidance of diagnosis and the consequent denial of care.

シンポジウム
ポスター

In current systems in high income countries as few as a third of people with dementia receive a
diagnosis of dementia and then usually late in the disorder, often at a time of crisis when it is too
late to prevent the harm that has been caused to the person with dementia and their family. These
issues will be considered with reference to the development of the National Dementia Strategy for
England and new models of early intervention for people with dementia.

略歴
Sube Banerjee MBE MB BS MSc MBA MD FRCPsych is Professor of Dementia and Associate Dean
at Brighton and Sussex Medical School, directing its Centre for Dementia Studies. He trained at
St Thomas’, Guy’s and the Maudsley hospitals and was for 10 years the Professor of Mental Health
and Ageing at the Institute of Psychiatry, King’s College London. Clinically he works as an old
age psychiatrist. He was for four years the Department of Health for England’s senior professional
advisor on dementia and led the development of its National Dementia Strategy. He also conducted
the national enquiry into the use of antipsychotics in dementia for the UK government. He
developed the Croydon Memory Service Model and works with industry and governments on health
systems, policy and strategies to improve health for older adults with complex needs in general and
those with dementia and in long term care in particular. An active researcher with more than 120
original papers published in peer-reviewed journals, he focusses on measurement of quality of life in
dementia, evaluation of new treatments and services, and the interface between policy, research and
practice. He has been awarded national and international awards for his work in policy and research.
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海外特別講演２
座長：渡邉 博幸
（千葉大学大学院医学研究院精神医学）

日程表

海外特別講演2
Ten Essential Shared Capabilities for the mental
health workforce

プログラム１日目

○ Mike Slade
Institute of Psychiatry, King's College London

プログラム２日目

In 2004 the Department of Health in England published the 'Ten Essential Shared Capabilities', a
framework for identifying the skills needed in the whole of the mental health work-force. These ten
capabilities are:
1. Working in Partnership with service users, carers, families, colleagues, lay people and wider
community networks.
2. Respecting Diversity by respecting diversity including age, race, culture, disability, gender,

海特
外別
特講
別演
講演

spirituality and sexuality.
3. Practising Ethically by recognising the rights of service users and their families.
4. Challenging Inequality by addressing stigma, discrimination, social inequality and exclusion.
5. Promoting Recovery by working in partnership to provide care and treatment that enables service
users and carers to tackle mental health problems with hope and optimism.

理念共有セミナー

6. Identifying People's Needs and Strengths by gathering information to agree needs in the context of
preferred lifestyle and aspirations.
7. Providing Service User Centred Care by negotiating goals.
8. Making a Difference by facilitating access to and delivering the best quality, evidence-based,
values-based health and social care interventions.
9. Promoting Safety and Positive Risk Taking by empowering the person to decide the level of risk

シンポジウム

they are prepared to take with their health and safety.
10. Personal Development and Learning through keeping up-to-date with changes in practice and
participating in life-long learning.
Progress against each of these capabilities will be outlined.

略歴

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

ポスター

Mike is a Professor of Health Services Research at the Institute of Psychiatry, King's College London, and
a Consultant Clinical Psychologist in South London. His main research interests are recovery-focused and
outcome-focused mental health services, user involvement in and influence on mental health services, staffpatient agreement on need, residential alternatives to in-patient services, and contributing to the development
of clinically useable outcome measures, including the Camberwell Assessment of Need and the Threshold
Assessment Grid. He has written over 200 academic articles and 8 books. He co-authored Making Recovery a
Reality（2008, free to download at www.centreformentalhealth.org.uk）, the most downloaded document ever
published by the Sainsbury Centre for Mental Health. His most recent books are Personal Recovery and Mental
Illness（published by Cambridge University Press, 2009 - see goo.gl/A1Ruu）, REFOCUS: Promoting recovery in
community mental health services（2011, free to download at researchintorecovery.com/refocus）and 100 Ways
to Support Recovery（2013, free to download at rethink.org/100ways）. Further information on his research
programme is at researchintorecovery.com.
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海外特別講演３
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）

日程表

海外特別講演3
Scientific knowledge about supporting recovery

プログラム１日目

○ Mike Slade
Institute of Psychiatry, King's College London

プログラム２日目

The empirical evidence about recovery is growing fast. In this talk the evidence relating
to four important questions will be reviewed. First, is it possible to define recovery?
Two understandings of recovery will be elaborated: as a subjective experience and an
observable outcome. Defining recovery from both these perspectives is possible. Second,
is it possible to measure recovery? Epidemiological prevalence rates on recovery will

海特
外別
特講
別演
講演

be presented. Recent systematic review evidence about measurement approaches will
be described, and a new measure for assessing recovery will be presented which holds
the person centre-stage whilst allowing aggregable data to be collected. Third, the
international evidence on best practice in supporting recovery will be summarised, and

理念共有セミナー

a recovery-oriented practice framework described which increasingly underpins mental
health policy internationally. Fourth, the empirical evidence base for established prorecovery interventions will be outlined. A number of evidence-based interventions will
be presented, as examples of the kinds of interventions which should be present in a
recovery-focussed mental health system. Two new interventions - Recovery Colleges

シンポジウム

and REFOCUS - will be described. In relation to all four questions, the current stateof-the-art in scientific knowledge will be presented, and key knowledge gaps and
immediate research priorities will be identified.
略歴

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

ポスター

Mike is a Professor of Health Services Research at the Institute of Psychiatry, King's College London, and
a Consultant Clinical Psychologist in South London. His main research interests are recovery-focused and
outcome-focused mental health services, user involvement in and influence on mental health services, staffpatient agreement on need, residential alternatives to in-patient services, and contributing to the development
of clinically useable outcome measures, including the Camberwell Assessment of Need and the Threshold
Assessment Grid. He has written over 200 academic articles and 8 books. He co-authored Making Recovery a
Reality（2008, free to download at www.centreformentalhealth.org.uk）, the most downloaded document ever
published by the Sainsbury Centre for Mental Health. His most recent books are Personal Recovery and Mental
Illness（published by Cambridge University Press, 2009 - see goo.gl/A1Ruu）, REFOCUS: Promoting recovery in
community mental health services（2011, free to download at researchintorecovery.com/refocus）and 100 Ways
to Support Recovery（2013, free to download at rethink.org/100ways）. Further information on his research
programme is at researchintorecovery.com.
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海外特別講演４
座長：堀田 聰子
（独立行政法人

労働政策研究・研修機構）

日程表

海外特別講演4
Management of depression and psychosis in
dementia

プログラム１日目

○ Sube Banerjee
Brighton and Sussex Medical School, Brighton UK

プログラム２日目

Although the core feature of dementia is cognitive decline, around 80% will, during the course of the illness, exhibit
non-cognitive symptoms such as agitation, aggression, psychosis, wandering, calling out, and sleep disturbance; these
symptoms and behaviour have been referred to as behavioural and psychological symptoms of dementia（BPSD）. For
the person with dementia, BPSD may be a way of communicating distress while for carers they may be a cause of
distress and a precipitant of transfer to institutional care. The underlying cause of BPSD may be discomfort due to
physical illness such as infection, heart failure or arthritis. It may also be due to basic needs not being met, for example
being hungry, thirsty, left in wet clothing, or simply missing human contact. BPSD are therefore a legitimate target for
treatment with the aim of improving the quality of life for both people with dementia and their carers.

海特
外別
特講
別演
講演
理念共有セミナー

Depression is one of the most common of the BPSD causing considerable distress, and other negative impacts. Treating it
is a clinical priority but the evidence base is sparse and equivocal. Two recent studies HTA-SADD（study of the use of
antidepressants for depression in dementia）and DIADS-II have tripled the numbers of patients studied and have yielded
negative results. Taken together they suggest that sertraline and mirtazapine, given with normal care, are not clinically
effective（compared with placebo）for clinically significant depression in dementia and there are harms associated with
their use. This implies a potential need to change current practice of antidepressants being the first line treatment of
depression in dementia.

シンポジウム

For BPSD such as agitation or aggression the treatment strategy requires the underlying cause to be identified, but
where this proves difficult or is inadequately explored, custom and practice is to use antipsychotic medication. The
association between treatment with antipsychotic drugs and increased morbidity and mortality in people with dementia is
clear. In 2009, the Department of Health in England commissioned an independent enquiry to examine the issues around
the use of antipsychotics in people with dementia（Banerjee, 2009）. The report concluded that up to a quarter of people
with dementia in the UK are prescribed an antipsychotic at any one point in time, with only 20% of these people deriving
benefit, while 1% who would not otherwise have died would do so directly due to the adverse effects of the medication.

ポスター

In this talk we will examine the data available critically, in order to address the question “what is the use of
antidepressant and antipsychotic medication in people with dementia?”

略歴
Sube Banerjee MBE MB BS MSc MBA MD FRCPsych is Professor of Dementia and Associate Dean at
Brighton and Sussex Medical School, directing its Centre for Dementia Studies. He trained at St Thomas’,
Guy’s and the Maudsley hospitals and was for 10 years the Professor of Mental Health and Ageing at the
Institute of Psychiatry, King’s College London. Clinically he works as an old age psychiatrist. He was for
four years the Department of Health for England’s senior professional advisor on dementia and led the
development of its National Dementia Strategy. He also conducted the national enquiry into the use of
antipsychotics in dementia for the UK government. He developed the Croydon Memory Service Model
and works with industry and governments on health systems, policy and strategies to improve health for
older adults with complex needs in general and those with dementia and in long term care in particular.
An active researcher with more than 120 original papers published in peer-reviewed journals, he focusses
on measurement of quality of life in dementia, evaluation of new treatments and services, and the interface
between policy, research and practice. He has been awarded national and international awards for his work
in policy and research.
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理念共有セミナー 1 〜 5

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

理念共有セミナー１
座長：池淵 恵美
（帝京大学医学部精神科学教室）

日程表

理念共有セミナー 1
運命を変える「人の力」
「人の怖さ」
〜母と、連続射殺犯永山則夫との接点から思うこと

プログラム１日目

○夏苅郁子
やきつべの径診療所

プログラム２日目

昨年、統合失調症の母と母をめぐる家族の崩壊を本に書いたが、それは私自身の摂食障害や
自殺未遂からの回復の記録でもあった。公表により「診療所には、患者さんは来ないかもしれな
い」
と覚悟したが、多くの方から励ましや共感の言葉をいただき有難かった。
私は子供を専門とする精神科医だが「こんな生い立ちを経験したうえで児童を専門にすると
は、大変、強い方なのですね」と言われることも多い。
もし強い人間であったなら、私は本に書いたような人生は送らなかったと思う。

特別講演

自分と同じ境遇の子供を診察しても、核心の部分は触れないようにして「逃げる人生」を数十
年続けてきた。精神科医であっても、家族の葛藤からの解放は容易なことではない。

理念共有セミナー

そんな私が「向き合う人生」に代われたのは、お母様のことを既に公表されていた漫画家の中
村ユキさんとの出会いだった。

シンポジウム

また、連続射殺犯永山則夫と私の母が、同時期に同じ地域で存在していたという奇遇から、
彼の精神鑑定をされた石川義博先生とお会いする機会を得た。
石川先生から、永山の犯行の背景にある「事実の重み」という言葉を聞き、自分は家族を恨んで
生きてきたが、本当に家族のことを分かっていたのだろうかと自問するようになり、今まで避
けていた母のカルテを調べるようになった。
その結果分かった事実は、私の家族観を大きく変えた。
「家族という閉塞的な空間には、外部からの助けが必要」という、家族療法の基本を、自身の体
験として改めて実感した。

ポスター

医学生の時、退学勧告まで出された私が医師になれたのは、回復に導いてくれた「人の力」だっ
た。一方で、何十年も私を苦しめた家族の葛藤を作ったのも、永山を凄惨な犯行に走らせたの
も
「人と人との関わりの怖さ」だったと思う。
今、様々な挫折により立ち止まっている若い方たちが、
「人の力」の強さを信じ、また再生・復
活のチャンスを信じられる社会であってほしいと願って、当日はお話をしたいと思います。

略歴
浜松医科大学医学部卒業
児童精神科医、医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、日本児童青年精神医学会認定医、
日本夜尿症学会会員
2000年 夫と共にやきつべの径診療所を開設、児童部門を担当
著書
心病む母が遺してくれたもの
（日本評論社）
日本のターミナルケア
（誠信書房、共著）
ターミナルケア医学
（医学書院、共著）
訳書
認知療法入門
（星和書店、共訳）
、
いやな気分よ さようなら
（星和書店、共訳）
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理念共有セミナー２
座長：山崎 修道
（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康
プロジェクト）
市橋 香代
（東京大学医学部附属病院精神神経科）
金原 明子
（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻専
門職学位課程）

日程表

理念共有セミナー 2
若者が若者を支えるということ 〜実践の現場から〜

プログラム１日目

○石井綾華
NPO 法人 Light Ring.

プログラム２日目

厚生労働省によると、若年層のうつ病患者は近年増加傾向にあるとされています。弊法人
では若年層の心の病を社会問題として捉え、
「うつ病の1次予防」を目的とした活動を行っ
ています。うつ病の１次予防のためには、セルフケアや身近にいる友人や恋人のサポート
が重要であると考えています。しかし身近なサポートは必ずしも効果があるとは言えない
現状が有ります。弊法人ではそばにいる人を大切にしたいという気持ちを
「傾聴」
などの具

特別講演

体的な力に変えて、自分と周囲の人の
「健康なこころ」
を守る、非医療者でも、そばにいる
からこそできる支援を行っています。この身近なソーシャルサポート力は、本人と周囲の
人の一次予防に役立てると考えています。

理念共有セミナー

【4つの事業】
①養成講座を受けたピアサポーター聴くトモスタッフが、同世代の悩みを聴く「聴くトモ
カフェ」
②身近な人を支えるために必要なセルフケアや傾聴スキルなどを学ぶ1日完結型の学習プ
ログラム
「ソーシャルサポート力養成講座」

シンポジウム

③悩んでいる人を支える方のための事例検討を行い、仲間を作り情報交換の場を提供する
「Light Ring Time」
④聴くトモカフェの聞き役・支え手を育てるピアサポート役を担う
「聴くトモ養成講座」
過去には講座利用後に変化のあった例がありました。その方は、必要以上に干渉しない

ポスター

ことを講座のワークで決めたことで、ご本人の大切な方が自分で自分のことを決めること
ができるようになり、お互いに距離感が調整でき、気分や体調が良くなったという変化が
ありました。このような一般市民の若者でも出来る範囲で身近な人を支え、時には自分の
悩みも打ち明けられるインクルーシブな人間関係を支援する仕組みを育てています。
本セッションでは、若者が若者を支える仕組みの現状と支える若者の声や気付きをお伝
えします。また、この機会に、皆様に少しでもうつ病の「1次予防」に関心を持って頂き、
共に取り組む仲間になって頂けたら幸いです。
略歴
特定非営利活動法人Light Ring.代表理事 / 精神保健福祉士 /SST初級指導者
20代死因第1位の自殺の背景にあるうつ病を予防の観点から解消することを目指す。
悩む本人のみでなく、友人や家族など身近な人を対象にセルフケアと総合的ソーシャル・サポート力（情
緒的支援・手段的支援・情報的支援・評価的支援）を身につける
4つの支援事業を提供。2010年1月より任意団体a.light設立。2012年2月法人化。
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理念共有セミナー３
座長：荒木 剛
（東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘル
ス講座）

日程表

理念共有セミナー 3
これからの地域精神保健〜心を育てる関わりについて〜

プログラム１日目

○門脇裕美子
東松島市保健福祉部

子育て支援課

プログラム２日目

宮城県東松島市では、震災により1,000人以上が亡くなり、現在も1,589世帯が仮設住宅
での生活を送っている。震災前に比べ、生活の多忙さや避難生活のストレス、将来への不
安の拡大等大人が抱える問題は多く、そのため子どもに関心を向けられない、必要なケア
ができない等養育上の問題に発展する事例が目立ちはじめている。また、家族関係の不
和・養育者の精神疾患発症・経済苦等、複雑多様化する問題を抱える家庭においては虐待

特別講演

やDVに発展する事例もみられる。
東松島市が抱える深刻な問題のひとつに、人口流出問題がある。震災前2011年3月1日時
点で人口は43,142人であったが、2013年9月1日現在40,344人となっており、震災後3,000人

理念共有セミナー

近くの人口減少がみられている。このような状況の中で、将来の地域の担い手である子ど
もたちが健全に育つことは地域の課題でもある。
東松島市は2013年4月より機構改革の一環として、児童福祉部門に特化した
「子育て支援
課」を新設し、
「保育班」と「子育て支援班」の２班を設置、保育事業、幼保一体化、増加傾
向にある児童虐待への対応を行っている。特に児童虐待においては、子どもの心が健全に

シンポジウム

育つための妊娠期からの予防的な取り組みや、養育者・子どもに関わる支援者が安定して
子どもに関るための支援が求められている。
教育、医療、子育て支援団体等、多岐にわたる関係機関との連携により取り組んでいる
子育て支援を振り返りながら、子どもの心が健康に育つために大切な要素について考察し

ポスター

たい。
略歴
2000年3月
2000年4月
2013年4月

宮城県総合衛生学院卒
東松島市役所
（旧矢本町役場）
入庁
現職
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理念共有セミナー４
座長：近藤 伸介
（東京大学医学部附属病院

精神神経科）

日程表

理念共有セミナー 4
施設サービスからリカバリー中心のサービスへ

プログラム１日目

○田尾有樹子
社会福祉法人巣立ち会

プログラム２日目

本邦の精神保健医療福祉サービスは、本当の意味で当事者中心のサービスになっている
とは言い難い。今回のテーマにあるリカバリーとは、障害や疾患に関らずその人らしい豊
かな人生を享受できることであり、そこへ向かう志向性のことである。長く日本では入院
中心のサービスが当たり前になっており、それに伴い地域サービスも施設中心のサービス
になっているが、それではリカバリー志向のサービスとは呼べない。

特別講演

こうしたことを考えるに至るまでの、当会の発足からの歴史を振り返る。利用者のニー
ズに応えることは巣立ち会の原点であった。最初に行ったのは退院支援･地域移行支援で
ある。7万人とも言われている社会的入院者の存在が指摘されても精神病床は相変わらず

理念共有セミナー

世界一多く、退院促進支援は10年近く厚生労働省の事業として全国で行われたがあまり実
績がないままに終了となっている。そうした現実をふまえて、当会では粛々と平均入院期
間10年以上の人たちを毎年数名から時には20名以上退院させ続けてきた。そして、長期の
入院患者さんからの学びで、少しでも慢性化しないための支援、少しでも入院を避けら
れるような支援を行ないたいと強く感じて、早期発見･早期支援の事業を始めた。また自

シンポジウム

殺者の増加やうつ病者の増加という社会的現象に対して何かの支援が考えられないかと思
い、うつ病のリワーク支援を開始した。さらに今年の4月から英国をモデルにリカバリー
カレッジという講座を立ち上げた。ピアスタッフが講座運営の半分以上を担っている。
このように巣立ち会が行ってきた事業は、制度や枠組みにとらわれず、現在或いは将来

ポスター

において必要な支援は何かということであった。そうした活動の中で、何を切り口に利用
者の支援に当たるかという時、当事者である本人が、自分らしく生き生きと主体的に自分
の希望に向かって、
自分が選択した道を歩んでいく事が最も回復につながると感じてきた。
それが我々の考えるリカバリー志向の支援である。
略歴
田尾有樹子
		

社会福祉法人 巣立ち会 理事長
精神保健福祉士、臨床心理士

1978		
1978		
1992		
2002		
2003		
2004		
2009		
2010		

上智大学文学部教育学科心理学専攻卒業
医療法人社団欣助会吉祥寺病院勤務
任意団体巣立ち会設立
社会福祉法人巣立ち会設立 理事就任
吉祥寺病院退職
日本社会事業大学通信教育科精神保健福祉士課程勤務
日本社会事業大学退職
社会福祉法人巣立ち会に専念 理事長に就任
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理念共有セミナー５
座長：笠井 清登
（東京大学大学院医学系研究科精神医学分野）

日程表

理念共有セミナー 5
「ビッグツリー」―私は仕事も家族も決してあきらめない―

プログラム１日目

○佐々木常夫
株式会社東レ経営研究所

特別顧問

プログラム２日目

私の子ども3人のうち長男は自閉症という障害を持って生まれた。
学校はトラブル続きで、いじめや不登校の問題もあり私は毎月のように学校に行かざるを
得なかった。
一方、妻は1984年に急性肝炎で入院し、ほとんど3年間は病院生活をし、1997年以降は肝
硬変とうつ病で入退院を40回ほど繰り返し自殺未遂も３回するという状況。

特別講演

子どもが小さいときは、毎朝5時半に起きて、子どもの朝食と弁当を作るなど、家事と介
護と仕事に多忙な生活だった。
そうした事情もあり私は仕事を徹底的に計画的・効率的にすることとし、それなりの結果

理念共有セミナー

も出してきた。
私が東レ経営研究所の社長になったあとは、妻への対応が可能になったこともあり、2003
年以降彼女のうつ病は回復に向かった。
身体障害や精神疾患の方々は日本に750万人もいる。
にもかかわらず世の中が健常者ばかりのように見えるのは、そうしたハンディを自分たち

シンポジウム

家族だけで受け止め公にしないことも一つの理由だろう。
障害や病気は恥ずかしいことではなく、誰でもが等しく持つリスクである。
みんな重い荷物を抱えて生きていて、少し手を差し伸べることが大きな力になる。
これからの社会は少子高齢化が進み、家族の単位も小さくなる中、家族の問題を家族だけ

ポスター

で支えていくのは難しくなる。家族は社会で支えていかなくてはならないと思う。
私の場合は最後に神さまからすばらしいプレゼントをいただき、今、家族は大変幸せであ
る。
略歴
秋田市生まれ
6歳で父を亡くし4人兄弟の次男として母の手ひとつで育つ
自閉症の長男とうつ病の妻を持つ
肝臓病をも患う妻は20年の間に43回もの入院，3回の自殺未遂を起こす
育児、家事、介護に追いかけられる状況の中で、破綻会社の再建やさまざまな事業改革に取り組む
2001年、取締役就任 2003年東レ経営研究所社長
その著書
「ビッグツリー」
が反響を呼びさまざまなメディアに取り上げられる
2011年ビジネス書最優秀著者賞を受賞
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シンポジウム１
精神保健・予防における倫理原則
座長：村井 俊哉
（京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座（精
神医学）
）
山崎 修道
（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康
プロジェクト）

精神保健サービスの三本柱である「倫理原則」「科学的根拠」「経験知」のう
ち、
「倫理原則」は最も重要です。あらゆる保健医療サービスにおいて、い
くら理論上・経験上効果があったとしても、倫理を欠いた治療や支援は許さ
れません。
「何のために精神保健サービスを行うのか？」
「誰のための精神保
健サービスなのか？」こういった倫理原則への問いは、普段は意識しづらい
ものですが、サービス提供の現場に深く影響を与えています。倫理原則が明
確にされず、関係するすべての人々の間で話し合われないままにサービス提
供が進むと、目指す方向性の違いが後になって露呈し、完全な失敗に終わり、
甚大な影響を与えることもあります。倫理原則に最終的な正解はありません
が、様々な立場の人が集まり、常にオープンに話し合い続けることが重要で
す。本シンポジウムを、今後様々な立場の人が、精神保健予防における「倫
理原則」について話し合い続けられるためには何が必要かを提起し、これか
ら私たちが「倫理原則」を作り続けていく契機にしたいと考えています。

精神保健・予防における倫理原則

日程表

S1-1

当時者の立場から考える
精神保健医療と研究は、本気で予防しているのか

プログラム１日目

○黒川常治
ピア・サポータ

ピア・カンウセラー

プログラム２日目

私は30歳になる前にうつ病を患い、生きづらさを抱えながらも地域で暮らしています。そ
の間、ピア・カウンセラーとしてたくさんの方の声を聞いてきました。精神疾患当事者は
もちろん、ご家族、パートナー、友人、支援者などいろいろな立場の方の声もうかがって
きました。そうすると、現実問題として目の前に精神疾患と向き合わざるを得ないでいる
のに、誤解や思い込み、噂に振り回されている方がたくさんいらっしゃるのに気づかされ

特別講演

ます。こんなに情報過多な社会で健全な情報がなかなか発信されず、
間違った情報が広まっ
ているのです。私は、予防には健全な情報を伝えるのが一番だと思っています。またこん
なに問題が深刻になるまで結果的に放って置いている社会が不思議です。もっと専門知識

理念共有セミナー

を持つ医療や、研究者、政府から本気で予防、そしてこれ以上悪化しないようにして欲し
いと思います。
当事者として、ピア・サポータ、ピア・カウンセラーの立場からも、どんな声を聞いて、
そしてどんな情報が必要でそして足らないかを、
いろいろな立場の
「当事者性」
も踏まえ
『予
防』を軸にお話したいとおもいます。

シンポジウム
ポスター
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日程表

S1-2

精神保健・予防における倫理原則

社会的包摂：生活困窮者の調査から

プログラム１日目

○岡村毅 1,2）
1）東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と介護予防研究チーム
2）東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 臨床神経精神医学

プログラム２日目

東京のいわゆるドヤ街を中心に1000人以上の生活困窮者（ホームレスや元ホームレスな
ど）を支援するNPO団体がある。最も困難な課題を抱えるものを支援するという点で、心
を病むものを支援する精神医学とホームレス支援は、使命や情熱を共有する。精神医学と
異なり学問体系や診療報酬といったよりどころがない中で実践と通してより良い社会を目

特別講演

指してきた彼らは、強靭な方法論を具えているように思われる。また、彼らが必要に迫
られて構築してきた支援システムは、諸外国のホームレス支援の展開（米国のSupportive
Housingや英国のWelfare to work）とも整合する。当日は彼らの支援の方法論を精神医学
の観点から評価したい。

理念共有セミナー

彼らの現在の課題は、1）
触法精神障害者の受け入れ先がないため断らないことを信条と
する彼らの施設に多く集まること、2）
増加する被支援者の自殺関連行動への対処法、3）
一
部の被支援者が大量の向精神薬を投与されていること、である。現代の精神医学と共有す
る課題が多いように思われる。

シンポジウム

当日はさらに彼らと演者が協力して行った研究の成果を簡単に提示する。また、研究成
果を制度設計のためのエビデンスとしてどのように使っていくべきか問題提起をしたい。
なお、生活困窮者においては、私たちの社会がもつ問題がさまざまな層で顕在化してい
る；すなわち貧困、単身、独居、高齢、地域社会の喪失、社会関係資本、複数の慢性的身
体疾患、健康格差、認知機能低下、住まい喪失とホームレス化
（あるいは施設入所）
、終末

ポスター

期ケア、などである。精神医学は、この領域で果たすべき重要な使命をもつ。精神医学の
限界を自覚したうえで、ことさらに限界を唱えるのではなく、学際的で、開放的で、もっ
と社会に役に立てる精神医学でありたいというのが、演者の姿勢であり倫理である。
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精神保健・予防における倫理原則

日程表

S1-3

何のため、誰のための精神保健医療サービスなのか？
支援者の立場からみた「当事者中心」

プログラム１日目

○山崎修道
東京都医学総合研究所

心の健康プロジェクト

プログラム２日目

日本の精神保健医療サービスは，21世紀に入って，地域支援や就労支援を始め，病院中心
から地域中心へようやく移行し始めました．私自身は，ちょうど21世紀最初の年
（2001年）
から精神保健医療サービスの現場で支援を始めました．これまでの10年間の変化を現場で
感じている世代に当たります．当初は病院デイケアでの支援からスタートし，就労支援，
早期支援，そして現在は世田谷区でのコミュニティ活動に関わっています．

特別講演

支援の場が病院からコミュニティへ移っていく中で，自分自身の意識も変わっていきまし
た．特に最近では支援を受ける
「当事者」
が一体誰なのか，支援はいったい誰のためのもの
なのかということをよく考えさせられています．発表では，自らの経験を振り返らせてい

理念共有セミナー

ただきながら，若手の一支援者の立場で考える精神保健医療サービスのあるべき姿につい
て，話題提供させていただき，議論のきっかけとしていただければと考えています．

シンポジウム
ポスター
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日程表

S1-4

精神保健・予防における倫理原則

精神科医療実践における多元主義

プログラム１日目

○村井俊哉
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座（精神医学）

プログラム２日目

「多元主義」
（Ghaemi, 2004）
という考え方が精神医学において注目されています。
精神科の診断や治療の場面には、
多岐にわたる視点や方法が存在します。それらの中で、
ある特定の視点や方法だけが唯一絶対であると考えるのが
「教条主義」
、さまざまな視点や
方法をとりあえず組み合わせておこうと考えるのが「折衷主義」と呼ばれます。
「多元主義」
は、
「教条主義」
、
「折衷主義」
のいずれとも異なり、多岐にわたる視点や方法の中から、時々

特別講演

の問題に取り組む上で最もふさわしいものをその都度選び取っていこう、という考え方で
す。さまざまな立場の人が支援に携わる精神保健サービスの現場は、この
「多元主義」
とい
う考え方が馴染む領域です。

理念共有セミナー

精神保健サービスの現場では、そこにかかわる人のほとんどが、その領域における豊富
な経験的・科学的知識に加え、強い情熱をもっています。しかしながら、それぞれの価値
観や方向性は、時に大きく異なることもあり、それらを調整することは容易ではありませ
ん。このような状況での
「多元主義」
的なチーム医療・支援の実践は、１．それぞれが自分
の価値観・方向性を明るみに出す、２．異なる価値観・方向性にも敬意を払う、３．対話

シンポジウム

を通じて、個別の課題にとって最も適した方向性を選択する、というイメージになります。
精神科医療サービスの現場では、
何が正解で何が不正解かを決め難いことが頻繁ですが、
一方で先延ばしにできない判断・行動を求められ続けます。
「多元主義」は、どの方向性が
最も優れているかについては教えてくれませんが、最も優れた方向性を選び取るための手

ポスター

続きを示しているといえるでしょう。
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シンポジウム２
精神保健・予防における科学的根拠
座長：島津 明人
（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）

わが国における労働者のメンタルヘルス不調者は増加の傾向にあり，労働者
の健康の保持・増進，事業場における安全・生産性の確保の観点から，その
未然防止（第一次予防）は労働者・使用者双方にとって，優先順位の高い課
題となっている。しかしながら，労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防
として科学的有効性が確認されている労働者個人向けストレス対策，管理監
督者の教育研修，職場環境等の評価と改善は，なお全事業場の一部でしか実
施されていない。
本シンポジウムでは，科学的根拠に基づいたメンタルヘルス不調の第一次予
防対策の現状と今後の課題について，企業のメンタルヘルス担当者を交えて
議論し，わが国の事業場に第一次予防対策を普及・浸透させるための方策に
ついて考えたい。

日程表

S2-1

精神保健・予防における科学的根拠

管理監督者の教育

プログラム１日目

○堤明純
北里大学医学部公衆衛生学単位

プログラム２日目

【はじめに】
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止
（第一次予防）
は事業場における健康管
理の優先順位の高い課題となっている。管理監督者の教育研修は、一定の科学的有効性が
確認されているものの、我が国の事業場における実施率は高くない。事業場でメンタルヘ
ルス対策を推進できない理由として、
人員の不足とともに、
「取り組みの仕方が分からない」
という要因が挙げられており、ガイドラインの作成やマニュアルの整備により、対策の推

特別講演

進が図られることが期待される。
【方法と結果】従業員の心理的ストレス反応をアウトカムとした内外の効果評価研究をレ

理念共有セミナー

ビューし、管理監督者教育についてのガイドラインを作成した。対象の選定、研修内容・
形式、研修頻度・期間について研修の有効性が認められている推奨項目と、有効性に関す
る専門家のコンセンサスが得られた項目を提示した。ガイドラインでは、それぞれの根拠
とコンセンサスおよび研修を実施するにあたって何をなすべきかを示した。各推奨項目に
は、無作為化比較試験の成果に基づく項目（A）
、観察研究の成果に基づく項目（B）
、研究

シンポジウム

成果はないものの多くの専門家が有効と考えている項目（C）
、のように根拠の強さに応じ
てランクを示した。
ガイドラインは、職場のメンタルヘルス対策として重要な管理監督者研修を企画・実施
する際に推奨される事項を提供するものとして、主にライン管理職を対象とした管理監督

ポスター

者向けメンタルヘルス研修の企画・実施に、直接・間接に関わる可能性のある担当者が活
用することを念頭に置いて作成した。さらに、実行可能性が高まるよう好事例を追加した
マニュアルを作成した。
【まとめ】これまで経験を基になされてきた研修に対して、少なくとも根拠のある項目や、
多くの専門家が有用とする項目を掲載したガイドラインは、取り組み方が分からないとさ
れる事業場などで、メンタルヘルス第一次予防策の推進に資するものと考えている。
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精神保健・予防における科学的根拠

日程表

S2-2

職場というコミュニティにおける科学的根拠に基づく精神保健・予防
職場環境改善を通じたメンタルヘルス不調の第一次予防対策の現状と課題

プログラム１日目

○吉川徹
公益財団法人労働科学研究所

プログラム２日目

職場のメンタルヘルス対策の一つとして、職場環境改善活動に注目が集まっている。職
場環境改善活動は、ストレス反応の軽減やパフォーマンスの向上、職務満足度の増加など
への効果があることが示されており、またメンタルヘルス不調が発生した後の事後的な対
応ではない。このことから、職場改善活動が効果的に行われれば、未然にメンタルヘルス
不調の発生を防ぐための、より積極的な活動
（第一次予防）
に位置づけられる。

特別講演

一方、メンタルヘルス不調者の未然防止としての職場環境改善の実施には、その実施に
あたってのいくつかの困難も指摘されている。心の不調一次予防策としての職場環境改善
は、開始するきっかけ、その位置づけと実施体制づくり、用いられるツールやフォローアッ

理念共有セミナー

プの取り組みなどが多様である。職場というコミュニティにおける健康増進策の中にどう
いう内容をどう位置づけていくかも課題である。
上記の課題を解決する一助として、2012年に厚労省研究班（班長：川上憲人）において、
労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防における職場環境等の評価と改善の普及・浸透
に関する科学的根拠に基づく（Evidence based Medicine: EBM）ガイドラインの開発が行

シンポジウム

われた（文献）
。このEBMガイドライン案では、
「計画・組織づくり」
「実施手順の基本ルール」
「実効性のある改善策の提案」
「実施継続」の4領域に推奨8項目とヒント4項目の計12項目の
視点をまとめている。
本報告では上記のEBMガイドラインで整理された科学的知見を踏まえながら、職場の

ポスター

メンタルヘルス一次予防支援により国内の多業種で広がっている職場環境改善活動の事例
を取り上げ、活動の成果と参加型活動支援に取り組むさいの課題を整理する。
文献：吉川徹、吉川悦子、土屋政雄、小林由佳、島津明人、堤明純、小田切優子、小木
和孝、川上憲人. 職場のメンタルへルスのための職場環境改善の評価と改善のためのガイ
ドライン．産業ストレス研究 2013; 20（2）: 135-145.
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日程表

S2-3

精神保健・予防における科学的根拠

企業人の立場から
（職場のメンタルヘルスの取組みと課題について）

プログラム１日目

○池亀肇
株式会社

日立システムズ

安全衛生管理センタ

プログラム２日目

私は日立システムズという企業で、入社以来、主に人事労務関係の担当者として勤務し、
現在は、安全衛生管理センタという部署で、
社内の安全衛生、
健康管理業務を行っています。
当社は2011年10月に日立電子サービスと日立情報システムズが合併してできた日立製作
所のグループ会社で、従業員数約1万人中、システムエンジニア（SE）が5割強を占めるIT
企業です。

特別講演

会社合併以降、組織や制度の統合をはじめとする事業遂行における枠組みの改革を実行
してきましたが、その一方で、職場実態としては、日々の業務に追われ
「コミュニケーショ
ン不足」、
「時間外労働の長時間化」
、
「メンタルヘルス不調等の体調悪化」
などの閉塞感が拭
いきれずにいました。

理念共有セミナー

職場のメンタルヘルス活動は、産業医・保健師等による面談や各種講演会・研修の開催、
ストレス診断、職場復帰支援プログラムの実行などを行っていますが、メンタルヘルス不
調による休業者数は漸増傾向にあり、健康管理の重要課題として位置づけられているのが
現状です。

シンポジウム

このような状況下、従業員一人ひとりがいきいきと楽しく会社生活を送り、当社で働く
ことに喜びを感じ、前向きに業務に向き合うことが必要不可欠であると考え、今年、
「社
員キラキラ☆ＵＰ運動」
という全社職場活性化運動が展開されました。
この運動は、
「安全と健康の強化・充実」
「コミュニケーション促進」
「エンゲージメント
強化」
「ダイバーシティ推進」の４項目を柱に推進しており、その中において職場のメンタ

ポスター

ルヘルス活動は、
「メンタルヘルスへの意識改革」
と
「コミュニケーション活性化」
をベース
に「元気で明るい職場」
、
「会社に来るのが楽しい！と思える職場環境づくり」
に向けて取り
組んでいます。
職場のメンタルヘルスの重点が２次・３次予防から１次予防へシフトしてきた現在、上
司の役割にも変化が起きています。従来は、心の問題は専門家に任せなさい、素人対応は
症状を悪化させてしまうといった指導が徹底され、部下の変化に気づき医療スタッフへつ
なげていくということが上司の大きな役割の一つでした。しかしながら、
現在は、
社員個々
の強み、自分の職場の強みを理解し、積極的に活かしていくといった役割が求められ、職
場のメンタルヘルス活動の中心的役割を担う立場になってきたと思います。
今回は、企業内精神保健活動において私が企業人
（安全衛生管理センタの一員）
としてど
のような点に留意しているかを交えながら、職場のメンタルヘルスにおける当社の取組み
と課題についてご報告させて頂きます。
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精神保健・予防における科学的根拠

日程表

S2-4

個人向けストレスマネジメント教育

プログラム１日目

○島津明人
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野

プログラム２日目

わが国における労働者のメンタルヘルス不調は増加の傾向にあり，その未然防止（第一次予防）
は事業場における健康管理の優先順位の高い課題となっている。メンタルヘルス不調の第一次予
防においては，
「労働者個人向けストレスマネジメント教育」
「管理監督者教育」
「職場環境等の評価
と改善」の3つの主要なアプローチがある。このうち，個人向けストレスマネジメント教育は，労
働者のセルフケア能力の向上を目的としており，自己のストレスに早期に気づき，適切に対処で

特別講演

きるようになることを支援する。
個人向けストレスマネジメント教育（セルフケア）の効果については，数多くの研究成果が国内
外で蓄積され，どのような対策を行えば，セルフケア能力の向上やストレス反応の低下につなが
るかについての科学的根拠が整理されるようになってきた。しかしながら，これらの科学的根拠
を参照するだけでは，対策を実際に事業場で実施することが難しい状況にあった。なぜなら，ど
のような工夫が事業場での実効性の向上に役立つかについての情報が不足していたからである。
このような背景を踏まえ，厚生労働省の研究班「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の
浸透手法に関する調査研究」
（主任：川上憲人東京大学教授）では，個人向けストレス対策（セルフ
ケア）の効果を無作為化対照試験ないし比較対照試験によって評価した研究，およびそれらの研
究をメタ分析した研究をレビューして，セルフケアを普及・浸透させるためのガイドラインを新
しく作成した。ガイドラインには，労働者のストレス反応の低減に有効と判断された対策を，事
業場でどのように計画・準備し，どのように実施すればよいかについてのポイントが提示されて
いる。

理念共有セミナー
シンポジウム

本マニュアルは，ガイドラインで提示された内容を，事業場で実施するためのポイント（留意

ポスター

すべき点，工夫点）を手引きとしてまとめたものです。このマニュアルを活用することによって，
ガイドラインの内容をより手軽に，かつ正確に実施できるようになることが期待されます。
本マニュアルは，個人向けストレス対策（セルフケア）の基本的な考え方とセルフケア教育を効
果的に行うためのポイントを紹介したうえで，ガイドラインの概要（作成手順，内容）と実施上の
ポイントを提示しています。
なお，本研究班では，このマニュアルのほかに，マニュアル（実践編）も作成し，3つの異なる
実践例を提示しています。これらの実践例は，参加者が勤務する企業や事業場の規模や業種・職種，
プログラムの形式や内容がそれぞれ異なっており，読者がプログラムを提供しようとする企業や
事業場の特徴に合わせて，適宜アレンジできるようになっています。また，実践例には，プログ
ラムで用いる各種資料（配布資料，ワークシートなど）が豊富に提示されており，マニュアルの内
容と手順にしたがいながら，すぐにでもセルフケア教育が行えるようになっています。
平成23年度では，ガイドライン（暫定版）の内容を精査し最終版を作成するとともに，ガイドラ
インで提示された内容について，事業場で実施するためのポイント（留意すべき点，工夫点）や資
料をまとめたマニュアルを作成した。ガイドラインとマニュアルの双方の活用によって，科学的
根拠にもとづくセルフケアが，事業所にこれまで以上に普及・浸透することが期待される。
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シンポジウム３
精神保健・予防における経験知
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講座 精神障害リハ
ビリテーション学分野）
井上 秀之
（医療法人睦み会 城西病院）

各国における精神保健への取り組みや様々なエビデンスから、大規模な精神
科病院を中心とする精神保健サービスは失敗に終わり、新しい解決策として、
病院とコミュニティでのケアを組み合わせた「バランスのとれたケア」が提
唱され、先進諸外国において実践されてきている。一方、我が国においては、
精神科病院中心の仕組みが存続され、人材や財源の病院からコミュニティヘ
の移行は、遅々として進んでいないのが現状である。本シンポジウムでは、
そのような中、それぞれの立場で、コミュニティベースの精神保健サービス
を実践してきたシンポジストに、貴重な経験知をご講演いただき、今後、日
本において「バランスのとれたケア」を確立していく上での重要なポイント
や課題を共有する場に出来ればと考えている。

S3-1

日程表

精神保健・予防における経験知

ふつうの場所でふつうの暮らしを

プログラム１日目

○田島良昭
社会福祉法人南高愛隣会

南高愛隣会
（コロニー雲仙）
は、長崎県雲仙市に拠点を置く社会福祉法人

プログラム２日目

社会福祉法人

である。現在は、長崎県全域で54の事業所を設置し、知的障がい者を中心に約2,000名の
利用者を支援している。
1970年代、知的障がい者福祉の主流は、郊外の施設に障がい者を集め、集団で処遇を行
う「入所型施設」
であった。当法人においても、1978年4月、知的障害者入所授産施設
「雲仙

特別講演

愛隣牧場」
より、活動をスタートさせた。しかし、入所者が漏らした
「お弁当を持って働き
に出たい」
「お家に帰りたい」という言葉を受け、一貫して、地域という「ふつう」の場所で
の「ふつう」
の暮らしを追及してきた。

理念共有セミナー

その方向としては、
「労働」
と
「暮らし」
の二つに大きく分かれる。
一般事業所での就職を目指し基本的な教育や訓練を行う一方で、その取り組みを元に、
労働省に対しても施設に入所している人が一般事業所等で2年間職場実習を行い職業能力
を開発する事業や、知的障がい者の福祉工場制度等を提案。
暮らしにおいては、小舎を基本に建築した住宅や地域の借家を利用した、少人数の暮ら

シンポジウム

しを積極的に進めた。この取り組みは1989年に
「地域生活援助事業
（グループホーム）
」
とし
て制度化された。
障害者総合支援法の「就労移行支援事業」
「就労継続支援A型事業」
「就労継続支援B型事
業」、
「グループホーム・ケアホーム
（共同生活援助事業・共同生活介護事業）
」
は、これらの

ポスター

取り組みを元に制度化されたものである。
二つの取り組みが両輪となり、全国の入所型施設において、地域へ出る者の平均が2％
を切る中で、毎年平均して定員の約12％を施設から社会の中へ送り出してきた。2007年3
月には2つの入所型施設
「雲仙愛隣牧場」
「コロニー雲仙更生寮」
を閉園した。
近年では、結婚推進事業
「ぶ～け」
を法人自主事業で開設し
「愛する人との生活」
を推進す
ると共に、地域生活定着支援センターをはじめとする罪を犯した障がい者・高齢者が刑務
所に戻らないための支援、重度の精神障がい者を地域で支える「ACT（包括型地域生活支
援プログラム）
」
も取り組んでいる。
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日程表

S3-2

精神保健・予防における経験知

アウトリーチという両刃の剣

～ ACT-Kの経験から

プログラム１日目

○高木俊介
たかぎクリニック

プログラム２日目

精神障害者に対する新たな援助の方法として、アウトリーチが注目を集めている。
アウトリーチは、80年代以降精神医療･福祉を席捲してきた生物学的精神医学を背景とし
た薬物療法、認知行動療法など狭義の医学的治療による楽観主義が後退し、環境を含めた
疾患と障害全体としての支援が必要との認識に立って、その必要性が主張されてきたもの
である。

特別講演

表出される症状やその経過も含めて、統合失調症という障害をもった人の、生活上の困
難に対する反応であるという見方は、その困難が生じた生活の現場での解決を要する。
ACTのように、多職種の専門家によるチームで行うアウトリーチは、そのような要請に

理念共有セミナー

もっとも適した援助形態である。
精神障害者に対するアウトリーチは、医師の往診やソーシャルワーカーのケアマネージメ
ントという形で、従来からの経験の積み上げがある。その上に、演者はACT-Kという組
織によってACTプログラムを実践してきた。その経験から、アウトリーチが統合失調症
を持った人々と家族などその周囲の人々の援助にとってどのような効果があるかを報告す

シンポジウム

る。また、今後組織化され広がって行くであろうアウトリーチがもつ危険性についても警
鐘を鳴らす。

ポスター
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精神保健・予防における経験知

日程表

S3-3

『チーム』で行う退院支援・地域定着

プログラム１日目

○渡邉博幸 1,2,3）
1）千葉大学大学院医学研究院精神医学、2）国保旭中央病院神経精神科、
3）千葉大学社会精神保健教育研究センター治療・社会復帰支援研究部門

プログラム２日目

目的） 当事者にとって使いやすく役に立つ精神保健医療福祉サービスの実現には，多く
の関係者の協働が不可欠である。演者らは，ある有床総合病院精神科存続の危機を解決す
るため，2009−2010年度にかけて，
『精神科病床ダウンサイジングとアウトリーチ移行』
プ
ロジェクトを行った。その経験から，退院支援と地域定着のための
『多職種協働』
の実際と

特別講演

課題を述べる。
方法） 2009年当時，101名の長期入院者は，重い生活障害を伴っており，性急な退院によ
り回転ドア化することが必至であった。そこで，１）
訪問看護ステーション
『旭こころとく
らしのケアセンター』
を開設した。また，科内の多職種の業務を見直し，２）
『コミュニティ

理念共有セミナー

ケア実務グループ』を編成し，訪看と協働して，生活支援や制度利用促進，地域諸機関と
の連携を計った。さらに，３）
『居住支援グループ』を作り，家族や地域生活拠点を失って
いる長期入院者のための住まいを確保した。
2010年は，病床削減に引き続き，入院ケアの質を高める工夫を試みた。地域ニードの高

シンポジウム

い精神科救急入院を維持し，New Long Stayを防ぐため，非自発入院時，急性期からケア
マネジメントを導入する仕組み“SACHICO”を作った。
結果） 2009−2010年度にかけて，精神科4病棟から2病棟に，180床から80床に削減した。
訪問看護ステーション訪問件数は，開設当初月はのべ150件が，2012年度は月400件を越え
るまでとなった。平均在院日数は350日から60日に減少した。

ポスター

結論） 多職種協働・チームアプローチは，退院支援・地域定着を達成するための有効な
手立てであるが，同時に，支援スタッフにとっても，燃え尽きを防ぎ，働きがいのある労
働環境を提供する。しかし，スタッフ間の信頼構築や集団感情への配慮が欠けると，無理
な個人的負荷や労働疎外が生じる危険性もあり，組織行動学的な理解と工夫を要する。
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日程表

S3-4

精神保健・予防における経験知

アウトリーチ推進モデル事業を用いた地域移行の試み

プログラム１日目

○水本多恵、井上秀之、森真弓
医療法人睦み会

城西病院

プログラム２日目

【目的】
わが国の精神科医療においても、
「入院中心から地域生活中心へ」
施策の変遷が遅ればせな
がら示され、病院とコミュニティでのケアを組み合わせた
「バランスがとれたケア」
の重要
性が認識されるようになってきた。その実現のためには、精神科病床の87％を占める民間
精神科病院自身の変化が不可欠である。

特別講演

【方法】
国は、精神障害者の地域移行施策として、2003年度から退院支援に向けた事業を行ってき
たが、2011年度より、アウトリーチ（訪問）による支援により、
「入院」という形に頼らず、

理念共有セミナー

まずは「地域で生活する」ことを前提とするサービスを持つことを目標に「精神障害者アウ
トリーチ推進事業」
を開始した。①アウトリーチチームの設置、②事業評価委員会の開催、
③医療機関による地域移行の支援を主な事業内容とし、将来的には一般制度化（診療報酬
等）を目指して評価指標や事業効果について検証を行っていくものとも位置づけられてい
る。当医療法人においては、本事業を核に、徳島市中心地にある「とくしま こころとくら

シンポジウム

しのサポートセンター ビオス」を地域医療のセンターとして、病院中心の医療から地域医
療への移行に取り組んでいる
［https://sites.google.com/site/kokorotokurashi］
。
【結論】
モデル事業としては、現在までに25名を対象者として支援してきた。兼務も含め10名程度

ポスター

のスタッフ全員が支援の傍ら、定期的な研修会への参加などを通じて研鑽してきた。精神
科病院が病床を削減しながら、理念に基づいたチームを作り、勤務する職員の考え方・働
き方を変遷出来れば、これらが精神科医療・福祉にもたらす可能性は限りなく広いと考え
ている。
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シンポジウム４
生活と人生を支える脳
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）
福田 正人
（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学）

人は、対人関係を結び社会（リアルワールド・コミュニティ）のなかで主体
として生活していきます。生活のなかの行動を支えているのは脳です。そう
した生活の積み重ねである人生において、人はアスピレーションを抱きそれ
に向けて自己実現・自己発展を図っていきます。それらを支えているのも脳
です。そうした自己発展を促進しまた破綻を支援することがリカバリーと言
えます。いっぽうでそうした生活と人生の経験を通じて、脳は発達・成熟し
ていきます。このように、精神医学・保健・福祉が対象・目標とする、個人
の生活・人生の支援やこころの健康社会の構築を考える枠組みのなかに、脳
を的確に位置づけることが重要であるとの認識から、本シンポジウムを企画
いたしました。

日程表

S4-1

生活と人生を支える脳

臺式簡易客観的精神指標（UBOM）と抑うつの客観評価

プログラム１日目

○後藤大介

、吉田久美 2）、藤本聡 4）、矢部博興 1）、丹羽真一 5）

1,3）

1）福島県立医科大学 医学部 神経精神医学講座、2）福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター、
3）一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 精神科、4）公益財団法人星総合病院附属 星ヶ丘病院、
5）福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座

プログラム２日目

【目的】
健常者における臺式簡易客観的精神指標（Utena’s brief of measures: UBOM）の成績への
影響因子を調べ、本検査が疾病予防やスクリーニングなど精神保健に役立てられる可能性
を検討する。

特別講演

【方法】
健常者を対象とし、UBOMとgeneral health Questionnaire12項目版（GHQ-12）によって、
精神機能と精神健康度を評価した。
UBOMは、情報の入力系、高次処理系、出力系、そして観念表象系という広汎な精神

理念共有セミナー

機能を簡易かつ客観的に測ることのできる精神生理検査バッテリーである。UBOMによっ
て、入力系はpulse rate difference（PRD）
、高次処理系はdegree of randomness（DOR）
お
よびmean randomizing time（MRT）
、出力系はruler catching time（RCT）という定量指
標が、観念表象系については画型
（普通画・異型画）
という定性指標が求められる。

シンポジウム

GHQは、軽度な精神医学的障害をスクリーニングするための自記式質問紙法である。
本研究では、質問項目が少なく簡便であることから、GHQ12項目版（GHQ-12）を用いた。
GHQ-12は、第1因子（不安・抑うつ項目）と第2因子（活動障害項目）の2因子によって構成さ
れ、総得点が高いほど精神健康度が低いとされる。
UBOMの各指標と、対象者の年齢、およびG HQ-12の総得点、第1因子、第2因子との関

ポスター

連を統計学的に検討した。
【結論】
GHQ-12総得点の場合、RCTについて、有意な関係を認めた。その他の指標について、有
意な関係は認められなかった。
また、GHQ-12の第1因子と第2因子の場合、PRDについて、年齢と各因子に有意な関係を、
RCTについて、年齢と第2因子に、MRTについて、年齢と性別および年齢と第一因子につ
いてそれぞれ有意な関係を認めた。その他、DORと画型についてはいずれの有意な関係
は認められなかった。
健常者におけるUBOM各指標の成績について、年齢やGHQ-12による精神健康度が各々
異なる影響を与えていた。
今後これらの結果について、さらに詳細な分析と検討を加え、健常者における精神機能
に対する知見を蓄積することで、UBOMによる精神障害のスクリーニングや、リスク要
因の検出および疾病予防につながると期待される。
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日程表

S4-2

生活と人生をささえる脳機能
－NIRSによるリアルワールド脳機能画像

プログラム１日目

○福田正人 1）、成田秀幸 1）、須田真史 1）、成田耕介 1）、武井雄一 1）、山口実穂 2）、
桜井敬子 1）、佐藤利正 1,3）
1）群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学、2）群馬大学医学部医学科、3）群馬県立太田女子高等学校

プログラム２日目

「生活と脳」
が対語として用いられることは少ない。脳は研究室で科学により解明される
のに対して、生活は複雑な現実のなかでその時々に行われるものだからである。しかし、
日々の生活の行動も、長い人生の歩みも、すべては脳機能にもとづいており、生活と脳は
表裏一体である。脳は、生活と人生を可能にするために進化し発展し最適化されて、さま

特別講演

ざまな機能を実現するに至った臓器である。
システムとしての脳機能という視点から見ると、脳科学は1950年代の「理性脳」
（感覚・
記憶）→ 1970年代の「感情脳」
（情動・感情）→ 1990年代の「社会脳」
（対人関係）→ 2000年代
の「自我脳」
（意志・自我）
という時系列で発展してきている。脳科学の対象が感情や人間関

理念共有セミナー

係や自我機能へと拡大することで、精神症状
（精神病理学）
、心理的治療
（精神療法）
、ここ
ろの病（精神疾患）という精神医学のテーマを、脳科学の言葉で語ることができるように
なってきている。
脳科学の次の展開は、実生活のなかの行動を担う脳という側面への注目と解明である

シンポジウム

（「行動脳」
）
。実生活に近い自然な状況のなかで（real-world study）
、人間関係を結んでい
る際の脳機能を検討することができると（two-person neuroscience）
、自分自身の価値観
や動機づけにもとづいて（aspiration）
、みずから行動を起こして人生を切り開き成長する
人間の姿を
（recovery）
、脳機能から明らかにできるようになる。
そうしたreal-world two-person studyに適した脳機能画像に、光を利用して脳血液量を

ポスター

簡便に測定する近赤外線スペクトロスコピィ（NIRS，光トポグラフィー検査）がある。空
間解像度や深部構造測定について限界はあるが、実際の行動を行いながら測定できる点が
fMRIにはない利点である。この方法論を用いて心理現象や精神疾患について検討した結
果を紹介し、生活と脳について考えてみたい。
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日程表

S4-3

生活と人生を支える脳

生活と人生をささえる脳構造の研究：MRI

プログラム１日目

○高橋努、鈴木道雄
富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学

プログラム２日目

統合失調症は思春期・青年期に好発し、長期にわたる社会機能の不良をきたす代表的な
精神疾患であり、その克服は精神医学における最大の課題のひとつである。近年、統合失
調症をはじめとする精神病性障害に対する早期介入の重要性が注目されており、その発症
危険群であるAt-Risk Mental State（ARMS）を対象とした生物学的研究が増加している。
ARMSを対象とした磁気共鳴画像
（MRI）研究においても、多施設共同研究や発症危険因子

特別講演

に注目したメタ解析などが行われ、将来的には精神病早期介入における脳画像所見の臨床
応用が期待される。
脳画像を用いた将来の発症予想という観点からは、ARMS発症群のベースラインにおけ

理念共有セミナー

る所見が重要と考えられる。これまでのARMS研究から、統合失調症で報告される主に前
頭葉や側頭辺縁−傍辺縁系構造の体積減少が精神病前駆状態において既にある程度存在す
ること、それらの少なくとも一部は同様の前駆期症状を示しながら発症しない者に比較し
て顕著であることが示唆されている。高危険群の精神病発症予測において、脳画像を用い
た判別分析が各症例レベルで有用であるとする比較的少数例での報告があり、今後は多数

シンポジウム

例での追試が待たれる。一方、ARMS発症群における精神病発症前後の脳形態変化を縦断
的に調べたMRI研究はいまだに少なく、今後の課題である。
当教室では、県の精神保健行政サービスと共同して、2006年より主にARMSが疑われる
若者を対象とした臨床サービス（CAST）を行っている。CASTの目的のひとつとして、統

ポスター

合失調症発症リスクの生物学的基盤の解明へ貢献することが含まれており、同意が得ら
れた利用者に対してはMRIを含む生物学的な検査を施行している。本シンポジウムでは、
ARMSを対象とした過去のMRI研究の成果を概説すると共に、当教室における予備的な
ARMS研究についても紹介したい。
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日程表

S4-4

高齢者の生活と人生をささえる認知・行動評価

プログラム１日目

○仲秋秀太郎、三村將
慶應義塾大学医学部精神・神経科学

プログラム２日目

本邦は、かつてないスピードで少子高齢化社会の時代を迎えている。
欧米諸国と比較すると24年間で
（1970年から1994年）
急速に高齢化社会から高齢社会に移行
した。数年後には高齢者人口は3000万人を超えると予測される。
しかしながら、高齢者を支える成熟した社会は成立しておらず、生活の豊かさを反映する
指標も確立していない。そこで、このシンポジウムでは、以下の2点に関して言及し、高

１

特別講演

齢者の生活基盤となる認知機能に関してまとめてみたい。
高齢者の生活能力を反映した認知機能と意志決定能力
さまざまな神経心理検査が開発されてきたが、生態学的な妥当性をもった神経心理検査

理念共有セミナー

は少ない。いいかえれば、通常診察室で施行する神経心理検査の多くは、日常生活におけ
る水準の低下を十分に反映する検査ではない。高齢者の神経心理機能
（とくに実行機能）
に
は、年齢や教育歴などの要因が大きな影響を及ぼし、個人差が大きい。前頭葉眼窩部位も
加齢の影響を受けやすい部位と想定され、70歳以上の高齢者の意思決定能力は、中高年者

シンポジウム

に比較して劣ると思われる。健常高齢者では、
若年者に比較して意思決定能力が劣るため、
医学的な治療の治療内容や副作用などに関して、その内容の理解が可能と判断されても、
自発的な意思決定に関する解釈は慎重にすべきであろう。
このような高齢者における医療への告知同意や意思決定能力に関する問題点は、いまだ十
分に検討されていない。

ポスター

２

高齢者の自動車運転能力の評価
本邦では、65歳以上の高齢者運転者の交通事故死者数が全体の半数近く（2010年のデー

タ）と報告されており、
10年前に比較すると、
70歳以上で2倍以上に増加している。したがっ
て、高齢化社会に対応した運転安全性の適切な把握が必要である。
一般に、運転能力を評価する方法としては、３つの主要な戦略
（実車前運転評価、運転シュ
ミュレーター、路上評価）がある。しかし、そのいずれも高齢者の運転能力の安全性を計
測するには十分ではない。
一方、
高齢者が運転で使用する車に設置したドライブレコーダー
を解析すれば、経費も安く、道路や環境の変化への対処能力も評価可能である。
加えて、高齢者の日常運転行動を把握するためには最適の方法である。現在、発表者らが
行っているドライブレコーダーの評価、運転安全性の脳基盤に関して言及したい。
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シンポジウム５
価値にもとづくアプローチによる個別支援
座長：伊勢田 堯
（代々木病院精神科）
古川 俊一
（東京警察病院 神経科）

我々専門家は敬意と熱意をもって患者に接することを前提であり、その上
で最低限の支援技術を身につけ、専門家自身が多職種の中で協働しながら
個別の関係性と回復に目を向けた支援をマネージメントできる必要があり
ます。そうした背景の中で個人の価値に重心を移した VBP（value based
psychiatry）が言われるようなっています。本人の望んでいる人生を支援す
るために、どんな困難があり、どのような支援が可能なのでしょうか。本シ
ンポジウムでは、本人の希望をかなえるために日々現場で様々な困難と向き
合っておられるエキスパートの方々にシンポジストとしてご登壇いただき、
当事者と協働するための姿勢や具体的な支援を知ることをねらいとしていま
す。さらに日々の支援にひと工夫するために、専門家だけでなく参加してい
る皆様からのご意見をもとに実際的な議論が出来ればと思います。

価値にもとづくアプローチによる個別支援

日程表

S5-1

価値にもとづく個別支援－就学

プログラム１日目

○石橋綾 1）、石浦朋子 2）、江口聡 1）、清水希実子 1）、矢島明佳 1）、藤枝由美子 1）、
柴田貴美子 3）、管心 1）、古川俊一 4）
1）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部、2）東京大学医学部附属病院
3）文京学院大学 医療技術学部作業療法学科、4）東京警察病院 神経科

精神神経科、

プログラム２日目

［背景と目的］
統合失調症をはじめとする若年発症の当事者の場合、高等教育の中退や休学、進学断念
を余儀なくされている者が多い。こうした当事者にとって、もう一度学校生活を送ること
は自然な希望であり、学校生活を通して更に成長し自信をつけ、集団における力動を経験

特別講演

することで人格的な成長も見込まれ、その後の将来が開ける足掛かりとなる。今後、精神
疾患の早期発見・早期治療が進むにつれ、若年の当事者が増加し、就学支援のニーズはま
すます高まると予測される。

理念共有セミナー

本発表では、当院デイケアで開設より39年間にわたり就学
（進学・復学）
支援を行ってき
た経験をもとに、就学支援の流れや援助のポイントを報告し、デイケアの枠組みの中で個
人の価値観に基づいた個別の就学支援を提供する際の課題を提示したい。
［方法］

シンポジウム

１．当院デイケアにおける就学支援の実践を、事例を通して紹介する
２．就学支援における援助のポイントを報告する
３．就学支援における課題を提示する
［結論］

ポスター

当デイケアは就学支援として、①学校選び、②学習支援（入試対策）
、③学校との連携、
④入学後の支援、⑤家族への支援などを、個々の希望、能力に合わせて行っている。
就学支援の現場では、専門の支援機関がなく、教育機関とのネットワーク作りや、アウ
トリーチ支援や時間外支援を行う際の施設運営上の難しさなど課題がある。一方、近年、
学校の種類や学習支援方法が多様化し、学校側の支援体制も充実してきており、支援の選
択肢が広がってきている。
今後ますます増えるであろう「もう一度学校に行きたい」という当事者の希望を実現し、
継続した定着支援を提供するために、
より価値の高い支援方法を今後も工夫していきたい。
当日は、参加している皆様からのご意見・ご経験を広く共有し、就学支援を更に工夫し
ていく契機としていきたいと思います。たくさんのご意見をいただけますと幸いです。
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日程表

S5-2

価値にもとづくアプローチによる個別支援

キャリア形成とリカバリー：
地域に根ざした多様な働き方を考える

プログラム１日目

○高橋由佳
特定非営利活動法人 Switch

プログラム２日目

目的
平成25年4月より障がい者の法定雇用率が２％となった。それに伴い、わたしたち支援者
は就労継続におけるフォローアップの機会も増加を辿るはずである。そのような社会構造
の変化とともに、わたしたちが学ぶべきことのひとつとしてあげられること、それは彼ら
の職業生活におけるキャリア形成と開発である。当法人では、IPS（Individual Placement

特別講演

and Support）
を理念とした個別援助付き就学・就労支援を行っているが、本人の望む生き
方を応援するという観点からも、就職がゴールではなく、スタートであると捉え彼らと未
来のシナリオづくりを行っているのである。パトリシア・ディーガン（Deegan P）がリカ

理念共有セミナー

バリーの一節で
「意味ある貢献ができる地域で、生活し、仕事をし、人を愛することである」
と述べているとおり、‘‘意味ある貢献ができる地域”があってこそ働くことにおけるキャリ
ア（経験）につながっていく。それらがひとりひとりの価値ある働き方にもつながっていく
のではないかと考える。ここでは、精神障がい者の就労支援に留まらず、さまざまな困難
を抱えたさまざまな人々、
特に若年者が、
地域で暮らしていくひとりの生活者としてフォー

シンポジウム

カスをあてながら、地域で働き続けることがいかにリカバリーにつながっているのかをお
伝えしていきたい。
方法
障がい福祉サービス事業所「スイッチ・センダイ」
、ユースサポートカレッジ石巻NOTEに

ポスター

おける事例から、若年者の個別援助付き就労支援における仙台と石巻の地域性による職業
観・職業生活の違いと課題、フォローアップによるキャリア形成のプロセスを考察する。
結論
わたしたちは、精神障がい者に対する就労支援のアウトカムをもとにした支援を中心的に
行なってきたが、職場のメンタルヘルスを踏まえ、皆でこころの健康を考える時代となっ
たいま、専門性にとらわれないより柔軟性の高い支援が重要である。
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日程表

S5-3

早期支援サービスにおける価値にもとづく個別支援－家族

プログラム１日目

○石倉習子 1）、青野悦子 1）、間美枝子 1）、伊勢田尭 1）、西田淳志 2）、岡崎祐士 1）
1）都立松沢病院、2）東京都医学総合研究所

プログラム２日目

Fulford（2004）によれば、価値にもとづく支援（Value- Based Approach）とは、
「複数の
異なる価値観が存在する
（そしてそれによって摩擦が起きそうな）
状況で、医療に関する効
果的な意思決定を行う際に必要な理論や技術」
と定義されている。実際の支援においては、
医療に関する意思決定だけではなく、精神疾患をもつ患者や家族のリカバリーを目指すプ
ロセスの中で、支援者は就学、就労、余暇、恋愛、結婚など、ライフプランに関する様々

特別講演

な事柄についての選択や意思決定を支えていく。
東京都立松沢病院早期支援ケアマネジメントチームwakabaは、2009年10月に設立され、
病初期の若者（15歳〜 25歳）やその家族に、ケアマネジメント、就労・就学支援、心理教

理念共有セミナー

育などの包括的な心理社会的支援を提供している。どのようなサービスでも、患者本人の
価値観、希望、ニーズに基づき支援を行うことは大前提である。しかし早期支援サービス
の対象患者のような思春期青年期の患者は、心理的にも経済的にも両親をはじめとする家
族への依存度が高く、家族の意向は意思決定の際に大きく関わってくる。患者本人だけで
なく、家族の価値観、希望、ニーズも可能な限りアセスメントし、患者、家族、サービス

シンポジウム

スタッフが目標を共有し、一つのチームとなってリカバリーを目指していけるように調整
することがケアマネジャーに求められている。
本発表では、
患者本人のみならず、
その患者を一番近くで支える家族の価値観、
希望、
ニー
ズを尊重しながらの支援の在り方について、wakabaの事例を提示しながら検討したい。
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尚、提示する事例は個人が特定されないよう加筆、修正を加える。
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日程表

S5-4

価値にもとづくアプローチによる個別支援

統合失調症の人の恋愛・結婚を支援する

プログラム１日目

○池淵恵美
帝京大学医学部精神科学教室

プログラム２日目

統合失調症の人の現状を2010年に調査した際には、仕事や生活の自立と並んで、結婚や
挙児についても、達成している人の割合は低く、障害の有無にかかわらず重要な人生の目
標であるはずであるのに、大きな困難があることが分かった。
統合失調症の本質として社会性の障害があり、思春期に始まる疾病として性愛の発達と
症状は深く関連している場合があり、また大人としての振る舞いや性知識や性行動が十分

特別講演

学習されていないことがある。各国の調査でも、統合失調症では望まない性行為や妊娠が
多く、妊娠・出産に伴う合併症が多く、母体や新生児の死亡率が高い。身を守り、妥当な
性愛行動をもつスキルが乏しいと考えられる。結婚を維持することは、さらに生活の基盤

理念共有セミナー

が必要であるし、パートナーと安定したつながりを維持していくスキルが必要である。そ
のためには自分との付き合い方も知っていることが求められる。
以上のような困難があるために、統合失調症治療の早い段階から、恋愛や結婚が大事な
目標であることを伝え、
必要があればこれまでの性愛体験や避妊の知識について話し合う。
妊娠時には心身のケアを行うサービスに結び付けること、服薬中の授乳や産褥期の支援が

シンポジウム

重要であることを伝える。子育て支援も必須である。当日はこうした支援の工夫について
お話ししたい。
また治療的な環境の中では、しばしば恋愛や性行動は制限されやすい。恋愛や性愛行動
は、集団の中で軋轢を生みやすい。恋愛の自由を追求するためには、守秘する自我機能と

ポスター

スキルと抑制機能が必要であるけれども、統合失調症の人はしばしば守るべき親密な関係
をすぐに他者の目にさらしてしまう。地域で生活する人同士のデイケアで、付き合いが制
限されているという話はよく聞く。支援をする側の目的が支援を受ける人の幸福にあるこ
と、そして集団の規範や文化はそれを守るためには必要であることを意識したうえで、ス
タッフは率直に議論する必要がある。
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シンポジウム６
コミュニティにおける生活と人生の支援
座長：市橋 香代
（東京大学医学部附属病院精神神経科）
宮本 有紀
（東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野）

コミュニティにおける精神保健・医療・福祉は、人間の人生に沿って、生活
を支えていく営みです。本シンポジウムでは、育ち育てる世代（育児）、社会
に歩み出す世代（若者）
、働いて社会を支える世代（労働）、支援が助けにな
る世代（高齢）にわたって、生活を支え、リカバリーを支援するモデルとな
る実践を紹介いたします。

日程表

S6-1

コミュニティにおける生活と人生の支援

育ち育てる世代（育児）

プログラム１日目

○菊地紗耶
東北大学病院

精神科

プログラム２日目

コミュニティにおける育児期支援の中で、現在演者が関わっている妊娠期から乳幼児期
における支援を中心に話を進めたい。日本における新生児訪問は昭和36年の児童福祉法の
中で制度化され、主に新生児の発育や保健指導を目的とされた。その後、乳児のいる家庭
の地域での孤立を防ぎ、育児不安の軽減や虐待の予防を目的として、平成19年度より全国
で乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）が始まった。生後4カ月までの乳児の

特別講演

いる全ての家庭へ訪問が行われ、発育評価に加え、母親の不安や悩みを聞き、子育て支援
に関する情報提供等を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる
ことになった。厚生労働省の統計によると、全国の市区町村の事業実施率は平成19年度の

理念共有セミナー

58.2%から平成22年度には92.3%と推移している。宮城県では、平成19年度から既に97.2%
と高く、平成21年度からは100%の実施率である。子どもとその家族にとって、新生児訪
問は地域の出会いの始まりである。虐待のリスクや母親のメンタルヘルス、夫婦関係等養
育環境上の問題があると判断される場合には、地域の保健師等により継続的な支援が行わ
れる。新生児訪問とその後の地域母子保健活動が活発になるにつれ、支援の必要な家庭は

シンポジウム

妊娠中から既に把握可能であることがわかり、現在では妊娠中、つまり母子手帳交付時よ
り養育上の問題を抱える家庭の支援が求められるようになった。妊娠期から始まる母子保
健活動は、コミュニティにおけるメンタルヘルスの
「超」
早期介入であるといえる。母親の
メンタルヘルスはその後の子どものメンタルヘルスに大きな影響を及ぼすとされており、

ポスター

「超」早期におけるこれらの精神保健福祉活動の意義は極めて大きい。当日は、当院におけ
る妊娠期からの支援や宮城県や仙台市における地域母子保健活動を紹介し、育児期におけ
る支援の意義について検討を行う。
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コミュニティにおける生活と人生の支援

日程表

S6-2

精神の病気や障害がある人達に対する地域生活支援活動の変化
相談支援事業を通して

プログラム１日目

○上野容子
東京家政大学

プログラム２日目

精神の病気や障害がある人達
（以下、当事者）
が、地域で生活したり、働いていくためには、
地域では、どのような支援をしてきているのか？
精神保健福祉士として、地域で当事者の生活支援活動に従事してきたが、昨今の関連制度
の急激な変化に戸惑っている。特に、相談支援は、平成24年度から事業化され、個別給付
化された。これまでの支援とどこがどのように異なるのか？

事例を挙げて比較検討した
特別講演

い。それから、新たにアウトリーチ活動が制度化された。これまで、当事者の地域生活を
継続してその質を高めていくために、必要に応じて訪問はなされていたが、医療の訪問看
護と違い、地域生活支援事業体には、そのための対価は入らず、個人や事業所の熱意によっ

理念共有セミナー

て行われていた。この点は制度的に改善されている。治療や支援する関係者が、早めに対
応することによって病状悪化を防ぎ、
安定した生活を送ることに貢献できると考えている。
家族もそれをを希望し、訪問を歓迎しているが、本人は消極的もしくは希望しない場合も
あると聞いている。
新制度に応じて、今後の相談支援事業は、真に当事者のニーズを反映し、適切な支援を可

シンポジウム

能としていけるのか？
支援の現場の声を聴いていただこうと考えている。

ポスター
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日程表

S6-3

コミュニティにおける生活と人生の支援

企業における精神障害者雇用における今後

プログラム１日目

○田代奈保美

プログラム２日目

平成18年の精神障害者みなし雇用開始から、精神障害者の雇用は年々増加傾向を示して
いる。その増加率は、身体・知的障害者のそれを圧倒的にしのぐ。また、平成23年度には、
精神障害者の雇用数は知的障害者増加率を初めて上回った。今後、益々その流れは加速す
るものと思われる。しかも、今年の4月に雇用率が２％になり、また精神障害者の雇用義
務化も決定したことが、さらに後押しになるものと思われる。

特別講演

現在、雇用率を達成した企業の殆どが1000人超の従業員を抱える大企業である。今後は
障害者の雇用が遅れている中小企業への新規雇用が期待されている。しかしながら、中小
企業の精神障害者雇用には様々なハードルが存在する。そのハードルとは、
「精神障害者

理念共有セミナー

への理解不足から来る不安、人手不足、人件費コスト問題」
であると考えられる。
ある中小企業の、精神障害者雇用の計画から雇用決定までを例示して、典型的な中小企
業モデルとして考察してみた。結論としては、支援者の徹底的なアセスメントと企業への
特性説明、面接、実習、定着の全てを企業に理解してもらう事が出来れば就労へと結びつ
けられる可能性が高いと言う事である。勿論、仕事のマッチングが基本にある事は言うま

シンポジウム

でもない。
さらに、最初の1人が良い結果を企業にもたらし、自信につながれば企業は同じ障害者
を雇う傾向がみられる。これからは、企業に理解を求め続ける事は勿論だが、企業のニー
ズを理解し、いかに精神障害者の就労に生かすか考える事が求められる。

ポスター

82

コミュニティにおける生活と人生の支援

日程表

S6-4

支援が助けになる世代（高齢）
：認知症の在宅支援

プログラム１日目

○高野洋輔
こころのホームクリニック世田谷

プログラム２日目

近年の高齢人口の急激な増加に伴い、認知症を含む多様な精神的不調を抱えながら地域
で生活する方々が増えていると推測される。どのようなライフステージにあっても同様で
あるが、本人が医療の必要性を十分に認識することが難しい場合や、精神症状により外出
が困難な場合には、診断や治療の必要性の判断の前提となる医療へのアクセスそのものが
しばしば不能となる。特に、
高齢世代においては、
身体疾患の合併や認知機能の低下といっ

特別講演

た要因が加わり、
受診が遅れることがある。このような方々や介護を行う家族に対しては、
早期の段階から地域の保健や福祉による支援とともに、精神状態の評価や治療について精
神科アウトリーチが有効な手段となりうる。特に多職種から構成される精神科アウトリー

理念共有セミナー

チチームであれば、地域の関係機関と連携しつつ、医療のみならず生活支援を含む統合的
なサービスの提供を可能とし、在宅生活の継続を支援するものとなりうると考えられる。
しかしながら、
我が国では精神科アウトリーチそのものが、
限られた地域での実践に留まっ
ているのが現状である。
当院は、このような精神疾患や認知症で苦労する方々に対し、暮らし慣れた地域での生

シンポジウム

活継続を目的とした支援を行う精神科アウトリーチクリニックとして、平成25年4月に東
京都世田谷区に開設され、隣接する調布市、狛江市、三鷹市、杉並区を主な診療エリアと
した往診・訪問診療を行っている。当院では診断や年齢の制限を設けていないが、4月〜
8月までに寄せられた診療相談60件のうち、対象となる方の年齢は平均73.9歳（23 〜 92歳）

ポスター

であり、高齢者が多かった。当日は具体的な事例を提示しながら、コミュニティ、特に都
市部における精神科アウトリーチの実践について報告し、高齢者の生活支援において求め
られる精神医療のニーズや役割について議論を深めたい。
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シンポジウム７
精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり
座長：大野 裕
（独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター）
中野 彰夫
（有限会社カンファー）

精神医療には、病院を中心にした医療だけではなく、地域と連携した精神保
健、予防のためのコミュニティケアが求められるようになっています。本シ
ンポジウムは、障害の有無に関わらず、誰もが自分の人生に価値を感じなが
らコミュニティで生活を送ることが保証される、精神保健（メンタルヘルス
ケア）がコミュニティに溶け込んだまちづくりを実現していく方策について、
現場での経験をもとにしながら考えることを目的としています。

精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり

日程表

S7-1

コミュニティ精神保健と地域活性化〜愛媛県愛南町の実践より

プログラム１日目

○長野敏宏
ＮＰＯ法人ハート in ハートなんぐん市場、公益財団法人正光会御荘病院

プログラム２日目

愛媛県愛南町では、昭和40年代の保健所を中心とした地域精神保健活動から、昭和49年の
社会復帰平山寮の実践、住民主体のネットワーク活動を展開してきた。その中から意識が
高く、実践力をもつ様々な立場の地域住民が誕生し、地域を基盤に、コミュニティー精
神保健活動が地域活性化（ありとあらゆる住民の生業“なりわい”づくり）を担いはじめてい
る。地域の精神科病院もその一員として活動に取り組み、同時に、病床削減を伴う精神科

特別講演

医療の構造変革に取り組み続けている。
その中で、精神保健の過去の課題を少しずつ整理し、かつ、現在の地域の状況を考えてい
くと、コミュニティーの中でのソフトランディングを図る為の様々な支援が最重要となっ

理念共有セミナー

てきている。認知症についても同じことが言える。現在のように、病院に来ていただいて
はじめて治療関係が成立する
「医療」
では、その実現にかなり変則的な工夫が必要で、今か
なり力が落ちている
「保健」
について、再構築が必要になってきた。しかし、従来型の保健
所をはじめとした専門機関や専門職によるものは、機能も不足、現状の体制では十分なも
のができるとは思えない。コミュニティーと精神保健は切っても切り離せないものである

シンポジウム

にも関わらず、十分な展望が立てられていないという問題意識から、生業づくりとあわせ
て、少しずつ実践を重ねている。
道半ばの実践であるが、活動内容や、多岐にわたる現在抱える課題を報告させていただき
ます。

ポスター
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日程表

S7-2

精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり

人の多様性という視点からのコミュニティデザイン

プログラム１日目

○田村太郎
一般財団法人ダイバーシティ研究所

プログラム２日目

人の様々なちがいに配慮のある地域や組織をつくっていく
「ダイバーシティ」
の推進につ
いて、コミュニティの視点から現状と課題、今後求められる取り組みについて考える。
近年注目される
「ダイバーシティ」
だが、日本では
「女性の活躍推進」
という部分だけを切
り取って議論されていることが多い。しかしダイバーシティとは、民族や宗教のちがいや
障がいのあるなし、性的指向など、幅広い人のちがいに配慮のある組織や地域のあり方を

特別講演

考えるのが本旨である。また、公平･平等な対応をしていればダイバーシティを推進して
いることになるというのもまちがいである。ダイバーシティとは、様々なちがいのあるも
のごとが互いに影響を及ぼし合いながらも全体として調和が取れている状態をいう。機会

理念共有セミナー

の均等や平等な権利の保障は当然のこととして、さらに多様性に配慮のある取り組みを行
うことが求められている。
「多様性」
というと
「いろいろある」
という状態だけをイメージすることもあり、排除され
ない社会をより強調するために
「ダイバーシティ＆インクルージョン
（多様性と包摂）
」
とい
う言葉を用いることもある。多様な人々が排除されることなく、それぞれの強みを活かし

シンポジウム

ながら活躍できる組織や社会をめざそうというのが、ダイバーシティ推進の方向性だ。
多様な人に配慮のある社会はコストがかかるのではないかと一般には考えられがちだ
が、実際は配慮のない社会から人々が排除される社会の方がコストはかかる。誰もが活躍
できる社会を作ることは、社会全体ではプロフィットの方が多くなる。内外の先進事例か

ポスター

ら「排除しない組織や地域」
が得るプロフィットを知り、人の多様性という視点からこれか
らのコミュニティデザインに必要な取り組みを提案する。
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精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり

日程表

S7-3

区民・専門家・行政の連携によるまちづくり：世田谷モデル

プログラム１日目

○後藤敏朗
世田谷区世田谷保健所健康推進課

プログラム２日目

【目的】
こころの不調や精神疾患への理解不足や誤解、偏見が、家族や地域で支援者たちの早期
支援の妨げになっている。また、患者本人の孤立や孤独感を生じさせ早期治療につながり
にくい状況にある。
世田谷区では、早期支援や早期治療につなげていくためには、こころの健康や精神疾患

特別講演

についての偏見や誤解のない地域社会づくりを目指し、地域で区民が主体的に実践できる
ことについて意見交換を行い、区民目線での啓発やネットワークづくりなどの行動につな
げていくことを目的として
「こころの健康を考える区民会議」
を発足した。

理念共有セミナー

【方法】
こころの不調や精神疾患についての誤解や偏見をなくし、地域においてこころの健康づ
くりを推進するため、精神疾患をお持ちの当事者・家族、カウンセリングなどを行う支援

シンポジウム

団体や精神保健医療の専門家など、
こころの健康づくりに関心がある方々が幅広く集まり、
勉強会や意見交換を行う場として
「こころの健康を考える区民会議」
をつくる。その中で出
てきた具体的な取り組みについては、区民自らが主体となって取り組んでいく。専門家や
行政はそれを支援していく。

ポスター

【結論】
こころの不調や精神疾患の誤解や偏見がない地域づくりを行うためには、これまでのよ
うな行政による一方的な普及啓発だけでは地域に浸透させていくのは難しい。
「こころの
健康」を支える多様な支援団体や個人、
当事者・家族がゆるやかなネットワークでつながり、
話し合えるプラットホームづくりを始めることができた。
発足間もないことから、今後は会議を積み重ねることで、こころの不調を持っていても、
自分らしい生活を送れるように、地域で支えあうための多様な活動を展開していくことが
期待される。
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日程表

S7-4

精神保健がコミュニティに溶け込むまちづくり

平時・災害時の個人・地域支援から生まれた東松島モデル

プログラム１日目

○門脇裕美子
東松島市保健福祉部

子育て支援課

プログラム２日目

目的
2011年3月11日に発生した東日本大震災により、宮城県東松島市では震度6強の揺れに襲わ
れ、直後に起きた津波により甚大な被害をうけ1,000人以上の尊い命が失われた。生き残っ
た市民もその多くが身近な人の死や住処・仕事を失う等の喪失体験を抱えることとなった。
われわれは、これ以上の犠牲者を防ぐべく自殺予防を含めた精神保健対策に取り組んでき

特別講演

た。
方法
急性期においては、精神科医療チームとの連携により避難所や在宅への訪問診療にて個別

理念共有セミナー

支援を中心に活動を実施した。中長期的には医療から精神保健活動へシフトし、地域全体
を対象とした予防活動の展開、更には自殺対策としてのハイリスク者支援のシステム化や
支援者間のネットワークの再構築を行ってきた。
結論
震災直後から行ってきた精神科医や保健師等による多職種チームでのアウトリーチ活動

シンポジウム

は、医療ニーズのある被災者への対応のみならず、震災後の復興における複雑多様化した
問題に対応する点で非常に有効であった。チームケアによる包括的支援の重要性をあらた
めて認識した。
また、個別支援におけるアウトリーチと同様に、地域における精神保健や自殺対策のネッ

ポスター

トワーク構築においても、地域に出向いて人や資源と繋がることは、こころの健康や自殺
の問題に対する地域や関係者に大きな変化をもたらした。このアウトリーチや多職種協働
を中心とした精神保健活動は、災害時に特異的なものではなく、むしろ平時から必要とさ
れていたものであるとあらためて感じており、この学びについて報告したい。
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シンポジウム８
学校というコミュニティに必要な精神保健リテラ
シーとは
座長：大島 紀人
（東京大学学生相談ネットワーク本部（保健センター
精神科）
）
小池 進介
（東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室）

精神疾患の多くは思春期に発症し、学校生活と密接に関係する。生徒がなに
かしらの不調を感じたときに最初に相談したり、なにかしらの変調に気づく
のは、家族、教員、友人である。生徒自身、または友人の不調に早く気づき、
相談に乗り、必要であれば適切な対応が出来る保護者につなぎ、その後も気
遣うことの出来る関係が継続できる知識の提供と学校環境作りが、学校とい
うコミュニティに必要な精神保健リテラシーと考える。しかし、日本では学
校現場で精神保健を教える機会がまだ少ないため、専門家に依頼される。精
神保健の専門家が少ない日本では、精神科医療関係者がこれを担うことにな
る。そのため、どうしても精神科医療の視点から物事が伝えられがちとなり、
学校というコミュニティを活用した精神保健活動を展開しづらくなる。本シ
ンポジウムでは、提供する側、される側の視点から、学校というコミュニティ
に必要な精神保健リテラシーの要素を議論していきたい。

日程表

S8-1

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは

大学生の支援とメンタルヘルス教育の実際

プログラム１日目

○大島紀人
東京大学学生相談ネットワーク本部（保健センター精神科）

プログラム２日目

学校、特に大学で行う学生支援とメンタルヘルス教育の現状について報告する。
大学生は、その学生生活の様々な場面で困難に直面し、何度も挑戦する、回避して別の道
を探る、友達に相談して助けてもらうなど様々な方法で解決を図る。その過程は、社会に
出る前に経験すべき成長体験として重要な意味を持つと考えられる。一方で、なかなか問
題を解決できず、誰かが気づき介入されるのを待つ、といった場合もある。この段階では

特別講演

時に精神症状を伴うことがあり、専門家の支援が役立つこともある。このシンポジウムで
は、大学で行われている学生支援とメンタルヘルス教育の実践例を呈示する。
大学生の支援を考えた場合、まずは学校生活の中で誰かがそのことに
「気づく」
ことが重要

理念共有セミナー

である。自分で気づく、友達が気づく、教員が気づく、そのような姿勢や環境を整えるた
めにどうするか。セルフケア、ピアサポート、ラインケアの充実を目指した教育の例を報
告する。
また大学生の支援には、専門的なケアを提供し、誰かの支援をする人への助言を行うため
の専門家も役に立つ。従来、学生支援は生活のことは相談施設で、心身のことは医療施設

シンポジウム

で、と幾分オーバーラップしつつも分担して対応する体制となっていた。しかし、前記の
通り、精神症状を呈する大学生にとって、その症状と大学生活で出会う様々な困難は密接
な関係にある。このため、両問題を一括して支援できる体制が望ましい。具体的にどのよ
うな学生支援体制が考えられるか、事例を通じて考察する。

ポスター
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学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは

日程表

S8-2

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーと支援

プログラム１日目

○小池進介
東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室

プログラム２日目

精神疾患の多くは思春期に発症し、学校生活と密接に関係する。生徒がなにかしらの不
調を感じたときに最初に相談したり、なにかしらの変調に気づくのは、家族、教員、友人
である。生徒自身、または友人の不調に早く気づき、相談に乗り、必要であれば適切な対
応が出来る保護者につなぎ、その後も気遣うことの出来る関係が継続できる知識の提供と
学校環境作りが、学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシー（メンタルヘルス

特別講演

リテラシー）と考える。しかし、日本では学校現場でメンタルヘルスを教える機会がまだ
少なく、本人が自分の状況が相談すべきかどうかわからない、友人や教員はメンタルヘル
スの問題を相談されても対応できない、などの問題を抱えることが多い。さらに、精神疾

理念共有セミナー

患のスティグマによって、自分や家族、友人のメンタルヘルスについて話しづらい状況が
生まれたり、隠したりする現状もまだ多い。ここでは、東京大学医学部精神神経科が平成
22年度より協力してきた都立高校専門医派遣事業の紹介をすることで、学校教員との連携
の在り方を議論する。さらに、東京大学学生の精神保健リテラシー調査より、現在の学生
にどのような知識の提供を行うと精神保健リテラシーが効果的に備わるのか、検討してい

シンポジウム

く。

ポスター
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日程表

S8-3

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは

娘の精神疾患が私に教えてくれたこと

～家族の立場から～

プログラム１日目

○島本禎子
杉並家族会

プログラム２日目

「学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは」
という大きなテーマのシンポ
ジウムに私が参加させていただくのは肩身の狭いものがあります。
大切な娘が精神疾患を発症をしたこと、それにより娘の人生が考えもしなかったものに
なってしまった、と打ちのめされた日々。しかしまた救いと希望をもって多くの日々を過
ごすのも日本各地のご家族のみなさんと同じかもしれません。

特別講演

テーマに沿うものではないかもしれませんが、娘の発症が無かったらすっかり忘れていた
かもしれない私自身の小中学校時代の昔の思い出話や、知らないままで通り過ぎていたか
もしれないこと、気が付いたことなどお話しさせていただけたらと思います。

理念共有セミナー
シンポジウム
ポスター
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学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは

学校にフィットする早期支援の在り方

日程表

S8-4

～教育の立場から～

プログラム１日目

○佐々木千幸
四日市市立桜小学校

プログラム２日目

三重県四日市市では、市教育委員会、市保健所、精神科医療機関が協働で2009年6月よ
りYESnet（四日市早期支援ネットワーク）という早期支援事業を実施している。目的は、
児童生徒の精神保健リテラシーの向上を図ると共に、
「精神疾患が疑われる児童生徒」
を早
期に支援できる相談支援体制を確立し、三機関が連携して継続的に支援していこうとする
ものである。

特別講演

本事業の中心的な取組の一つとして、精神保健の
「出前授業」
がある。学校現場のニーズ
に応じ、要請があった中学校に教育・保健・医療従事者で構成されるYESnetチームが出
向いて授業を行うというもので、これまでに市内全中学校の約半数で実施した。二つ目に

理念共有セミナー

「精神疾患が疑われる児童生徒」
の事例検討がある。まず、気になる児童生徒について学校
と保護者が情報共有し、保護者の同意が得られたら、学校がYESnet窓口に相談するとい
うシステムである。事例検討は、学校関係者とYESnetチームが一緒に対象児の支援計画
を立てることを目的とする。困難事例の場合は、精神科医師も入った合同会議で再度検討
するという2段階方式をとっている。

シンポジウム

本発表では、発足後4年が経過したYESnetにおける「出前授業」や、事例検討を含めた相
談支援体制の現状を報告する。そして、今後の課題として、児童生徒が、自分や友達の心
の状態に目を向け、問題解決に向けて主体的に行動しようとする意識を育てるにはどうす
ればよいかを、教育現場の視点から考え整理する。

ポスター
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日程表

S8-5
学校精神保健授業

学校というコミュニティに必要な精神保健リテラシーとは

〜生徒と学ぶ、生徒に学ぶ

プログラム１日目

○栗田弘二
三重県立こころの医療センター

プログラム２日目

【背景と目的】
三重県立こころの医療センターでは、2008年10月より『ユース・メンタルサポートセン
ター MIE（YMSC-MIE）
』を開設し、若者への精神科早期介入に取り組んでいる。YMSCMIEは、『精神科医療』と『精神保健』の二面性をもち、単に早期治療だけではなく、精神保
健の向上を目的とした啓発活動を重視している。そしてその一環として、地域の中学校・

特別講演

高等学校の生徒を対象とした
『精神保健授業』
を実施している。
現在、保健体育の学習指導要領では、健康の保持増進と疾病の予防として、喫煙・飲酒・
薬物乱用や感性症などについては指導内容となっている。一方、精神の健康では、ストレ

理念共有セミナー

ス対処には触れられているものの、精神疾患については盛り込まれていない。決してまれ
ではなく、また10代後半からの若い世代に多く発症する精神疾患について、中学校・高等
学校で学ぶ機会がないという事は、公衆衛生の問題としての視点に偏りがあるのではない
だろうか。
このシンポジウムでは、6年目を迎えた『精神保健授業』の実施経過をふり返りながら、

シンポジウム

若者の精神保健リテラシー向上のための課題を検討する。
【実施授業の概要】
対象校種・学年・実施年度により、細部の変更・取捨選択はあるが、概ね次の題材によっ
て構成されている。

ポスター

①予備知識の確認、②生徒が抱く心の病気に対するイメージ、③精神疾患（摂食障害・う
つ状態・精神病状態）
についての情報提供、④治療の方法、⑤事例紹介、⑥相談の重要性、
⑦ストレスへの対処、⑧自殺の現状と防止、⑨理解の確認と感想
医療スタッフからの一方的な講義ではなく、生徒によるグループ討議と意見発表を多く
取り入れ、双方向性を重視した進行にしている。授業実施者の予想を超えて、生徒は既に
多くの知識をもっており、真摯に検討する力も有していた。
発表当日は、
授業で出された生徒の意見やアンケート内容などから生徒の実態を整理し、
考察を加える。
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シンポジウム９
精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：
わが国における現状と課題
座長：川上 憲人
（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
安藤俊太郎
（公益財団法人 東京都医学総合研究所 心の健康
プロジェクト）

精神保健における予防対策を立案するためには、精神保健に関連する要因を
明らかにし、これに介入してゆくことが重要になる。そのためには、介入研
究とならんで、コホート研究やパネル調査などの縦断的研究が必要である。
しかし精神保健に焦点をあてたコホート・パネル研究は国内では数少なく、
その実施や成果の施策への還元についても経験の蓄積が少ない。本シンポジ
ウムでは、地域成人住民パネル調査である J-SHINE 研究（橋本、演者敬称略、
以下同様）
、労働者コホートである J-HOPE 研究（堤）、地域思春期コホート
である Tokyo TEEN コホート（安藤）、中高年者における日米共同パネル調査
である MIDUS/MIDJA 研究（唐澤）の４つの研究について、演者からその目
的、方法、主要な成果、実施上の課題と解決策について紹介をいただく。参
加者との意見交換を通じて、わが国における精神保健・予防のためのコホー
ト・パネル研究の重要性を理解し、その進展のための方策を探る。本シンポ
ジウムは、文部科学省新学術領域「現代社会の階層化の機構理解と格差の制
御：社会科学と健康科学の融合」および同「精神機能の自己制御理解にもと
づく思春期の人間形成支援学」の協力によって企画された。

日程表

S9-1

精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：わが国における現状と課題

まちと家族の健康調査；設計概念と実施運用上の課題

プログラム１日目

○橋本英樹
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

プログラム２日目

2009年より新学術領域研究事業の一環として、社会格差による健康影響を明らかにする
べく「まちと家族の健康調査」を実施している。本発表では、当該調査の設計目的・概念・
実施にあたっての課題・今後の運用上の課題について経験に基づいて報告する。本調査で
は、首都圏近郊４市区の自治体の協力をいただき、住民基本台帳に基づく、確率論的サン
プリングを実施した。都市環境・対象年齢層など調査条件としては大変厳しいなか、事前

特別講演

の調査員トレーニングや、自治体の広報による宣伝協力などを行い、回収率の向上に努め
ている。特に調査員トレーニングにおいては、調査会社任せにせず、調査員に対して、調
査目的やないようを十分理解してもらい、自分の言葉で調査の説明と勧誘を自信を持って

理念共有セミナー

行ってもらうことが回収率向上に不可欠な要件となっている。本調査では対象者の多様
性を考慮しつつ、最適な質問を、対象者の便宜性も考慮して実施するために、computer
assisted personal interviewingを用いた調査としている。回答内容により、条件を複雑に
分枝させつつ、確実に回答を得るためである。複合領域的研究として、包括的多方面にわ
たる膨大な質問に対し、対象者は平均で1時間半かけて自宅PCによるアクセス、ないし貸

シンポジウム

し出しのstand alone

PCにより回答していただいている。技術的支援をするべく、調査

委託会社にはフリーコールの相談窓口を開設してもらい、休日夜間も対応してもらった。
第2回調査で自己採血キットによる血液検査や血圧・腹囲・握力・呼吸機能測定などの
biomarker測定を実施するとともに、食事調査を実施し診断結果を対象者にフィードバッ

ポスター

クしている。本調査の隔年には、配偶者と子どもを対象とした調査を実施し、世帯員全体
を含めた複合的データ収集を行うことで、ライフコースアプローチ的な因果推論に耐えう
るデータ収集を実現しようと志向している。
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精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：わが国における現状と課題

日程表

S9-2

パネルコホートを用いた労働者の精神障害に関する
リスクファクターの解明

プログラム１日目

○堤明純
北里大学医学部公衆衛生学単位

プログラム２日目

【はじめに】
仕事、職場生活に関して強い悩み、不安、ストレスを持つ労働者は6割を超えると推計
されている。さらに、減少傾向が見られるものの、高水準で推移する自殺数は、労働者の
精神障害について憂慮すべき状況があることを示し、対策立案のため精神障害の要因とそ
のメカニズムの解明が待たれる。

特別講演

【J-HOPE】
労働者の健康格差と心理社会生物学的要因のメカニズムの解明を目的として、大規模労

理念共有セミナー

働者多目的パネル
（J-HOPE）
を構築した。
J-HOPEでは、全国にまたがる1万人の労働者において、心理社会的要因と生物学的バイ
オマーカーを4年間毎年測定し、精神障害を含む健康指標を追跡している。
これまでに確立したベースラインデータから、社会経済的要因と抑うつとの関連、及び、
それを媒介する食生活や職業性ストレスについての横断的な知見が得られている。

シンポジウム

事業場毎に個別に契約を結んで研究を行っており、事務負担は大きい。とくに、社員の
個人情報保護に関して事業場の考え方の違いが大きく、
研究を始められなかった事も多い。
調査票や検体のロジスティクスは、全国の健診・検査機関と調整をして行っているが、長
期の研究期間中、トラブルは絶えない。

ポスター

参加者及び事業場に対しては、ストレス調査結果を個人別・職場単位別にフィードバッ
クし、対策に役立ててもらうようにしている。健康診断以外の検査項目も個人別に結果を
返却し、研究参加のインセンティブとしている。さらに、研究班がもつ職場のストレス対
策に関するノウハウは、適宜現場に提供するようにしている。
【労働者の精神保健・予防に関わる意義】
パネル構造を活かした解析により、精神障害の発生にかかる
「選択と因果」
の関係にアプ
ローチできる。さらに、曝露要因の複数回測定は、要因の蓄積・変化をリアルに捉え、曝
露－帰結間の関連の評価を向上させることが期待され、対策に資する成果が期待される。
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日程表

S9-3

精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：わが国における現状と課題

プログラム１日目

コホート研究デザインのメリットと課題：
MIDJA/MIDUの日米比較研究からの視点
Merits and Challenges of Longitudinal Designs:
Perspectives from MIDJA/MIDUS Cross－Cultural
Study

プログラム２日目

○唐澤真弓
東京女子大学・現代教養学部

MIDUS（Midlife in the US）は、ウェルビーイングと健康に関わる心理的社会的要因を探
ることを目的とした、サクセスフルエイジングプロジェクトである。1995年に始まり、ア

特別講演

メリカでの中高年研究の先駆的中心的存在でなったこのプロジェクトでは、医学、心理学、
社会学、統計学といった学際的な研究者グループによる研究が行われてきている（Brim et
al,2004）。対象は、全米の代表サンプル3487名（25歳−74歳男女）に、そのきょうだい、大

理念共有セミナー

都市圏でのオーバーサンプリングと双子を加えた7,189名にわたり、心理的変数とデモグ
ラフィック変数との関連から、人口統計学、疫学、社会学に500 本近い学術論文を生み出
した。この追跡研究は、ウィスコンシン大学にその場を移し、2002−2006年にMIDUS ２
として実施された。これは、生理的脳神経科学的指標を含む研究となっており、現在は
MIDUS ３が実施されている。こうしたアメリカでの結果が日本においても見いだされる

シンポジウム

かどうかを検討する目的で行われたのがMIDJA（Midlife in Japan：MIDJA）研究である。
アメリカと比較可能なデータを収集し、東京23区から抽出した30歳以上79歳以下の男女計
1027名を対象としている。2008年の質問紙、つづく生理検査に続き、現在ではMIDJA2が
進行中である。疾病リスクやポジティブネガティブ感情の年齢推移などに、文化差が見い

ポスター

だされてきていることから、ウェルビーイング、健康、エイジングの様相を明らかにする
ためには、コホート縦断研究に、文化要因を加えた複層的な分析をすることの重要性が示
唆されてきている。本講では、MIDUSプロジェクトの縦断研究の成果を紹介し、縦断調
査参加者の予測因を明らかにすると共にMIDJAとの比較と、文化間コホート研究の問題
とその克服方法、今後の課題を明らかにする。
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精神保健・予防のためのコホート・パネル研究：わが国における現状と課題

地域思春期コホート

日程表

S9-4

Tokyo TEEN Cohortの立ち上げ

プログラム１日目

○安藤俊太郎 1,2）、西田淳志 1）、山崎修道 1）、森本裕子 3）、小池進介 2）、菊次彩 2）、
藤川慎也 2）、金田渉 2）、杉本徳子 2）、鳥山理恵 2）、長谷川眞理子 3）、笠井清登 2）
1）公益財団法人 東京都医学総合研究所
3）総合研究大学院大学

心の健康プロジェクト、2）東京大学大学院医学系研究科

精神医学分野、

プログラム２日目

人間は、
社会環境に適応的な自己制御精神とそれを支える前頭前野を成熟させるために、
ライフステージ上、他の動物に比べて格段に長い子ども期および思春期を持つに至った。
進化人類学では、思春期におけるヒト固有の心身成長の適応的意義が論じられる一方、現
代社会では、思春期の自己制御精神の発達に歪みが生じ、いじめ・自殺などの深刻なここ

特別講演

ろの問題や社会病理が増加している。日本の若年層の死因の第一位が自殺であることから
も、思春期の自己制御精神の支援は喫緊の課題である。一方、発達心理学・小児科学・精
神医学・神経科学いずれの分野でも、小児期までと成人以降を主な研究対象としてきたが、

理念共有セミナー

思春期（10代）
は学問分野の狭間となり、未開拓である。こうした背景をふまえ、本研究で
は、思春期発達
（第二次性徴）
プロセス、生活習慣、メタ認知、家庭・教育・地域社会にお
ける環境、人工的環境等が与える影響など、自己制御精神の形成やその破たんの予防策に
つながる知見を得るため、都内自治体の協力のもとで思春期地域代表標本とその保護者か
らなるコホートを縦断的に追跡することを目的とする。

シンポジウム

東京都内3自治体の協力を得て、住民基本台帳を用いて対象自治体在住の10歳児童を無
作為に約14000人抽出し、調査協力依頼を行った。調査は質問紙調査と調査員による訪問
面接調査を併せて行った。いじめ、攻撃的行動、時間割引率等の衝動制御に加え、それら
に影響を与える可能性のある身体発達、心理社会的要因についても情報を収集している。

ポスター

調査は順調に遂行されており、既に約1500世帯以上の協力を得ている。このままのペー
スで調査が進むと、第一期調査にて約5000世帯の協力が見込まれる。また、大多数の児童
が思春期発来を迎えていないかその初期の段階であり、第二次性徴の発達に沿って縦断的
に自己制御の発達を捉えるという本研究の目的に適うサンプル収集ができていることが確
認されている。
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シンポジウム 10
「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する
座長：堀江 紀一
（一般社団法人 日本ケアラー連盟）
福田 正人
（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学）

今大会のシンポジウムの構成は、１～３で精神保健・予防における基本原則
（倫理原則・科学的根拠・経験知）を扱い、４～６では個人レベルの支援（脳・
生活・人生）
、７～９では集団・地域レベル（学校・職場・コミュニティ）で
の支援をテーマにしました。本シンポジウムはそれらの総括として、今日の
ようにこころの不調の激増する社会において私たちがこころの健康社会を目
指そうとしていることの本質的な意味を考えたいと思います。さまざまな立
場のシンポジストの活動から、人間が苦しんでいる他者に共感し、助けよう
とする行動特性を本来的に持っており、自己と他者のリカバリーを目指すの
だ、という社会的包摂の基本理念が抽出されるものと思います。

「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する

日程表

S10-1

NPO事業者の立場から

プログラム１日目

○石井綾華
特定非営利活動法人 Light Ring.

プログラム２日目

近年、若者のメンタルヘルスの悪化が社会問題となっています。20代の死因の約50％は
自殺であり、そのうち約6 〜 8割が人間関係の悩みによるうつ病に罹っていたと言われて
います。その背景には、人々が
「苦しい時に人は助け合う」
ことを忘れてしまった現実があ
ると弊法人は考えています。さらにネット世代である20代の私たちは、特定の人と深く付
き合う経験に乏しく、1クリックによって関係性を遮断できるような環境に慣れています。

特別講演

現在弊法人では、東京都20代のうち約23.4万人が一生のうちに一度うつ病を発症すると
いう試算を出しています。また、彼らの周囲には異変に気付き手を差し伸べられる可能性
のある人が、約5倍の117万人いると見通しを立てています。

理念共有セミナー

そこで弊法人では、主にうつなどに悩む20代若者の周囲に居る“悩む人をそばで支えた
い若者”に対し、身近なサポートを届けられるような支援を行っています。具体的にはソー
シャルサポートの4要素（①情緒的支援②情報的支援③道具的支援④肯定的評価）を、４つ
の事業（①聴くトモ養成講座②聴くトモカフェ③ソーシャルサポート力養成講座④支え手
のための事例検討会）に変えて提供をしています。身近なサポートを育む経験が、人間関

シンポジウム

係を深めることにも繋がると考えています。
また弊法人では、互いに支え合う経験を支援しています。誰もが支える側だけではなく
悩む側になる場面があります。弊法人は“誰かに頼っても良い”ことや“自分が誰かの役に
立てるかもしれない”ことに気付く機会を届け、身近な人に頼ることや頼られることの両

ポスター

方の障壁を下げる行動を応援しています。
今、「人を信じる力」
の再構築が求められています。弊法人は多くの若者とともに、支え
合える環境を社会に広めていきます。またこの仕組みがより良い社会保障制度のたたき台
になるよう、先例や研究から学び、試行錯誤を繰り返し、緩やかに成長していきたいと思
います。
特定非営利活動法人Light Ring.（ライトリング）
【Mail 】info@lightring.or.jp <a.ishii@lightring.or.jp>
【HP】http://www.alight-kikutomo.com/
【Blog】*http://ameblo.jp/npo-lightring/*
【Facebook】https://www.facebook.com/NPOlightring
【twitter】@npolightring（公式）
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日程表

S10-2

「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する

青梅精神障害者ピアサポートグループ「ぶ〜け」の紹介と
私たちが大切にしていること

プログラム１日目

○澤田優美子
青梅精神障害者ピアサポートグループ「ぶ〜け」

プログラム２日目

青梅精神障害者ピアサポートグループ「ぶ〜け」は、東京都青梅市を拠点とする自助グ
ループである。精神障害者のみによる運営・活動を行う。趣旨は、仲間を支援し、地域で
孤立しないように連帯を深め、さまざまな課題を克服していくことである。市民への啓発
活動や他の会との交流・連携も行う。モットーは、明るく、楽しく、朗らかに、人にやさ
しく、である。

特別講演

＜沿革＞2006年、12月に、松井道久（のちの事務局長）がカナダ・トロントより来日した2
名の当事者の講演を聴き、
当事者活動の大切さを知った。有志で話し合いを重ね、
翌年4月、
「ぶ〜け」を立ち上げた。同年10月、事務局設立、2009年、プログラム開始。

理念共有セミナー

同年9月、事務局長がトロントで研修を受け、ピアサポートや当事者ビジネスを見学。
2012年1月、青梅精神障害者当事者ビジネスグループ「ぶ〜け」を分離独立。同年3月、第8
回リリー賞受賞。
＜活動内容＞ピアカウンセリング、ピア相談、入院している仲間へのお見舞い、他の先駆
的な活動の見学、講演会、自主学習会、夕食会、オープンスペース、テニス、季節の行事、

シンポジウム

旅行など。
＜私たちが大切にしていること＞①活動の目的と意義：親睦、心のよりどころ。グループ
に参加することで、仲間のもつやさしさや潜在能力に触れ、痛みも理解できる。グループ
の企画・運営をとおしてエンパワメントされる。
②ルールを守る：症状は言い訳にならない。

ポスター

③責任をもつ：権利を主張するだけではダメ。対外的にも責任をもつ。④思いやり、感謝
の心、自己責任、自己信頼。
＜当事者ビジネス＞ピアサポートグループが土台。目的は、メンバーの経済的自立と、他
の精神障碍のある人たちへの刺激となることである。活動のポイントは、病状優先、法令
遵守、各自に合わせた仕事の創出である。事業内容は、ハウスクリーニング＆片付けサー
ビス、英語観光通訳案内などで、地域社会に貢献する。
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「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する

日程表

S10-3

ケアラー養成：精神保健のコミュニティデザインを実践する
ケアラー市民の立場から

プログラム１日目

○堀江紀一
一般社団法人 日本ケアラー連盟

プログラム２日目

社会保障制度は不十分とはいえ
「苦しい時にヒトは助け合う」
ように設計されている。しか
し、精神疾患の家族になって気付いたのは、
「家族」
に対しても、
「精神疾患の患者」
に対し
ても社会保障には盲点があったことだ。
原因はこれらについて有効な
「ソーシャルアクショ
ン」がなかったからである。
私たちは４年前から、家族など無償の介護者に対して
『ケアラー』
と名づけ、その実相を明

特別講演

らかにしてきた。日本にはケアラーは５世帯に１世帯存在し、ケアラーの中でも精神疾患
を持つ家族の孤立感は最も高かった。
精神疾患の患者さんへの対応は、重症化するまで何の予備知識も提供せず、治療も本人の

理念共有セミナー

将来への希望を与えるものではなかった。普通の人は近づけない存在であった。そこで専
門家の目線ではなく、心の不調に関心を持つ市民活動をする人々との交流から、あえて
「社
会適応者」
「心の不調をもつ者」
「巧みな少数者」に分けて構造の整理を図った。驚くことに
市民活動をする支援者、
ケアラーのほとんどが
「巧みな少数者」
を自覚する人たちであり
「社
会適応者」
は皆無であった。

シンポジウム

「巧みな少数者」
が実態としては多数派になっていることを認識してソーシャルアクション
を構想することが必要である。課題は未整理のまま山積しているし、それらは皆大変重要
だが私が特に重視するのは、一人ひとりの地域生活場面で従来型の社会常識と常に摩擦状
態に置かれていることである。多くは社会からの要請が
「重圧」
として心身にのしかかって

ポスター

いる。
私の住んでいる世田谷では、
『健康世田谷プラン』
１０ヵ年計画で心の健康づくりを重点施
策として取り組んでいる。
「ここからカフェ」はその取り組みの中心である（持ち込み資料
参照）。今後は、
『心の安全運転ルール』を市民、ピア、ケアラー、専門家、行政が協働で
作成し普及していく。
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日程表

S10-4

「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する

精神保健・予防を科学する専門家の立場から

プログラム１日目

○笠井清登
東京大学大学院医学系研究科精神医学

プログラム２日目

本シンポジウムの【「苦しいときに人は助け合う」行動を科学する】というタイトルは、演者の一人、堀江紀一さまのアイ
ディアです。司会者の福田正人さまは、堀江さまとの私信のなかで、「苦しいときに人は助け合う」＝「苦しくなくなると人
は助け合わなくなる」だとおっしゃいました。たしかに現代社会において、他人が苦しんでいるときに、人間は誰でも必ず
その他人を助けるわけではありません。そうであれば、精神疾患を持つ方やそのご家族の苦しみは今ほどではないでしょう。
人類がその進化の過程でおかれてきた環境は、常に、お互いに助け合わなければ生存できない過酷なものだったと考えら
れます。このような環境のもとで適応するために、人間は共感性や信頼という精神機能、およびそれを支える高度に発達
した脳を持つに至ったのでしょう。したがって、
「もともと人は助け合うのですが、それは困難な環境下で成立するのであっ

特別講演

て、現代のような環境においては、「自分が困っていなければ（困った体験がなければ）、困っている人がいても、助けなく
なる」のです。こうした社会環境のなかで、自分自身、あるいは身近な人が困っている場合に、自分が出来ること、社会が（し
くみとして）すべきこと、支援者が身につけるべき素養とは何か、ということを問うこと、これが、【「苦しいときに人は助
け合う」行動を科学する】の真意なのでしょう。
私は精神科医として、統合失調症、うつ病、不安障害などの精神疾患を持つ当事者の方々のリカバリーの過程に立ち会っ

理念共有セミナー

てきました。また、研究者として、統合失調症の早期病態など、精神疾患の脳科学研究に携わってきました。こうした経
験から、リカバリーを支えるのは、
「脳・生活・人生」のトライアングルであると気づくようになりました。
人は、他者や社会と相互交流しながら自分自身の脳や精神機能を成長させ、自我や固有の価値を持って生きています。
この自己の脳・精神と、他者・社会の接点が「生活」です。人の脳・精神機能は「生活」がよりよく成り立つように進化を遂
げてきています。したがって、「生活」が成り立つ、ということは、人間にとって、価値を支えられるwell-beingの源です。
精神疾患を持つ方のリカバリーの過程で、就労や就学、結婚や育児を支援することの科学的本質はここにあるのではない
でしょうか。今大会で大山泰弘さんを招聘したのはそうした思いからです。

シンポジウム

「生活」につづき、「人生」について考えます。人間は、「ゆりかごから墓場まで」生涯にわたって精神的資本を高め、wellbeingを達成していきます。10才くらいまでの児童期には、母子関係（愛情）を通じて、共感性や人間に対する基本的な信頼
を身につけます。児童期に育んだ情動・対人関係機能の基盤の上に、10才〜 25才くらいまでの思春期・青年期には、メタ
認知機能と思考の道具としての言語の発達を基盤とし、他者・社会との交流を通じながら、自分自身の精神機能を改変す
る（精神機能の自己制御）ループを間断なく働かせます。これを通じて、自分自身とはどういう人間か（自我）、どういう人
間になりたいか（価値・アスピレーション）を形成していく、これが思春期の本質です。どの年代の方でも、どのような精
神疾患であっても、当事者が、思春期の自我や価値の形成のゆらぎを振り返り、物語る（言語化）ことがリカバリーに重要

ポスター

な役割を果たすことを支援者として経験しています。また、児童期に育んだ共感性や信頼が、人生のずっと後での精神疾
患からのリカバリーの過程にさえ大きな影響を与えうるのです。今大会で夏苅郁子さんを招聘したのは、リカバリーにお
ける「人生」の視点を学ぶことがねらいでした。また、今大会を通じて、育児・思春期・労働・高齢の４世代を明示的に扱
いました。
「脳・生活・人生」のトライアングルの理解にもとづいてリカバリーを支援できる、また、当事者のリカバリーに寄り添
うことで専門家として成長できる、こうしたことが精神保健サービスに従事する専門家に求められる素養ではないかと思
います。
「精神保健サービスの実践に携わるすべての人に求められる10の基本」に含意されているように、当事者と支援者
の壁、支援者の中でも立場の違いによる壁が強固に存在しますが、これを乗り越えるために必要な素養は、個人のリカバリー
支援の経験によって培われると思います。こうした個人レベルでのリカバリー支援の素養を基盤としてはじめて、地域精
神保健に変化をもたらすことができ、さらには、精神保健・予防が溶け込むコミュニティデザインとは何か、という国レ
ベルのまなざしを持つことが出来るのではないかと思います。
私は、精神保健や予防は、
「正常な人が異常にならないために何をすべきか」という学問ではないと思います。本人・家族・
ケアラーとして疾患を乗り越えて新たな人間性の本質に気づき、そうした価値を発信している方々のナラティブから学ぶ
ことが出発点だと思います。
【「精神保健・予防学」を再定義する：「苦しい時にヒトは助け合う」行動を科学する〜育児・思
春期・労働・高齢にわたって〜】私が今大会に込めた思いの解題が少しは出来たでしょうか。私にも明快な答えはまだない
のですが、皆様と理念を共有するきっかけとなれば幸いです。
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ポスター
１ 自殺予防
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）
２ ARMS・初回エピソード
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）
３ 疫学
座長：下寺 信次（高知大学医学部神経精神科学教室）
４ メンタルヘルスリテラシー
座長：川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健
学分野）
５ 認知・心理
座長：島津 明人（東京大学大学院医学系研究科精神保健
学分野）
６ 脳と生活
座長：福田 正人（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学）
７ コミュニティ
座長：根本 隆洋（東邦大学医学部精神神経医学講座）
８ DUP
座長：岡崎 祐士（東京都立松沢病院・厚生会道ノ尾病院）
９ 就学・就労支援
座長：池淵 恵美（帝京大学医学部精神科学教室）
10 児童・思春期・青年期
座長：金生由紀子（東京大学大学院医学系研究科こころの
発達医学分野）

自殺予防

日程表

PS1-1

東邦大学精神神経科における自殺予防の取り組み

プログラム１日目

○山口大樹 1）、藤井千代 2）、辻野尚久 1）、戸部美起 1）、齋藤淳一 1）、馬場遥子 1）、
根本隆洋 1）、水野雅文 1）
1）東邦大学医学部精神神経医学講座、2）埼玉県立大学保健医療福祉学部

プログラム２日目

【目的】自殺未遂歴は最も重要な自殺の危険因子であり、自殺未遂者の約10％が将来既遂に
至ることが知られている。そのため自殺企図時の精神症状やその手段、心理社会的背景、
近親者の認識などについて詳細な情報を得た上で個別の支援体制を構築することは、自殺
予防において最も重要であると考えられる。当院精神科では重篤な自殺行動がみられた

特別講演

患者およびその家族に対し専門スタッフが詳細な面接を行い、OTP（Optimal Treatment
Project）を取り入れた包括的な治療、支援を行う取り組みを2007年より行っている。今回
我々は、初回面接終了より3年以上の経過を追跡できた統合失調症者15例について、その

理念共有セミナー

後の転帰と自殺予防の観点からみた面接の意義について検討を行い若干の考察を加えた。
【方法】2007年1月1日から2010年7月31日の調査期間において、重篤な自殺行動のため当科
入院となった統合失調症者15例（男性10例、女性5例、年齢26-61歳）を対象とし、その精神
病理学的・心理社会的背景について半構造的面接を実施し、面接終了後の追跡調査を行っ
た。

シンポジウム

【結果】面接前には全例の家族において統合失調症や自殺の可能性についての認識がない状
態であった。面接の結果、14例では再企図に至ることなく経過しており、このうち13例は
介入により家族の疾病理解と治療・再企図防止の協力が十分得られていた。再企図により
既遂に至った1例は、抑うつ状態の治療反応性が不十分であり、サポート体制の構築が困
難な例であった。

ポスター

【結論】自殺についての詳細な面接を当事者・家族に行い、その後包括的介入を実施するこ
とにより自殺再企図の予防が可能であることが示唆された。既遂に至った1例については、
長期に渡る未治療期間にサポート体制が失われており、
その再構築が困難であったことが、
遷延する抑うつ状態と再企図に関与していると考えられた。
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日程表

PS1-2

自殺予防

茨城県立こころの医療センターにおける自殺再企図防止事業の
取り組みについて

プログラム１日目

○鶴田紀子 1）、山田典子 1）、白鳥裕貴 1）、山形晃彦 1）、高田眞弓 1）、岩間美幸 1）、
太刀川弘和 2）、土井永史 1）
1）茨城県立こころの医療センター、2）筑波大学大学院人間総合科学研究科

プログラム２日目

【目的】
茨城県立こころの医療センターで実施されている自殺再企図防止事業の概要報告に加え
て，事業対象者の属性や介入後の転帰などについて後方視的調査を行い，その結果から現
時点での事業成果を検討する。

特別講演

【方法】
二次救急医療機関である茨城県立中央病院と連携して，再企図防止を目的に自殺未遂者
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への介入支援を行った。中央病院へ搬送された未遂者をリエゾン回診により当センターで
の治療につなげ，事業担当者
（ケースマネージャー：CM）
による定期面談を1年間行った。
2012年3月～ 8月の間に当事業の対象となった患者について，診療録や面談記録より患
者背景や自殺企図の詳細について調査した。

シンポジウム

【結果】
上記期間内における対象者は53名であった。介入後の転帰は，事業介入に至った例が45
名，介入を拒否した例が8名であった。2012年9月時点で45名の対象者のうち，支援継続例
は34名，支援中断例は11例であった。
事業参加者45名の内訳としては，男性44%，女性56%であり，年齢は30 ～ 50代が過半

ポスター

数を占めた。ICD-10による診断分類ではF3が半数に上り，
次いでF2，
F4が多く認められた。
自殺行動の内容としては，初回企図例が半数を占め，企図手段は過量服薬，縊首，農薬が
多く用いられた。介入をした対象者45名の再企図率は2％であったが，再企図による既遂
の報告はなかった。
【考察】
介入者の属性調査の結果からは，従来の他機関の報告と照らし合わせると当事業では重
症自殺未遂者を対象とした介入が多かったことが示唆された。また，再企図率を低い数値
で抑えることができており，本事業のように単科精神科病院と総合病院の連携により，介
入の必要性が高い未遂者への支援を行うことで，再企図は予防できると考えられた。当日
は，その後半年間のデータを加えて発表を行う予定である。
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自殺予防

日程表

PS1-3

アスペルガー症候群における自殺企図の1例

プログラム１日目

○藤美佳子、岩河千栄、土居江里奈、須賀楓介、赤松正規、下寺信次、森信繁
高知大学医学部神経精神科学教室

プログラム２日目

近年、アスペルガー症候群に対する関心は高まっているが、その自殺に関する臨床報告
は少ない。今回、15歳男性のアスペルガー症候群の自殺企図例を経験したので報告する。
本症例は、県東部の小規模中学校から県中心部の進学校に入学したが、学校生活に適応
できず自殺を図った。救急病院に搬送された後に当科に転院となった。
アスペルガー症候群の患者の特徴として、急激なうつ状態への移行と回復、自殺に至る
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閾値の低さを指摘する報告がある。また、成人期ではあるが自閉症スペクトラム障害の自
殺企図の臨床的特徴として、重篤な手段を用いるため自殺既遂のリスクが高いことを示唆
する研究が報告されている。
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本症例でも、学校での補習をきっかけに急激に自殺念慮が生じ、翌日深夜に縊死自殺と
いう重篤な手段による自殺を図ったが、わずか2日後の当科転院時には自殺念慮はなく、
好きなゲームをするなどマイペースに過ごしていた。
本症例を通じて、アスペルガー症候群の自殺企図の防止には、障害特性を踏まえた、健
常者とは異なる対応が必要であると実感した。

シンポジウム
ポスター
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日程表

PS2-1

ARMS・初回エピソード

初回エピソード統合失調症スペクトラム障害に対する
急性期薬物治療アルゴリズム

プログラム１日目

○吉村文太、佐藤康治郎、竹中央、来住由樹、浮田實、中島豊爾
岡山県精神科医療センター

精神科

プログラム２日目

目的：当院では初発統合失調症圏に対して，
（1）糖脂質代謝障害という長期的な有害事象
が最も生じやすいオランザピンをなるべく温存する，
（2）抗精神病薬はなるべく単剤化す
る，
（3）低用量から開始する，
（4）
十分期間かけて効果判定する，
（5）
認知機能を低下させる
補助薬の使用を最小限にすること，を念頭において急性期薬物治療アルゴリズムを院内で
作成し日常臨床の指針としている。今回，アルゴリズムの有用性を評価する目的に，その

特別講演

遵守率と臨床アウトカムを調査した。
方法：対象は2012年10月から当院へ入院した初回エピソード
（精神病未治療期間5年未満か
つ十分な薬物治療歴なし）の統合失調症圏急性期の患者（連続サンプル）である。アルゴリ
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ズム遵守率は薬剤選択，開始用量，投薬期間、併用薬（抗精神病薬）
，併用薬（抗精神病薬
以外）の5項目を，臨床アウトカムは日常的に測定しているBPRSなどを分析した。患者か
らインフォームドコンセントは得られていないが匿名化がなされており，発表にあたって
は当院倫理委員会の承認が得られている。
結果：平成25年8月18日時点で53名が（男性19名，女性34名，F20/22/23/25/29はそれぞれ
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42, 1, 4, 5, 1名，非自発的入院48名）入院。そのうちの退院した38名においては，アルゴリ
ズム遵守率は94%，平均BPRS合計点は71（入院時）
，30（退院時）
。71%の患者が第一選択
薬（ほとんどがアリピプラゾールかリスペリドン）に反応し退院。退院時BPRS70%改善は
79%，症状寛解は74%。95%は抗精神病薬ほぼ単剤（睡眠補助目的での少量の併用は“ほぼ
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単剤”とした場合）
で退院。
結論：当院で作成し臨床の指針としている治療アルゴリズムは，初回エピソード統合失調
症圏の急性期入院治療に用いやすく，抗精神病薬ほぼ単剤での治療と良好な臨床アウトカ
ムにも繋がっていた。また初発エピソード患者はResponderが多く，オランザピンを温存
したとしても急性期治療にはほとんど支障を来さない可能性も示唆された。
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ARMS・初回エピソード

日程表

PS2-2

At-Risk Mental State（ARMS）はいつまでARMSか？：
SAFEクリニックにおける予備的調査から

プログラム１日目

○加賀谷隼輔 1）、桂雅宏 2）、小原千佳 2）、大室則幸 1）、菊池達郎 2）、濱家由美子 1,2）、
砂川恵美 1）、越道理恵 3）、伊藤文晃 4）、宮腰哲生 5）、松本和紀 1,3）、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付講座、4）花巻病院、5）千葉刑務所医務部

プログラム２日目

目的
ARMS（At-Risk Mental State）は近い将来に精神病を発症するリスクの高い者を同定
するための概念であるが、その精神病移行率は3年以上の追跡でもおよそ3割程度にとどま
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る。残る者は追跡期間中に精神病に移行しない“非移行例”と呼ばれるが、近年その特徴や
経過に関する報告が散見される。本発表では、早期精神病専門外来でのARMS非移行例の
経過についての予備的調査結果を報告し、本邦におけるARMSへの支援のあり方について
考察したい。

理念共有セミナー

方法
東北大学病院精神科SAFE（Sendai At-risk mental state and First Episode）クリニッ
クでARMSと診断され、研究

参加に同意した連続例106名（平均年齢20歳、男性40名）の

シンポジウム

縦断経過を追跡した。インテイク後6 ヶ月、1年、2年、3年が経過した時点で通院してい
た者に対して、各時点でCAARMSとGAFを用いて臨床評価を実施し、その時点でARMS
基準を満たすかどうかの再評価を行った。尚、本研究は本学大学病院並びに大学院の倫理
委員会の承認を得て実施した。

ポスター

結論
これまでの追跡可能者のうち、6 ヶ月、1年、2年、3年後の精神病移行者は7名、10名、13名、
14名であった。精神病移行者を除くと各時期に73名、
65名、
39名、
27名の評価が可能であり、
このうちARMS基準を満たしていた者は各36名
（49%）
、19名
（29%）
、7名
（18%）、3名
（11%）
で、残りの者はARMS基準を満たさなかった。経過とともに精神病移行者が増えていく一
方で、ARMSの多くは、治療により弱い精神病症状が経過中に徐々に軽快しARMSの基準
を満たさない状態となっていった。ARMSは、経過において異種性を含む群であることが
明らかとされたが、臨床家はこの経過の多様性を十分に認識した上で、患者・家族への情
報提供、薬物療法の選択を含めた治療の見通しを立てることが重要であると考えられた。
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日程表

PS2-3

ARMS・初回エピソード

精神病発症危険状態における社会家族要因及び感情表出の影響
についての検討

プログラム１日目

○舩渡川智之、根本隆洋、武士清昭、馬場遥子、戸部美起、齋藤淳一、山口大樹、
蓮舎寛子、中村道子、辻野尚久、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

【目的】
感情表出（EE）は、統合失調症において再発等の予後と関連し、介入の標的となる家族環
境要因の一指標であることが証明されている。本研究では、社会家族要因としてのEEと、
精神病発症危険状態
（ARMS）
の精神症状や精神病移行との関連性を調査することで、より

特別講演

適切な早期介入方法確立への布石となる可能性を検討する。
【方法】
被験者に対して、初診時に受診経路、心理社会的背景、疾病未治療期間（DUI）
、及び、

理念共有セミナー

被験者の精神症状を前駆症状評価スケール（SOPS）
、社会機能を社会機能評価スケール
（SFS）、全般的重症度を臨床全般印象尺度-重症度スケール
（CGI）
、GAFを用いて評価する。
同意を得た同居成人家族各々に、5分間スピーチサンプル（FMSS）、The Family Attitude
Scale（FAS）
を行って各々のEEを測定し、家族の健康度調査としてGHQ-30を行う。
【結果】

シンポジウム

8例が被験者となった。初回受診時平均年齢17.0歳。男性2名、女性6名。最終学歴は高校
卒業3名、高校在学中4名、中学在学中1名。DUI（月）平均15.9。DSM-Ⅳ診断は、不安障害
6名、うつ病エピソード2名。SIPS/SOPS診断は、全例COPS-B。GAF平均値34.6。CGI平
均値3.9。WHO-QOL平均値2.33。SFS平均値97.5。受診経路は、他院精神科からの紹介2名、
学校関係者からの紹介2名、同院他科より1名、他院他科より1名。家族のEE評価項目は、

ポスター

FASにてHighと判定された例は母1名のみであった。GHQ-30平均値は、
母10.0、
父7.1であっ
た。
【考察】
海外の先行研究では、Highと判定される家族は約3分の1とされているが、本報告では、
FAS上High-EEと判定される例は1例のみであった。また、参加者平均年齢も先行研究で
21.8歳と高齢であるのに対し、本報告では、17.0歳と比較的若年であった。当大学附属病
院の早期精神病ユニットの存在により、より早期の発見が可能であった可能性が考えられ
た。発表当日はFMSSの結果も踏まえ、他の調査項目との関連を検討する。
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ARMS・初回エピソード

日程表

PS2-4

早期精神病症状評価における精神病様体験尺度の応用
～ CAPE42の信頼性と妥当性の検討～

プログラム１日目

○市川絵梨子 1）、山崎修道 2）、小池進介 3）、荒木剛 1）、笠井清登 4）
1）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座、2）東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト、
3）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）、4）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野

プログラム２日目

2000年以降、早期精神病（early psychosis）への早期支援（early intervention）に関する
研究と実践が、国際的に普及して来た。統合失調症を始めとする精神病性障害において、
精神病未治療期間（DUP：Duration of Untreated Psychosis）が短いほど症状が軽く、薬
物反応性や機能的予後が良いことが明らかとなっている（Marshall, Lewis,Lockwood, et

特別講演

al,2004）
。このことから，発症後間もない初回エピソード精神病の当事者への早期支援が
行われている。また、精神病症状発症リスクが高まったアットリスク精神状態
（ARMS）
の
当事者に対して、早期の支援を行うことで、精神病状態への移行を遅らせ、発症を予防で

理念共有セミナー

きる可能性も示唆されている。
東京大学医学部附属病院では、2008年より早期精神病専門外来
（こころのリスク外来）
を
開設した。こころのリスク外来では、初回エピソード精神病やアットリスク精神状態の当
事者へ早期の支援を行っている。また、早期精神病の病態生理を明らかにするために、生
物学的・心理学的マーカーを探索する縦断研究を行っている。

シンポジウム

早期精神病精神病症状に対する症状評価尺度は、現状構造化面接によるものが多く、実
施にコストがかかる。一般人口を対象とした疫学調査では、精神病様体験を自記式質問
紙で簡易に評価できる尺度が開発されている。CAPE42（Verdoux H, 2002; Stefanis N,
2002）は、疫学調査で広く利用されている自記式質問紙である。CAPE42、①陽性症状だ
けでなく、②陰性症状、③抑うつ症状を測定できる。また、近年では、アットリスク精神

ポスター

病状態をスクリーニングするツールとしても応用されている
（Mossaheb N 2012）
。
本研究では、こころのリスク外来を受診した患者と健常被験者

計49名
（抄録作成時）
を

対象に，CAPE42日本語版を実施し、信頼性・妥当性を検討した。本研究は、東京大学倫
理委員会の承認
（審査番号2226-（3）
）
を受けており、被験者には書面にて同意を得た。結果
の詳細については当日報告する。

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

113

日程表

PS2-5

ARMS・初回エピソード

ARMS患者におけるロールシャッハ・テスト上の特徴
―移行群と非移行群の比較から―

プログラム１日目

○荒井淳、伊藤幸恵、塚原さち子、田所正典、岩倉拓、山下佑介、
二宮友梨子、天神朋美、三宅誕実、山口登、宮本聖也
聖マリアンナ医科大学病院

統合失調症治療センター

プログラム２日目

【背景と目的】
統合失調症における脳研究や疫学研究が進むにつれて、統合失調症のAt Risk Mental
State（以下ARMS）の段階で、顕在発症を予測する指標が求められている。これまで、生
物学的なレベルから、症候学や心理学的なレベルまで多くの分野で診断補助や発症機序解

特別講演

明のための研究が進められている。一方、心理検査の分野において、ロールシャッハ・テ
スト（以下、ロ・テスト）
は、Rorschach, H.以来、統合失調症の病理をよりよく捉えると言
われている。そこで本研究では、統合失調症のARMSの段階で、統合失調症へ移行する群

理念共有セミナー

のロ・テスト上の特徴を把握することを目的とした。
【対象と方法】
被注察感と敏感関係妄想様の訴えを主訴として来院し、ARMSの診断基準を満たした患
者４名を対象とした。ARMSの段階でロ・テストを施行し、2年経過中に明確に顕在発症
した症例を移行群
（2名）
、顕在発症のなかった症例を非移行群
（2名）
として、ロ・テストデー

シンポジウム

タを比較検討した。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た。
【結果と考察】
移行群においては、統合失調症の初期に近似した特徴が見られるのに対し、非移行群に
おいては、移行群ほどに病理の程度が強くないことが示された。また、非移行群において

ポスター

は、注察感や敏感関係妄想様の訴えは移行群と同様であっても、統合失調症とは異なった
疾患の要素が強い症例が認められた。さらに、ARMSの前期段階であると予想され、今後
の顕在発症の可能性を否定しきれない症例も見られた。
ARMSの段階において統合失調症に移行していく移行群を予測するためにロ・テストは
有用であると考えられた。しかし、ARMSの前期段階においてはさらなる研究が必要であ
る。当日は症例について細かく提示し、統合失調症に移行した群を中心に、非移行群につ
いてのロ・テスト上の特徴も詳細に示す予定である。
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疫学

日程表

PS3-1

子ども時代の貧困と健康リスク行動：
成人期の社会経済的要因とソーシャルサポートの媒介効果

プログラム１日目

○梅田麻希 1）、小塩隆士 2）、藤井麻由 3）
1）東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野、2）一橋大学経済研究所、
3）国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部

プログラム２日目

目的
子ども時代の貧困は、その後の学歴や収入、社会的サポートの質に影響を与える。またこ
れらの人的・社会的資源は、喫煙や飲酒などの健康リスク行動の形成に重要な役割を担う
ことが明らかになっている。本研究では、日本の地域住民を対象に、子ども時代の貧困と

特別講演

健康リスク行動の関連に、成人期の社会経済的要因と社会的サポートが与える影響の有無
とその大きさを検討した。

理念共有セミナー

方法
2010年から2011年にかけて関東４市区で実施された「まちと家族の健康調査（J-SHINE）」
（ベースライン調査）の２次解析を行った。25歳から50歳の回答者（N = 4,117; 回答率
31.6%）のうち、収入などに欠損のない3,265名を解析対象とした。子ども時代の貧困は、
15歳時点での暮らし向きを被説明変数、親の社会経済的状況に関する変数を説明変数とす

シンポジウム

る順序プロビットモデルを用いて指標化し、
「貧困あり／なし」の2値変数を作成した。子
ども時代の貧困と健康リスク行動（喫煙、運動不足、非健康的な食習慣、飲酒）の関連と、
この関連に成人期の社会経済的要因
（学歴、世帯収入、就業状況）
と社会的サポートが与え
る影響については、階層的ロジットモデルを用いて検討した。媒介効果の大きさと統計的
な有意性の検討には、媒介分析を用いた。すべての解析モデルは、性、年齢、婚姻状況、

ポスター

調査地域で調整した。
結論
子ども時代に貧困を経験した者は、喫煙、運動、食習慣について健康リスク行動をとりや
すいことがわかった。子ども時代の貧困と健康リスク行動との関連の47-79%は、成人期
の社会経済的要因と社会的サポートにより説明された。特に喫煙は、その関連の75％が成
人期の社会経済的要因、特に教育（67%）によって媒介されていた。成人期の社会経済的要
因や社会的サポートに対する政策や介入は、子ども時代の貧困が健康に与える影響を軽減
する可能性が示唆された。
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日程表

PS3-2

疫学

地域在住高齢者の日中の眠気の有症率と関連要因

プログラム１日目

○岡村毅、宇良千秋、宮前史子、井藤佳恵、粟田主一
東京都健康長寿医療センター

自立促進と介護予防研究チーム

プログラム２日目

目的
ESS（Epworth Sleepiness Scale）日本語版（以下JESS）を用いて地域在住高齢者の日中の
過度の眠気
（Excessive daytime sleepiness、以下EDS）
の有症率を調査する
方法

特別講演

東京都A市の特定の地区で、2013年1月及び6月に地域在住高齢者の悉皆調査を行った。
JESSに加えて、社会人口統計学的要因、身体的健康関連要因、精神的健康関連要因を含
む包括的な調査票を対象地区の65歳以上のすべての住人7682名に郵送した。後日調査員が

理念共有セミナー

訪問し、7109名から調査票を回収した
（回収率92.5％）
。施設入所者
（168名）
、
無記載のもの
（9
名）、JESSに欠損値を含むもの（663名）を除外し、6269名（男性2929名、女性3330名、有効
回答率81.6％）
を分析対象とした。JESSのCronbachのα係数は0.85であった。
結果
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JESSの平均得点±標準偏差は、全体で4.6±3.7であり、男性は5.0±3.8、女性は4.4±3.7と
男性で高かった（t検定、p<0.01）
。JESS11点以上で定義されるEDSの有症率は全体で6.7％
であり、男性7.9％、女性5.6％と男性に多くみられた（χ二乗検定、p<0.01）
。EDSを目的
変数とする多変量ロジスティック回帰分析を行ったところ「男性」
「教育年数が少ない」
「外

ポスター

出が少ない」
「主観的情緒的ソーシャルサポートの欠如」
「主観的記憶力低下」
「脳梗塞の既
往」
「心疾患の既往」
「外傷の既往」
「筋骨格系疾患の既往」
が関連した。
本研究は東京都健康長寿医療センター研究所の倫理委員会の承認を受けた。
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疫学

日程表

PS3-3

子ども期の社会経済的地位と成人期の健康を媒介する心理的資
源の役割

プログラム１日目

○菅知絵美、梅田麻希、川上憲人
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野

プログラム２日目

【目的】子ども期の社会経済的地位（SES）が成人期の身体的・精神的健康に影響を及ぼす。
しかし、子ども期のSESがどのような経路を経て成人期の健康に関与しているのか十分
に明らかにされていない。そのなかで近年、SESと健康を媒介する心理的資源の重要性
が指摘されている（Matthews et al., 2010）
。つまり、SESが低いと心理的資源が乏しく
健康問題につながる。心理的資源は幼少期に発達しSESよって変化する（Demo & Savin-

特別講演

Williams, 1983）ため、子ども期のSESと成人期の健康との間を媒介する重要な役割を持つ
と考えられる。学歴達成も成人期の身体的・精神的健康の増進に寄与する（e.g, Lorant et
al., 2003）
。本研究では、本人の学歴の影響を統制ながら、子ども期のSESと成人期の健康
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との関連に及ぼす心理的資源の影響を検討することを目的とした。
【方法】新学術領域研究
「社会階層と健康」
プロジェクト
「まちと家族の健康調査」
に参加した
中高年齢者（25歳~51歳）のうち3,261名を対象とした。子ども期のSESは親の学歴および5
歳時の主観的経済状況を思い出してもらった回答、心理的資源はマスタリー（Lachman &
Weaver, 1998）およびSense of coherence（SOC）
（Togari et al., 2007）により、成人期の健

シンポジウム

康は心理的ストレス（K6）と健康自己評価により評価した。心理的資源が子ども期のSES
と成人期の健康の関連に及ぼす媒介効果の影響については、性別、年齢を調整し、また本
人の学歴の媒介効果を調整した媒介分析を用いて検討した。
【結果】成人期のK6に対する親の学歴および子ども期の主観的経済状況の影響はマスタ
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リーとSOCにより有意に媒介されていた。成人期の健康自己評価に対する親の学歴および
子ども期の主観的経済状況の影響も同様にマスタリーとSOCにより有意に媒介されてい
た。
【結論】マスタリーとSOCは子ども期のSESと成人期の健康とを媒介することが示唆され
た。子ども期の低いSESが成人期の健康に与える影響を予防するためには、マスタリーや
SOCを向上する教育支援が有用である可能性がある。しかし、それだけでなく子ども期の
貧困対策自体も成人期の健康にとって重要であろう。
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日程表

PS3-4

疫学

前思春期における痩せ願望について

プログラム１日目

○杉本徳子 1）、安藤俊太郎 2）、小池進介 3）、金田渉 1）、藤川慎也 1）、西田淳志 2）、
長谷川眞理子 4）、笠井清登 5）
1）東京大学大学院医学系研究科、2）東京都医学総合研究所、3）東京大学保健センター精神科、
4）総合研究大学院大学先導科学研究科、5）東京大学医学部附属病院精神神経科

プログラム２日目

【目的】
人はみな自分の体への認識、つまりBody Image（以下、BI ）を持っている。BI に家族・友人の
指摘やマスメディアの影響などが加わることでBody Dissatisfaction（以下、BD ）が生じること
がある。BDが後年精神的・身体的問題のリスクを上昇させる可能性は既に多数報告されている。

特別講演

一方で、BDを抱えていても、多くは病的な発展をしないことから、BDの構造や成因を調べ直し、
病的な発展を予防する保護因子について検証することがリスク上昇の回避手段の一つとなりうる
のではないかと考えた。BDは身体のパーツや体型そのものなど、多様な要素を包括して成り立

理念共有セミナー

つ観念であるため、今回はBDの因子の一つとして「痩せ願望」
（今よりも痩せたいと思う気持ち）
に注目した。痩せ願望は10代において男女とも年齢と共に変化するとされており、また、痩せ願
望に基づく問題の多くが顕在化するのが10代後半である。その要因を調べるにはその前段階を検
証する必要があると考え、前思春期における痩せ願望の現状を把握し、痩せ願望に影響を与えて
いる可能性のある因子との相関を検討することとした。

シンポジウム

【方法】
Tokyo Teen Cohort「青春期の健康・発達に関する調査」として、2012年度～ 2014年度に世田谷区、
調布市、三鷹市在住の9歳から10歳の子供とその養育者を対象（約14000世帯）としたコホート研究
であり、協力率は33.9%であった。その中の第一期（2012年度～ 2013年度）調査の結果が既に出て
いるn=1550のデータのうち、今回の解析で有効な回答数n=1491（男子：n=789 女子=702 脱落

ポスター

率3.8%）を用いた。研究参加者からの同意は研究参加者各人に対し、口頭および書面で研究主旨
や検査内容に関する説明を行い、書面にて受けた。児童の同意は代諾者たる養育者の同意をもっ
てこれに代えている。使用した質問項目は、質問：いまよりも、やせたいと思いますか？ 回答：1．
やせたいと思う 2．どちらかというと、やせたいと思う 3．どちらかというと、やせたいと思
わない 4．痩せたいとは思わない
はJMP pro 9.0.2（会社名：SAS

等である。児童の体型評価にはRI値を用いた。統計ソフト

本社：アメリカ）を使用し、χ2検定・ｔ検定を行い、有意水準

は5%未満とした。本調査は東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委員会の承認を得ている。
承認番号：10057
【結論】
現時点では男女間において体型に有意差はなく（ p = 0.73 ）、また、痩せ願望がある割合は全体で
男子46% 女子43%と有意差はなかった（ p = 0.28 ）。加えて、他因子との関連についても報告する。
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疫学

日程表

PS3-5

プログラム１日目

Adolescent self-control problems predict midlife
hallucinatory experiences: 40-year follow-up of a
UK National Birth Cohort
○ Atsushi Nishida1,2）、Marcus Richards1）
1）MRC Unit for Lifelong Health and Aging at UCL、2）Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science

プログラム２日目

Background: Lower self-control in childhood and adolescence is associated with
increased risk of crime, poor physical health, and educational and occupational
underachievement in later life. However, the relationship between self-control
in adolescence and metal health outcomes in midlife, particularly psychotic-like

特別講演

experiences, remain poorly understood.
Aims: To investigate the relationship between adolescent self-control and midlife

理念共有セミナー

mental health outcomes, including depression/anxiety and psychotic-like experiences,
controlling for the effect of adolescent conduct and emotional problems.
Method: A population-based sample of participants born in Great Britain during 1 week
in March 1946 was contacted up to 20 times between ages 6 weeks and 53 years. Self-

シンポジウム

control, conduct, and emotional problems were assessed by teachers at ages 13 and
15. At age 53 years, psychotic-like experiences were self-reported by 2918 participants
using four items from the Psychosis Screening Questionnaire, and depression/anxiety
was assessed using the scaled version of the General Health Questionnaire（GHQ-28）.

ポスター

Results: The presence of psychotic-like experiences, specifically hallucinatory
experiences at age 53 years, was significantly associated with poorer self-control
in adolescence after controlling for the effect of adolescent conduct and emotional
problems, GHQ-28 scores at age 53, and other confounders.
Conclusions: Lower self-control in adolescence is a risk factor for hallucinatory
experiences in mid-life. These phenomena may be one end of a continuum of phenotypic
expressions driven by variations in early neuro-development.
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日程表

PS4-1

メンタルヘルスリテラシー

小・中学校における精神疾患教育の導入について（第2報）
－メンタルヘルス教育についての当事者家族の望み－

プログラム１日目

○山田浩雅、中戸川早苗、糟谷久美子、岩瀬信夫
愛知県立大学

看護学部

プログラム２日目

【目的】思春期の児童・生徒の保健教育において、精神障がい者を持つ家族がどのようなメ
ンタルヘルスに関する教育的な介入への希望も持っているかについて検討する。
【方法】精神障がい者家族会の家族を対象に、現況の小・中学校の保健の教科書の内容から
精神またはこころに関する教育内容を抽出して作成した小冊子を用い、半構成的にインタ
ビューを実施した。インタビュー内容は主に精神疾患教育に導入や早期教育について、小

特別講演

冊子を読んだ感想や今後の精神教育に必要とする内容、希望などを設定した。録音したイ
ンタビュー内容を逐語録まとめ、質的に分析した。本研究は、愛知県立大学倫理委員会の
承認を受け、対象者に面接調査の目的と方法、個人情報の配慮について口頭及び文書で説

理念共有セミナー

明し、同意書を得て実施した。
【結論】対象者は81名（平均年齢66.4歳）であった。思春期メンタルヘルス教育に関する早期
教育介入への希望についてデータ分析したところ、6つのカテゴリが抽出された。

家族

は《精神の病気は特別なものではないことを知ってほしい》
《精神疾患への正しい理解》や
《早期教育で偏見がなくなること》
《親・教員・医療が連携できるような環境整備》
さらに
《こ

シンポジウム

ころの強さ、弱さ、思いやりの教育》
を実施してほしいことを望んでいた。またこれら5カ
テゴリは、
《病気のイメージを変えるための教育を願う》
に全て繋がっていた。
家族は、早期の段階で病気への正しい知識を持つことができ、精神疾患の理解、障がい
者への理解、早期発見・予防に繋がるための教育、そして医療、福祉等との連携が継続的

ポスター

に行われるための教育環境の整備を望み、精神の病気のイメージを変えるための教育を
期待していると考えられる。また近年の動向に準じ5大疾患の1つとして社会全体が認知
されるように教育啓発することの重要性を示唆した。
（本研究は、科学研究費基盤研究（C）
22592602の助成により実施した研究の一部である）
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メンタルヘルスリテラシー

日程表

PS4-2

中学生の「生きる力」の育成を目指した福祉教育の効果検証

プログラム１日目

○栄セツコ 1）、清水由香 2）
1）桃山学院大学、2）大阪市立大学大学院

プログラム２日目

目的
調査目的は、中学生の
『生きる力』
の育成を目指した福祉教育の効果の検証にある。
方法
A中学校の生徒146名を対象として、当事者の語りを主とした福祉教育を行い、その受
講前後に同一自記式質問紙票を配布・回収した
（回収率100.0％）
。期日は2012年11月である。

特別講演

『生きる力』の項目は、①精神障害（者）に対する知識習得（4項目）②共生社会の創造に向け
た知識習得と意識変容
（6項目）
である。各項目に
「とても思う」1点から
「全く思わない」4点
のリッカート尺度を用い、福祉教育受講前後で対応のあるt検定を行った。

理念共有セミナー

結論
１．中学生の精神障害
（者）
に対する接触体験
回答者は1年次全生徒である。
『こころの不調の人との出会い』が「有り」とした回答者は
32.4％で、その機会は「学校の行事や授業」が55.3％で最も高かった。このことから、中学
校において精神障害
（者）
に関する教育を行う意義は高い。

シンポジウム

２．福祉教育受講後の効果
１）精神障害
（者）
に対する知識習得
「一生のあいだに4人に一人がこころの不調を感じる」
「こころの不調等は誰でもかかる可
能性がある」
「精神の病気は多様な要因が重なっておこるものである」
「周囲の手助けがあれ

ポスター

ば、障害の程度は軽くなる」
の項目にt検定を行った結果、すべての項目で有意差がみられ、
福祉教育の受講後に精神障害
（者）
に対する知識習得の効果があった。
２）共生社会の創造に向けた知識習得・意識変容
「障害はその人の一部で多くの健康的な部分がある」
「病気を患うことで新たな気づきを
得ることがある」
「精神の病を患っても
『幸福になる権利』
がある」
「障害者への周囲の無理解
が社会参加の妨げになる」
「友人等がこころの不調で悩んでいたら手助けしたい」
「精神障害
で生活に困っていたら手助けしたい」の項目にt検定を行った結果、すべての項目で有意差
がみられ、福祉教育の受講後に共生社会の創造に向けた知識習得・意識変容の効果があっ
た。
本報告は、日本学術振興会『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
（No.24530762）
』
の研究成果の一部である。
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日程表

PS4-3

メンタルヘルスリテラシー

ユース・メンタルサポートセンター MIEにおける精神保健授業

プログラム１日目

○山本綾子、栗田弘二、前川早苗、足立孝子、渡邉里佳、正野温子
三重県立こころの医療センター

プログラム２日目

【背景と目的】
近年日本において、精神保健に関する正しい知識を若者に普及啓発することの重要性
が指摘されつつある。ユース・メンタルサポートセンター MIE（YMSC-MIE）では、2008
年より生徒のメンタルヘルスリテラシーの向上を目的とした精神保健授業を行っており、
2011年より自殺予防の話題も取り入れている。

特別講演

本発表においては、授業後のアンケート結果をもとに今後の精神保健授業の展開と課題
を考察する。

理念共有セミナー

【方法】
対象は三重県A市内の公立中学校2校、公立高校1校の約700名。期間は2012年12月～
2013年3月。授業時間は中学校50分×2限、高校80分×１限。医療スタッフがクラス単位で
実施する。授業終了後にアンケートを実施。アンケートは無記名とし、個人が特定されな
いよう配慮した。

シンポジウム

【結果と考察】
アンケートには681名が回答した
（回収率97.2％）
。
結果は、授業は今後役に立つ
（91％）
、他校の生徒にこの授業を勧める
（87％）
、授業を受

ポスター

けて困ったことがあれば誰かに相談しようと思った
（77％）
、授業を受けても不安は感じな
かった（65％）であった。しかし、授業を受けて不安を感じた（10％）と答える生徒もいた。
また、相談先として最も多かったのは友人
（33％）
であり、その後に家族、学校の先生と続
く中で、ストレスや精神的な問題はあるが誰にも相談しない
（5％）
と答える生徒もいた。
多くの生徒は授業をおおよそ肯定的に捉えているが、授業を受けて不安を感じる生徒も
おり、授業後の生徒に対して学校側での担任やスクールカウンセラー等による相談体制と、
必要時にはメンタルヘルスの専門的なフォローができる体制が必要である。また、具体的
な相談方法、相談された時の対応方法を深め、援助希求行動の促進行動を授業に取り入れ
展開していくためには、ロールプレイ等を取り入れることが有用であると考えられる。
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メンタルヘルスリテラシー

中学生に対する精神保健教育

日程表

PS4-4

～副読本の作成を通して～

プログラム１日目

○金原明子 1）、中野彰夫 2）、福田正人 3）、池淵恵美 4）、高橋清久 5）、笠井清登 6）
1）東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 専門職学位課程、2）有限会社カンファー、
3）群馬大学医学部附属病院、4）帝京大学医学部附属病院、5）公益財団法人 精神・神経科学振興財団、
6）東京大学医学部附属病院

プログラム２日目

【目的】
精神疾患は、生涯有病率が高く、約半数は中学生までに発症するといわれている。ひきこもり・不登校・
いじめ・自殺など学校現場では精神疾患が関与するであろう課題が山積している。このような状況にも
関わらず、我が国では、精神疾患について教科書ではその記載がなく、精神疾患を予防するための教育
や指導については、十分に行われているとは言えない。諸外国では、国家的な取り組みとして、精神保

特別講演

健に関する学校保健教育や、様々な学校教育プログラムに関する効果検証研究が行われている。私たち
は、このような現状を踏まえ、「保健体育の教科書の副読本による教育を通して、生徒自らが自分あるい
は友達の普段と異なる表出に気づき、自分自身、あるいは周りの人と共にケアを行えるようにすることで、
精神疾患発症の予防に貢献すること」を目指し、中学生向け教科書の副読本の作成に取り組んでいる。

理念共有セミナー

【方法】
まず、精神疾患当事者の立場で支援を行う専門家、中学生の保護者、都内公立中学校の教育現場でここ
ろのケアを推進する校長、養護教諭、精神医療の臨床現場で患者に対応する医師、ソーシャルワーカー、
編集委員会「こころの健康副読本編集委員会」を組織した。

シンポジウム

委員会では、東京都の公立中学校の校長・養護教諭と生徒からのヒアリングや、諸外国のエビデンスに
基づく学校精神保健教育プログラムを参考に、内容・項目・表現・活用方法を検討した。読者である生徒
が、「ストレスを感じ、認知が歪み、時に精神症状があることは一般的」であり、「早く気付き、自分で対
処することや、人にサポートしてもらうことで病気に至らずに済む可能性が高い」ということを伝えた上
で、精神疾患についても触れる内容とした。日本の公立中学校に対する精神保健の副読本の作成・普及は、
初めての試みであるため、教える側の教員の意見を尊重し、表現の仕方について関係者間で検討を重ねた。

ポスター

また、活用方法として、授業内で副読本を用いた指導がなされることを想定しているが、生徒が一人で
も自ら興味をもって最後まで読んでもらえるような様々な工夫を施した。具体的には、中学男女のキャ
ラクターを設定し、生徒の視点で共感できるストーリーを通して彼らの体験や気持ちの変化を漫画で紹
介し、各シチュエーションに関連する専門的な知識・情報を解説する構成としている。
【結果・結論】
ポスター発表時に副読本のサンプルを示す。今後は、生徒に対して、何をどのように教育していくか、
エビデンスと現場との折り合いを考えながら、今回完成した副読本をさらにブラッシュアップしていく
必要がある。
【謝辞】
副読本作成に当たり、多くのご支援とご指導を賜りました、「こころの健康副読本編集委員」の皆様に深
く感謝申し上げます。
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日程表

PS5-1

認知・心理

気分障害により休職中の労働者における電子メールセルフ・
モニタリング支援の効果：予備的研究

プログラム１日目

○時田征人 1）、川上憲人 1）、今村幸太郎 1）、五十嵐良雄 2）
1）東京大学大学院

医学系研究科

精神保健学分野、2）メディカルケア虎ノ門

プログラム２日目

目的：気分や睡眠の改善を目的とした情報技術を活用したセルフ・モニタリングプログラ
ムが注目されている．
しかし，
気分障害により休職中の労働者を対象として効果評価を行っ
た研究はない．本研究の目的は，気分障害により休職中の労働者を対象としたe-mailを介
したセルフ・モニタリング支援プログラムが気分および睡眠・覚醒のリズムを改善する効

特別講演

果について前後比較による予備的研究を行い，その効果、利点および改善点を明らかにす
ることである．
方法：復職支援を行う一精神科医療機関に通院する気分障害の患者9名を対象とした．

理念共有セミナー

2012年7月30日から11月2日の期間に，対象者は生活記録シートをパーソナルコンピュータ
上で記入し，
1週間毎に合計4回提出した．
対象者は初回面接後と提出毎の合計5回のセルフ・
モニタリングに関する情報提供をe-mailで受けた．プログラム終了後に本プログラムの利
点および改善点について構造化面接で対象者から情報収集し，KJ法により整理した．
結果：9人中7名がプログラムを完遂した．介入の前後で，対象者6名の気分および睡眠・

シンポジウム

覚醒のリズムの各指標に有意な変化はなかった（p>0.05）
．起床時刻の変動係数ならびに午
睡の回数は介入後に低くなる傾向が見られた（p<0.10）
．対象者5名の構造化面接からは，
導入時の心理教育の工夫，目標設定や個別化したフィードバックの必要性などが改善点と
して示された．
結論：気分障害により休職中の労働者において，e-mailによるセルフ・モニタリング支援は，

ポスター

気分の改善効果は明確でなかったが，起床時刻を一定にし，午睡の回数を低下させる可能
性がある．本プログラムを改善することで，
さらに効果を高めることが可能かもしれない．
Key words: e-mailed support, mood disorder, pilot study, self-monitoring, sick leave.

124

認知・心理

日程表

PS5-2

大うつ病性障害患者へのJART25実施の有用性

プログラム１日目

○櫻田華子 1）、山岸美香 1）、里村嘉弘 1）、滝沢龍 1）、成松裕美 2）、岡村由美子 1）、
清水希美子 2）、西村幸香 1）、近藤伸介 1）、笠井清登 1）
1）東京大学医学部付属病院

精神神経科、2）東京大学医学部付属病院

リハビリテーション部

精神科デイホスピタル

プログラム２日目

背景と目的：精神疾患患者では認知機能の低下がみられる事があるが、実際の臨床現場では詳
細な検査を行うことが困難な場合も多い。統合失調症患者の病前知能指数の推定については
植月らによりJART（Japanese Adult Reading Test）の妥当性及びWAIS-R（Wechsler Adult
Intelligence Scale-Revised）との関連が確認されている。本発表では大うつ病性障害患者を対象

特別講演

として、JART25の有用性について検討した。
方法：東京大学医学部付属病院精神神経科に入院し、先進医療によるうつ症状の光トポグ

理念共有セミナー

ラフィー検査を受けた患者のうち、DSM-Ⅳで大うつ病性障害（Major Depressive Disorder :
MDD）と診断された患者99名（平均年齢38.32歳±13.90）を対象とした。JART25得点とWAISⅢ（Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition）

の Full scale Intelligence Quotient

（FIQ）
、Verbal IQ（VIQ）、Performance IQ（PIQ）及び各下位評価得点、Global Assessment of
Functioning（GAF）、Hamilton Depression Rating Scale（HAMD）、Center for Epidemiologic

シンポジウム

studies-Depression Scale（CES-D）との関連を調査した。なお、本研究は東京大学医学部倫理委
員会に承認されており、被検者には事前に趣旨を説明し書面にて同意を得た。
結果：JART25推定IQ平均値は107.86（標準偏差9.25）、WAIS-ⅢFIQ平均値は102.31（標準偏差
14.14）
、VIQ106.39（標準偏差14.19）、PIQ 96.42（標準偏差14.03）であった。JART25とWAIS-Ⅲ

ポスター

の下位項目では単語、類似、知識、理解、算数、数唱、絵画完成、行列推理との間に有意な正
の相関がみられた。
考察：JART25はうつ症状や社会機能と有意な相関は認められなかったことから、MDDでは検
査時の症状の重症度がJART25に与える影響は小さいと考えられる。また、WAIS-Ⅲの下位項
目とJART25の間に相関がみられた項目は群指数中の言語理解、知覚統合、作動記憶であり、
JART25はWAIS-Ⅲの多くの下位項目を反映している可能性が示唆され、JART25を用いて簡易
にうつ病患者の知的水準について推定することができると考えられる。
文献：植月他：日本語版National Adult Reading Test（JART）を用いた統合失調症患者の発症前
認知推定の検討. 精神医学48（1）:15-22,2006
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日程表

PS5-3

認知・心理

日本人大学生における「他者の尊重」に関わる認知

プログラム１日目

○毛利伊吹
帝京大学文学部

プログラム２日目

目的：心の理論の文脈において、他者の思考や感情を推測し理解することは、人にとって
意味のある能力と位置づけられている。一方認知療法では、
「より現実的な可能性を考慮
せず、他者が考えている内容を自分がわかっているとする思い込み」という認知の誤りが
知られている。このようなバイアスに、文化的要因が影響している可能性が指摘されてお
り（Beck et al., 1979; Naito & Koyama, 2006）
、一定の文化を共有する集団では他者の心の

特別講演

理解に関して、共通の認知バイアスが認められると仮定できる。本研究ではこの仮定のも
と、Mohri（2013）にて、社交不安との関連性が示唆された「他者の理解と尊重（他者の気持
ちや考えを理解・尊重しようとする）
」
という認知に関わる信念について、日本人大学生を

理念共有セミナー

対象として探索的に検討を行った。
方法：大学生を対象として質問紙調査を行い、54名のデータを分析に用いた。質問紙では、
（1）普段、相手の気持ちや考えを尊重しようとすることが、どちらかといえば
「ある」
か
「な
い」かを二件法で尋ね、
（2）その理由と（3）そのために行っていることについて自由記述
による回答を求めた。

シンポジウム

結果と考察：
（2）では、
（1）で「ある」と答えた51名から得た80項目について、内容の類似
する項目をまとめてカテゴリーとしたところ、11のカテゴリーが得られた
（例
「人として当
然」
「良好な対人関係を築くため」
「自分が悪く思われないように」
）
。結果より、
「他者の理
解と尊重」という認知の背後に、
「他者の尊重は人として当然」という信念の存在が推測さ

ポスター

れ、思春期・青年期における社交不安障害への予防や介入では、この信念へのアプローチ
も意味をなす可能性がある。
付記：本研究は、帝京大学の「人間を対象とした心理学研究倫理委員」の承認を得た（承認
番号:第74号）
。本研究は文部科学省による科研費24530890の助成を受けた。
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日程表

PS5-4

解離が精神的健康に及ぼす影響―解離尺度とGHQの比較―

プログラム１日目

○舛田亮太 1）、前田正治 2）、大江美佐里 3）、内村直尚 4）
1）久留米大学医学部神経精神医学講座、2）福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座、
3）久留米大学健康・スポーツ科学センター保健管理部門・医学部神経精神医学講座、
4）久留米大学医学部神経精神医学講座

プログラム２日目

解離は、解離性障害として重篤な体験がある一方で、一時的な空想、没頭、離人感、軽
度の解離体験も存在する。両者を鑑別し解離の病的成分を明らかにすることは、重篤な
精神障害の早期介入のために必要である。尺度として、Dissociative Experiences Scale
（DES;Berstein&Putnam,1986）があり、国内でも翻訳されている。しかし、DESは項目の

特別講演

文化的差異、文章の難解さ、28項目という項目数の多さといった課題があり、医療分野以
外では頻用されていない。医療機関でも、解離の成分である健忘によって患者の病識がな
い場合が多く、DESが解離診断の補助に有用とは限らない。更には因子分岐を示さないた

理念共有セミナー

め、解離の各成分の強弱が判定できず、治療戦略につながらない等の批判があった。これ
らから、舛田
（2011）
は、青年期に比較的高頻度に生じる、非病理的から軽度の解離を測定
できる5因子計49項目の解離尺度を作成した。今後、広範囲な臨床場面でのスクーリング、
解離の病的成分の同定が可能な短縮版を作成するため、本発表では健常者に認められる解

シンポジウム

離と精神的健康度との関連を調査した。
対象は大学生ら計385名（男性76名、女性309名、平均19.89歳、SD1.204）で、解離尺度49
項目、GHQ（Goldberg,1972;中川・大坊,1985）の28項目を実施した。調査は2回に分け、任
意のパスワードで両者を一致させた。分析の結果、GHQの平均値は25.52（SD11.78）
となっ
た。次にパス解析の結果、健忘による情動対処は、身体的症状、社会的活動障害、うつ傾

ポスター

向に、有意な負のパスを示した。一方、没入・没頭は不安と不眠に、非現実感は不安と不眠、
社会的活動障害、うつ傾向に、うわの空はGHQ4因子全てに、疎隔感は身体的症状、不安
と不眠、うつ傾向に有意な正のパスを示した。
以上から解離の成分のうち、うわの空と離人感
（非現実感・疎隔感）
が精神的健康を広範
囲に影響し、リスク予測指標となり得ることが示された。今後は、適応障害・うつ病群、
自傷・自殺企図群といった臨床群と比較し、各項目の陽性適中率を上げながら尺度短縮化
をはかることが課題である。
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日程表

PS5-5

認知・心理

うつ症状を呈する精神疾患患者の特徴

プログラム１日目

○山岸美香 1）、櫻田華子 1）、里村嘉弘 1）、滝沢龍 1）、成松裕美 2）、岡村由美子 1）、
清水希実子 2）、西村幸香 1）、近藤伸介 1）、笠井清登 1）
1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）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

プログラム２日目

【背景・目的】
東京大学医学部附属病院精神神経科では、うつ症状を呈する患者の診断の正
確性を高め、治療の適正化を目指した
「こころの検査入院プログラム」
を実施している。う
つ症状を呈する疾患はさまざまであり、なかには自閉症傾向をもつ者も含まれている。自
閉症スペクトラム指数（Autism-Spectrum Quotient：AQ）とは、50問からなる自己記入式

特別講演

質問紙で、自閉症スペクトラム障害の程度を測定するものである。若林ら
（2004）
が作成し
たAQ日本語版では、障害レベルと考えられる自閉症傾向の目安は33点以上と定められて
いる。今回は、
「こころの検査入院プログラム」
に参加した患者における自閉症傾向につい

理念共有セミナー

て診断別に検討した。
【方法】2009年9月1日から2013年3月31日までの期間に「こころの検査入院プログラム」に参
加した患者にAQ日本語版を施行し、研究参加への同意が得られ、精神症状を呈しうる器
質的疾患を有する者を除外した351名（男性171名、女性180名、平均年齢38.7±13.7歳）を

シンポジウム

対象とした。診断にはDSM用構造化臨床面接（Structured Clinical Interview for DSM：
SCID）を用い、各疾患におけるAQ得点の特徴や、他の臨床指標との関連について検討した。
なお、本研究は東京大学医学部倫理委員会に承認を得ており、被検者には事前に趣旨を説
明し書面にて同意を得た。

ポスター

【結果・考察】疾患の内訳は、大うつ病性障害157名、双極Ⅰ型障害29名、双極Ⅱ型障害63
名、統合失調症25名、気分変調性障害18名、その他59名であった。また、AQ得点が33点
以上だったのは、54名（15%）であった。疾患別では、大うつ病性障害28名（18%）
、双極Ⅰ
型障害7名（24%）
、双極Ⅱ型障害6名
（10%）
、統合失調症7名
（28%）
、気分変調性障害1名
（6%）
、
その他5名（8%）であった。これらの結果より、うつ症状を呈する精神疾患患者のなかで、
一定の割合で自閉症傾向を示す者が認められることが示唆された。
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日程表

PS5-6

メタ認知訓練プログラムの有効性の評価研究

プログラム１日目

○吉原美沙紀 1）、山崎修道 2）、夏堀龍暢 1）、江口聡 3）、成松裕美 3）、北村早希子 3）、
村木美香 3）、管心 1,3）、荒木剛 4）、笠井清登 1）

プログラム２日目

1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）東京都医学総合研究所、
3）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、
4）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座

【背景と目的】
統合失調症の治療は、薬物療法が標準的に行われているが、第二世代抗精神病薬の効果
研究をまとめたメタ分析の結果では、効果量は中程度に留まり、4分の1の患者が再発す

特別講演

ることが示されている（Leucht et al. Mol Psych2009）
。心理社会的治療法は、統合失調症
の治療に置いて薬物療法を補完する重要な役割を占め（Insel, Nature 201; NICE Guideline
2009）、中でも、認知行動療法は、陽性症状に中程度の効果があるとされる（Wykes et al.

理念共有セミナー

Schizo Bull 2007）
。統合失調症のメタ認知訓練法（以下、MCT）は、統合失調症において
よくみられる認知的エラーやバイアスへの気づきを促進させる認知行動療法的アプローチ
である。MCTでは、1. 原因についての考え方（帰属）
、2．結論への飛躍、3．思い込みを
変える、4．共感すること、5．記憶、6．自尊心と気分、の六つの認知的エラー・バイア
スをターゲットとして構造化されている。しかし、日本においてはまだMCTの臨床使用

シンポジウム

のエビデンスが存在しない。そこで今回の報告では、MCTが精神症状を持つ当事者の自
己モニタリング
（メタ認知・自己意識）
に及ぼす影響を評価について検討し、症状や社会機
能・QOLの改善との関係について検証する。

ポスター

【方法】
東京大学医学部附属病院での外来治療中あるいはデイホスピタル（DH）通所中の患者12名
を対象に、通常の外来治療の中で、週1回1時間のMCTプログラムを施行した。主要評価
領域は、属性
（年齢・性別・服薬量・罹病期間）
、精神症状
（CES-D、PANSS）
、社会機能
（GAF、
WHO-QOL26）
、メタ認知（MCQ、BCIS）
、自己意識（Rosenberg、公的／私的自己意識）と
し、MCT施行開始前と施行終了後の得点について、統計的解析を行った。
本研究は、東京大学医学部附属病院の倫理委員会の承認を受けており、被験者は全員、文
章および口頭で説明を受け、文章にて同意を得ている。結果の詳細については、発表当日
に報告する。
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日程表

PS6-1

脳と生活

At-risk mental stateにおける嗅溝の形態変化

プログラム１日目

○高橋努 1）、中村祐美子 1）、中村主計 1）、西山志満子 1）、高柳陽一郎 1）、池田英二 1）、
古市厚志 1）、木戸幹雄 1）、中村美保子 1）、笹林大樹 1）、野口京 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）富山大学医学部放射線診断・治療学講座

プログラム２日目

【目的】統合失調症患者では健常群と比較して嗅溝の深さが減少していることが報告されて
おり、胎生期における嗅覚機能の発達障害を反映する変化と考えられている。しかし、こ
れらの変化が精神病の発症に先立ち存在するかについては不明である。本研究では精神病
発症リスクの高いat-risk mental state（ARMS）
における嗅溝の形態を磁気共鳴画像
（MRI）

特別講演

により検討した。
【方法】1.5テスラのMRIを用い、Consultation Support Service in Toyama（CAST）を利
用したARMS症例22例（うち5例が経過中に統合失調症を発症）および健常対照者22例の嗅

理念共有セミナー

溝の前後方向の長さおよび平均の深さを比較した。本研究はヘルシンキ宣言に基づき、施
設の倫理委員会の承認を得たうえで、すべての対象者に目的と方法を説明し文書での同意
を得て行われた。
【結果】ARMS群の嗅溝の深さは健常群と比較して有意に浅かったが、嗅溝の長さには有
意な群間差はみられなかった。ARMS群において、陽性の思考形式障害の強さと嗅溝の深

シンポジウム

さの間に有意な負の相関がみられた。後に統合失調症を発症したARMS群と発症しなかっ
たARMS群との間で嗅溝の形態に有意差は認めなかった。
【結論】本研究でみられたARMS群における嗅溝の形態変化は、胎生期における神経発達障
害と関連した精神病への脆弱性を反映する変化と考えられた。今後は、さらに多数例で嗅
溝の形態と精神病発症の関連を検討する必要があると思われた。

ポスター
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脳と生活

日程表

PS6-2

At-risk mental stateのduration mismatch
negativityのLORETA発生源電流密度と神経心理学的所見

プログラム１日目

○宮西知広、樋口悠子、瀬尾友徳、上原隆、鈴木道雄、住吉太幹
富山大学大学院神経精神医学講座

プログラム２日目

【目的】
At-risk mental state（ARMS）患者のduration mismatch negativity（dMMN）に対して
LORETA法による3次元的脳画像化を行い、健常者（HC）と比較した。さらに、ARMS患
者において神経心理学的所見との相関を検討した。

特別講演

【方法】
対象は富山大学附属病院神経精神科で加療を受けているARMS患者17名、精神科疾患を有
さないHC23名とした。

理念共有セミナー

dMMNは既報（Higuchi et al. 2013; Miyanishi et al. 2013）に準じ、聴覚オドボール課題を
用いて測定した。dMMN電流密度の脳画像化はLORETA法を用いて行い、
前頭部、
側頭部、
頭頂部、後頭部のLORETA値を求めた。
神経心理学的検査として、統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版（BACS-J）を使用し
た。本研究は富山大学倫理委員会の承認を受け、
被験者から文書による同意を得て行った。

シンポジウム

【結果】
約2年間観察期間内でARMS患者17名中、4名が統合失調症に移行（移行群）した。ARMS
全体とHCではdMMN電流密度の有意差はみられなかった。移行群はHCと比べdMMN電

ポスター

流密度が測定した全領域で有意に低下していたが、特に右側頭部で差が大きかった。一
方、HCと非移行群（13名）では有意差はみられなかった。移行群は非移行群と比べ、左右
側頭部における電流密度が有意に低下していた。また、ARMS群において測定した全領
域のdMMN電流密度とBACS-Jの運動機能が有意に正の相関を示した。前頭部、側頭部の
dMMN電流密度と言語流暢性、および頭頂部の電流密度と注意との間にも有意な正の相
関を認めた。
【結論】
移行群とHC/非移行群間のdMMN電流密度の差異は、統合失調症発症予測因子となりう
るかも知れない。ARMSにおける運動機能障害とdMMN電流密度低下との相関について
は、今後さらなる検討を要する。
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日程表

PS6-3

脳と生活

統合失調症の発症におけるブローカ野の皮質体積減少と神経活
動低下との関連

プログラム１日目

○岩白訓周 1）、小池進介 1）、管心 1）、夏堀龍暢 1）、滝沢龍 1）、五ノ井渉 2）、阿部修 3）、
國松聡 2）、山末英典 1）、笠井清登 1）
1）東京大学医学部付属病院精神神経科、2）東京大学医学部付属病院放射線科、3）日本大学医学部付属病院放射線科

プログラム２日目

背景：最近の研究では、言語と対人情報の処理において重要であるブローカ野における機
能的および構造的異常は、統合失調症の病態生理学において重要な役割を果たすことを示
唆している。複数の検査方法を用いたアプローチは精神病の特定の病態を明らかに有用で
あることが証明されているが、精神病の超高リスクの被験者、初発統合失調症、および健

特別講演

常対照者を持つものでブローカ野の機能異常と構造異常の関連は現在まで明らかにされて
いな。したがって、ブローカ野の磁気共鳴画像検査を用い手動で定量化した灰白質の体積
と機能的近赤外線スペクトロスコピーを用い測定した皮質活動との関係をこれらの被験者

理念共有セミナー

で検討した。
方法：計58人の被験者（精神病の超高リスク群23人/初発統合失調症群19人/健常対象群16
人）は言語流暢性課題を用いた機能的近赤外線スペクトロスコピーと構造的磁気共鳴画像
検査の両方を受けた。精神病の超高リスク群、初発統合失調症群、健常対象群、それぞれ
において頭蓋内容積を制御因子としたピアソンの部分相関分析を灰白質ボリュームとブ

シンポジウム

ローカ野における皮質の活動との間で行った。
結果：初発統合失調症群において左の下前頭回の三角部における皮質活動と灰白質容積の
正の相関だけ有意であった。この相関は、抗精神病薬の内服量の影響を調整した後でも有
意であった。
結論：左の下前頭回の三角部における神経活動と灰白質容積の間の有意な正の相関は統合

ポスター

失調症の発症に関連する特定の病態を反映しているかもしれない。
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脳と生活

日程表

PS6-4

プログラム１日目

内側前頭前野のグルタミン酸-グルタミン総和とN-アセチルア
スパラギン酸の濃度の検討：
慢性期統合失調症の特異的な低下と初回エピソード統合失調症
および精神病の臨床的ハイリスク状態との比較

プログラム２日目

○夏堀龍暢 1）、井上秀之 1）、阿部修 2,3）、高野洋輔 1）、岩白訓周 1）、青木悠太 1）、小池進介 1）、
八幡憲明 1）、桂正樹 2）、五ノ井渉 2）、佐々木弘喜 2）、高尾英正 2）、笠井清登 1）、山末英典 1）
1）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、2）東京大学大学院医学系研究科放射線医学分野、
3）日本大学医学部放射線医学

核磁気共鳴スペクトロスコピー（1H-MRS）により統合失調症の病期特異的な脳内化学物
質の特徴を検討したこれまでのメタ解析研究では、測定機器や研究参加者の条件が均一で

特別講演

ないことにより、結果の解釈が難しい側面があった。本研究では、単一の撮像・解析条件
で、統合失調症の3つの異なる病期の脳内化学物質の濃度の違いを検討した。
本研究では、ultra-high risk for psychosis（UHR）
（n=24）
、first-episode schizophrenia

理念共有セミナー

（FES）
（n=19）
、chronic schizophrenia（ChSZ）
（n=25）および、それぞれの患者群に年
齢や性別などの背景情報を一致させた健常対照群（NCUHR（n=26）
、NCFES（n=19）
、NCChSz
（n=28））において、内側前頭前野（mPFC）の脳内化学物質濃度を調べた。1H-MRSは、
3T-scanner（GE Signa HDxt）を用いて撮像した。本研究は、東京大学医学部附属病院の

シンポジウム

倫理委員会の承認（No. 397, 2226）を受け、各被験者に口頭で説明を行い、書面で同意を得
て行われた。
mPFCのGlutamate+Glutamine（Glx）とN-acetylaspartate（NAA）の濃度低下は、ChSz
で特異的に認められた（p=0.008）。また、ChSz のGlxとNAAの濃度低下の特異性は、診
断（健常/ChSz）と物質の種類（NAA/Glx/Creatinine/Choline/Myo-inositol）の交互作用に

ポスター

よって示された
（p=0.001 for NAA, p=0.004 for Glx）
。
本研究の結果は、統合失調症の病期特異的な1H-MRSの所見を示した。当日は、今後さ
らに明らかにしていくべき点を含め、考察を行う。
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日程表

PS6-5

脳と生活

統合失調症早期段階における脳波ガンマ帯域反応と認知機能障
害の関連

プログラム１日目

○多田真理子 1）、永井達哉 1）、切原賢治 1）、荒木剛 2）、小池進介 3）、管心 1,4）、笠井清登 1）
1）東京大学大学院医学系研究科精神医学分野、2）東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座
3）東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室、
4）東京大学医学部付属病院リハビリテーション部デイホスピタル

プログラム２日目

認知機能障害は統合失調症の中核症状のひとつであり、発病早期の段階から存在すること
が明らかとなっている。認知機能障害は社会機能にも影響を及ぼすと考えられているた
め、これと関連したバイオマーカーは予後改善を目指した新たな治療法を開発する上で
重要である。脳波測定で得られる聴性定常状態誘発反応（Auditory steady state response;

特別講演

ASSR）を用いたガンマ帯域反応は、慢性期統合失調症の患者で異常がみられることが繰
り返し報告されている。また、慢性期統合失調症の患者のワーキングメモリ障害との関連
も報告されており、認知機能障害を反映するバイオマーカーになりうる。発病早期につい

理念共有セミナー

ては未だ検討が不十分であるが、近年、早期診断・早期支援の重要性が注目されており、
発病早期におけるガンマ帯域反応を調べることは重要である。本研究では、統合失調症の
前駆期が疑われるアットリスク精神状態（At-risk mental state; ARMS）を含む統合失調症
の早期段階の患者を対象にASSRを測定した。また、患者群の認知機能の評価としてBrief

シンポジウム

Assessment of Cognition in Schizophrenia（BACS）の日本語版を行った。参加者は健常
者21人、ARMS患者15人、初発統合失調症（First episode schizophrenia; FES）患者14人で
ある。被験者に安静を指示し、20Hz、30Hz、40Hz頻度のクリック音を呈示した。本研究は、
東京大学医学部附属病院の倫理委員会による承認を受け、インフォームド・コンセントを
取得した被験者が参加した。全ての群で刺激周波数に同期したASSRを認め、特に40Hz頻

ポスター

度刺激を呈示した際のASSR（ガンマ帯域反応）に有意な増強がみられた。ガンマ帯域反応
はARMS群、FES群で低下しており、FES群では健常者と比較し有意な差であった。また
FESのガンマ帯域反応の低下は、BACSにおける注意機能の障害と有意な相関がみられた。
ARMS群では認知機能障害とガンマ帯域反応の低下の関連は明らかでなかった。脳波ガン
マ帯域反応は病期の進行とともに低下している傾向を認め、認知機能障害の一部を反映す
る可能性がある。
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脳と生活

日程表

PS6-6

近赤外線スペクトロスコピーを用いて計測した語流暢性課題中
の前頭前皮質の賦活反応性と主観的QOLとの関連

プログラム１日目

○里村嘉弘 1）、滝沢龍 1）、小池進介 1,2）、木下晃秀 1）、榊原英輔 1）、西村幸香 1）、笠井清登 1）
1）東京大学医学部附属病院精神神経科、2）東京大学学生相談ネットワーク本部精神保健支援室

プログラム２日目

近年、疾病の治療や寿命の延長のみではなく、主観的なquality of life（QOL）の充実が重
要視されつつある。しかし、主観的QOLの形成に脳機能がどのように関与しているかは
明らかにされていない。本研究では主観的QOLの背景にある神経基盤について調べるた
め、72名の健常者（男性32名、女性40名、45.1±20.1歳）を対象に、52チャンネルの近赤外
線スペクトロスコピー（Near-infrared spectroscopy: NIRS）を用いて計測した認知賦活課

特別講演

題（語流暢性課題）中の前頭前皮質の賦活反応性と、自記式質問紙であるWHOQOL26を用
いて測定した主観的QOLの関連について検討した。その結果、主観的QOLが高いほど課
題中の前頭前皮質の賦活反応性も高いという相関関係を認めた。また、その相関関係にお

理念共有セミナー

いて、WHOQOL26の下位項目
（｢身体的領域｣、｢心理的領域｣、｢社会的関係｣、｢環境領域」
、
｢QOL全体｣）
のうち、｢身体的領域｣と｢社会的関係｣の主観的な満足度の寄与が大きかった。
これらの結果より、前頭前皮質の機能が主観的QOLの形成に重要な役割を担っており、
主観的QOLのバイオマーカーとしてNIRSを利用できる可能性が示唆された。なお、本研
究に際しては東京大学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

シンポジウム

のちに書面にて同意を得ている。

ポスター
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日程表

PS7-1

コミュニティ

沖縄戦のトラウマによるストレス症候群と、
「福島型震災ストレス反応」との比較と治療

プログラム１日目

○蟻塚亮二 1,2）
1）相馬市・メンタルクリニックなごみ、2）沖縄市・中部協同病院

プログラム２日目

目的.2011年の当学会に、筆者は「沖縄戦と精神保健」
（第一報）と題して、66年前の沖縄戦
で住民が体験したトラウマに基づくさまざまな症状を報告した。
その後筆者はこれらの精神的被害を
「沖縄戦のトラウマによるストレス症候群」
として①
晩発性PTSD、②命日反応型うつ状態、③匂いの記憶のフラッシュバック、④パニック発作、
⑤身体化障害、⑥戦争記憶の世代間伝達、⑦破局体験後の持続的人格変化または/及び精

特別講演

神病エピソード、⑧認知症に現れる戦争記憶、⑨トラウマ体験による幻視・幻聴、⑩その
他、うつ病、統合失調症、てんかん、DV、アルコール依存、自殺、幼児虐待、離婚など
の派生的問題、などにまとめた。

理念共有セミナー

2013年4月から筆者は福島県のクリニックに赴任した。ここでもさまざまなタイプのト
ラウマ反応を見たのでこれを「福島型ストレス反応」と名付けた。そこで「沖縄戦のトラウ
マによるストレス症候群」の概略、
「福島型ストレス反応」との共通点と相違点、などにつ
いて報告する。
方法.全国の精神科医支援によって立ち上がった相馬市のクリニックでの日常診療の中で

シンポジウム

見られた様々なタイプのトラウマ反応を呈示し、併せてトラウマ反応の薬物療法と生活面
の助言、
「不安ピーク乗り越え練習」
と名付けたイクスポージャー技法について説明する。
結論.福島で震災2年後に発生した「遅発性PTSD」を見つけたが、これは沖縄戦で戦後60数
年たって発生した「晩発性PTSD」とは時間軸という点からは一括して理解できることが分

ポスター

かった。過覚醒刺激に抗不安薬は無効であり、低用量の抗精神病薬と抗うつ剤や抗不安薬
の組み合わせが著効を示した。
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コミュニティ

日程表

PS7-2

退院をめぐる精神科チームの「笑い」とは何か
―エスノメソドロジーの視点からの事例研究―

プログラム１日目

○真柄希里穂
種智院大学

プログラム２日目

目的） 本報告は、わが国の精神病院での社会的入院の退院支援の立ち遅れを鑑み、医
師と地域ケアを担う専門職の間で行われる
「退院事例検討会」
の場面分析を行った。周知の
通り、わが国では、地域精神医療における包括的アプローチとして「総合的地域生活支援
プログラム」
（OTP）や包括的地域生活支援プログラム（ACT）をモデルにした取組みが報告
されている。いずれも多職種チームが地域の中で治療と支援を包括的に提供することを目

特別講演

的としている。しかし、医療に比べて、地域社会という場は、はるかに複雑で様々なジレ
ンマも生じる。いわれのない偏見もある。本稿では、エスノメソドロジーの視点から、精
神医療から退院するにあたり行う退院事例検討会で自然発生的に生成される
「笑い」
に着目

理念共有セミナー

する。そして、実践力量のあるチームの創造について言及する。
方法） 東京で退院率が高い３つの病院内の退院事例検討会（ケア会議等と呼ばれる）を
観察し、主として病院側と地域側の代表者の間での会話と態度を観察した。事例の選定は、
『初老期、生活保護、統合失調症、10回以上の入院歴、地域関係者の生活支援の調整必須』

シンポジウム

という共通点でリストアップし、主治医および本人から承諾を得た３人とした。少人数で
あり為、事例調査法が適していると判断した。分析には、グリーン
（J.Glenn：1995）
の
「笑い」
に関する知見を援用した。

ポスター

結果） ３病院のチームは、専門性から逸脱するような言動や振る舞いが随所に見られ
た。特に医師には、過度に自身の
「わからなさ」
を表明し、参加者に対して笑いを取る態度
が見られた。グリーンの「自身に対する笑いを協同的笑いに移行するときには、その場に
集まる人の連帯が獲得される」
という知見を支持する結果であった。現在、
「クリティカル
パス」などの退院ツールもあるが、チームの構築には、
「笑い」のような可視化されにくい
質的検討も重要である。
Laughing at and Laughing with :Negotiation of Participant Alignments Through
Conversational Laughter
Phillip J.Glenn
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日程表

PS7-3

コミュニティ

茨城県立こころの医療センターが取り組む「精神科アウトリーチ」

プログラム１日目

○鈴木寛、木村文香、和智萌、岩間美幸、石川美恵子、土井永史
茨城県立こころの医療センター

プログラム２日目

＜はじめに＞
茨城県立こころの医療センターでは、平成18年度より病院が目指す将来像として、
１）地域に開かれた中核病院
２）プロを育てる専門病院
３）全国に発信する先進病院

特別講演

上記３つを掲げ、病院改革を推し進めている。
とりわけ当院では
「地域に開かれた中核病院」
を目指すことを最重要課題とし、平成23年
度には病院組織を一部再編して福祉連携サービス部を設置し、
「精神科アウトリーチ」
に取

理念共有セミナー

り組み始めた。
＜内容＞
具体的には、病院スタッフが多職種
（医師・看護師・保健師・精神保健福祉士等）
で積極
的に地域へ出向き、精神科未受診、治療中断、地域処遇困難等のケースに対して直接訪問

シンポジウム

（アウトリーチ）
支援を行う他、病院と地域のよりよい連携システムを構築することを目的
に、地域の支援スタッフとも定期的に話し合う場
「こころの医療連携会議」
を持っている。
「こころの医療連携会議」
では、
病院近隣の地区をモデル地区として選定し、
当院のスタッ
フが多職種でそれぞれの市町村に出向いている。地域からは行政機関、社会福祉協議会、

ポスター

地域包括支援センター、障害福祉サービス事業所、民生委員等が参加し、地域での処遇困
難ケースについて意見交換を行っている。この会議では「事例の解決」のみではなく、
「顔
の見える関係づくり」や、地域の支援スタッフが精神疾患をもつ患者やその家族に対して
適切な対応ができるようになること、当院が身近な相談機関となることを目指している。
＜まとめ＞
誰もが気軽に精神科病院に相談できる環境を整備することで、福祉連携サービス部が地
域の関係機関等から受けた受診相談件数は、
「精神科アウトリーチ」
に取り組む以前の平成
22年度と比べ2倍以上の伸び（平成24年度 570件）となっている。今後も茨城県立こころの
医療センターが取り組む
「精神科アウトリーチ」
により、
「地域に開かれた中核病院」
を目指
していきたい。
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PS7-4

日程表

コミュニティ

保健師による家族相談対応

プログラム１日目

○且由佳梨、浅井志保、長瀬奈美、片山成仁
医療法人社団

成仁病院

プログラム２日目

はじめに
当院は2007年7月に開院した病床数114床の民間単科精神科病院である。
開院時より精神科急性期対応に着手し、24時間フリーアクセス型救急対応、後方支援病院として機能している。
急性期治療に重点を置き、救急・入院相談に対し、即時対応を目標に掲げている当院では、9時から22時まで
保健師がトリアージを担当している。
相談の中には、『患者本人は受診を拒否しているので、まずは家族だけで相談させてほしい』
『治療に繋げるた
めに、家族としてどのように対応したらよいのか教えてほしい』
という希望が聞かれることがある。
その場合には、

特別講演

保健師による30分間の家族相談を実施している。
今回、この保健師による家族相談に照準を当て、その効果と今後の課題について報告する。
方法

理念共有セミナー

平成25年1月1日から平成25年8月31日までに実施された、保健師による家族相談の内容とその結果を調査した。
結果
相談件数

17件

相談内容
入院相談

12件
5件

シンポジウム

対応方法相談
相談結果
当院入院案内

5件

当院外来案内

1件

当院訪問診療案内
他院紹介

1件

3件
3件

民間移送業者紹介
その他

ポスター

公的機関紹介

2件

2件

考察
病識が欠如している患者や初発患者の家族は、治療を受けさせたいという願いがあるが、そのための手段につ
いての知識がなく、対応に思い悩んでいる。
それらの家族に対して、医療的知識を持つ保健師が相談を担当する事で、スピーディー且つ適切なアセスメン
トが可能となり、早期治療介入へ繋げることができた。
今後の課題
早期治療介入と同等に、症状再燃予防が重要である。
各種制度申請の促しや保健所や福祉事務所への協力依頼など、初回相談の段階から地域生活を目指した処遇ア
プローチができるよう、社会資源や法制度などについての知識を深め、個々がレベルアップすることが必要と考
える。
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日程表

PS7-5

コミュニティ

医療観察法病棟での外泊体験報告会実践例
～患者相互作用による治療意欲向上について～

プログラム１日目

○高舘純子、多田真由子
国立病院機構

花巻病院

プログラム２日目

医療観察法病棟では、その入院治療の中で再犯・再発予防を目的に薬物療法を始めとし
て集団心理教育や認知行動療法など様々な治療プログラムを実施している。医療観察法病
棟へ入院処遇となった患者の多くは、入院中の課題や退院までのプロセスについて説明を
受けているが、実際にはそのイメージを持つ事は難しく不安などを抱えている事が多い。
また、医療観察法病棟では、退院までに指定通院医療機関や地域支援者を交えた地域ケア

特別講演

会議を重ね、その場面で患者が自身の病気や事件、再発予防や今後の希望を自らの言葉で
説明をする機会を求められる。
そこで今回、医療観察法病棟では、発表者側には外泊を行った患者自らが他患者の前で

理念共有セミナー

自らの言葉で体験を発表する事で地域ケア会議へ向けた準備性を高める事と、参加者側に
は入院中の課題の整理と退院へ向けた見通しを立てる機会とする事を目的として、外泊体
験報告会を実施した。外泊体験報告会を実施した所、他のプログラムと比較し参加者の関
心が強い事が観察された事から、その実践例を元に患者相互作用による治療意欲向上につ
いて報告したい。

シンポジウム
ポスター
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DUP

日程表

PS8-1

統合失調症者の地域移行支援における長期的転帰とDUPの関係

プログラム１日目

○喜田恒 1）、新村秀人 1）、根本隆洋 2）、小栗淳 1,3）、佐久間啓 4）、三村將 1）、水野雅文 2）
1）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2）東邦大学医学部精神神経医学講座、3）埼玉社会保険病院神経精神科、
4）あさかホスピタル

プログラム２日目

目的：精神病未治療期間（DUP）と治療開始後の転帰については様々な議論がある。DUP
の短縮が短期的転帰を改善するとする報告は多いが、治療開始から20年を超えるような長
期的転帰については、研究によって結果は異なっている。我々は、長期入院患者の地域移
行支援を行う
「ささがわプロジェクト」
に参加した患者を対象に、精神科病院の長期入院を

特別講演

経て地域生活を開始した後の経過を追い、DUPが長期的転帰へもたらす影響について検
討した。
方法：ささがわホスピタル（福島県郡山市）は102床の慢性期開放病棟を擁する精神科病院

理念共有セミナー

であった。2002年3月に同院は閉鎖され、それに伴って同院の入院患者は地域生活へと段
階的に移行した。全患者のうち統合失調症者78名を本研究の調査対象とした。DUPにつ
いては診療録調査により検討・確定した。DUPと、2002年3月の退院時および5年後の症状
評価として陽性・陰性症状評価尺度（PANSS）
、社会機能評価として機能の全般的評価尺
度（GAF）
、再入院に至るまでの期間の関連について検討を加えた。

シンポジウム

結果：退院時の年齢は54.6±7.2歳で、発症から退院までの期間は31.5±8.3年、退院までの
総入院期間は25.6±10.1年であった。診療録調査により59名のDUPが明らかとなり、14.1
±40.8 ヶ月（中央値2.5 ヶ月）だった。Spearmanの相関係数を用いた検討の結果、DUPは
PANSS陽性症状・陰性症状・総合精神病理尺度、GAF、および再入院までの期間のいず
れとも有意な相関を認めなかった。またDUPを2年未満と2年以上の2群に分け、PANSS、

ポスター

GAF、および再入院までの期間との間でカイ二乗独立性検定を用いて検討したが、いず
れも有意な関連は認めなかった。
考察：DUPと長期的転帰の関連については様々な報告が見られるが、発症後30年以上を経
るような長期的転帰においては、DUPの影響は必ずしも有意ではない可能性が示唆され
た。今後、地域移行を含めた治療戦略を構築していくためにも、DUPが転帰に影響を及
ぼす期間を検討していく必要があると思われた。
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日程表

PS8-2

DUP

アットリスク精神状態群の未治療期間短縮のための心理的面接
法の開発

プログラム１日目

○松田真理子 1）、生田孝 2）、山路有紀 3）
1）京都文教大学臨床心理学部、2）聖隷浜松病院、3）京都文教大学学生相談室

プログラム２日目

Ⅰ．はじめに
筆者は私立高等学校のスクールカウンセラーとしての経験や大学教員として学生達を教育す
る過程で、一過性の精神症状ではなく、統合失調症やうつ病を顕在発症し困難な人生を歩むこ
とになる生徒や家族の深い苦悩を見るにつけ、前駆期のうちに適切な対応をし、未治療期間
（Duration of Untreated Psychosis; DUP）短縮によって顕在発症予防、もしくは発症しても早

特別講演

期治療による回復と予後の良さを確保する必要性と重要性を強く感じている。本研究では精神
科受診につながりにくい自我親和的な前駆症状の内容を精査し、人格構造、社会適応、認知的
側面からの検討も加え、DUP短縮につなげるための工夫点を明らかにする。早期介入の推進の

理念共有セミナー

ためには精神病治療臨界期（critical period）とDUPの影響が諸研究により注目されていると水野
（2009）
は指摘している。Harrion, G.ら（2001）は統合失調症における脳の器質性変化は前駆期ある
いは精神病状態の極めて初期において著しく、2 ～ 5年後には安定してくるとし、Birchwoodら
（1997）は発症後の早期段階での治療こそ重要であり、3年以内の介入が治療の有効性が高いこと
を指摘している。

シンポジウム

Ⅱ．目的
アットリスク精神状態群のDUP短縮の心理療法的面接法の開発の一環として精神科受診につ
ながりにくい自我親和的な前駆症状の内容、人格構造を把握することを目的とする。
Ⅲ．方法
（1）
被験者

大学生

男女合計約400名。

ポスター

（2）
小林・宇野・水野（2007）によるPRIME－Sheet日本語版を使用し、前駆症状の有無を同定する。
（3）ARMSのうち、本人の同意を得ることができた者は半構造化面接を行い、前駆症状の内容を
精査する。病前性格や生活習慣、社会適応能力、バウムテストや風景構成法からは自我機能
や現実検討能力の観点から臨床像を検討し、DUP短縮につなげる工夫点を考察する。
Ⅳ．結果とⅤ．考察
現在、分析中である。
引用文献
小林啓之・野崎昭子・水野雅文（2007）統合失調症前駆症状の構造化面接（Structured Interview
for Prodromal Syndromes ; SIPS）日本語版の信頼性の検討

日本社会精神医学会雑誌

168－174.
水野雅文
（2009）統合失調症の早期診断と早期介入

142

中山書店．2－11．

15（2）．

DUP

日程表

PS8-3

初回エピソード統合失調症における発症形式別にみたDUPと認
知機能の関連

プログラム１日目

○伊藤慎也 1）、根本隆洋 2）、辻野尚久 2）、松本邦愛 1）、長谷川友紀 1）、鈴木道雄 3）、
下寺信次 4）、松岡洋夫 5）、小澤寛樹 6）、岸本年史 7）、水野雅文 2）

プログラム２日目

1）東邦大学医学部社会医学講座、2）東邦大学医学部精神神経医学講座、3）富山大学大学院神経精神医学講座・精神医学、
4）高知大学医学部神経精神科学教室・精神医学、5）東北大学大学院神経・感覚器病態学講座精神神経科学分野、
6）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・精神神経科学、7）奈良県立医科大学精神医学講座

【目的】
精神病未治療期間（以下DUP）は、精神病症状の臨床的顕在化から精神科的治療の開始
までの期間を表す指標であり、DUPが短いほど予後が良いことが報告されている。DUP

特別講演

と認知機能の関連性は、病前適応や発症形式等の交絡要因の影響が指摘されており結果が
一貫していない。初回エピソードの統合失調症患者を対象に、
「急性」
と
「潜行性」
の発症形
式別に分け、病前適応の影響を調整し、18 ヶ月後の認知機能の予測因子を明らかにする

理念共有セミナー

ことを目的とする。
【方法】
初回エピソードの統合失調症患者168名のうち、治療開始から18 ヶ月後の評価を行っ
た49名（急性27名、潜行性22名）を解析対象とした。急性発症の定義は「顕著な行動変化

シンポジウム

から1 ヶ月以内に精神病症状が出現」
、潜行性発症の定義は「顕著な行動変化から1 ヶ月
より長く経過してから精神病症状が出現」とした。分析は、従属変数に18 ヶ月後の認
知機能、独立変数にベースライン時のGAF、CGI、抗精神病薬服用量、PANSS、SFS、
WHOQOL26、対数変換後のDUP、共変量にJART、病前社会適応尺度（MPAS）を用いて

ポスター

重回帰分析を行った。
【結論】
急性発症群と潜行性発症群は、ベースライン及び18 ヶ月時点で全ての臨床評価尺度に
おいて有意な違いが見られなかった。病前適応等を調整した重回帰分析の結果、潜行性発
症群ではDUPが18 ヶ月後の認知機能の転帰を予測しており（標準偏回帰係数 = 0.74、調整
済みR2 = 0.62）
、未治療期間が短いほど18 ヶ月後の認知機能が良好であった。本研究結果
は、DUPと予後との相関は病前適応を介した二次的なものに過ぎないという一部の先行
研究の反証になると考えられる。潜行性発症例ではDUPの分布幅が広く、急性発症例と
比べてDUPが有意に長く、今後は事例化しにくい潜行性発症例に対するより早期段階で
の介入戦略が望まれる。
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日程表

PS8-4

DUP

DUP検討症例の5年間の経過について－経過観察研究

プログラム１日目

○鈴木航太 1）、山澤涼子 2）、新村秀人 1）、藤井千代 3）、村上雅昭 4）、三村將 1）、水野雅文 5）
1）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2）大泉病院、3）埼玉県立大学保健医療福祉学部、
4）明治学院大学社会学部、5）東邦大学医学部精神神経医学講座

プログラム２日目

【目的】精神病未治療期間（DUP）と予後の関係については様々な検討がなされているが，
長期的な経過を追った先行研究は少ない．発表者らは都内2施設における統合失調症初発
例のDUP，認知機能と予後に関する前向き調査を行った．今回はその対象者のうち，都
内精神科指定病院における5年間の経過について検討する．

特別講演

【方法】2001年2月から2年間に，都内精神科指定病院にて生涯初めて精神科受診をした15
歳から54歳までの統合失調症初発例で研究に同意を得られた21名のうち，5年後も通院を
継続していた14名（男性8名，女性6名）を対象とした．初診日から1年，2年，5年後の抗精

理念共有セミナー

神病薬投与量，累積入院期間を調べた．
【結果】DUPを検討した症例のうち，フォローアップ出来ていた症例数は，1年後16名，2
年後14名，5年後14名であった．5年後の14名について更に詳細に検討した．中央値の3 ヶ
月でDUPの長い群と短い群に分けたところ，5年後の抗精神病薬投与量について，DUPの
長い群では225.5±108.8mg，短い群では315.7±237.4mgで，有意差は認められなかった．

シンポジウム

しかし，5年後の累積入院期間については，DUPの長い群で154.6±104.1日，短い群では
57.7±49.1日であり，DUPが長い群では入院期間が長くなる可能性が示唆された．また，5
年後通院を継続していない7名について調査すると，転医5名，自己中断1名，自殺1名であっ
た．
【結論】DUPは治療開始5年後の治療薬物量は変わらずとも，その間の入院期間に影響を与

ポスター

えていた．統合失調症初発例の長期的な経過を追うのは転医や自己中断などで容易ではな
いが，今後，DUPの更なる長期経過を追跡調査することの意義があると考えられる．
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就学・就労支援

日程表

PS9-1

大学生の心のケアに役立つ 学校内相談施設連携の取り組みについて

プログラム１日目

○中村光、慶野遥香、榎本弘子、福井諭、高野明、大島紀人、渡邊慶一郎
東京大学学生相談ネットワーク本部

プログラム２日目

【背景】
大学生になると、学業面でも生活面でも大きな変化に直面する。学業面では、明快な解答
がある問題から、思考力や創造力が求められる問題に変わり、議論やプレゼンテーション、
実験、レポートといった新たな学習法に対応する必要がある。また、部活やサークル活動、
アルバイトなど活動の場も広がり、複雑な対人関係に身を置く必要が生じる。加えて就職

特別講演

活動など学業や課外活動と並行して取り組むべき課題もあり、多系列にわたる物事を同時
に処理する能力も求められる。このような環境下でストレスを感じ、不適応をおこす学生
も少なくない。学生のメンタルヘルスの問題は、学生生活と密接に関係しており、そのケ

理念共有セミナー

アには、医療だけでなく、学生生活にも着目した対応が必要である。
【症例と考察】
学生生活上のつまずきからメンタルヘルスの問題を抱えた大学生を例に、学校内での具体
的な支援の取り組みについて症例提示する。今回は、大学内に設置された医療施設、相談
施設が連携して支援にあたり、問題の早期発見から、精神疾患の早期治療に結びつき、疾

シンポジウム

患の治療にとどまらず、大学生活上の問題解決を支援した例である。本症例を通じて、相
談・診療に繋げるための相談しやすい窓口づくりの工夫や、学生生活上の相談と精神医療
の連携、保護者や担当教員を巻き込んだ環境調整の実践などに着目して考察を行う。

ポスター
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日程表

PS9-2

就学・就労支援

大学生の不適応を予防するために
―学生相談における学業支援を考える―

プログラム１日目

○大塚秀実 1）、池田政俊 2）
1）帝京大学学生カウンセリングルーム、2）帝京大学大学院文学研究科臨床心理学専攻

プログラム２日目

近年、大学進学率の上昇にともなって学生が多様化しており、進学の目的や学力のばら
つきや対人関係の未熟さ、意欲の低下といった特徴をもつ学生の問題が指摘され、不適応
の学生が増加していると言われている。しかし、大学における学校不適応は、義務教育と
は異なる困難さを抱えている。そもそも大学という教育の場は、学生自身の自律性・自発
性が尊重されるため、出欠を重視しない講義も存在する。また、欠席や遅刻などから不適

特別講演

応学生の早期発見を試みたり、教員がそれらを把握し指導することが難しい。従って、大
学では不適応学生への支援はどうしても事後対応になりやすく、不登校やひきこもりと
いった問題は長期化し、対応はより困難なものとなりがちであると考えられる。こうした

理念共有セミナー

学生の中には、大学の学びについていけなくなることによって学習意欲が低下し、結果と
して不適応に陥ってしまった学生も多い。そこで、学生相談における学習支援により不登
校状態を脱することができた学生の事例を提示し、大学のおける学習支援体系の一つを提
案したい。
事例における学生は、
「対人関係が苦手である」
ということを主訴に来談したが、次第に

シンポジウム

大学に通学するものの講義に出席するのが億劫になってしまうことを語り始め、大学の講
義についていけないことが明確となった。そこで、面接の中で学習支援を実施することを
提案し実施することとなった。その後、学生は学内にある学習支援センターを活用できる
ようになり、不登校を回避することができた。

ポスター

「勉強についていけない」
ために、学習支援センターを利用することに恥ずかしさを覚え
る学生がいることも事実であり、学習支援を掲げた援助が必ずしもうまくいくとは限らな
い。学習の問題を主訴としていなくても学生に学習支援が必要であれば、学生相談から学
習支援援助へとつなげていくことも、学生相談の役割の一つであるだろう。
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就学・就労支援

日程表

PS9-3

通過型デイケアを基盤とした就学・就労支援のあり方について
−東大デイホスピタルの実践から−

プログラム１日目

○清水希実子 1）、佐々本雄太 2）、石橋綾 1）、江口聡 1）、矢島明佳 1）、株元麻美 1）、
藤枝由美子 1）、管心 1）
1）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、
2）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 OB

プログラム２日目

【背景】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
1974年に開設された若年の統合失調症を対象とする大規模デイケアである。当初から社会
復帰を目的にデイケア内での集団療法と担当制による個別支援を実施してきた。今回は事

特別講演

例を通してDHでのリハビリを基盤とした復学・就労支援について報告し、今後の精神科
デイケアのあり方について考察する。なお発表に際し本人の同意は得た。
【事例報告】20代男性

統合失調症

現病歴：大学3年次に資格勉強と就職活動の負担から幻覚出現。他学生とトラブルを起こ
理念共有セミナー

し措置入院。1.5 ヶ月の入院治療を経て、復学目的でDH導入。
経過：
［リハビリ期X年1 〜 3月］すぐに全日参加し、日帰り旅行を企画する役割を担う。能力の
評価、職員と相談できる関係を構築。復学への焦りには具体的な助言や情報収集を請け負

シンポジウム

うなど個別サポートを実施した。
［復学期X年4月〜 X+1年3月］障害を明かして復学。学生相談室や教務課と連携し学内支援
の充実を図った。要求水準の高さや人と比較することで課題に対しては苦慮するが、定期
的な電話相談でフォローし予定通り卒業。
［就労期X+1年4月〜］就労活動は大学卒業後から開始。地域の就労支援センターとDHの併

ポスター

用で活動を進めるが、途中本人の希望でDHの支援に一本化した。発病前に取得した簿記
の資格もあり経理事務の仕事に就職。
週20時間から開始し1年後には週30時間に移行。
本人・
企業とは定期的な電話報告と訪問支援により具体的な助言や橋渡しをする役割を担ってい
る。
【考察】同じ支援者が一貫して関わることで、リハビリ・復学・就労と段階を踏んでスムー
ズな社会復帰が図れた。支援者はDHでの評価を生かした方針を元に一貫した就学・就労
支援を行え、継続した支援によりリハビリが広がる可能性を示せた。当日は本人の意見を
伺いながら今後のデイケアの可能性と課題を考察したい
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日程表

PS9-4

就学・就労支援

セーフティスクラム-研修医の精神衛生維持・向上を目的とした
自助グループの取り組み-

プログラム１日目

○須賀楓介 1）、土居江里奈 1）、菅健太郎 2,3）、鈴木裕介 3）、倉本秋 3）
1）高知大学医学部精神神経学教室、2）産業医科大学精神医学教室、3）高知医療再生機構

プログラム２日目

＜背景と目的＞
近年、研修医を取り巻く環境は大きく変化している。平成16年度から施行された新医師
臨床研修制度は、昭和43年に創設された臨床研修制度以来の卒後臨床研修体制への抜本的
改革であった。2年間の臨床研修を必須化したこの制度は、研修医にとって一定の社会的
身分、労働条件を保障したという側面もあったが、同時に
「研修医」
という浮動的な職業的

特別講演

位置づけを決定づけたとも言える。彼らはその位置づけをもって複数の診療科を目まぐる
しくローテートするので帰属意識を得難く、日々のストレスは心身共に大きい。心身の不
調をきたす者も少なくないが、一方で気軽に相談できる環境が整っているとは言い難い。

理念共有セミナー

そこで我々は、新医師臨床研修制度を経験した若手医師を中心として、研修医がアクセス
しやすい相談窓口の確保と、彼らのメンタルヘルス維持・向上に取り組む自助的活動
（セー
フティスクラム、以下SS）を平成22年度から行っている。発足からまだ日が浅く、データ
の蓄積は多くないが、高知県におけるユニークな本活動について報告したい。
＜方法＞

シンポジウム

SSはファーストネット（以下FN）
、セカンドネット（以下SN）という二重のメンバー構成
を持つ。FNを担うのは現行の臨床研修制度を終了した若手医師であり、
精神科医ではない。
FNの役割はメンタルヘルスについての一般的な知識を身に付け、メンタルトラブルを呈
した、またはその予備軍と思しき研修医の気軽な相談役となることである。SNは若手の

ポスター

精神科医が担い、FNからの相談を受け、事例性・疾病性の評価を行い、治療介入が必要
な場合には受診の橋渡しをする。FNとSNは定期的に研修会を開催し、ラインケアスキル
を高めている。また、初期臨床研修医のセルフケアスキルの向上のための研修会の開催、
各研修先のクラッシャー上司をはじめとするリスク要因を伝達することも重要な活動内容
である。また、本活動は高知県医療再生機構のバックアップを得ている。
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PS9-5

日程表

就学・就労支援

復学支援を行って
～ピアサポートを行ってみて感じたこと

プログラム１日目

○稲垣景子 1）、中村未来 2）
1）社会医療法人

居仁会

総合心療センターひなが、2）ささがわ通り心・身クリニックデイケア

早期リハビリコース

プログラム２日目

一昨年、私はピアサポーターとしてデイケアでの大学復学支援に参加した。
ささがわ通り心・身クリニックデイケア早期リハビリコースは、早期精神病に焦点をあてた
デイケアではあるが、これまでピアサポーターによる復学支援は行われていなかった。
当時は自分自身の大学復学の経験が、本当に他のメンバーの大学復帰にどう活かされてい
くのかわからなかったが、
「ぜひ、当事者の話を聴いてみたい。大学へ戻るのにどうしたら良

特別講演

いかいろいろと相談したい。大学へ戻るのが不安で仕方がない。」と言い、私と話すことを希
望するメンバーに対して自分の経験を話してみた。
三重県が実施するピアサポーター研修にも興味を持ち始め参加を検討していたため、他の

理念共有セミナー

メンバーからの「体験談を聞きたい。相談にのってもらいたい。」という話は自分自身にとっ
て良い経験となると考えた。最初は戸惑いを感じていたが新たな試みだったこともあり、２
名のメンバー（Ａさん19歳：男性、Bさん19歳：女性）それぞれの状況も訊きながら、自分の
大学時代の経験を包み隠さず話した。
その内容は、大学卒業までに６年間かかったこと、履修科目登録のこと、試験のこと、自

シンポジウム

分よりも後に入学した学生とどのように交流を持っていったか等、メモを見て思い出しなが
ら話した。自分の経験を話してからもそのメンバーらとはメールアドレスを交換し繋がって
いた。
Ａさん、Ｂさんの変化は、私の想像をはるかに超えており驚きの連続であった。大学に復

ポスター

学しただけでなく、順調に大学生活を送ることができたとのことだった。特にＡさんが大学
復学を目指すＣさん（Ａさんと同じ19歳男性）に対してＡさん自身の経験を話すというピアサ
ポートの連鎖が起こったことは、本当に嬉しく私自身が元気をもらえた。
大学へ復学することに困難を感じ諦めかけていたメンバーらに「私もそうだった」と話したこ
とで、彼らが大学復学の意欲を取り戻し、順調に大学生活を送っていることは大きな成果だっ
たと感じる。
私が最も驚いたことは、ピアサポートの支援を受ける側だったＡさんが自身も支援する側へ
と転換できたことである。
この経験は、大学復学を果たしたメンバーのリカバリーとなっただけでなく、私自身のリ
カバリーにも大きな影響があった。
今後のピアサポートの取り組みに活かすためにも、今回の経験を振り返りここに報告したい。

17th Japanese Society for Prevention & Early lntervention in Psychiatry

149

日程表

PS10-1

児童・思春期・青年期

若者と家族のストレングスに焦点をあてた複合的支援の重要性
～地域をフィールドとした安心のプログラム試行に向けて～

プログラム１日目

○藤島薫
東京福祉大学

プログラム２日目

【背景と目的】
思春期・青年期の若者は将来の進路を選択しないといけない重要な時期でありながら、
心身の急激な変化に伴いメンタルヘルスに問題を生じやすい年代であることから、適切な
早期支援の必要性が認識されている。高校生のメンタルヘルスに関する調査結果（藤島、
2011）をふまえて、精神疾患の正しい知識を得るための授業を行い一定の効果を確認する

特別講演

ことができた。しかし、若者が抱えている不安感・あせり・いらつきなどへのセルフコン
トロールできるスキルと自己肯定感の獲得、家族が自信をもって若者を受け入れることの
できる支援の必要性を痛感した。そこで、若者と家族のストレングスに焦点をあて、地域

理念共有セミナー

をフィールドとしたアクセスしやすい複合的支援プログラムの検討をしたい。
【方法】
若者への支援を考えるために基本理論としたのは、若者を中心とした家族、仲間、学校、
近隣等のエコロジカルモデルおよびシステム理論、そしてストレス-脆弱性―対処モデル
である。この理論に基づいた代表的プログラムにMST（Multi-Systemic Therapy）
があり、

シンポジウム

介入効果は多くの研究でエビデンスを得られている。また、若者への早期支援を推進して
いる国の一つであるニュージーランドでは地域ごとに設置された早期介入センターが独自
のプログラムを実践しており、中でもYTP（Youth Transitional Programm）は、グルー
プダイナミクスを活用して若者を支援している。いずれも、家庭と地域をフィールドとし

ポスター

て、対処スキルを増やしていくという方法をとっている。その信念は若者と家族のストレ
ングスを信じ、必ず変わるというものである。この理論と先行事例に基づき、わが国で実
施可能な支援プログラムを検討した。
【結論】
利用対象はメンタルヘルスになんらかの課題を持ち学校生活に困難を持っている中学
生・高校生およびその家族とした。通学には支障のない時期を配慮した集中的プログラム
と家族への支援が同時に展開されるものとして、試行に向けて準備を行っている。
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児童・思春期・青年期

日程表

PS10-2

若者グループFriendsの活動を通じて

プログラム１日目

○牧野有華、藤井道美、足立孝子
三重県立こころの医療センター

プログラム２日目

【目的】三重県立こころの医療センターでは、精神疾患や心因性の反応などのために、自宅
を中心とした生活を余儀なくされている35歳以下の若者を対象にして、2012年10月からグ
ループ・ワーク
（以下Friends）
を開始した。
対象である青年期後半の発達課題は、アイデンティティの確立であり「自分」を確立し、
「自分という存在」
を支える役割を、様々な集団が果たすようになる。

特別講演

この時期に自分を受け容れてくれる集団、自分の存在を当てにしてくれる集団がどのぐ
らいあるかが、生活の安定に大きく影響する、と言われている。
Friendsの目的は、参加者同士のエネルギーを活用しながら、作業活動や自主学習での

理念共有セミナー

体験を共有していくことで、肩肘張らないで過ごせる場や仲間の存在を感じ、役割を見い
だしていき、活動性や社会性を高めていくことである。
Friendsは2012年10月から2013年8月までに計47回実施され、延べ204名の参加があった。
今回、Friendsという場と作業活動を通じて参加者の意識や活動性、社会性がどのように
変化しているのか調査したい。

シンポジウム

【方法】2012年10月から2013年8月までの間に10回以上グループに参加した者の帰趨状況を
把握し、参加者にはインタビュー調査を行った。

ポスター

【結論】10回以上参加した8名（19 ～ 34歳；平均23.3歳、男12％・女88％、統合失調症75％、
適応障害12％、未受診13％）
のうち、4名が就学・就労
（パート、アルバイト）
につながった。
インタビュー調査から、Friendsに参加して作業活動をしていくうちに、緊張が徐々に
解けて慣れていった、この場が外へ出るきっかけになった、作業活動が刺激になった、と
のことだった。また自主学習では、参加者同士が得意なところを教え合うなどストレング
スを活かした関わりができている。
Friendsという場が参加者の活動性を高め、作業活動での共同体験や自主学習を通して
お互いのストレングスを高め自信につながり、社会技能を習得していき、就学・就労など
の次のステップへ進む役割となったと言えよう。
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日程表

PS10-3

児童・思春期・青年期

青年期病棟における金銭管理学習プログラム「おさいふの会」の試み

プログラム１日目

○小杉知子 1）、柳瀬一正 1）、今井紀子 1）、三角純子 2）
1）東京都立松沢病院社会復帰支援室、2）東京都立松沢病院精神科

プログラム２日目

【背景と目的】東京都立松沢病院は、平成24年5月末に青年期病棟を開設した。青年期病棟は、15歳～ 25歳
位までの年代の方で、こころの不調に悩む方を対象にした病棟で、特に疾患名は問わず幅広く受け入れを
行っている。精神科疾患の好発年齢であるこの年代の方に向けて、病棟では早期支援と再発予防の視点を
大切にし、診察や服薬といった入院治療を受けることだけでなく、様々な試みとしてプログラムを実施し
ている。その中から、精神保健福祉士が行っている金銭管理学習プログラム「おさいふの会」
（以下、この
表記とする）について報告する。

特別講演

【方法】プログラムの回数は月1回、実施時間は1回あたり1時間。複数の精神保健福祉士と医師、看護師が
スタッフとして参加し、講師役は精神保健福祉士が務めている。参加者は本人希望と主治医・看護師の推
薦により選定され、プログラム導入は主治医・看護師により行う。プログラムは生活費にどのようなもの
があるか、金銭管理とはどのようなことか、金銭管理の仕方について等を盛り込んだテキストに基づいて

理念共有セミナー

行い、講義形式だけでなくワークシートの作業に重きをおいている。ワークシートは「食費の計算」
「1 ヶ
月の支出を考えてみよう」の2種類であり、1人1台電卓を用いながら行っている。
「おさいふの会」は開設当初から計画されていたプログラムではない。開設後半年目に、医師、看護師、臨
床心理士、作業療法士、精神保健福祉士の多職種で構成されるカンファレンスにおいて病棟半年間の評価
を行った際、利用者の中には金銭管理の苦手な方が多く、入院中に金銭管理について学ぶことができると

シンポジウム

退院後の生活が安定するのではないかとの意見が多数挙がったことがプログラム実施の契機となった。
【結果】平成25年2月から開始、8月までに毎月実施している。参加者数は最多で8名、平均して5名、計7回
で延べ33名が参加した。患者本人からの参加希望も多い。
「入院前から1人暮らしを行っており金銭管理に
ついて見直したい」
「入院を機に1人暮らし等の自立を目指すため金銭管理について学びたい」
「退院後も実
家で両親と一緒に暮らすため生活費というよりもお小遣い管理について学びたい」等、参加者の生活背景

ポスター

や参加動機は千差万別である。講義だけでなくワークシートの作業をすることで、個人の金銭管理能力を
実際に評価することもできる。参加後には、
「生活費がこんなにかかるということを初めて知り驚いた」
「趣
味のお金の使い方を工夫したい」「今まで足りなくなると親から借りていたので困ったことがなかったが、
これからは決められた範囲内でやっていきたい」等多くの感想が寄せられた。
【考察】金銭管理がしっかり行えることで精神的な安定が得られ、再発予防につながるという効果を狙い「お
さいふの会」を始めた。実際金銭面のトラブルが原因で入院に至ることはある。患者の最大の関心事であ
る再入院したくないという思い、精神の安定、再発予防の視点を絡めながら金銭管理の重要性を伝えるこ
とでプログラム終了時の感想からは効果の手応えを感じるものが多かった。その効果が一過性に終わらぬ
よう、プログラムを導入としてその後は個々のケースワークで内容を更に深め、退院後の生活に活かせる
よう支援する必要がある。プログラムには集中力、理解力、計算能力が求められるので1時間にしては内
容過多の印象もある。プログラムの効果継続の度合いやプログラムの内容・編成の再検討など、今後の課
題も感じている。
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日程表

PS10-4

ある乳児院における養育システムへの介入と効果

プログラム１日目

○長谷川昌子、横山恭子
上智大学総合人間科学部心理学科

プログラム２日目

【目的】乳幼児期の養育環境は心と脳の発達に多大な影響を及ぼし、この時期の躓きはいず
れ心の問題や精神障害として顕在化することがある（Levy & Orland ,1998）
。わが国では、
乳幼児期を家庭で暮らすことが困難な子どもの多くが乳児院に入所している。乳児院は全
国に131施設あり3000名を超える乳幼児が生活する。入所理由は、母親の精神障害
（知的障
害含）、虐待、父母就労（借金貧困）が多く、近年は虐待ケースが40％を超えるという報告
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もある（今田,2010）
。また、
困難事例の増加から在所期間は長期化傾向にある。こうした中、
厚生労働省は2011年に里親委託ガイドラインを定め、要保護児童に対して里親委託を推進
する方針を示した。しかし、里親数の不足や支援体制の整備など解決すべき課題は多く、

理念共有セミナー

里親の普及には時間がかかることが予想される。このように、要保護児童に対して治療的
なケアを含んだ家庭的生活環境を提供することは、
わが国において差し迫った課題であり、
里親推進の移行期にあっても乳児院の担う役割は依然大きいと言える。本発表では、ある
乳児院において約9年間にわたり養育システムに働きかけ、施設養育環境にかなりの改善
が認められた一事例を報告する。更なる改善の余地はあるが、現段階までの実践をまとめ

シンポジウム

る。
【方法】対象乳児院は1948年に創立された定員60名の施設である。2000年代前半の家庭支援
専門相談員と心理療法担当職員の配置を機に、①アタッチメント形成を目指した養育担当
性を導入し、②院内専門職の役割分担を明確化した。さらに、③改築移転を機に養育体制

ポスター

を大幅に変更した。
【結果と結論】
養育体制を、従来の年齢別保育から、入所から退所まで生活の場と保育者が
変わらない縦割り保育に変更し、
「担当制グループ」
で養育する方針をとった結果、アタッ
チメント対象の一貫性・連続性が保障され、入所児の発達やアタッチメント形成等に顕著
な改善が認められた。さらに、養育システムの変化により保育者側にも乳児院養育に携わ
る専門職としての意識の高まりが認められ、より治療的で専門的な養育が提供されるよう
になった。
今田義夫（2010） 乳児院の養育体制・機能に関する調査研究

財団法人こども未来財団

Ｔ .M.Levy & M.Orlands（1998） Attachment,Trauma,and Healing Understanding and
Treating Attachment Disorder in Children and Families 藤岡孝志・ＡＨＴ研究会（訳）愛
着障害と修復的愛着療法

児童虐待への対応

ミネルヴァ書房．
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日程表

PS10-5

児童・思春期・青年期

インクルーシブ保育における臨床心理士の役割
－導入期の支援について－

プログラム１日目

○木村久美 1）、笠井さつき 1）、中野彩 1）、木原久美子 2）
1）帝京大学心理臨床センター、2）帝京大学心理学科

プログラム２日目

問題と目的
近年、インクルージョンの理念に基づく保育環境が目指されている。集団の中で、特別
な支援を必要とする存在であることを認め支援するインクルーシブ保育の実践には、多様
な視点から個別のアセスメントを行うことが予防的観点からも不可欠であるといえる。
本学心理臨床センター（以下、センター）は、臨床心理士養成の一種指定校として心理
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臨床家の育成を目指すとともに、地域の相談機関として幅広いニーズに応じている。これ
までに、附属幼稚園
（以下、園）
の保育者と連携し、園・家庭・センターの協働によるイン
クルーシブ保育のシステム構築とその運用をねらいとして、心理臨床の専門性に焦点をあ

理念共有セミナー

て検討してきた。その中で、子どもの育ちを媒介とする連携の必要性が明らかとなった。
また、互いの専門性の違いによって生じる葛藤的な関係から両義的な関係を模索すること
を通して、特別な支援を必要とする子どもとともに育つインクルーシブ保育が実現される
ことが示唆された。
本研究では、保育者が保護者に個別支援についての同意を得ることに時間を要した一事

シンポジウム

例へのコンサルテーション、および園訪問の記録と、臨床実習の記録を分析素材とし、個
別のアセスメントや支援を導入するまでの過程に焦点をあて、予防的観点から考察する。
結論

ポスター

インクルーシブ保育を特別な支援を必要とする子どもが十分に活用し育つためには、園
と家族とセンターが互いの専門性に基づき、児や環境を見立て、適切な関わりの策を共有
することが必要であることが示された。見立てに際しては、保護者の同意を得ることが不
可欠であり、保育者が保護者に支援の必要性を伝える過程から、保育者に臨床心理士の視
点を伝えつつ個別支援の導入を共にしていくことが必要であると考えられた。
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