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テーマ：結びつく力と結びつける力

～予防と早期介入に向けた総力の結集－行政・教育・保健・医療・福祉・科学－～

会長挨拶
さてこの度、第19回日本精神保健・予防学会学術集会を平成27年12月12日（土）～ 13日（日）の2日間、仙台
国際センターにおいて開催する運びとなりました。

大会開催地である宮城県では、東日本大震災の被害を目の当たりにして参りました。被災地では、人々の
こころの健康に注目が集まり、こころのケアにかかわる様々な取り組みも行われてきましたが、こころの健
康を保ち、精神疾患を予防することの困難が続いていることも事実です。少子高齢化に伴う人口減社会へと
移行するわが国の課題は、特に被災地においては加速度的に現実のものとなっています。国際的なグローバ
ル化が進む一方で、人々の生活基盤である地域社会は大きく揺らいでおり、本学会の目的であるこころの健
康に向けた予防的な取り組みの重要性はますます増してきております。

これからの困難な時代において、人々のこころの健康を保ち、精神疾患の予防と早期介入を進め、あらゆ
る人々が安心して過ごせる社会を作ることは、わが国のみならず、国際的にも重要な課題となっています。
しかし、適切な予防／早期介入を実現するためには、医療のみならず、行政、保健、教育、福祉、科学な
ど、関連するあらゆる領域の総力を結集し、地域住民と一体となった取り組みを実践していくことが必要で
す。不適切な介入による弊害を避け、安全かつ効果的な予防／早期介入のための方法論を確立するために、
さらなる議論と研究を進めていくことが我々の使命であると考えます。

今回の学術集会では、特に、胎生期を含む発達早期からの子供や若者への予防や早期介入に取り組むため
の母子、学校、地域での取り組み、災害からの復興にも関係する地域コミュニティと精神保健との関わり、
さまざまな精神疾患の予防と早期介入に向けた取り組みに注目したシンポジウムが予定されています。災害
復興期にある仙台に、ぜひお集まりいただき、会員、関係者、そして市民の皆様のご参加と、活発な意見交
換を期待しております。
第19回日本精神保健・予防学会学術集会
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参加者の皆様へのご案内とお願い
Ⅰ．参加者の皆様へ

1．参加登録
受付は仙台国際センター会議棟2階にて行います。
12月12日（土） 8：30 ～
12月13日（日） 8：00 ～
【事前参加登録をされている方】
参加受付内の事前参加登録受付にて、事前参加登録完了メールのプリントをご提示の上、参加費をお
支払いください。引き換えに参加証（領収証付）をお渡しいたします。
【当日参加登録】
参加受付に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。引き換えに参加証（領収書付）をお渡しいたします。
※参加証は会場内では必ずご着用ください。
※参加費のお支払いは現金のみとさせていただきます。
プレコングレス研修会
早期段階の精神病/統合失調症へのCBT、動機づけ面接（導入編）へ事前参加登録されている方は、参
加受付にて、事前に送付いたします「受講票」を提示ください。
また、動機づけ面接（導入編）参加の方は当日参加費をお支払いください。
参加費
カテゴリー

事前参加登録

当日参加登録

会員医師

6,000円

8,000円

非会員医師

8,000円

10,000円

会員メディカルスタッフ※1

3,000円

4,000円

非会員メディカルスタッフ※1

4,000円

5,000円

一般・学生※2

1,000円

1,000円

※1

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されている方となります。

※2

一般は、医師、メディカルスタッフ以外の方となります。医師である大学院生は、学生でなく
医師の区分となります。
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2．懇親会
下記の通り開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
日

時：12月12日（土） 19：00 ～ 20：30

会

場：仙台国際センター会議棟１階

レストラン「リーフ」   

仙台市青葉区青葉山無番地
参加費：4,000円
※当日受付にてお申込みください。

3．プログラム・抄録集
【学会員の方へ】
学会員の方には、事前参加登録の有無に関わらず、事務局よりプログラム・抄録集を事前発送いたし
ます。宛先は事務局へご登録されている連絡先となります。
【非会員の方へ】
参加費にプログラム・抄録集は含まれません。非会員、もしくは追加で購入希望の方は、当日受付に
て一部 2,000円で販売いたします。

4．クローク
仙台国際センター会議棟１階のクロークをご利用ください。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。
【利用時間】
12月12日（土） 8：30 ～ 19：00
12月13日（日） 8：00 ～ 17：00

5．共催セミナー（企業共催）
モーニングセミナー
12月13日（日） 9：30 ～ 10：20
A会場（橘）：日本イーライリリー株式会社
B 会場（萩）：Meiji Seika ファルマ株式会社
ランチョンセミナー
12月12日（土） 12：30 ～ 13：30
A会場（橘）：持田製薬株式会社／吉富薬品株式会社
B 会場（萩）：大日本住友製薬株式会社
12月13日（日） 12：30 ～ 13：30
A会場（橘）：ヤンセンファーマ株式会社
B 会場（萩）：大塚製薬株式会社
※共催セミナーの整理券配布は行いませんので、直接会場へお越しください。先着順にご案内いたし
ます。

6．書籍展示
会期中、ポスター展示会場にて書籍展示を行います。
仙台国際センター 会議棟
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Ⅱ．発表者の皆様へ

1．口演発表
発表時間
・一般演題（口演)：12分（発表8分、討論4分）
・シンポジウム：発表時間は、各セッションによって異なります。
発表データの受付
ご自身が発表される１つ前のセッション開始時間までに、各会場内左手前方にございます、PCオペ
レーションデスクにて発表データ受付をお願いします。
発表用データ
演者の方は、次のいずれかの方法で発表データをお持ちください。
① USBフラッシュメモリまたはCD-ROM
② ノートPC
・動画を使用される場合は、ご自身のPCをお持ちください。
・発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）」としてください。
例：「O-1

発表太郎」

・音声はご利用できません。
① USBフラッシュメモリまたはCD-ROMの場合
・事務局で発表用にご用意するPCは下記の通りです。
OS：Windows 7
アプリケーション：Power Point 2003、2007、2010、2013
・Macintoshで作成されたデータをお持ち込みの場合は、Windowsで対応できるように事前に調整い
ただくか、ノートPCをお持ちください。
・持ち込まれるメディアのウィルスチェックを済ませてからご持参ください。
② ノート PC ご持参の場合
・Windows、Macintoshとも受付可能です。
・プ ロジェクターとの接続ケーブルはD-sub15ピン（ミニ）です。アダプターが必要な機種の場合は、
必ずアダプターもご持参ください。
・プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）です。
・電源アダプターを必ずご持参ください。
・念のため、バックアップデータをUSBフラッシュメモリまたはCD-ROMでお持ちください。
ご注意
・PCオペレーションデスクが混み合うことがございますので、時間に余裕をもって受付をお済ませく
ださい。
・音声は使用できませんのでご了承ください。
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2．ポスター発表
・演題番号をご確認の上、所定の場所にポスターを掲示してください。画鋲はパネルの所に用意して
あります。
・発 表形式：コアタイム開始5分前（17：55）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12日、13日 と も 自 由 閲 覧 が 可 能 と な っ て お り ま す。 撤 去 可 能 時 刻 は、13日 の
16：00 ～ 17：00までとなっております。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。
【ポスター掲示方法】
90cm

・右記のようなポスターボードを用意いたします。
・演題番号は事務局にて用意いたします。

20cm

・貼付スペースは横90cm×縦160cmの大きさです。

20cm

70cm

演題
番号

（W70cm x H20cm）

演題タイトル

・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】
180cm

12月12日（土）
8：30 ～ 10：00

160cm

ポスター貼付

貼付スペース
（W90cm x H160cm）
H180cm）

（ご自身のポスター番号が記載された場所に掲示をお願
いいたします。）
10：00 ～ 18：00

ポスター自由閲覧

18：00 ～ 18：50

ポスター発表

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。
12月13日（日）
9：00 ～ 16：00

ポスター自由閲覧

16：00 ～ 17：00

ポスター撤去

Ⅲ．座長の方々へ

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、質疑応答は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。

仙台国際センター 会議棟
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Ⅳ．単位取得について
日本精神神経学会専門医研修ポイント
日本精神保健・予防学会学術集会は、2015年11月1日以降に変更される、公益社団法人日本精神神経
学会の新たな精神科専門医資格の更新にかかるポイント（単位）取得について、B群の認定団体となり
ました。
これに伴い、本学会の講演（会長講演、特別講演1, 2、教育講演1, 2：いずれも講演時間1時間）に対
して、B群：1時間の講習につき 1 単位、1学会開催上限 3 単位を取得することが可能となる予定です
（申請中）。
単位を取得するためには、該当の講習受講時に日本精神神経学会が発行している「日本精神神経学会
会員カード」を提示いただく必要がございますので、カードをご持参いただきますようにお願いいた
します。
なお、詳細につきましては、日本精神神経学会ホームページ
（https://www.jspn.or.jp/modules/meeting/index.php?content_id=86）をご覧ください。
日本作業療法士協会研修ポイント
日本精神保健・予防学会は、一般社団法人日本作業療法士協会より生涯教育制度基礎ポイント付与対
象SIGとして認定されております（対応ポイント1日参加1ポイント、2日参加2ポイント）。
※会場内総合受付付近の「研修ポイント受付」へお申し出いただければ、「SIG認定参加証明書」をお渡
しいたします。

Ⅴ．日本精神保健・予防学会への新規入会・年会費
当日、学会費を納入される方、本学会に入会を希望される方は、12月12日（土）に「日本精神保健・予
防学会事務局」受付にお越しください。
※なお、12月12日（土）のみ事務局受付を設置いたします。12月13日（日）につきましては、設置いたし
ませんのでご了承ください。
上記に関する詳細は、下記事務局URLより直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
事務局URL：http://www.jseip.jp/

Ⅵ．その他
会場内における録音・撮影・録画は公式プレスを除き、いかなる場合も固くお断りいたします。

お問い合わせ先

運営事務局

株式会社 仙台共同印刷 内
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町2-4-2

Tel：
（022）236-7161

Fax：
（022）236-7163

E-mail：jseip2015@senkyo.co.jp
大会公式ウェブサイト：http://www.jseip2015.com
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交通のご案内
学術集会会場
仙台国際センター会議棟
〒980-0856

仙台市青葉区青葉山無番地

Tel：022-265-2211（代表）

懇親会会場
仙台国際センター会議棟１階

レストラン「リーフ」

Tel：022-395-7023

仙台市役所 宮城県庁

◆周辺図

地下鉄
仙台駅

町通

南

通

広瀬川
仙台城址

至東京

五橋

評定河原
野球場

地下鉄南
北線

仙台市
博物館

博物館・
国際センター前

あおば通駅

）
号線
道４
（国
通り
番丁
東二

青葉通

東西線

東北大学
川内萩ホール

ダイエー
青葉通
一番町駅

ＪＲ仙台駅

大町西公園駅

地下鉄

地下鉄
広瀬通駅

広瀬通

至盛岡

東北大学川内北
キャンパス

西公園

晩翠通

東北大学
国際
川内キャンパス・
センター駅
萩ホール前

通
西公園

川内駅

仙台国際センター

通

駅前通 ロフト

宮城県
美術館

花京院

通
上杉
愛宕

東京エレクトロンホール宮城
地下鉄
せんだいメディアテーク
通 勾当台公園駅
寺
禅
仙台市民会館
定

地下鉄
五橋駅

◆アクセス
仙台空港
仙台空港アクセス鉄道
快速17分

普通25分

タクシー

片道650円

約50分

JR 仙台駅
市営バス

JR 仙台駅前（西口バスプール 9 番乗り場）
（路線名）「宮教大・青葉台」、「宮教大」、「宮教大・成田山」、
「交通公園・川内営業所」、「動物公園循環 青葉通・工学部経由」
バス移動10分

バス停

仙台市営地下鉄
東西線

徒歩

タクシー

4分

約30分

約7分

料金180円

博物館・国際センター前
徒歩 1 分

国際センター駅
徒歩 1 分

仙台国際センター

仙台国際センター 会議棟
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会場のご案内

C会場
ポスター展示会場

EV

B会場

参加受付

A会場

EV

本 部

売店

EV

エスカ
レータ

12月12日（土）

懇親会会場
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日程・プログラム
The 19th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry

日程表
日程表

12月12日（土） 1日目
A会場（橘）

B会場（萩）

C会場（白橿1）

ポスター展示会場（白橿2）

プログラム

8:00
8:30

9:00

9:00
開会式
9:10

会長講演

シンポジウム1

S1-1 〜 4

9:10

早期精神病の画像研究Update

10:00

O-1 〜 5

座長：上埜 高志

座長：片桐 直之、鈴木 道雄
演者：片桐 直之、小原 千佳、
高柳 陽一郎、多田 真理子

10:10

会長講演

PL

特別講演

座長：水野 雅文
演者：松本 和紀

SL1

11:20

教育講演

12:20
12:30

座長：桂 雅宏
演者：Sophie Parker

LS1

12:20
12:30

13:30
13:40

シンポジウム3

S3-1 〜 4

13:40

S4-1 〜 4

若者への就学・就労支援
〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

座長：菊地 紗耶、小林 奈津子
演者：佐野 ゆり、小澤 千恵、
平野 秀人、小林 奈津子

座長：高橋 由佳、本庄谷 奈央
演者：石井 正宏、金澤 信之、
安田 祐輔、小野 彩香

由

座長：松本 和紀
演者：Anthony P. Morrison

シンポジウム4

自
閲

ランチョンセミナー

地域で支える母子と家族の
メンタルヘルス

Psychological Interventions in
Early Psychosis

14:00

座長：藤本 英生
演者：古郡 規雄
共催：大日本住友製薬株式会社

ー

SL2

LS2

タ

特別講演2

12:20
ランチョンセミナー 2

ス

モーニングセミナー

13:30
13:40

座長：樋口 輝彦
演者：川嵜 弘詔
共催：持田製薬株式会社 / 吉富薬品株式会社

座長：大塚 達以、齋藤 和子
演者：鈴木 春香、佐藤 純子、
木戸口 千尋

O-6 〜 10

統合失調症の身体合併症予防；
患者さんのいのちと健康を守る

うつ病の機能的回復を目指して
〜うつ病患者の社会復帰を目指した
現代的な治療の重要性〜

13:00

S2-1 〜 3

ポ

ランチョンセミナー 1

一般演題2

シンポジウム2

学校と医療の連携
〜宮城県仙南地区における取り組み〜

座長：高橋 努

Early intervention and CBT
for people at risk of bipolar
disorder

12:00

10:50

11:00

11:10
11:20 特別講演1

10:00

10:10

予防精神医学の発展に向けて：
精神疾患の早期介入は＜正常＞への
侵食なのか？

11:00

一般演題1

ポスター貼付

15:00

15:10
シンポジウム5

S5-1 〜 3

15:30

不安 とかかわる病態への早期介入

シンポジウム6

S6-1 〜 4

15:20
15:30

学校での予防的支援・心理教育
プログラム
〜認知行動療法の視点を活かした
実践〜

座長：水野 雅文、篠崎 和弘
演者：朝倉 聡、清水 栄司、金 吉晴

16:00

覧

シンポジウム

15:20
15:30

シンポジウム7

S7-1 〜 4

脳の可塑性への働きかけ
〜認知機能トレーニングの可能性〜
座長：根本 隆洋、兼子 幸一
演者：根本 隆洋、飯塚 邦夫、
兼子 幸一、山澤 涼子

一般演題

座長：下寺 信次、金井 嘉宏
演者：石川 信一、中野 有美、
杉山 雅彦、神村 栄一

17:00
17:20
17:30

ポスター

18:00

17:20

17:20

総会・評議員会

18:00

18:00

ポスターコアタイム

19:00 〜 20:30

懇親会
会場：1階 レストラン「リーフ」

19:00
12
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A会場（橘）

B会場（萩）

日程表

12月13日（日） 2日目
C会場（白橿1）

ポスター展示会場（白橿2）

8:20

教育講演1

プログラム

8:00
EL1

発達障害の早期発見と早期介入
−到達点と今後の展望−
座長：針間 博彦
演者：本田 秀夫

9:00

10:00

MS1

新しい当事者との治療方針決定法
Shared Decision Making（SDM）
の精神科領域における実現可能性
座長：久住 一郎 / 演者：渡邊 衡一郎
共催：日本イーライリリー株式会社

シンポジウム8

S8-1 〜 4

9:30

10:20
10:30

ARMS：日常臨床適用への課題

MS2

うつ病における不眠の治療
座長：小高 晃
演者：小曽根 基裕
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

シンポジウム9

S9-1 〜 4

アンチスティグマ活動
−当事者の声を発信する意義−

座長：辻野 尚久、川﨑 康弘
演者：茅野 分、関崎 亮、
大久保 亮、桂 雅宏

座長：森本 幸子、菅原 里江
演者：伊藤 知之、坂本 真士、
川村 有紀、菅原 里江

ポ

11:00

モーニングセミナー 2

11:20

シンポジウム12

S12-1 〜 3

タ

教育講演

O-11 〜 15

ス

一般演題3

座長：伊藤 文晃

12:00

座長：水野 雅文
演者：後藤 雅博
共催：大塚製薬株式会社

EL2

13:30
13:40

震災後の地域における予防・
早期介入モデル
〜災害直後期の介入から中長期的な
実践に学ぶ〜
座長：福地 成、渡部 裕一
演者：鈴木 満、原 敬造、伏見 香代

15:40

16:00

16:00

ポスター撤去

16:40

一般演題

16:40

シンポジウム

座長：大野 高志、中根 秀之
演者：大宮 美希子、酒井 道代、
佐藤 康治郎、伊藤 順一郎、
小池 進介

14:40

ランチョンセミナー

座長：土屋 賢治、松岡 豊
演者：土屋 賢治、和久田 智靖、
須田 史朗、松岡 豊

S11-1 〜 5

統合失調症の早期介入と
アウトリーチ

15:00

S10-1 〜 4

胎生期〜乳児期での介入と栄養精神
医学の可能性
〜新たな早期発見・早期介入方法の
確立へ向けて〜

座長：小高 晃
演者：松岡 洋夫

シンポジウム11

シンポジウム10

覧

教育講演2

モーニングセミナー

座長：西尾 雅明
演者：伊豫 雅臣
共催：ヤンセンファーマ株式会社

閲

統合失調症再発予防に向けた包括的
治療
〜リカバリーと心理社会的治療〜

新たな早期介入の視点

14:40

LS4

統合失調症の再発予防
〜ドパミン過感受性と早期再発徴候
の検出〜

DSM-5の減弱精神病症候群をめぐって：

14:00

12:20
ランチョンセミナー 4

由

13:30
13:40

LS3

自

13:00

ランチョンセミナー 3

12:20
12:30

ー

12:20
12:30

17:00

特別講演

10:20
10:30

モーニングセミナー 1

会長講演

9:20
9:30

9:00

17:00

ポスター

18:00

19:00
仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

会長講演
会長講演

12月12日（土） 10:10 〜 11:10

A会場（橘）

座長：水野 雅文（東邦大学医学部 精神神経医学講座）
プログラム

PL

予防精神医学の発展に向けて：精神疾患の早期介入は＜正常＞への侵食なのか？

P31

○松本 和紀
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

准教授

会長講演

特別講演
特別講演1

12月12日（土） 11:20 〜 12:20

A会場（橘）

特別講演

座長：桂 雅宏（東北大学病院精神科）

SL1

Early intervention and CBT for people at risk of
bipolar disorder

P32

教育講演

○Sophie Parker1,2
1

Clinical Psychologist Principal & Honorary Research Fellow, Greater Manchester West Mental Health
NHS Foundation Trust, 2 The University of Manchester

モーニングセミナー

特別講演2

12月12日（土） 13:40 〜 15:20

A会場（橘）

座長：松本 和紀（東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野 准教授）

SL2

Psychological Interventions in Early Psychosis

ランチョンセミナー

○Anthony P. Morrison

Professor of Clinical Psychology University of Manchester
※特別講演 2 には、逐語による通訳がつきます。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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P33

教育講演1

12月13日（日） 8:20 〜 9:20

日程表

教育講演

A会場（橘）

座長：針間 博彦（都立松沢病院）

発達障害の早期発見と早期介入−到達点と今後の展望−

プログラム

EL1

P34

○本田 秀夫
信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部

12月13日（日） 13:40 〜 14:40

会長講演

教育講演2

部長

A会場（橘）

座長：小高 晃（宮城県立精神医療センター 院長）

DSM-5の減弱精神病症候群をめぐって：新たな早期介入の視点

P35

特別講演

EL2

○松岡 洋夫
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

教授

モーニングセミナー 1

12月13日（日） 9:30 〜 10:20

教育講演

モーニングセミナー

A会場（橘）

MS1

新しい当事者との治療方針決定法Shared Decision Making（SDM）の
精神科領域における実現可能性

モーニングセミナー

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 教授）

P36

○渡邊 衡一郎
教授

ランチョンセミナー

杏林大学医学部精神神経科学教室

共催：日本イーライリリー株式会社

12月13日（日） 9:30 〜 10:20

B会場（萩）

シンポジウム

モーニングセミナー 2

座長：小高 晃（宮城県立精神医療センター 院長）

MS2

うつ病における不眠の治療

P37

○小曽根 基裕
精神医学講座

准教授

一般演題

東京慈恵会医科大学

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー 1

12月12日（土） 12:30 〜 13:30

A会場（橘）

座長：樋口 輝彦（国立精神･神経医療研究センター 理事長）
プログラム

LS1

うつ病の機能的回復を目指して
〜うつ病患者の社会復帰を目指した現代的な治療の重要性〜

P38

○川嵜 弘詔
福岡大学医学部

精神医学教室

教授

会長講演

共催：持田製薬株式会社 / 吉富薬品株式会社

ランチョンセミナー 2

12月12日（土） 12:30 〜 13:30

B会場（萩）

特別講演

座長：藤本 英生（一般財団法人東北精神保健会青葉病院 副院長）

LS2

統合失調症の身体合併症予防；患者さんのいのちと健康を守る

P39

○古郡 規雄
弘前大学大学院医学研究科

神経精神医学講座

准教授

教育講演

共催：大日本住友製薬株式会社

ランチョンセミナー 3

12月13日（日） 12:30 〜 13:30

A会場（橘）

モーニングセミナー

座長：西尾 雅明（東北福祉大学 総合福祉学部 社会福祉学科 教授）

LS3

統合失調症の再発予防
〜ドパミン過感受性と早期再発徴候の検出〜

P40

○伊豫 雅臣

ランチョンセミナー

千葉大学大学院医学研究院精神医学

教授

共催：ヤンセンファーマ株式会社

シンポジウム

ランチョンセミナー 4

12月13日（日） 12:30 〜 13:30

B会場（萩）

座長：水野 雅文（東邦大学医学部 精神神経医学講座 教授）

LS4

統合失調症再発予防に向けた包括的治療
〜リカバリーと心理社会的治療〜

P41

一般演題

○後藤 雅博
医療法人恵生会

南浜病院

病院長

共催：大塚製薬株式会社

ポスター
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シンポジウム1

12月12日（土） 9:10 〜 11:00

B会場（萩）
P43

プログラム

早期精神病の画像研究Update

日程表

シンポジウム

座長：片桐 直之（東邦大学医学部精神神経医学講座）
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）

S1-1 ARMSにおける閾値下の精神症状の改善と関連する脳内の変化

P45
会長講演

○片桐 直之
東邦大学医学部精神神経医学講座

S1-2

アットリスク精神状態（ARMS）：予後指標の多様性と神経画像

P46

○小原 千佳
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

精神病発症リスク状態の脳形態画像：発症予測の可能性について

特別講演

S1-3

P47

○高柳 陽一郎
富山大学

早期精神病のマルチモダリティ画像研究：
東大こころのリスク外来における臨床研究

教育講演

S1-4

神経精神医学講座

P48

○多田 真理子
東京大学医学部附属病院

学校と医療の連携

12月12日（土） 10:50 〜 12:20
〜宮城県仙南地区における取り組み〜

モーニングセミナー

シンポジウム2

精神神経科

C会場（白橿1）
P49

S2-1

名取EI事業より−医療機関との連携から見えてきたもの−

ランチョンセミナー

座長：大塚 達以（宮城県立精神医療センター）
齋藤 和子（宮城県立精神医療センター）

P51

○鈴木 春香

S2-2

養護教諭

質を高めるための連携から豊かな指導への実践事例

シンポジウム

宮城県名取北高等学校

P52

○佐藤 純子
宮城県角田市立角田中学

学校との連携を考える−精神科PSWの立場から−

P53

一般演題

S2-3

校長

○木戸口 千尋
独立行政法人宮城県立病院機構

宮城県立精神医療センター

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

シンポジウム3

12月12日（土） 13:40 〜 15:10

B会場（萩）

地域で支える母子と家族のメンタルヘルス

P55

座長：菊地 紗耶（東北大学病院 精神科）
小林 奈津子（東北大学大学院医学系研究科 精神神経学分野）
プログラム

S3-1

地域母子保健における周産期メンタルヘルス支援

P57

○佐野 ゆり
仙台市太白区保健福祉センター

会長講演

S3-2

助産師外来における周産期メンタルヘルス支援

P58

○小澤 千恵
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門

S3-3

秋田県における妊娠中からの子育て支援事業−現況と課題

P59

特別講演

○平野 秀人
秋田赤十字病院

S3-4

精神科周産期専門外来における地域母子保健との連携

P60

○小林 奈津子
教育講演

東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

シンポジウム4

12月12日（土） 13:40 〜 15:20

モーニングセミナー

若者への就学・就労支援

C会場（白橿1）

〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

P61

座長：高橋 由佳（特定非営利活動法人 Switch）
本庄谷 奈央（東北大学病院精神科）

ランチョンセミナー

S4-1

高校図書館における実践的中退・進路未決定の予防的支援
「ぴっかりカフェ」について

P63

○石井 正宏

NPO法人パノラマ

S4-2

代表理事

シンポジウム

外部資源・外部人材を活用した新たなキャリア支援の試み
−教育・労働・福祉の連携−

P64

○金澤 信之

1,2

神奈川県立田奈高等学校、2（一財）神奈川県高等学校教育会館教育研究所

1

S4-3

学習サポートとメンタルサポート

一般演題

○安田 祐輔
特定非営利活動法人キズキ

S4-4 NPOによる困難を抱えた若者への就労支援
○小野 彩香

ポスター

特定非営利活動法人Switch
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P65

12月12日（土） 15:30 〜 17:20

A会場（橘）

不安 とかかわる病態への早期介入

日程表

シンポジウム5

P67

座長：水野 雅文（東邦大学医学部精神神経医学講座）
篠崎 和弘（和歌山県立医科大学神経精神医学教室）

社交不安症（social anxiety disorder : SAD）に対する早期介入

プログラム

S5-1

P69

○朝倉 聡
北海道大学保健センター・大学院医学研究科精神医学分野

不安の認知行動療法を用いた早期介入
○清水 栄司
千葉大学

1

S5-3

P70

会長講演

S5-2

1,2

子どものこころの発達教育研究センター、2千葉大学

大学院医学研究院

認知行動生理学

災害のトラウマと予防精神医療

P71
特別講演

○金 吉晴
国立精神神経医療研究センター

シンポジウム6

12月12日（土） 15:30 〜 17:20

B会場（萩）
教育講演

学校での予防的支援・心理教育プログラム
〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

P73

S6-1

学校におけるメンタルヘルス予防を目指した認知行動療法

モーニングセミナー

座長：下寺 信次（高知大学医学部神経精神科学教室）
金井 嘉宏（東北学院大学 教養学部人間科学科）

P75

○石川 信一
同志社大学心理学部

こころのスキルアップ教育

〜認知行動療法を用いた予防的支援〜

ランチョンセミナー

S6-2

P76

○中野 有美
椙山女学園大学

心理学科

学校での不良行為、暴力行為への介入

P77

シンポジウム

S6-3

人間関係学部

○杉山 雅彦
福島学院大学

S6-4

福祉学部

「不登校リスク」のマネジメントによる不登校の予防と介入

P78

○神村 栄一
一般演題

新潟大学人文社会・教育科学系

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

シンポジウム7

12月12日（土） 15:30 〜 17:20

C会場（白橿1）

脳の可塑性への働きかけ 〜認知機能トレーニングの可能性〜

P79

座長：根本 隆洋（東邦大学医学部精神神経医学講座）
兼子 幸一（鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野）
プログラム

S7-1

統合失調症の早期段階における認知リハビリテーション

P81

○根本 隆洋
東邦大学医学部精神神経医学講座

会長講演

S7-2

統合失調症に対する認知リハビリテーションの効果、
およびその神経基盤に関する研究

P82

○飯塚 邦夫
東北大学病院

特別講演

S7-3

統合失調症の認知機能障害とその治療
−認知矯正療法NEARの実践と治療効果を中心に−

P83

○兼子 幸一 、朴 盛弘 、中込 和幸 、長田 泉美 、板倉 征史 、最上 多美子
1

1

2

1

1

3

鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野、2国立精神・神経医療研究センター病院、

1

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻

3

教育講演

S7-4

入院患者を対象とした認知機能リハビリテーションの実践

P84

○山澤 涼子
医療法人財団厚生協会大泉病院

モーニングセミナー

シンポジウム8

12月13日（日） 10:30 〜 12:20

A会場（橘）

ARMS：日常臨床適用への課題

P85

ランチョンセミナー

座長：辻野 尚久（東邦大学医学部精神神経医学講座）
川﨑 康弘（金沢医科大学精神神経科学教室）

S8-1 ARMS診療の一例／精神科診療所より

P87

○茅野 分

シンポジウム

銀座泰明クリニック（精神科）

S8-2

教育現場から見たARMSへの介入とその課題

P88

○関崎 亮

1,2

学校法人

1

一般演題

S8-3

桐丘学園

理事、2東邦大学医学部精神神経医学講座

新規に診療開始した大学病院の立場から

P89

○大久保 亮
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

S8-4 ARMS：日常臨床適用への課題
専門外来の立場から

ポスター

○桂 雅宏
東北大学病院精神科
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P90

12月13日（日） 10:30 〜 12:20

アンチスティグマ活動

B会場（萩）

−当事者の声を発信する意義−

日程表

シンポジウム9

P91

S9-1

当事者研究を「発表する」という事

プログラム

座長：森本 幸子（仙台白百合女子大学）
菅原 里江（東北福祉大学総合福祉学部 / 東北福祉大学メンタルヘルスプロモーションセンター）

P93

○伊藤 知之
浦河べてるの家

偏見に関する心理学的研究について

P94

会長講演

S9-2

○坂本 真士
日本大学文理学部

S9-3

「語ること」が私にもたらしたもの
〜 人生 にいつくしみのまなざしをむけてみる〜

特別講演

P95

○川村 有紀
仙台スピーカーズビューロー

S9-4

当事者の語りが人々にもたらしたもの
〜仙台スピーカーズビューローの取り組みから〜

教育講演

○菅原 里江

P96

1,2

東北福祉大学メンタルヘルスプロモーションセンター、2東北福祉大学総合福祉学部

1

12月13日（日） 13:40 〜 15:40

B会場（萩）

胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性
〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

モーニングセミナー

シンポジウム10

P97

S10-1

乳幼児の神経発達パターンとその決定因

ランチョンセミナー

座長：土屋 賢治（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）
松岡 豊（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 臨床研究支援部）

P99

○土屋 賢治、高貝 就

S10-2

神経発達障害仮説に基づく統合失調症動物モデルからみた予防

シンポジウム

浜松医科大学子どものこころの発達研究センター

P100

○和久田 智靖
浜松医科大学精神医学講座

栄養学からみた精神疾患予防の可能性について

P101

一般演題

S10-3

○須田 史朗
自治医科大学

S10-4

精神医学教室

精神疾患予防における栄養の驚くべき役割と魅力

P102

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

ポスター

○松岡 豊
臨床研究支援部

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

シンポジウム11

12月13日（日） 14:40 〜 16:40

A会場（橘）

統合失調症の早期介入とアウトリーチ

P103

座長：大野 高志（宮城県立精神医療センター）
中根 秀之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
プログラム

S11-1

仙南保健所における措置入院患者等への支援について

P105

○大宮 美希子
宮城県仙南保健福祉事務所（宮城県仙南保健所）

会長講演

S11-2

当院における早期介入プログラムとアウトリーチの実践

P106

○酒井 道代
宮城県立精神医療センター

S11-3
特別講演

岡山県精神科医療センターにおける初回エピソード統合失調症患者への包括的支援
P107
−病棟から地域まで−
○佐藤 康治郎
岡山県精神科医療センター

S11-4

アウトリーチ活動から見えてきた早期介入の可能性と課題

P108

教育講演

○伊藤 順一郎
メンタルヘルス診療所

S11-5

しっぽふぁーれ

初回エピソード統合失調症の心理社会的予後因子の検討：
多施設共同研究に向けて

P109

モーニングセミナー

○小池 進介
東京大学

学生相談ネットワーク本部

シンポジウム12

精神保健支援室

12月13日（日） 14:40 〜 16:40

C会場（白橿1）

ランチョンセミナー

震災後の地域における予防・早期介入モデル
〜災害直後期の介入から中長期的な実践に学ぶ〜

P111

座長：福地 成（みやぎ心のケアセンタ―）
渡部 裕一（みやぎ心のケアセンタ―）

シンポジウム

S12-1

多職種遠隔支援チームによる予防的メンタルヘルス啓発活動の実践と課題

P113

○鈴木 満
認定NPO法人心の架け橋いわて

一般演題

S12-2

アウトリーチを軸にした石巻圏での精神保健活動の課題

P114

○原 敬造
一般社団法人

S12-3

震災こころのケア・ネットワークみやぎ

ポスター

長期化する原発事故後の影響に対して、ケアセンターに求められる活動とは
〜南相馬市での実践から〜

P115

○伏見 香代

1,2

特定非営利活動法人

1

22

相双に新しい精神科保健福祉システムをつくる会、2相馬広域こころのケアセンターなごみ

The 19th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry

一般演題1

12月12日（土） 9:10 〜 10:10

日程表

一般演題

C会場（白橿1）

座長：上埜 高志（東北大学大学院教育学研究科 人間発達臨床科学講座 臨床心理学分野）

訪問看護において在宅統合失調症患者に継続的な認知行動療法を
実施した一例

プログラム

O-1

P119

○勝嶋 雅之1,2,3

NPO法人多摩在宅支援センター円、2帝京平成大学地域医療学部作業療法学科、3千葉大学大学院医学薬学府

1

就労支援の一事例〜 IPSの視点での取り組み〜

会長講演

O-2

P120

○橋本 玲子 、寺井 利夫 、北本 福美 、新田 佑輔 、川﨑 康弘
1

2

1

1

1

金沢医科大学精神神経科学、2金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門

1

児童青年精神医療における保護者のスティグマと未治療期間や
初診時重症度の関連

特別講演

O-3

P121

○守澤 絵里香 、稲垣 貴彦 、田中 恒彦 、丸川 里美 、田中 千賀 、松木 葵 、中林 孝夫 、栗山 健一3、
山田 尚登2,3
1

2

2

3

1

1

3

滋賀医科大学医学部医学科、2滋賀医科大学地域精神医療学講座、3滋賀医科大学精神医学講座

1

市民のスティグマの低減のためには精神医療の質の向上が必要である

教育講演

O-4

P122

○長尾 賢太朗 、稲垣 貴彦 、中林 孝夫 、田中 恒彦 、丸川 里美 、栗山 健一 、山田 尚登
1

2

3

2

3

3

3

滋賀医科大学医師臨床教育センター、2滋賀医科大学地域精神医療学講座、3滋賀医科大学精神医学講座

1

アンチスティグマと地域移行；旭中央病院神経精神科・児童精神科での
取り組みを通して

モーニングセミナー

O-5

P123

○青木 勉、上木 康衣、木村 允、井手本 啓太、高津 圭介、細田 豊、磯野 友厚、大塚 祐司、矢野 望
総合病院国保旭中央病院神経精神科・児童精神科

12月12日（土） 11:20 〜 12:20

ランチョンセミナー

一般演題2

B会場（萩）

座長：高橋 努（富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座）

精神病前駆症状としての思春期身体愁訴―心理社会的機能との関連

P124

シンポジウム

O-6

○蓮舎 寛子、根本 隆洋、舩渡川 智之、山口 大樹、片桐 直之、辻野 尚久、水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

O-7

Ultra-High Clinical Risk of Psychosisにおける萌芽的自我障害の

縦断比較

P125
一般演題

○西山 志満子、高橋 努、樋口 悠子、水上 祐子、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

O-8

精神病発症危険状態（ARMS）における探索眼球運動の検討とその特徴

P126

○紫藤 佑介 、根本 隆洋 、齋藤 淳一 、山口 大樹 、片桐 直之 、辻野 尚久 、松島 英介 、小島 卓也3、
水野 雅文1
1

1

1

1

1

1

2

ポスター

東邦大学医学部精神神経医学講座、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心療・緩和医療学分野、

1

医療法人社団輔仁会大宮厚生病院

3

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

O-9

At-risk mental stateにおける眼窩前頭皮質の脳溝脳回パターンと脳溝数

P127

○中村 美保子1、高橋 努1、片桐 直之2、佐久間 篤3、笹林 大樹1、高柳 陽一郎1、古市 厚志1、木戸 幹雄1、
西川 祐美子1、松本 和紀3、水野 雅文2、鈴木 道雄1
富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、2東邦大学医学部精神神経医学講座、

1

東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

3

プログラム

O-10

統合失調症および精神病発症リスク状態に対するω-3不飽和脂肪酸
（EPAおよびDHA）の効果研究

P128

○樋口 悠子1、住吉 太幹 、瀬尾 友徳1、西川 祐美子1、中村 美保子1、伊藤 博子1、西山 志満子1、
水上 祐子1、鈴木 道雄1
２

富山大学大学院医学系研究部

1

神経精神医学講座、

会長講演

国立精神・神経医療研究センター

2

一般演題3

トランスレーショナル・メディカルセンター

情報管理・解析部

12月13日（日） 11:20 〜 12:20

C会場（白橿1）

特別講演

座長：伊藤 文晃（東北大学病院精神科）

O-11

あさかホスピタル 精神科スーパー救急病棟における短期間での
再入院の傾向

P129

○喜田 恒 、新村 秀人 、根本 隆洋 、三村 將 、佐久間 啓 、水野 雅文
1,2

1

慶應義塾大学医学部

教育講演

1

東邦大学医学部

3

O-12

3

1

2

精神神経科学教室、2医療法人安積保養園

3

あさかホスピタル、

精神神経医学講座

松沢病院を受診する強迫性障害患者の実態および同障害に対する
早期介入について

P130

○岡村 泰 、杉本 達哉 、針間 博彦 、新谷 昌宏 、齋藤 正彦 、平安 良雄

モーニングセミナー

1,2

1

1

1

1

2

東京都立松沢病院、2横浜市立大学医学部精神医学教室

1

O-13

東北大学病院における周産期うつ病の精神科受診における現状

P131

○菊地 紗耶 、小林 奈津子 、北川 佳奈 、本多 奈美 、松岡 洋夫
1

東北大学病院

ランチョンセミナー

1

O-14

2

1

2

精神科、2東北大学大学院医学系研究科

2

精神神経学分野

滋賀県の児童思春期精神保健における医療と福祉の連携の実情報告

P132

○稲垣 貴彦 、伊藤 祐康 、田中 恒彦 、辻本 哲士 、小西 文子 、門田 雅宏 、栗山 健一 、山田 尚登1,2
1

2

1

3

3

4

2

滋賀医科大学地域精神医療学講座、2滋賀医科大学精神医学講座、3滋賀県立精神保健福祉センター、

1

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

シンポジウム

4

O-15

治療抵抗性統合失調症におけるクロザピン治療臨界期：探索的研究

P133

○吉村 文太、矢田 勇慈、小西 晶子、佐藤 康治郎、来住 由樹
岡山県精神科医療センター

精神科

一般演題
ポスター
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ポスター 1

12月12日（土） 18:00 〜 18:50

日程表

ポスター
ポスター展示会場（白橿2）

座長：山澤 涼子（医療法人財団厚生協会 大泉病院）

精神病発症危機状態（at risk mental state：ARMS）における
近赤外線スペクトロスコピィ（NIRS）

プログラム

P-1

P137

○盛本 翼1、太田 豊作1、飯田 順三2、岡崎 康輔3、山室 和彦1、中西 葉子1、岸本 直子1、岸本 年史1
奈良県立医科大学精神医学講座、2奈良県立医科大学看護学科人間発達学、3公益財団法人復光会垂水病院

1

At-risk mental stateにおける嗅覚機能の障害

会長講演

P-2

P138

○高橋 努、西川 祐美子、中村 美保子、笹林 大樹、樋口 悠子、水上 祐子、西山 志満子、伊藤 博子、
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

アットリスク精神状態非移行例における機能とベースラインでの灰白質体積

特別講演

P-3

P139

○小原 千佳 、佐久間 篤 、桂 雅宏 、大室 則幸 、飯塚 邦夫 、菊池 達郎 、阿部 光一 、國分 恭子 、
松岡 洋夫1,2,3、松本 和紀1,2,3
1

2

2

2

2

1

1

1

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

1

精神疾患の最初期における家族の批判的態度の経時的変化
−ARMSに関する検討−

教育講演

P-4

P140

○濱家 由美子 、桂 雅宏 、小原 千佳 、國分 恭子 、阿部 光一 、砂川 恵美 、佐藤 しおり 、大室 則幸1、
松岡 洋夫1,2、松本 和紀2,3
1,2

1

2

2

2

1

1

東北大学病院精神科、2東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、

モーニングセミナー

1

東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

3

P-5

P141

ランチョンセミナー

未治療期間（Duration of Untreated Psychosis; DUP）の要因となる
自我親和型の障害についての検討
−精神科治療経験者と未治療者の自我親和型症状の比較検討

○松田 真理子 、山路 有紀 、高嶋 朋子 、周 直民 、小西 美咲 、高井 大祐 、高見 和樹 、林 みなみ1、
生田 孝3
1

2

4

5

1

1

1

京都文教大学大学院、2京都文教大学学生相談室、3聖隷浜松病院、4株式会社ヘルスウエイブ、

1

追手門学院大学学生相談室

5

12月12日（土） 18:00 〜 18:50

シンポジウム

ポスター 2

ポスター展示会場（白橿2）

座長：藤井 千代（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 社会復帰研究部）

精神科外来治療の自己中断の指標に関する調査研究

P142

一般演題

P-6

○横田 悠季、君塚 千恵
国立精神・神経医療研究センター

P-7

メディカルゲノム・センター

被害妄想的観念と社交不安の弁別要因の検討

P143
ポスター

○森本 幸子
仙台白百合女子大学心理福祉学科

仙台国際センター 会議棟
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プログラム
日程表

P-8

健康診断結果に基づく大学における自閉症傾向を有する学生支援のあり方の
検討

P144

○大島 紀人 、高野 明 、佐々木 司 、渡辺 慶一郎
1

1

1,2

1

東京大学学生相談ネットワーク本部、2東京大学教育学研究科

1

プログラム

P-9

大規模自然災害後の職場におけるうつ病とPTSDのスクリーニングと面接希望
〜職場における効果的なメンタルヘルス対策に向けて〜

P145

○長尾 愛美 、阿部 幹佳 、高橋 葉子 、佐久間 篤 、上田 一気 、松岡 洋夫 、松本 和紀
1,2

1,2

1,2

2,3

2,4

3

1,2,3

東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座、2みやぎ心のケアセンター、3東北大学病院精神科、

1

東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

4

会長講演

P-10

高校教員を対象とした精神保健に関する知識と支援のための
コミュニケーション・スキルの研修会の実施

P146

○東海林 渉1、本庄谷 奈央2、松本 和紀1,2,3
東北大学大学院医学系研究科

予防精神医学寄附講座、2東北大学病院

東北大学大学院医学系研究科

精神神経学分野

1
3

特別講演

ポスター 3

精神科、

12月12日（土） 18:00 〜 18:50

ポスター展示会場（白橿2）

座長：斉藤 まなぶ（弘前大学医学部附属病院 神経科精神科）
教育講演

P-11

和歌山県立医科大学附属病院におけるリワークプログラムの効果と
再発予防性の検討

P147

○坂本 友香 、高橋 隼 、山本 眞弘 、南村 涼子 、有田 奈佑香 、山田 信一 、鵜飼 聡 、篠崎 和弘
1

1

1

2

1

1

1

1

和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室、2和歌山県立医科大学附属病院看護部

1

モーニングセミナー

P-12

集団認知行動療法的アプローチを用いた新卒看護師の抑うつ予防のための
研修プログラムの中間評価

P148

○笹本 美佐1、三浦 真衣2
日本赤十字広島看護大学、2日本赤十字社

1

ランチョンセミナー

P-13

広島赤十字・原爆病院

ユース・デイケア「イルボスコ」におけるSCITの実践とその効果

P149

○田中 友紀、石田 明菜、根本 隆洋、舩渡川 智之、和田 葉、山口 大樹、片桐 直之、水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

シンポジウム

P-14

宮城県立精神医療センターにおけるFEPへの早期介入プログラムの概況

P150

○佐藤 祐太朗 、大野 高志 、舩越 俊一 、齋藤 和子 、香山 明美 、酒井 道代 、松本 和紀 、
小高 晃1、松岡 洋夫2
1

1

1

1

宮城県立精神医療センター、2東北大学大学院

1

P-15

1

医学系研究科

1

2

精神神経学分野

一般演題

カルボニルストレスを含む代謝異常と統合失調症に対する
ヨーガ療法の探索的研究
○井上 智子
新井 誠1

、内田 美樹

1,2,3

東京都医学総合研究所

1

一般社団法人

3

P151

、小堀 晶子 、畠山 幸子 、堀内 泰江 、糸川 昌成 、木村 慧心 、

1,2,3

1,2

精神行動医学研究分野

1,2

1

1,2

3

統合失調症プロジェクト、2東京都立松沢病院、

日本ヨーガ療法学会

ポスター
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12月12日（土） 18:00 〜 18:50

ポスター展示会場（白橿2）

日程表

ポスター 4

座長：稲垣 貴彦（滋賀医科大学地域精神医療学講座）

P-16

P152

プログラム

解決志向による家族のストレングスを引き出す早期支援のあり方について
〜家族と子ども（若者）がともに課題を抱えた事例において〜
○藤島 薫
東京福祉大学

P-17

発達障がいに関するカウンセリングを受けた保護者が希望する支援

P153
会長講演

○八谷 美絵、安藤 満代、谷 多江子
聖マリア学院大学看護学部

P-18

スモンにおけるうつ症状の評価と啓発活動の試み

P154

○古村 健、古川 優樹、舟橋 龍秀

P-19

東尾張病院

双極性障害のリスク状態についての文献的検討

特別講演

国立病院機構

P155

○阿部 光一 、桂 雅宏 、國分 恭子 、小原 千佳 、松岡 洋夫 、松本 和紀
1

2

1

1

1,2

2,3

東北大学大学院精神神経学分野、2東北大学病院精神科、3東北大学大学院予防精神医学寄附講座

1

教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

PL
予防精神医学の発展に向けて：
精神疾患の早期介入は＜正常＞への侵食なのか？

プログラム

○松本 和紀
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

准教授

私が精神科医になった当時、医局ではドイツ精神医学を代表するシュナイダーのテキストは必読
会長講演

書のひとつであった。シュナイダーは精神の異常を「心的あり方の異常変種」と「疾病（および奇形）の
結果」とに分けて精神疾患を分類し、後者を疾患的な心的異常、すなわち精神病 Psychoseであると
していた。当時の上級医からは、「本物の病気」と「そうではないもの」とを見分けることが大切だと

特別講演

言われていたのを記憶している。以前から、統合失調症の前駆期に関する研究は、主に精神病理学
を中心に行われていたが、顕在発症する前に「本物の病気」を早く見いだし、「適切な」薬物療法を早
くに始められることが、精神科医の腕の良さの証のひとつであるとも言われていた。
そのような時代から現在までのおよそ20年の間にはさまざまな変化もあったが、変わらないまま

教育講演

の問題もある。厚生労働省の患者調査によれば、精神疾患の患者総数は平成 8年との比較でおよそ
1.5倍となり、向精神薬の市場規模は、この数値を大幅に上回る規模で拡大した。精神科診療所の数
が急増した一方で、精神科の病床数は先進諸国のなかで最大であり続け、入院期間も最長という状
況が続いている。重症精神疾患を患う人達の地域社会への移行がなかなか進まないなか、精神科で

モーニングセミナー

治療中の患者の数は増え、特に、若い人々や壮年期の人々が精神科の「患者」となることが増えた。
1992年には、国際疾病分類 ICD-10 が発刊され、1994年には米国精神医学会のDSM-IVが発刊され、
日本でも国際分類にもとづく疾病分類や操作診断が広く普及するようになった。そして、つい最近
の2013年にはDSM-5への改訂があった。この改訂に際しては、多くの批判と議論があったが、DSM-

ランチョンセミナー

IVの作成委員長だったアレン・フランセスは、精神医学の現状を診断のインフレと批判し、精神疾
患の過剰診断や向精神薬の過剰処方の横行を糾弾した。特に、精神疾患の早期介入に対しては、著
書「＜正常＞を救え」
（講談社発刊）のなかでも批判的な視点から警鐘を鳴らしている。
しかし、果たして診断のインフレ、過剰診断、過剰処方の問題は、「精神疾患の早期介入」によっ

シンポジウム

て引き起こされているのだろうか？精神疾患の予防や早期介入は、＜正常＞への浸食を引き起こし
ているのだろうか？本講演では、このような視点から予防精神医学や精神疾患の早期介入のあり方
について小考してみたい。

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

SL1

Early intervention and CBT for people at risk of
bipolar disorder

プログラム

○Sophie Parker1,2
1
Clinical Psychologist Principal & Honorary Research Fellow, Greater Manchester West Mental
Health NHS Foundation Trust, 2 The University of Manchester

会長講演

Bipolar Disorder affects around 1% of the population. 1.14 million people met criteria for this
condition in 2007. The World Health Organisation has identified Bipolar Disorder as one of the
main reasons for loss of life and health in 15-44 year olds, with a diagnosis of Bipolar Disorder
increasing the rate of suicide above the general population rate by 20-30 times. There is poor

特別講演

recognition of the disorder, especially in the early stages. People often experience misdiagnosis
which causes frustration and disenchantment with services. Misdiagnosis can also lead to incorrect
treatment which can make people’s difficulties worse. Bipolar Disorder also has financial costs; it is
thought that the cost of Bipolar Disorder in the UK for 2007 was £5.2 billion and likely to risk to

教育講演

£8.2 billion per year by 2026. People who experience symptoms of high and low mood and meet
criteria for Bipolar At Risk (BAR) are considered to be at high risk of developing a full episode of
Bipolar Disorder. The BAR criteria will be presented and the associated methods of early detection

モーニングセミナー

for those who may fall within this category will be discussed. Once such individuals are detected
then interventions aimed at reducing these symptoms and associated distress may reduce the
chance of a future full blown episode of Bipolar Disorder. Early intervention for psychosis services
have been successfully established throughout England. Extending early intervention to other

ランチョンセミナー

mental health problems such as Bipolar Disorder would be a major step forward in preventing
long-term problems and their associated distress, disability and financial burden. The importance
of developing interventions with a focus on health promotion and preventative interventions has
long been recognised. However, evidence is required to test what treatments might best help

シンポジウム

those who meet this criteria. One such treatment intervention is Cognitive Behavioural Therapy
(CBT). This talk will present data from our pilot study and describe current progress for the
first randomised controlled trial of its kind, testing CBT versus treatment as usual for people
considered to be at risk of developing Bipolar Disorder. The possible applications of this approach
across the continuum will also be considered.

一般演題
ポスター
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日程表

SL2

Psychological Interventions in Early Psychosis

プログラム

○Anthony P. Morrison
Professor of Clinical Psychology University of Manchester
Cognitive behaviour therapy (CBT) for psychosis has traditionally been delivered in addition

会長講演

to antipsychotic medication. However, antipsychotics are frequently associated with severe side
effects and do not work for everyone, meaning many people with psychosis choose not to take
them and making them unsuitable as an initial intervention for people at high risk of developing

特別講演

psychosis. There is also some evidence that young people are most sensitive to the side effects
of antipsychotics. In order to facilitate informed choice and decision making for service users,
research is required to explore evidence-based alternatives to antipsychotic medication, since the
most likely candidates, such as psychosocial treatments including CBT, have almost exclusively

教育講演

been evaluated as an adjunct to medication. Data will be presented from several clinical trials
evaluating the use of CBT without antipsychotics for people across the continuum of psychotic
disorders: a large randomised controlled trial comparing CBT with treatment as usual in 288
patients with at-risk mental states (ARMS) has been conducted, and a recent meta-analysis of

モーニングセミナー

the data regarding prevention and symptom improvement will also be described; results from
a randomised controlled trial comparing CBT with treatment as usual in 74 patients who have
chosen not to take antipsychotics will also be described, and the effects for younger people
with early psychosis will be specifically explored. In addition to the quantitative data regarding

ランチョンセミナー

efficacy, qualitative data regarding the subjective experience of receiving CBT in our trials will
also be presented. Evidence-based recommendations for clinical practice from the recent UK
NICE guidelines will be outlined. Specific recommendations for clinical practice include a focus on
prevention of psychosis in young people at high risk, working to minimise the traumatic effects of

シンポジウム

an inpatient stay, provision of cognitive therapy for distressing psychotic experiences, provision
of family intervention, promoting emotional recovery, considering the impact of diagnosis and
reducing stigma and discrimination. Future directions for research will also be considered.

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

EL1
発達障害の早期発見と早期介入−到達点と今後の展望−

プログラム

○本田 秀夫
信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部

部長

発達障害は出生時から何らかの生物学的異常があると想定されているものの、特異的な生物学的
会長講演

マーカーを用いた早期発見は現在のところ不可能である。そこで、誰の目にも症状が明らかとなっ
てしまうよりも前に、ごく軽微な段階の症状を行動マーカーとして早期発見を試みる、という手
法をとらざるを得ない。ところがこの手法において1時点だけで行動マーカーの観測をして障害形

特別講演

成の有無を予測すると、偽陰性と偽陽性とのどちらかを生じるという欠点を避けがたい。診断の
｢早さ｣と「正確さ」との間には、二律背反の関係が存在する。すなわち、早く診断すると正確さを欠
きやすくなり、正確に診断することを重視すると時期が遅くなる。
診断確定の時期は、発達障害の種類によっても異なる。たとえば運動、言語、社会性など、どの

教育講演

ような領域の発達に異常がみられるのかによって、定型的な発達との差異が明確になりやすい時期
がある。したがって、ある程度の高い精度で早期発見が可能となる時期も、障害によって異なる。
重度の知的障害は運動機能の発達の遅れで乳児期後半には異常に気づかれるし、中度～軽度の知的
障害は、言葉の発達の遅れを指標にすれば1歳半健診で把握できる。自閉症も、知的障害を伴う典

モーニングセミナー

型例であれば1歳半健診で十分に把握可能である。一方、発達特性が軽度であればあるほど顕在化
が総じて遅くなる。知的障害のない発達障害（高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習
障害など）は、主として学童期に集団生活や学業において問題が発現しやすい。ということは、この
群にとっての「早期」とは幼児期後半ということになる。

ランチョンセミナー

知的障害を伴う場合や典型的な自閉症の早期発見は、わが国の一部の地域が世界の先陣を切って
1歳半健診を起点として推進してきた。たとえば横浜市では、1990年前後に生まれた子どもたちに
対する 1 歳半健診を起点としたスクリーニングで、すでに自閉症に対して感度81％、発達障害に対
する特異度100％という、当時としてのみならず20年以上たった現在において国際的にみても驚異

シンポジウム

的な高精度で早期発見がなされていた（Honda et al, 2005; Honda et al, 2009）。近年では、わが国の
多くの自治体で、同様の水準の早期発見が可能となっていると思われる。今後は、知的障害のない
発達障害の早期発見の技術とシステムの整備が課題である。
発達障害の早期支援は、地域の行政が関与したシステム化が肝要であり、そのシステムの中のサ

一般演題

ブシステムを担う機関とそこで働く専門家が鍵となる。システムづくりには、地域ごとの特性を配
慮する必要がある。わが国で先進的に早期支援が進められてきた地域の多くは、人口が多く予算の
潤沢な政令指定都市や中核市である。今後、より小規模の自治体でもシステムづくりを進めていく
ためには、地域の特性に応じたモデルを想定しておく必要がある。

ポスター
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日程表

EL2

DSM-5の減弱精神病症候群をめぐって：
新たな早期介入の視点

プログラム

○松岡 洋夫
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

教授

国際診断基準（DSM-IV、ICD-10）
の改訂は10年以上かけて準備され、2013年にDSM-5が公表された。
会長講演

今回の改訂では妥当性（病態を反映する診断）をいかに向上させるかが重要な課題であった。これは、
現在の精神疾患の診断体系の弱点である疾患相互の「重複問題」と、正常と異常の「境界（診断閾値）問
題」の克服であったが、最終的には多くの課題を残したまま診断学の“転回”は先延ばしになった。

特別講演

この改訂過程で、重複問題と境界問題が最も顕在化した精神病の超ハイリスク状態の扱いに関
して、倫理的問題を含めた非常に活発な議論があった。結果的には DSM-5精神病性障害ワークグ
ループは、一般臨床での診断信頼性の検証が不十分という理由で、減弱精神病症候群attenuated
psychosis syndrome（APS）を、公式診断（第II部）ではなく、今後の研究のための病態（第III部）の中

教育講演

に収載した（松岡 2014）。この判断は、この領域の専門家集団の声明によっても支持された。なお、
2017年公表の ICD-11でも同様の扱いとなる予定である。今後、DSM-5では小改訂を予定しており、
一般臨床での信頼性の確認後に“DSM-5.1”で公式診断にするかどうかの議論が続いている。
精神病の超ハイリスク状態の長期経過を見ると、一般集団と比べて高い精神病移行率（約30％）を

モーニングセミナー

示すものの、他に気分障害、不安障害、物質使用障害などへの移行も見られる。また、一部は、超
ハイリスク状態の持続、さらには回復の場合もあり、超ハイリスク状態は多能性の“多次元早期症候
群”という病態概念がより正確である。DSM-5精神病性障害ワークグループも、当初の精神病リス
ク症候群というリスク概念から、APSという疾患概念へとシフトした。今後のAPS研究は、精神病

ランチョンセミナー

移行の要件とその予防治療の研究は重要であるが、
“精神病移行”転帰からの脱却が求められ、APS
群全体の新たな転帰（主観的・客観的QOL、社会機能など）の目標設定が必要である。症状評価で
は、DSM-5（第III部）の統合失調症スペクトラム障害で推奨されている8症 状領域の次元評価を取り
入れることが重要である。そして、APSは青年期という心理社会問題に脆弱な時期に好発すること

シンポジウム

から、精神医療における究極の個別化医療の実現を推進する領域へと発展することが望まれる。
抗精神病薬の過剰治療やスティグマの懸念は診断学の問題ではなく、今後、一般精神科医とその
他の精神保健専門家や一般医を対象にしたAPSの病態とその通常対応の啓発、さらに、この領域の
研究や治験が行える専門家の育成と専門施設の構築が重要課題である。
松岡洋夫：減弱精神病症候群：DSM-5を読み解く、第2巻（総編集

神庭重信／編集

一般演題

【文献】

村井俊哉、宮

田久嗣）、中山書店、84-90頁、2014

ポスター
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日程表

MS1
新しい当事者との治療方針決定法Shared Decision
Making（SDM）の精神科領域における実現可能性

プログラム

○渡邊 衡一郎
杏林大学医学部精神神経科学教室

教授

残念ながら多くの精神疾患は慢性的に経過する。このため薬物療法や精神療法（一部例外はある
会長講演

が）、心理社会的アプローチなどそれぞれ長期に継続する必要があるが、その継続状況は半年から
1年間で約半数であり、身体の慢性疾患におけるそれとほぼ同じとなっている。
現在身体疾患の治療で広く行われている意思決定法、インフォームド・コンセントを主とするイ

特別講演

ンフォームド・タイプは、複数の治療選択肢が利点・欠点と共に提示されるものの、それを検討・
選択する場に治療者は存在しない。それに対して2000年代に入り生まれた Shared Decision Making
（SDM：意思決定の共有）は複数の治療選択肢を提示するところまではインフォームド・タイプと同
じだが、方針決定において当事者と治療者が話し合いなど共働作業を行うという点、また話し合い

教育講演

の過程で治療者も個人的な意見を述べることが許容されるという点において異なる。
精神科領域では、ドイツの Hamannらが統合失調症の当事者において既にSDMを実践している。
Hamannらは精神疾患を持つ当事者（うつ病、統合失調症）における治療への参加意思の程度は、乳
がん、高血圧、外傷の者とほぼ同程度であったことを示している。米国の大規模研究 Recovery

モーニングセミナー

After an Initial Schizophrenia Episode Early Treatment Program（RAISE-ETP）
でも、治療方針を
決定するに際しSDMを用いている。
わが国でもSDMが普及するには、デシジョン・エイドと呼ばれる情報提供のための視覚的資料の
普及、提示された治療選択肢について当事者が検討する時間、コメディカルスタッフの協力及び意

ランチョンセミナー

見の統一、病名告知などまだ問題はあり、その実現可能性がよく議論となる。しかし、演者はポイ
ントを押さえた簡易版“シンプル SDM”ならば、忙しい外来でも実践可能と考える。当日は、精神科
領域におけるSDMの実現可能性を考える上で、演者がコメディカルスタッフと共に実際に気分障害
の当事者を対象に行っている7日間プログラムについて紹介したい。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

MS2
うつ病における不眠の治療

プログラム

○小曽根 基裕
東京慈恵会医科大学

精神医学講座

准教授

うつ病患者はその8割以上に何らかの睡眠障害を有する。不眠はうつ病の症状の一つと考えられ、
会長講演

1980年代の米国うつ病ガイドラインではうつ病にみられる不眠には睡眠薬を用いるべきではなく、
抗うつ薬による治療が推奨されていた。しかし昨今の long-term prospective studyなどから、うつ
病と不眠は互いに独立した疾患であり、不眠はうつ病の残遺症状であるとともに、発症や再発のリ

特別講演

スク因子であることが明らかにされてきた（Chang.P.P, 1997）。さらに非ベンゾジアゼピン系睡眠薬
とSSRIとの併用がSSRI単剤よりも不眠症状のみならず、不眠尺度を除いたうつ尺度を有意に改善
することが示され（Fava M, 2006）、また不眠に対する認知行動療法が軽度うつ病の改善効果が RCT
にて示されたことから、うつ病に伴う不眠に対して、独立した不眠症としてケアすることが再発の

教育講演

頻度が高いうつ病の予後にプラスになることが期待されている。
これまでの睡眠薬の主流はベンゾジアゼピン系薬剤であったが、メラトニン受容体作動薬、オレ
キシン受容体拮抗薬など、新たな作用機序を持つ治療薬が次々に登場したことにより、患者の病態
に合わせた薬剤を選択できるようになってきた。さらに Mirtazapineをはじめとした鎮静系抗うつ

モーニングセミナー

薬は睡眠覚醒機構に関連する受容体に対する作用を有し、うつ病者においても睡眠促進作用が認め
られている（Schittecatte M, 2002）
。
睡眠薬多剤併用が問題視され、診療報酬改正によっても抗不安薬、睡眠薬の多剤処方への規制が
強化されている昨今、睡眠覚醒機構および生体リズム機構を考慮した睡眠治療を行うことがうつ病

ランチョンセミナー

の寛解率の向上と再発予防および睡眠薬の減量に有用であることが示唆される。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

LS1
うつ病の機能的回復を目指して
〜うつ病患者の社会復帰を目指した現代的な治療の重要性〜

プログラム

○川嵜 弘詔
福岡大学医学部

精神医学教室

教授

うつ病治療では、急性期に寛解を得ること、継続期に寛解を維持して回復へ導くことが目標とさ
会長講演

れている。しかし、実際にうつ病の患者さんが回復を達成することは決して容易ではないというこ
とが、これまでの研究で確認されている。近年、米国で実施されたうつ病に対する大規模臨床試験
STAR*D（sequenced treatment alternatives to relieve depression）において、スイッチングをはじ

特別講演

めとする4段階の治療を経て得られた寛解率は67％に過ぎず、寛解が得られた場合でも、その状態を
維持して回復へ導かれたのは43％に過ぎないという結果であった。このことからも、うつ病治療に
おける長期予後は、決して満足できる状況にはないことが分かる。
最近では、急性期の寛解や継続期の回復といった治療目標だけでなく、個々の患者さんが病前に

教育講演

有していた日常生活機能あるいは社会的機能を改善し QOLを高めること、つまり、うつ病治療の最
終ゴールとして機能的回復を達成することが、うつ病の回復過程におけるアウトカムのひとつとし
て重要視されている。そこで、米国で実施された疫学調査を基に、寛解が QOLに及ぼす影響を検討
した結果、うつ病の患者さんの QOLは寛解例に比べて非寛解例で有意に低いことが示されている。

モーニングセミナー

つまり、うつ病の急性期では確実に寛解を達成することが、最終ゴールである機能的回復を目指す
ために重要なステップといえよう。さらに、うつ病患者の治療経過では、臨床症状の改善と脳機能
の改善にタイムラグがあるため、寛解後も治療を継続し回復まで達成することが重要である。
私達臨床医は、様々な治療的アプローチを用いて、うつ病の患者さんを寛解から回復さらには機

ランチョンセミナー

能的回復へと導き、最終的には社会復帰を目指すという現代的な治療の重要性を再認識することが
重要である。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

LS2
統合失調症の身体合併症予防；患者さんのいのちと健康を守る

プログラム

○古郡 規雄
弘前大学大学院医学研究科

神経精神医学講座

准教授

非定型抗精神病薬の登場により過鎮静、錐体外路症状といった不快な副作用の発現率が低くなり、
会長講演

入院期間の短縮化やQOLの改善が期待できるようになった。一方、これまであまり関心がもたれな
かったが、QOLや生命に直接あるいは間接的に影響を及ぼす体重増加や耐糖能異常などの副作用に
注目が集まっている。特にオランザピンおよびクエチアピンは糖尿病性昏睡により死亡率が出たた

特別講演

め、糖尿病罹患患者への使用は禁忌であり、他の非定型抗精神病薬も使用上の注意を要する。
メタボリックシンドローム
（以下Mets）とは糖尿病や高血圧、高コレステロール血症など既存の単
独の危険因子を対象とした場合には重症ではないものの、これらの危険因子が重複する状態を示す
新たな疾患概念である。この疾患ではインスリン抵抗性や肥満が中心病態とみなされ、進行すると

教育講演

コレステロールプラークが形成され、ここにさらに血栓形成要因、循環動態の不安定要因、炎症惹
起要因、酸化ストレスなどが重なることにより、プラークの不安定化から破綻が生じ、生命やQOL
を脅かす脳血管疾患や虚血性心疾患に至ると考えられる。また、様々な調査からMets罹病率につい
ては入院患者より特に外来患者のにおいて高いことが確認された。一方、入院患者では低体重が問

モーニングセミナー

題となっている。さらに、肺動脈血栓塞栓症や深部静脈血栓症が突然死の原因と考えられる。
こうした結果から適切な薬物療法やモニタリングの実施、患者に対する健康習慣の教育的努力が
現在の臨床現場で必要とされていると考えられ、当日は抗精神病薬を中心に、その使用に関連した
身体疾患を概説し、精神科医として実施すべき対策を論じたい。

ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

LS3
統合失調症の再発予防
〜ドパミン過感受性と早期再発徴候の検出〜

プログラム

○伊豫 雅臣
千葉大学大学院医学研究院精神医学

教授

統合失調症は思春期から青年期に発症し、慢性の経過を辿る疾患である。しかし、近年では治療
会長講演

目標は症状をほぼ消失させて維持させる寛解と社会参加や生活の質、個人の満足度を重視した回復
を目指すこととされている。この目標を達成するためには、再発が社会的機能の低下や精神病症状
の重篤化に繋がるため、再発予防の重要性が強調されている。しかし統合失調症の30－40％程度が

特別講演

抗精神病薬によって改善が乏しい治療抵抗性統合失調症と言われていることも事実である。従って、
再発予防と治療抵抗性統合失調症の治療が重要と考えられる。
再発予防ではアウトリーチや持効性注射薬が再発予防に重要と考えられる。また再発早期に介入
することも重症化や再入院を予防する。我々は携帯電話を使った早期再発兆候の検出と訪問看護に

教育講演

よる早期介入（ITAREPS）の有用性について検討し、この方法により1年間の再入院率を90 ％以上低
下させることを見出した。また ITAREPSがチェコで開発され、10項目からなる早期再発兆候評価
尺度の早期再発の閾値が不明であったため、クリニックへの外来患者を対象に臨床試験を行い、我
が国での閾値を見出した。

モーニングセミナー

また再発予防には抗精神病薬の継続的な服薬が有効だが、再発を繰り返して治療抵抗性統合失
調症に発展していく患者群の中に抗精神病薬によって誘発されるドパミン過感受性精神病（DSP）と
なっている患者がいる。我々の調査では本邦では治療抵抗性統合失調症の約70％が DSPであった。
このDSPは抗精神病薬によるドパミンD2受容体の過剰遮断によって代償的に生じるドパミンD2受容

ランチョンセミナー

体密度の増加によるものと考えられる。過剰遮断の症状は抗精神病薬誘発性の錐体外路症状や不快
感であることから、治療抵抗性統合失調症に発展させないためには過剰遮断を起こさない治療が重
要である。また、ドパミンD2 受容体密度が増加してしまった DSPに対しては、ドパミンD 2受容体
をその患者にとって至適な占拠率で維持することが理論的に重要と考えられる。

シンポジウム

一方、治療抵抗性統合失調症の唯一の治療薬と言われるクロザピンは DSPに有効である可能性が
高い。また原発性治療抵抗性統合失調症の一部にも有効である可能性が高い。しかし我が国では欧
米に比べて導入も遅く、普及も進んでいない。その背景としては約1 ％にみられる無顆粒球症など
の重篤な副作用とその検出のための頻回の採血などの煩雑さがあると考えられる。しかし、治療抵

一般演題

抗性統合失調症患者の生活の質や個人の満足度を考えると使用すべきであり、総合病院との連携シ
ステムを構築する必要があり、千葉県では千葉クロザピンサターンプロジェクトという病院連携シ
ステムを構築し、クロザピンの普及に尽くしている。また修正型電気痙攣療法も一部に有効である
ことから積極的に検討する必要があろう。

ポスター
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日程表

LS4
統合失調症再発予防に向けた包括的治療
〜リカバリーと心理社会的治療〜

プログラム

○後藤 雅博
医療法人恵生会

南浜病院

病院長

統合失調症の再発予防には薬物療法の維持を中心とした生物学的治療と生活支援、家族支援など
会長講演

も含めた心理社会的治療および地域生活を支えるコミュニティ・ケアが必要であるということは誰
もが認めることであろう。その背景としては近年の短期入院を原則とする急性期治療と福祉的な地
域ケアの連動へという治療理念の変化がある。しかし実際には、このようないわゆる包括的治療が

特別講演

一般的かつスムーズに展開しているとは言い難い。その理由として、①急性期は生物学的治療、そ
れから心理社会的治療という継時的な分断 ②医師が生物学的治療、カウンセリングは心理士、OT
が作業療法、PSWは経済的問題という職種的分断 ③病院は医療（診療報酬）、生活面は福祉（税金）と
いう制度的障壁 ④診療報酬が主として薬物とハード面（施設や人数）で決まるという医療経済的障壁

教育講演

⑤当事者・家族の治療参加への障壁、などの問題がある。
これらの障壁や分断を軽減するという課題を達成するために、現状としては適切な薬物療法を基
礎として、急性期から心理社会的治療を組み込んだ多職種チームを効果的にマネージする必要があ
り、そのためには、薬物アドヒアランスの維持を行いつつ、早期からの心理教育、家族とのミー

モーニングセミナー

ティング、地域の保健福祉システムのスタッフやケア・マネージャーらとのケア・ミーティングを
タイミングよく行っていくことが現実的に達成可能な行動計画となる。そしてそのような治療を進
めていく時の共通の目標として、単なる症状の軽減ではなく、当事者、家族の希望に焦点を当てた
「回復」＜リカバリー＞を中心に据えることがより効果的であることが各所で指摘されている。

ランチョンセミナー

本セミナーでは、このような多職種チームによる包括的治療を当事者、家族参加型で推進してい
くために必要な方法論を実践例から提案すると共に、＜リカバリー＞に資する薬物療法としての
LAI（持効性注射薬）の導入方法や有効性についても言及したい。また、薬物療法にしても心理社会
的治療にしても、ひとつの治療技法は独立して効果を発揮するものではなく、それを支える治療文

シンポジウム

化が必要であり、それをどう醸成していくかについても検討し参加者と共有したいと考えている。

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

シンポジウム1

プログラム

早期精神病の画像研究Update

会長講演

ARMSや初回エピソード精神病を初めとした精神病の早期段階では、脳の
機能や形態に変化が生じることが知られており、神経画像を用いることで、

特別講演

早期精神病の病態解明、機能評価、予後予測などが発展していくことが期待
されている。そこで、本シンポジウムでは、本領域における海外や本邦での
研究について最新の情報を共有し、今後の可能性について検討してみたい。

教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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早期精神病の画像研究Update

日程表

S1-1

ARMSにおける閾値下の精神症状の改善と関連する脳内の変化

プログラム

○片桐 直之
東邦大学医学部精神神経医学講座

会長講演

統合失調症などの精神病の発症は、発症の閾値を超す著明で特異な精神病症状の出現により定
義されるが、顕在発症前の精神病発症危険状態（ARMS）から発症閾値下の精神症状が徐々に出現
することが知られている1）。これまで、ARMS群のうち、後に精神病へと移行する、およそ20 ％の
「ARMS発症群」では、発症以前から脳内で様々な変化が生じることが認められており、これらの変
化が精神病症状発現の生物学的背景であることが示唆されてきた2）。一方、これまでARMS群のう
ち80％を超える精神病症状がその後も発症の閾値下に留まるか改善する「ARMS非発症群」は、偽陽
性群とも呼ばれ研究対象となることは少なく、精神病への移行が阻止されたり、閾値下の精神症状
が改善していく生物学的背景について詳細な研究は行われてこなかった。
これまで我々は、健常群16例とARMS群41例の初診時（baseline）と一年後（52 weeks）、それぞれ
の発症閾値下の精神症状（SIPS ／ SOPSにより評価）と全脳の拡散テンソル画像（DTI）を縦断的に調
べ、ARMS発症群と非発症群の精神症状の変遷と関連する脳内の縦断的変化について調べてきた3）。
その結果、健常群に比べARMS非発症群ではBaselineの時点で、左脳梁前部のfractional anisotropy
（FA）値の有意な低下が認められた。これは、これまで偽陽性群と呼ばれてきたARMS非発症群と健
常群との間にも生物学的な相違があることを示唆する結果である。さらに非発症群の一年間の閾値
下の陽性症状の改善と一年間の左脳梁前部のFA値の増加は有意に相関した。これは、非発症群の閾
値下の陽性症状の改善に、左脳梁前部の白質の統合性の増加が寄与することを示唆する結果である。
脳梁は、左右の広範な大脳皮質を連絡するが、脳梁前部は左右の前頭葉を連絡し認知機能をはじ
め様々な精神活動に関連する。このことから、精神病症状発現の生物学的背景として、脳梁の病的
変化が生じていることが想定されてきた。実際これまで、精神病症状や認知機能障害と脳梁の変化
との関連が繰り返し報告されてきた。
近年、統合失調症などにおいて認知行動療法などによって認知機能が改善した症例では脳梁の白
質の統合性が増すことや、健常者においても認知機能訓練により、脳梁の白質の統合性が増すこと
が報告されている4,5）。これらの報告は、脳梁を主とした神経線維の柔軟な変化を示すとともに、精
神病症状の回復や認知機能の改善には脳梁の生物学的な改善が寄与することを示唆するものである。
我々の結果は、統合失調症同様、ARMSの発症閾値下の陽性症状の変遷においても脳梁の生物学
的変化が関与することを示したといえよう。さらに、非発症群の精神病症状の発現が阻止される生
物学的背景、いわゆるレジリエンスの機序の一部を示した可能性がある。

特別講演
教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
ポスター

仙台国際センター 会議棟

一般演題

1) Yung et al., 2007. Declining transition rate in ultra high risk (prodromal) services: dilution or reduction
of risk? Schizophrenia bulletin 33(3), 673-681.
2) Pantelis et al., 2003. Neuroanatomical abnormalities before and after onset of psychosis: a crosssectional and longitudinal MRI comparison. Lancet 361(9354), 281-288.
3) Katagiri et al., 2015. A longitudinal study investigating sub-threshold symptoms and white matter
changes in individuals with an ‘At Risk Mental State’ (ARMS). Schizophrenia research. 162(1-3):7-13.
4) Penades et al., 2013. Brain effects of cognitive remediation therapy in schizophrenia: a structural and
functional neuroimaging study. Biological psychiatry 73(10), 1015-1023.
5) Takeuchi et al., 2010. Training of working memory impacts structural connectivity. The Journal of
neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 30(9), 3297-3303.
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日程表

S1-2

早期精神病の画像研究Update

アットリスク精神状態（ARMS）：予後指標の多様性と神経画像

プログラム

○小原 千佳
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

【背景・目的】
会長講演

アットリスク精神状態（ARMS）の研究は精神病への移行率を中心に検討が進み、長期縦断研究で
はARMSの約3分の2は精神病に移行せずに経過することが明らかにされた。この移行しない事例（非
移行群）の中には、閾値下精神病症状（Attenuated Psychotic Symptoms: APS）が持続したり、社会

特別講演

機能が低下したまま経過する群もおり、ARMSの長期経過では精神病移行以外の要因についても検
討する必要性が認識されるようになった。
神経画像研究でも精神病移行の予測に役立つ指標が探索され、前頭－側頭－辺縁領域の様々な脳
部位における灰白質体積の減少が後の精神病移行と関連することが示されてきた。しかし、個々の

教育講演

研究で報告される脳部位は研究間で必ずしも一貫せず、限られた地域からの報告に留まっている。
また、ARMSの精神病移行以外の要因に着目した神経画像研究も最近報告されているが、その数は
限られている。そこで、ARMSのベースラインでの灰白質体積がその後の経過とどのように関連す
るか、複数の要因に着目して解析、検討した。

モーニングセミナー

【方法・結果】

ベースライン時で撮像したMRIT1強調画像を用いて、voxel-based morphometry（VBM法）
により
全脳灰白質体積を横断的に比較した。6、12、24か月時に追跡可能であったARMS 40、37、25名を
対象に、各時点での精神病への移行群と非移行群とを比較したところ、12か月時における移行群は

ランチョンセミナー

非移行群に対して左の楔部から舌状回を含む領域に灰白質体積減少を認めたが、6、24か月時の比較
では有意差を認めなかった。次に、12か月時のARMS非移行例32名において、APSの有無、社会機
能の程度によってそれぞれ2群に分類、比較したところ、社会機能の低い群は高い群に対して右の
中心前回から中心後回にかけての領域に灰白質体積減少を認めたが、APSの有無による比較の群間

シンポジウム

差は認めなかった。
【考察】

脳灰白質体積の減少は、12か月後のARMSからの精神病移行を予測したが、6、24か月後の精神
病移行と関連する脳部位はなかった。ARMSは経過とともに移行者数が増えていくため、直近の予

一般演題

後予測では偽陰性例が非移行群に含まれてしまう。一方、長期追跡では撮像期間からの間隔が長く
なった後に精神病に移行する事例が増えるため、顕在発症に近接して起こる脳の変化は予後予測指
標として反映させることが難しくなる。
また、12か月後の非移行群の機能予後がベースラインでの灰白質体積減少と関連していたこと

ポスター

からは、非移行群においても脳構造の変異が長期的な機能の変化と関与しうることが示唆された。
ARMSの研究では、精神病移行の有無だけではなく、症状や機能と関わる個別的な予後要因と脳構
造との関連について調べることが、精神疾患の経過と脳構造との関係を包括的に理解するために必
要と考えられる。
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日程表

早期精神病の画像研究Update

精神病発症リスク状態の脳形態画像：
発症予測の可能性について

プログラム

○高柳 陽一郎
富山大学

神経精神医学講座

統合失調症に代表される精神病性障害の前駆状態に対する早期介入・早期支援が国際的に模索さ
会長講演

れつつあり、それは、一定の症候を示す者を精神病発症危険状態（at-risk mental state, ARMS）
とみ
なして行われている。しかしながら、ARMSと診断された症例のうち、明らかな精神病状態へ移行
する者はせいぜい30％程度と考えられている。このため、たとえ臨床症状からARMSと診断がなさ

特別講演

れても、積極的に治療介入をすべきケースを同定する客観的な指標の開発が望まれている。
近年、豪州や欧米において、ARMSと診断されその後精神病性障害を発症した群と発症しなかっ
た群の脳MRI形態を比較した研究が報告されている。しかしながら、個々の研究の対象数はさほど
多くなく、再現性のある所見は乏しい。このため、複数の施設で被験者を集積し、より大規模サン

教育講演

プルで解析を行う試みが国際的に広がりつつある。本シンポジウムでは、わが国における多施設（東
北大学、東邦大学、富山大学、東京大学）ARMS研究の取り組みについて紹介する。特に、精神病
性障害の発症予測の補助的バイオマーカーとしての脳形態画像の有用性について議論したい。

モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S1-4

早期精神病の画像研究Update

早期精神病のマルチモダリティ画像研究：
東大こころのリスク外来における臨床研究

プログラム

○多田 真理子
東京大学医学部附属病院

精神神経科

マルチモダリティ画像研究は、早期精神病の様々な病態を多角的に捉えることのできる研究戦略
会長講演

である。我々は、2008年より早期精神病を対象としたマルチモダリティ神経画像研究の体制を築き、
早期支援サービス
「東大こころのリスク外来」
とともに臨床研究を行っている
（Koike et al., 2013）
。構
造MRI、機能的MRI（fMRI）、光トポグラフィー（NIRS）、脳波検査を同一被験者で測定し、心理検

特別講演

査や臨床指標との関連を検討している。各モダリティで捉えられる側面は異なり、これらを組み合
わせることで病態の様々な要因を明らかにすることができる。
これまでのマルチモダリティ神経画像研究により我々が注目しているのは、前頭葉と側頭葉の機
能不全である。前頭葉については、MRI研究から下前頭回の構造的・機能的異常を（Iwashiro et al.,

教育講演

2012; Natsubori et al., 2014）、NIRS研究では前頭領域での血流低下の進行を見出している
（Koike et
al., 2011）。側頭葉については聴覚事象関連電位のミスマッチネガティビティ（MMN）と聴覚定常反
応（ASSR）の異常を報告した（Nagai et al., 2013; Tada et al., in press）
。MMNは上側頭回との関連
が知られており、この部位の機能異常のプローブとして有用である。ASSRは、GABAニューロン

モーニングセミナー

と関連するガンマオシレーションを反映する成分として注目がなされている。ガンマオシレーショ
ンは思春期から青年期に動的に変化することが報告されており、こうしたガンマオシレーションの
変化は、思春期のGABA神経細胞の成熟と関連する可能性が示唆されている（Uhlhaas et al., 2009）。
ガンマオシレーションは基礎研究において分子メカニズムの解明が進められており、モデル動物で

ランチョンセミナー

の検証が可能な「トランスレータブルマーカー」である。
今後は、基礎研究とのトランスレーショナル研究により、早期精神病の一層の病態解明が期待さ
れる。またモデル動物で検証した仮説を、再び臨床研究において検討することで、臨床に役立つ知
見が得られると考えられる。なお、本研究は東京大学医学部倫理委員会に承認された方法により、

シンポジウム

実施している。
【文献】

Tada et al. Differential alterations of auditory gamma oscillatory responses between pre-onset high-risk

一般演題

individuals and first-episode schizophrenia. Cereb Cortex in press.
Koike et al. A multimodal approach to investigate biomarkers for psychosis in a clinical setting: The
integrative neuroimaging studies in schizophrenia targeting for early intervention and prevention

ポスター

(IN-STEP) project. Schizophr Res 143:116-124, 2013.
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シンポジウム2

プログラム

学校と医療の連携
〜宮城県仙南地区における取り組み〜

会長講演

思春期は心身ともに大きく成長する重要な時期ではあるが、自我形成に必
要な成長課題に直面する中で様々な問題行動や身体的・精神的な変調を示す

特別講演

ことが少なくない。様々な変調をきたした子ども達、あるいはその危険のあ
る子ども達に対して、学校現場では様々な取り組みが行われており、また学
校以外の機関においてもそれぞれの専門的な立場から支援を行われている。

教育講演

更に子どもとその家族を取り巻く関係機関同士が共に連携し、お互いを補完
しながら、同じ方向を向いて支援していくことが重要であることは異論の余
地はないと思われる。しかしながら、現状では学校を含めた各関係機関が有

モーニングセミナー

機的に繋がっているとは言い難い。そこで、本シンポジウムでは、宮城県仙
南地区において行われている、学校と医療の連携の具体的な取り組みを紹介
し、その有用性や課題などについて整理し、より良い連携の在り方について

ランチョンセミナー

討論したい。

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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学校と医療の連携

〜宮城県仙南地区における取り組み〜

日程表

S2-1

名取EI事業より−医療機関との連携から見えてきたもの−

プログラム

○鈴木 春香
宮城県名取北高等学校

養護教諭

会長講演

1. はじめに
学校保健の領域において、思春期の心の健康問題は大きな課題である。学校にはそれらを早期発
見し、関係機関と積極的に連携しながら充実した支援をすることが求められている。しかし実際に
は、精神疾患に関する知識や、関係機関との連携体制は十分と言い難い状況である。

特別講演

そんな中、本校は平成22年度より5年間にわたって
「名取EI（Early Intervention）事業」を展開し
た。本校を含む宮城県仙南地区の高校3校と宮城県精神医療センターが連携し、生徒の心の健康問
題を早期発見・早期対応すること、教員の精神疾患への理解を深めることを目的とした様々な取組
を行った。

教育講演

2. 名取EI事業の内容
（1） 事例検討会を通した心の健康問題理解

3校それぞれで開催している既存の事例検討会へ、医療センターの医師、精神保健福祉士の2名が
助言者として参加。「不登校」「学校不適応」「精神疾患」「発達障害の疑い」「家庭環境の不和」等を

モーニングセミナー

抱えている生徒について担任が記録をまとめ、関係教員で共有しながら今後の支援について検討す
る。教員から見ると何気ない行動でも、医師から精神疾患が隠れている可能性を指摘されたことで、
早期に医療機関へと繋がったケースもあった。身近な事例をもとに、教員が精神疾患への理解を深
める機会となった。

ランチョンセミナー

（2）3年間にわたる心の健康調査

名取EI事業が進められる中、平成23年3月11日に東日本大震災が発生。それに伴い、平成24年度
より3年間にわたって全校生徒を対象に「心の健康調査」を実施。調査では「自殺念慮」「抑うつ状態」
「不安状態」「PTSD傾向」「自己回復力」の5項目を設けた。記名式で調査を実施したことにより、

シンポジウム

カットオフ値を超えた生徒をピックアップし、養護教諭とスクールカウンセラーによる個別のケア
を行うことができた。

3. まとめ、今後の課題
今回の名取EI事業を通して、学校と医療機関が連携することでより幅広く効果的な支援ができる

一般演題

ことを改めて認識した。事業を進めていく上で「何かあればすぐに相談できる医療機関がある」とい
う安心感は、学校の大きな支えとなっていた。
学校の中で十分に支援ができる生徒と、関係機関へ繋げるべき生徒とを判断する上で、教員が心
の健康問題に関する知識を身に付けることは重要である。今回、事例検討会や心の健康調査を通し

ポスター

て、教員が精神疾患への理解を深め、学校現場で生徒への支援に活かすことができたのはとても大
きな収穫である。
本事業を通して見えてきた新たな課題を今後に繋げ、心の健康問題を抱えた生徒への支援をより
充実させていきたい。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

S2-2

学校と医療の連携

〜宮城県仙南地区における取り組み〜

質を高めるための連携から豊かな指導への実践事例

プログラム

○佐藤 純子
宮城県角田市立角田中学

校長

会長講演

1 はじめに
学校では、精神機能の発達や自己形成、欲求やストレスの対処など心の健康について指導してい
るが、対応は指導者個人の経験知だけで生徒を支え、精神医療につなげるべき判断とタイミングを
逃しているのが現状である。本事業における学校と精神医療の連携から得た有用性について、1 年
目「質を高めるための連携」、2 年目「豊かな指導へ」と位置づけ具体的実践事例を述べていきたい。

特別講演

2「質を高めるための連携から」の実践
事前打ち合わせで、本事業の目指すところを知り「心元気プラン」とし、生徒の内面に潜む課題研
究に入った。参加者は、校長・教頭・養護教諭・SC・SSW・教育相談担当・生徒指導担当・担任・
市子育て支援係等10名程度で毎月1回設定した。方向性を明確にしていくために、本校生徒全員に

教育講演

アンケート調査をした結果、「消えたり・死にたくなったりすることがある」が30 ％を超えており、
身近な人に相談することもあるが自傷行為の現実も分かった。8月に大塚医師による『こころ元気』講
演を実施したところ、「風邪をひいたら病院で診てもらう、心が辛くなったら診てもらえばいいと知

モーニングセミナー

り少し安心した」と生徒の言葉に指導者は何かを掴んだような気がした。教師は、生徒理解に努め、
意欲を高めたり挑戦させ困難を乗り越えさせたり、心の健康保持・増進のプロである。しかし、生
徒の心の辛さが限界を越そうとしていることへの回復治療は素人です。学校は、経験知だけで闇雲
に指導せず、生徒への観察・面談から精神医療との連携につなげることも、学校ですべきことと選
択肢を広げるようになった。

ランチョンセミナー

3「豊かな指導への」実践

シンポジウム

ることは何ですか」と指導者に問いかける。奇妙な生徒の行動を周りも許容し、生徒がかかわり合い

心元気プラン2年目の取組は、指導者の意識も相談生徒の内容も画期的に変化した。「なんだか気
になる生徒」の資料をもとに話合いを進めた。参加者が増え、勉強会や研修会のような雰囲気となっ
ている。話合いの中で大塚医師は「生徒自身が困っていることは何ですか」
「周りの生徒が困ってい
を持つことができていれば個性と捉えてあげ、社会性をさらに育てていくよう学校教育の出番であ
ることを示唆している。また、関係医療機関・精神医療への相談や受診を促すような結果もある。
豊かな指導への変化は、生徒の心の辛さの限界が超えないうちに指導者として家庭や関係機関そ

一般演題

して精神医療と連携するという選択肢を増やしているところにある。さらに、精神医療を受けた生
徒の学校への心元気な復帰にも相互補完されており、本来目指していた本事業のぶれのない活動に
なっているのではないだろうか。

4 今後の課題
ポスター

学校現場は少子化でありながら、個に応じたニーズによる教育が求められ極めて複雑化している。
学校精神保健の指導者の力量を高めながら、精神医療との定期的な連携を実現することは、生徒の
生きることへの支援ばかりでなく、指導者の指導意欲と資質の向上につながる。学校と精神医療施
設併設や精神医療付き学校は夢のまた夢なのだろうか。
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学校と医療の連携

〜宮城県仙南地区における取り組み〜

日程表

S2-3

学校との連携を考える−精神科PSWの立場から−

プログラム

○木戸口 千尋
独立行政法人宮城県立病院機構

宮城県立精神医療センター

当センターでは、平成22年度から名取EI事業を展開してきた。精神疾患の好発年齢である16歳
会長講演

から19歳の若年者層を中心に、若年者が精神疾患を発症し、重篤化する前に医療につなげられるよ
う啓発活動を行ってきた。私は、精神保健福祉士としてこの事業を担当し、児童精神科医、保健師、
臨床心理士、作業療法士と共に活動してきた。活動内容としては、高校・中学校で開催されている

特別講演

支援委員会（注1）への参加、教師や生徒向けの研修会・講話会の実施、高校生を対象とした心理調
査、専門外来の開設と受診調整、事例検討会の開催などである。
特に、定期的な支援委員会への参加は、私にとって、教育的視点や学校が抱える大変さを学ぶこ
とができた貴重な機会となった。また、学校には、医療の視点や活用法を知っていただく機会と

教育講演

なったのではと感じている。
私は、現在当センターで児童精神科を担当しており、本事業で学んだ学校連携の重要性を再認識
している。医療が出会う子どもたちの姿は一つの側面であり、子どもたちが多くの時間を過ごす学
校との連携は、不可欠と考えるからである。学校と連携することで、本人・家族の全体像が多面的

モーニングセミナー

にみられるようになり、生活がみえてくる。子どもたちが安心して成長できる環境を支援すること
ができると考えている。しかし、学校にとって医療は、教育とは異なった領域であり、連携に戸惑
いを感じることもある。まだまだ、子どもたちを共に支える気軽な相談相手とまでは至らず、試行
錯誤の最中である。

ランチョンセミナー

本シンポジウムでは、名取EI事業を通した学校との連携を中心に、精神科病院のPSWの立場か
ら学校との連携について振り返り、検討したい。
※注1）各学校で、不登校の生徒や気になる生徒の対応について、教諭・養護教諭・スクールカウン

シンポジウム

セラーが参加し、情報交換や検討の場として活用されていた委員会があった。既存の委員会
を母体に、医療スタッフを加え、精神保健の問題を抱えた生徒の支援を強化する委員会とし
て整備したものを「支援委員会」と呼んでいる。

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

シンポジウム3

プログラム

地域で支える母子と家族の
メンタルヘルス

会長講演

周産期におけるメンタルヘルス支援においては、妊娠期および産後の母親
のメンタルヘルス支援だけでなく、子どもの健全な身体的情緒的発達や、夫

特別講演

婦や親子といった家族関係の問題まで幅広い支援が求められている。各医療
機関や自治体は、スクリーニングツールなどを活用して、心理社会的リスク
因子をもつ妊産婦に対する妊娠期からの介入や、産後うつ病の疑いのある産

教育講演

婦に対する早期発見と介入を行っている。これらの精神保健活動は、周産期
のメンタルヘルスだけでなく、その後の精神疾患の予防や早期介入のスター
トであり、現場では、周産期である「今」に着目しながら、その後母親と家族

モーニングセミナー

にどのような精神的問題が生じるうるかといった予防的視点を持ちながら行
われている。
本シンポジウムは、周産期メンタルヘルスの取り組みの現状を予防的視点

ランチョンセミナー

から捉え、そこから見えてくる課題を明らかにすることを目的としている。
今後の周産期メンタルヘルスの支援のあるべき方向性について、より実践的
なディスカッションを行いたいと考えている。

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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地域で支える母子と家族のメンタルヘルス

日程表

S3-1

地域母子保健における周産期メンタルヘルス支援

プログラム

○佐野 ゆり
仙台市太白区保健福祉センター

周産期は児と子どもを育てる役割を担う家庭のライフサイクルの出発点であり、母子保健におけ
会長講演

る支援のはじまりである。これまで母子保健施策は妊産婦・乳幼児の死亡率の低下を目的に推進さ
れてきたが「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」1）等により子ども虐待の予防につ
いての役割と期待が高まっている。母子保健の主要な取組を提示している「健やか親子21」2）におい
ても新たな重点課題として「妊娠期からの児童虐待防止対策」が加わっている。つまり母子保健は児

特別講演

の身体面や精神発達面に重点をおいた支援に加え、虐待予防の観点から周産期の支援、特に保護者
のメンタルヘルスに焦点をあてた支援が求められている。
仙台市では、これまでも妊娠の届出時に妊婦全員と面接し出産や育児の不安に対応してきたが、
上記のような状況を踏まえ特定妊婦等精神的な疾患を抱える妊婦を把握し産後のメンタルヘルス支

教育講演

援に活かしている。また平成23年度から新生児訪問
（全新生児対象）の際に産後うつ病早期発見を目
的に「エジンバラ産後うつ質問紙票（EPDS）」を使用したスクリーニングを行いハイリスクな産婦に
対し訪問や面接を継続し育児支援と共に保護者のメンタルヘルス支援を行っている。フォロー対策

モーニングセミナー

として新生児訪問スタッフ対象にEPDSを活用できるよう専門医を研修講師に招き事例検討し母親
の精神面だけでなく夫や原家族との関係性を含めた事例の考え方や対応を指導していただいている。
仙台市の母子保健における支援の状況は実件数5,021件（H 26）のうち養育上支援が必要とされる件
数が3,563件（約71％）であり、特定妊婦※は実257件となっている。当センターの状況も仙台市と同様

ランチョンセミナー

であるが、特定妊婦実件数は実 65件（H26）であり市内で最も多い。養育上の課題を抱える家庭への
支援内容として母親のメンタルヘルスの問題が多く挙げられ、経済的な問題、母子家庭等の環境面
の課題と重複している。精神疾患を抱え母子家庭で育児している家庭については、キーパーソンの
不在もあり対応に苦慮している。

シンポジウム

そのため当センターでは平成27年度から新たな試みとして区内を対象に養育支援強化事業として
二つの柱を掲げ事業を展開している。ひとつは産科医療機関との連携強化を図るための連携会議で
あり、もう一つが地域の子育て支援関係者との連携・ネットワーク形成である。今年度は子育て中
の母親の気持ちを理解できるよう周産期のメンタルヘルスをテーマに全体研修会を開催したところ
である。

一般演題

周産期のメンタルヘルスを健康課題の一つとして取り組んできた現場から現状と課題についてご
報告させていただきたい。
※
「特定妊婦」
：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
（児童福祉法）

ポスター

【文献】

1）社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会，2014
2）厚生労働省：「健やか親子21（第2次）」検討会報告書，2014
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日程表

S3-2

地域で支える母子と家族のメンタルヘルス

助産師外来における周産期メンタルヘルス支援

プログラム

○小澤 千恵
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門

近年、わが国の社会構造の変化によって、養育環境は著しく変化し、母親の育児不安やこころの
会長講演

問題が顕在化してきている。周産期うつ病は、妊娠期も産褥期もその発症率の高さはほとんど変わ
らず、約10％の女性が妊娠期、産褥期のそれぞれで何らかの精神疾患を発症するという報告がなさ
れており 、産後だけでなく、妊娠期からのケアも重要となってきている。また、産後うつ病は、発

特別講演

見、治療が遅れると、生活能力や育児能力が低下し、乳幼児を含めた家族に大きな影響を及ぼすた
め、近年、予防的介入も数多く行われるようになってきた。このような周産期うつ病のケアにおい
ては、心理的社会的ハイリスク妊産褥婦をできるだけ早期に把握することが大切となるため、支援
を必要とする女性と出会う機会が多い助産師の存在は欠かせないと言える。

教育講演

また、助産師は、妊娠期から産褥期までの女性に継続した様々な支援を行っており、特に、周産
期にある女性に対して密に関わることのできる助産師が、メンタルヘルスケアを行うことの効果は
高く、その期待も大きい。周産期ケアを行う助産師は、妊産褥婦の背景にある問題点を整理しなが
ら、具体的にその困っている点を抽出することが重要となる。また、心身のリスクを十分に把握し、

モーニングセミナー

必要時適切な医療機関への橋渡しをすることともに、予防的・治療的な関わりをすることも求めら
れている。そのためには、助産師が周産期うつ病を発見する能力を身に着けることは不可欠であり、
それと同時に共感的な対応で接することや相手のペースで話をするなどの技術を向上させることも
大切となる。助産師が質の高い心理援助を行うことは、周産期にある女性のみならず、乳幼児や家

ランチョンセミナー

族にとってもより良い未来へとつながると考えられその意義も大きい。
そこで、今回は、妊産褥婦と接する機会の多い助産師が周産期メンタルヘルスにどのように対応
する必要があるのかについての現状と課題を考えていくこととする。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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地域で支える母子と家族のメンタルヘルス

日程表

S3-3

秋田県における妊娠中からの子育て支援事業−現況と課題

プログラム

○平野 秀人
秋田赤十字病院

わが国では子どもの虐待に関する深刻な事件が相次いで発生しており、厚生労働省をはじめ、各
会長講演

種団体がその対策に乗り出している。虐待死した子どもの年齢で最も多いのは0歳児であり、虐待
死に｢望まない妊娠｣が深く関与していることが明らかになっている。日本産婦人科医会は、全国の
産婦人科医に対し、問題のある妊婦に対し、積極的な支援活動を推進するよう要請している。これ
を受け、秋田県産婦人科医会（現在は秋田県医師会）は｢妊娠中からの子育て支援事業｣に取り組むこ

特別講演

とにした。すなわち、産婦人科医療機関は、子どもの養育に対し、妊娠中から支援が必要と思われ
る妊婦を把握し、市町村など、関係機関と連携することによって、適切な支援を行うものである。
本事業が始動して1年が経過したので、産婦人科医療機関および市町村にアンケート調査を行っ
た。回収率は、産婦人科医療機関が93.4%（43/46）、市町村が100%（25/25）であった。産婦人科医療

教育講演

機関の内訳は｢分娩取り扱いあり｣、｢妊婦健診のみ｣が、それぞれ25、18機関であった。

1. 産婦人科医療機関からの回答
（1）｢妊娠中から育児支援が必要と感じた妊婦がいた｣のは、分娩を取り扱っている19（77.1%）医療
機関に対し、妊婦健診のみの医療機関は 5（27. 8％）であった。

モーニングセミナー

（2）育児支援が必要と思われた主な理由（複数回答あり）は、経済的理由16医療機関（以下同）、精
神疾患14、未婚13、若年11、望まぬ妊娠3、虐待の既往3であった。
（3）妊 婦の支援を市町村に依頼したのは15（65.2%）医療機関（以下同）、依頼しなかったのは5で
あった。 1医療機関あたりの依頼件数は1 〜 8件、平均は2.3件であった。

ランチョンセミナー

（4）市町村に育児支援を依頼する時に、同意書をもらったのは11（73.3% ）医療機関（以下同）、も
らわなかったのは3、もらったりもらわなかったりは1であった。
（5）本事業が役に立っていると回答したのは18（41.8%）医療機関であった。

2. 市町村からの回答

シンポジウム

（1）事業開始前に比べて、相談件数が増えたのは12市町村（以下同）、変わらなかったのは12、そ
の他は1であった。
（2）妊娠中から育児支援が必要と感じた妊婦がいたのは17市町村（以下同）、いなかったのは7、そ
の他は1であった。
（3）出 産後に育児支援が必要と感じた妊婦が いたのは19市町村（以下同）、いなかったのは6で

一般演題

あった。
（4）おもな支援の方法は、家庭訪問が19市町村（以下同）、電話で相談が4、その他が2であった。
（5）本事業が役に立っていると回答したのは16（64%）市町村であった。
以上の結果などから、（1）本事業は県内に浸透しつつあること、
（2）産婦人科医療機関と市町村の

ポスター

連携が円滑に行われていること、そして、（3）本事業に対して、特にコメディカルスタッフの意欲
が増していることが伺えた。今後の課題としては、（1）支援される側の声を聞く必要があること、
（2）子育て支援のエキスパートを育成すること、（3）地域ぐるみの子育て支援活動を強化することな
どが挙げられる。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

S3-4

地域で支える母子と家族のメンタルヘルス

精神科周産期専門外来における地域母子保健との連携

プログラム

○小林 奈津子
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

当院の周産期専門外来は、妊産婦の心理支援を目的として平成17年より始まった助産師外来（当
会長講演

院産科）への協力体制を経て、平成20年より周産期メンタルケア外来として開設され、妊娠経過や
胎児、授乳、養育行動への影響を考慮した精神科医療を提供している。産科でリストアップされる
妊娠以前～妊娠中に精神疾患もしくは心理的問題をもつ方を主な対象としてきたため、産科医・助

特別講演

産師、小児科医との連携はもとより、その後産科領域専属として加わった心理士、医療ケースワー
カーとも支援体制を分担することによって、院内連携の充実から、地域母子保健との情報共有へ段
階を進めてきた。これは、妊娠中から出産後しばらくの時期への一次・二次予防から、以降も長期
間に渡りうる三次予防を含めた支援へ拡大してきた経過でもある。

教育講演

現在、地域自治体の保健師・助産師、在宅における支援を提供する訪問看護、育児ヘルパーと
いった地域母子保健と精神医療との情報交流には、①当院診療中の様子を産科助産師から行政へ情
報提供する地域連絡票、②特に在宅支援サービスを利用するケースに関する医療ケースワーカーを
介した連絡、③妊娠中から、あるいは産直後に設定されるケア会議（共通理解を殊に要するケース

モーニングセミナー

や、支援機関が多数に及ぶ場合に、ケースワーカーによって調整される）、④精神科医と地域担当者
間で直接行われるもの（サービス利用に関する指示書や、緊急的な連絡）が挙げられ、虐待リスク等
が懸念される場合には児童相談所も連携に加わっている。また、当外来担当医はいくつかの自治体
で母子保健課の症例検討会・研修会に加わっており、これも意見交流の場となっている。妊産婦自

ランチョンセミナー

身の精神的健康を中心に捉える精神医学モデル、児の健やかな発育をもたらす養育環境作りを重視
する母子保健モデル、および児の安全や基本的人権の擁護が主体の児童福祉・虐待防止モデルと、
互いに異なったモデル・視点をもつ支援者が見解を提示し合い、分担可能な対策を相談していくこ
とは、包括的な支援が行われるためだけでなく、各々の支援者における母子に対するより全人的な

シンポジウム

理解につながっていると考えられる。
課題としては、産後新たに症状・問題が顕在化したケースについての定型的な紹介経路が整えら
れていないことがまず挙げられる。周産期のメンタルヘルスについては一般にも啓発が進んでいる
が、産後しばらくは育児に追われる生活が続き、通常の疲労感と治療を要する症状の見極めが難し

一般演題

い、受診に割く時間が作りづらい等の理由から、精神医療へのアクセスは未だスムーズではない。
また、知的障害や人格障害あるいは精神疾患や器質性障害に伴う認知機能障害といった慢性の経過
をもつ問題については、横断的な関わりが多い職種ではイメージが持ちづらく、より長期的で柔軟
な生活上の支援が必要となることなど、障害ごとの特徴についてさらに理解を深める必要がある。

ポスター
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日程表

シンポジウム4

プログラム

若者への就学・就労支援
〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

会長講演

思春期・青年期の若者は学校生活、友人関係、進路、就職等における様々
な課題について精神的困難を抱えやすく、それらを背景とした精神疾患を発

特別講演

症しやすい時期である。
若者が現実的な課題を解決できるよう支援していくことが、若者に対する
精神疾患の予防活動としても重要であり、また、精神的困難を抱えやすい若

教育講演

者は、SOSの発信も不得意である（援助希求能力が乏しい）ことが多く、その
支援においては丁寧な個別支援が必要とされる。
近年、若者への支援は教育現場だけではなく、NPO団体によるフレキシ

モーニングセミナー

ブルな支援も行われ始めており、より早期に個別性の高い就学・就労支援が
可能となっている。
このシンポジウムでは、各地のNPO団体から若者への就学・就労支援活

ランチョンセミナー

動をご報告いただき、日本における学校・地域と協同の若者への支援につい
て考えていきたい。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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若者への就学・就労支援

〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

日程表

S4-1

高校図書館における実践的中退・進路未決定の予防的支援
「ぴっかりカフェ」について

プログラム

○石井 正宏
NPO法人パノラマ

代表理事

NPO法 人 パ ノ ラ マ は、 課 題 集 中 校 と 呼 ば れ る 神 奈 川 県 立 田 奈 高 等 学 校 内 に あ る 図 書 館 で、
会長講演

「Cultural Shower（文化的シャワー）」をコンセプトにした「ぴっかりカフェ」を昨年の12月から週に
一度運営し、現在、毎回100 〜 200名の生徒が利用している。この日に限り図書館で飲食が許され、
ドリンクとお菓子が無料でもらえ、カフェのような音楽が流れるくつろいだスペースで生徒たちは

特別講演

自由に休み時間や放課後の時間を過ごしている。
当法人スタッフや教職員を目指すボランティア学生や地元市民ボランティア等の、親でもなく先
生でもない地域の大人たちが、生徒との何気ない日常会話から、課題の発見や悩み、不安に寄り添
い、進路未決定や中途退学をゆるやかに予防することを目的としている。

教育講演

また、学校と地域の社会資源をつなぐ窓口的機能も担っており、「学校をプラットフォームとした
支援」の実践的な取り組みではないかと思う。
私たちは「信頼貯金」をコツコツと日常会話を通じて貯めることを心掛けている。それは名前や
ニックネームを覚えてあげることだったり、説教をしないことだったり、することだったり、ウク

モーニングセミナー

レレを教えてあげることや、履歴書を添削してあげることで信頼貯金を貯め、一定の残高が貯まっ
た生徒たちが、その貯金を使って私たちに悩みを打ち明けてくれるのではないかと考えている。
マーケティングでは、顕在化した欲求をニーズと呼び、潜在的な欲求をウォンツという。相談と
いうものは、課題が顕在化＝即ちニーズになってはじめて改題解決行動として起こる出来事である。

ランチョンセミナー

「漠然とした不安」はニーズにはなっておらず、ウォンツ＝即ち本人すら気付いていない、或いは言
語化することが困難な潜在的な課題のことである。
このウォンツ状態では課題解決行動である相談という出来事は起こらない。よって「ぴっかりカ
フェ」では、ウォンツをニーズに変換し、「漠然とした不安」を「明確な課題」に変え、課題解決行動を

シンポジウム

促していくことが「ぴっかりカフェ」の役割だと考え、以下の予防効果を狙っている。
①健康な人を健康なまま保つ「一次予防」…地域の方や、教員志望の学生に、カフェのボランティアと

して参加してもらい、長年、地域に根付いてしまった悪評のレッテルを変え、地域に見守られてい
る状態を作る。

一般演題

②問題を早期に発見し解決する「二次予防」…カフェでの対話を通じて信頼関係を構築し、相談し易い

雰囲気を作り、問題が深刻化する前に介入しアドバイスを行う。
③悪化を防ぎ出来る限り正常に戻す「三次予防」…既に問題を持って機能できない状態になっている生徒

に、今以上の社会的不利益を被るのを防ぎ、できる限り正常な状態に戻ることを目的とする相談や
ポスター

多機関へのリファーを行う。
【文献】

「高校生の潜在的ニーズを顕在化させる学校図書館での交流相談 : 普通科課題集中校における実践的
フィールドワーク」鈴木晶子、松田ユリ子、石井正宏 http://ci.nii.ac.jp/naid/120005399137
仙台国際センター 会議棟
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日程表

S4-2

若者への就学・就労支援

〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

外部資源・外部人材を活用した新たなキャリア支援の試み
−教育・労働・福祉の連携−

プログラム

○金澤 信之1,2
2
神奈川県立田奈高等学校、（一財）
神奈川県高等学校教育会館教育研究所

1

田奈高校は1978年創立、2007年には神奈川県教育委員会からクリエイティブスクールに指定され
会長講演

た。クリエイティブスクールは全日制普通科であり、学年制による運営がなされている点は他の多
くの普通科高校と変わらない。しかしながら、入学者選抜には大きな違いがある。主な違いとして、
筆記試験が無く、調査書の評点（5段階評定）も使用せず、観点別評価の意欲・関心・態度や面接試験

特別講演

などを活用することがある。この入学者選抜の目的は「中学時代に様々な理由から力を発揮できな
かった生徒」を受け入れることにある。
その結果、これまでも複数の課題を有する生徒が多く在籍していたが、さらに増加することと
なった。貧困、生活保護、不登校、低い自己評価、外国へのつながり、ネグレクト、障がいなど挙

教育講演

げればきりがない。
このような生徒たちに対して田奈高校は包摂的な支援を行ってきた。それによって田奈高校は生
徒が自己効力感を醸成し、信頼関係を構築する居場所となることができたのである。その結果、中
退者も確実に減少している。しかし、出口（進路）に関わる支援はなかなか従来の型を抜け出すこと

モーニングセミナー

ができなかった。また、キャリア教育を中心に多くの取り組みを実施したが、進路未決定者が卒業
生の30 ～ 40％で高止まりしていたのである。ここを打開するために田奈高校独自の取り組みとして
校内にキャリア支援センターを設置した。その使命は、卒業後に生徒たちが社会的な自立を遂げ、
あるいは社会的な排除に落ち込まないようにするために新たなキャリア支援を構築することであっ

ランチョンセミナー

た。
キャリア支援センターはセンター長（副校長）と担当教諭2名で組織されており、従来の進路指導
を担うキャリア支援グループとも業務分担が重なりあっている。ここが中心となり、外部の支援者
や資源を校内に取り入れたり、様々な支援機関、支援者と連携しながら、困難を有する生徒たちの

シンポジウム

ために新たなキャリア支援の企画、実現、運営を行っている。
キャリア支援センターは学校外の支援者や資源と積極的につながりながら、グローバル化、雇用
の変容、市場主義の広がり、格差社会の深刻化などによって生じている生徒たちの様々な課題に向
き合い、それを乗り越える支援の仕組みを構築することが目標である。この目標に近づくためには、

一般演題

求められる教師像も従来とはかなり違ってくる。それは、社会の現実を把握し、生徒の課題という
事実の上に立脚して、それを解決するための重要な情報や支援にアクセスするというスキルを持つ
教師像である。こう考えると、専門職である教育者に加えて、生徒を支援するために多様な外部人
材や資源と学校をつなげる調整役・促進者（ファシリテーター）としての役割を併せ持つ新たな専門

ポスター

職へと変化すべき時が現代の教師には来たとも言えそうだ。
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若者への就学・就労支援

〜 NPOが考える学校・地域との協同〜

日程表

S4-4

NPOによる困難を抱えた若者への就労支援

プログラム

○小野 彩香
特定非営利活動法人Switch

「どうしていいかわからなかった。でも、それを言えなかった。」NOTEに慣れたころ、ある人が
会長講演

口にした一言。私たち自身も、NOTEの必要性を再認識する一言である。
彼らにとって困難とは一体何か。出会うほどに、背景が複雑で、1つの原因に絞れず、彼らの置
かれている現実の苦悩を知る。

特別講演

弊法人の自主事業「NOTE」は、学ぶ･働くに困難を感じている若者を対象に就労支援をしている。
平成25年に石巻NOTE、平成26年に仙台NOTEを開始した。この3年間の歩みでポイントとなる
視点は、「地域」「多様性」「伴走」であると考える。
NOTEの就労支援の基本構成は、こころの自立や「働く」に必要な講座を準備として行い、イン

教育講演

ターンやバイターンを経験し、個別の伴走型就労支援を行う。28年度は、石巻NOTEで法人内での
中間就労の場として農地を確保し、農業を開始した。石巻地域のみならず、仙台の受講者も中間就
労先として利用している。石巻と仙台は地域特性によりアレンジがあるものの、コンセプトは同じ
である。

モーニングセミナー

NOTEは、困難に押しつぶされそうと漏らせる場、目の前に経験を用意する場、挑戦を支える場
でありたい。彼らの暮らしを考えるとき、必要なのは即時的な対応と、地元の場所と人（地域）の力
をかりて経験を増やすことであると考える。どんな経験を増やすかというと、彼らができることが
あると気づく経験、そして、小さなことでも社会から直接フィードバックをうける経験である。「多

ランチョンセミナー

様性」はこれからの日本の未来を考える中で、最も重要なキーワードであることは言うまでもない。
NOTEでは、彼らの経験に立ち会うことが、「多様性理解」「共存」への具体的な介入であると考えて
いる。地域はもう一つの家族であり、こころの自立をお互いに支えあう存在である。
NPOの自主事業では、社会的課題と表現される、様々な課題の影響を受け困難を感じている方

シンポジウム

へ、生活ベースの切り口から出会うことができる。言い方を変えると、既に社会的課題と認識され
制度化されたシステムは、どうしても対象と目的が特定化される。自主事業では、制度を超えて1つ
の枠組みで対応できる、そして契約が本人と弊法人との2者関係で実現しフットワーク軽く対応でき
るという利点がある。

一般演題

NOTEで表出される「働きたい、でもうまくいかない」という気持ちは、どんな背景があっても同
じである。その就労支援に携わる、私たちNPOの役割は、課題を社会に認識してもらい制度につな
げたり、地域の中で対応できる場所を作り出すソーシャルアクション機能と、逆に明確であるがゆ
えに制度では対応できない「グレーだからこその様々」にも対応できるような活動を保障すること、

ポスター

そして、目の前の出会いに留まることなく、まだ出会えていない方々にもつながるように、活動を
継続していくことであると考える。
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日程表

シンポジウム5

プログラム

不安 とかかわる病態への早期介入

会長講演

精神疾患の早期介入を実現していくためには、あらゆる精神疾患を対象に
していく必要がある。ここでは、社交不安症、強迫症、PTSDについて、そ

特別講演

れぞれの病態への予防や早期介入について、現状や今後の課題について検討
したい。

教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター
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不安 とかかわる病態への早期介入

日程表

S5-1

社交不安症（social anxiety disorder : SAD）に対する
早期介入

プログラム

○朝倉 聡
北海道大学保健センター・大学院医学研究科精神医学分野

社交不安症（SAD）は、他人の注視を浴びるかもしれない状況に対して顕著で持続的な恐怖感を抱
会長講演

き、自分が恥をかいたり、恥ずかしい思いをしたり、拒絶されたり、他人に迷惑をかけたりして否
定的に評価されることや不安症状を呈することを恐れる病態であるとされ、このため、社会的状況
を回避することが多くなり日常生活に困難をきたす。SADは発症年齢が早く、治療的な介入がな

特別講演

されないと長期間症状は持続するとされる。米国のNational Epidemiologic Survey on Alcohol and
Related Condition（NESARC）による疫学調査では、SADの12 ヶ月有病率は2. 8%、生涯有病率は
5.0%であり、平均発症年齢は15.1歳であったと報告されている。さらに80%以上のSAD患者は治療
を受けておらず、最初に治療を受ける平均年齢は27.2歳であったという。SAD患者では56.3%に何

教育講演

らかの気分障害が併存し、大うつ病性障害が34.1%、気分変調性障害が11.5%、双極I型障害が15.8%、
双極II型障害が3.7%であったとされる。独国での14- 24歳の若年者を対象に34- 50 ヶ月間前方視的に
経過を追ったEarly Development Stages of Psychopathology Studyによる地域疫学調査では、SAD
がうつ病性障害の発症危険性、経過等に対する影響が検討された。調査開始時のSADの有病率は

モーニングセミナー

7.2%であり、経過観察期間でのうつ病性障害の発症危険性はオッズ比3.5で高まったという。さら
に調査開始時にSADとうつ病性障害が併存している例では SADが併存していないうつ病性障害の例
と比較しオッズ比2.3でうつ病期間の持続あるいは再発がみられ、オッズ比6.1で自殺企図がみられ
たという。SADは発症年齢が早いことから、うつ病性障害の発症危険因子として重要と考えられる

ランチョンセミナー

が、SADの併存はうつ病性障害の経過増悪因子としても注意を払う必要がある。統合失調症圏の疾
患に対する52 の研究を対象としたメタ解析の結果では、不安症の併存率は38.3%であり、その中で
SADは14.9%と最も高かったという。Edinburgh High-Risk Studyにおいては、SAD症状は統合失調
症の発症の危険度を高める因子であることが指摘されている。SADの併存は統合失調症の精神病症

シンポジウム

状の重症度とも関連が指摘されており、SAD 症状は妄想症状をより強めるとされ、統合失調症の経
過に影響を及ぼし、日常生活能力の低下をもたらすという。NESARCによる調査では、SADの生涯
診断がなされる人の48%はアルコール使用障害の生涯診断がなされたとされる。SAD患者における
アルコール使用障害の12 ヶ月有病率は13.1%とされ、一般人口における12 ヶ月有病率の8.5%と比較

一般演題

し高いとされる。また、SADを併存するアルコール使用障害では、SADを併存しないものと比較し、
より重度のアルコール依存となりやすく、うつ病エピソードも伴いやすく、社会的支援も受けにく
いことが指摘されている。このように、SADは発症年齢が早く、その後、他の精神疾患が併存して
きやすいことに注意必要である。他の精神疾患が併存してくる前にSADに早期に介入し治療的対応

仙台国際センター 会議棟

ポスター

を行うことは、SADに併存やすい他の精神疾患の予防という観点からも重要と考えられる。
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日程表

S5-2

不安 とかかわる病態への早期介入

不安の認知行動療法を用いた早期介入

プログラム

○清水 栄司1,2
千葉大学

1

子どものこころの発達教育研究センター、2千葉大学

大学院医学研究院

認知行動生理学

我々は、小学校高学年を対象に、Spence Children’s Anxiety Scale（SCAS ; Spence, 1997）日本語
会長講演

版（石川ら, 2001）をプライマリアウトカムとした、早期介入を行っている。SCASは、分離不安、外
傷恐怖、強迫、社交不安、全般性不安、パニック発作・広場恐怖の6つの下位尺度から成る、合計
38項目、4件法の子どもの不安の症状評価尺度である。我々は、SCASを低減させることを目的に、

特別講演

小学校高学年向けに、学校での授業として行う、不安の認知行動療法プログラム「勇者の旅」を開発
し（浦尾、清水, 2015）、その有効性の証明に成功している（Urao et al., under review）
。
また、我々は、Liebowitz Social Anxiety Scale（LSAS-J; Liebowitz et al., 1987）日本語版（朝倉
ら, 2002）をプライマリアウトカムとした、社交不安症の個人認知行動療法のランダム化比較試

教育講演

験を行い、その有効性を示してきた（Yoshinaga et al., 2013, Yoshinaga et al., under review）一方
で、高校での社交不安症の早期発見を目指し、Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and
Adolescents（LSAS-CA; Masia-Warner et al., 2003）
日本語版（岡島ら, 2008）を用いた検討（Matsuki et
al., submitted）
を行ってきた。

モーニングセミナー

当日は、以上のように、認知行動療法を活用するための、不安症関連疾患の早期発見、早期介入
についてのレビューを行う。

ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター
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不安 とかかわる病態への早期介入

日程表

S5-3
災害のトラウマと予防精神医療

プログラム

○金 吉晴
国立精神神経医療研究センター

災害基本法における災害の定義は、地震、台風といった出来事であったが、近年の考え方ではそ
会長講演

うした個別の事象はハザード（危険な出来事）であり、それが被害をもたらす場合に災害という言い
方がなされる。その意味では、ハザードとしては過ぎ去った出来事であっても、それが被害をもた
らしている限りは災害は終わっていないことになる。災害のもたらす精神的な被害は、直接の災害

特別講演

の体験のトラウマ記憶に留まらず、喪失、死別、生活環境の変化、家族関係の変化など、広範な要
素を含んでいる。多くの研究からは、災害後の心理的回復にとっては社会心理的支援が最も重要で
あることが示されている。Brewinらのメタアナリシスからは災害後のPTSDの有病率に関与した
もっとも大きな要因は社会心理的支援と、災害後の生活ストレスであり、その効果量は、過去の精

教育講演

神疾患の病歴、性差、教育歴、などの要因よりも大きかった。災害直後にこうした要因を踏まえた
応急的な支援を行う上ではPFA（サイコロジカルファーストエイド：心理的応急処置）が推奨され
るが、こうした要因は災害後の全ての時期において重要である。
トラウマに関する社会心理的要因は、集団に対するリスクの軽減という文脈で論じられること

モーニングセミナー

が多いが、個別の治療においてもやはり重要である。演者は東京での外来において 311震災による
PTSD、複雑性悲嘆の患者を診察したが、その発症と回復の過程の重要な要因は、それぞれの家族
関係、地域との関わりのあり方であった。PTSD症状については、それに特化した持続エクスポー
ジャー療法（PE）が有効であったが、その後の社会適応の上では対人関係の調整が必要であり、震災

ランチョンセミナー

後の生活の中で露呈した家族葛藤が大きな影響を与える場合もあった。
集団へのリスク軽減に個別の治療成果を応用する試みとして、海外では震災後に一回だけのエク
スポージャー療法・心理教育を集団に対して行い、その後のPTSD症状が軽減したことが報告され
ており、この論文は米国学術会議の報告書でも高い評価を得ている。

シンポジウム

当日はトラウマからの回復に関する予防医学的取り組みについて、リスク軽減と治療的回復の視
点を踏まえつつ、文献的検討と、演者自身の治療例の考察をあわせて発表を行いたい。
【文献】

一般演題

1. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD: Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in
trauma-exposed adults. J. Consult. Clin. Psychol. 2000; 68:748–766
2. Başoğlu M1, Salcioğlu E, Livanou M, Kalender D, Acar G.: Single-session behavioral treatment of
earthquake-related posttraumatic stress disorder: a randomized waiting list controlled trial. J Trauma

ポスター

Stress 2005; 18:1–11
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日程表

シンポジウム6

プログラム

学校での予防的支援・心理教育プログラム
〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

会長講演

精神疾患の予防と早期介入を実現するためには、子どもの健康増進と精神
疾患予防という2つの視点から、これに役立つ有効なプログラム開発が期待

特別講演

されている。一方、学校現場では、いじめ、自殺、不登校、非行、学業不振
などの問題があるが、背景には、子どもの精神健康に関わる問題が関与する
ことが多い。

教育講演

海外では、うつ病、物質関連障害、素行症、いじめなどを標的とした学校
現場で実践するプログラムが開発されており、精神症状の改善や精神疾患の
予防、費用対効果についての研究も進んでいる。一方、わが国でも、このよ

モーニングセミナー

うな視点から学校内で子どもを対象としたプログラムが実践されるように
なってきている。
そこで、本シンポジウムでは、わが国の学校現場での先進的取り組みにつ

ランチョンセミナー

いて、具体的な方法と、その成果や課題について紹介し、メンタルヘルス関
係者と教育関係者が、どのように連携することで、有益なプログラムを開発
できるのか議論を深めていきたい。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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学校での予防的支援・心理教育プログラム 〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

日程表

S6-1

学校におけるメンタルヘルス予防を目指した認知行動療法

プログラム

○石川 信一
同志社大学心理学部

ここ数年、学校におけるいじめの報告数は減少を見せず、不登校の児童生徒数は増加に転じてい
会長講演

る。さらに、特に小学生において継続的に暴力行為の増加が報告される等、学校における子どもの
メンタルヘルスへの対策は、年々重要性を増すばかりである。現時点ではこれらに対する有力な解
決方法は提唱されていない。もちろん、すべての問題を一気に解決できるような対策は存在しない

特別講演

ものの、何らかの新しい取り組みが求められていることも事実である。そこで、本発表では、学校
での認知行動療法に基づく子どものメンタルヘルスの予防的取り組みについて報告をしたい。
臨床心理学とその近接領域において、グローバルスタンダードとなっている認知行動療法である
が、近年、学校における予防的取り組みにおいても成果を上げつつある。メンタルヘルスの予防的

教育講演

取り組みには、すべての児童生徒を対象とするユニバーサルレベルの介入と、何らかの形でリスク
のある、あるいは問題を抱えている児童生徒を選抜するターゲットタイプの介入がある。
そのうち、ユニバーサルレベルの介入は、①リスクのある児童生徒を取り出すことなく実施する
ことができる、②思春期以降に問題が顕在化する場合でも、その前に対処法を教えることができる、

モーニングセミナー

③リスクを抱えている児童生徒だけでなく、その周りにいる子ども達にもアプローチが可能である、
④多くの子ども達への波及効果が期待できるという利点がある。そのため、特に学校現場において
実施可能性が高く、今後の発展が期待できる方略である。
しかしながら、ターゲットレベルでの成果と比して、ユニバーサルレベルでの研究結果は未だ一

ランチョンセミナー

貫していないこともあり、研究の積み重ねが求められている。そこで、筆者らは、小中学校の教師
と連携して、認知行動療法に基づくメンタルヘルス予防の取り組みを行ってきた（文献参照）。これ
らの実践を踏まえ、プログラムがもたらしてきた成果を報告するとともに、問題意識の醸成、導
入・評価における課題、そして普及への障壁などについて議論したい。

シンポジウム

【文献】

石川信一 他（2010）．社会的スキル訓練による児童の抑うつ症状への長期的効果

教育心理学研究,

58，372-384．

一般演題

松原耕平 他（2015）．子どものためのユニバーサル予防プログラムの媒介変数の検討 認知療法研究，
8，248-257．

Sato et al. (2013). Long-term effects of a universal prevention program for depression in children:
A 3-year follow-up study. Child and Adolescent Mental Health, 18, 103-108.
寛 他（2009）．児童の抑うつ症状に対する学級規模の認知行動療法プログラムの有効性

教育

ポスター

佐藤

心理学研究，57，111-123．
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日程表

S6-2

学校での予防的支援・心理教育プログラム 〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

こころのスキルアップ教育
〜認知行動療法を用いた予防的支援〜

プログラム

○中野 有美
椙山女学園大学

人間関係学部

心理学科

会長講演

精神疾患に関する疫学調査では、思春期のうつ病は成人と同様の高い有病率が報告されている。
また、各不安障害の有病率についても、成人に比べ高いというわけではないが、発達段階にあるこ
とを考えれば、罹患した場合の学業、友人関係などへの影響は成人に比べて大きくなりやすい。抑
うつ症状と不安症状は、他の問題にも併存しやすく、例えばいじめなどの問題行動や環境不適応と
の関連も大きい。うつ病や不安障害の一次予防として、学校をターゲットとした取り組みは国内外
で盛んにおこなわれており、メタ解析においても大きくはないが一定の効果があることが確認され
ている。
私たちは、医療の中で抑うつや不安など精神症状を緩和することに貢献してきた認知行動療法が
説明する“こころの動き”の考え方を取り入れた心を育む教育の在り方を模索してきた。そして、国
立精神・神経医療研究センター、精神・神経疾患研究開発費（2010 ～ 2012）で“こころのスキルアッ
プ教育プログラム”を策定し、2012年より中学校を中心に普及活動並びに調査を行っている。本研
究は国立精神・神経医療研究センターの倫理委員会の承認を得ている。
A.T.Beckの認知療法・認知行動療法を大いに参考とした。個々の生徒のこころの成長と共に集団
としての成長も視野に入れ、生身の教員が直接関わることで生徒の能力や可能性を伸ばし育む場で
ある“学校の機能や特性”を生かし、クラス全体に対して担任が授業として行うことを基本とした。
担任による授業内容を教育指導案の形式で提示するとともに、養護教員、スクールカウンセラーが
生徒に対応する際の資料も用意した。このように、それぞれが、その役割の範疇で、同じ理論を背
景として生徒のこころの成長をサポートし、生徒とコミュニケーションを取ることは意義があると
考えたからである。学校ぐるみのメンタルヘルス維持、向上、に繋げるには、生徒に関わるスタッ
フが同じツールを用いることは近道であろう。
授業を実施している関東圏のある公立中学校（A校）が2013年より調査に協力くださっている。当
日は、プログラム開発の経緯、プログラム内容と授業風景の紹介、普及活動の様子に加え、授業が
生徒に及ぼす影響の可能性について、抑うつ感、ストレス耐性の観点から検討したA校のデータを
報告するとともに、今後の普及に関する留意点について言及したい。

特別講演
教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム

【文献】

一般演題

1. Avenevoli S., Swendsen J., He J.P., Burstein M., Merikangas K.R. 2015 Major depression in the
national comorbidity survey-adolescent supplement: prevalence, correlates, and treatment. Journal of
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54(1), 37-44.
2. Ford T, Goodman R, Meltzer H. The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: the
prevalence of DSM-IV disorders. 2003 Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry. 42(10), 1203-11.
3. Calear AL, Christensen H. 2010 Systematic review of school-based prevention and early intervention
programs for depression. Journal of Adolescence, 33(3), 429-38.
4. Corrieri S, Heider D, Conrad I, Blume A, König HH, Riedel-Heller SG. 2014 School-based prevention
programs for depression and anxiety in adolescence: a systematic review. Health Promotion
International, 29(3), 427-41.
5. Fazel M, Hoagwood K, Stephan S, Ford T. 2014 Mental health interventions in schools 1: Mental
health interventions in schools in high-income countries. Lancet Psychiatry. 1(5), 377-387.
6. こころのスキルアップ教育の理論と実践 2015 大野裕、中野有美、編著 大修館書店
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学校での予防的支援・心理教育プログラム 〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

日程表

S6-3

学校での不良行為、暴力行為への介入

プログラム

○杉山 雅彦
福島学院大学

福祉学部

我が国では学校内での暴力行為の発生件数および発生率（1000人あたりの発生件数）に関して、近
会長講演

年小学校と中学校で増加傾向にあり（文部科学省、2015）、教育現場では最大の関心事の一つとして、
対応が検討されてきている。
学校での暴力行為に関して有効と考えられる対応の多くは向社会的な価値を教えることや向社

特別講演

会的行動を形成するプログラムを含んでおり、しばしば有効に機能したことが報告されている
（Goldstein, A. P. et al., 1984）。しかし、学習の困難や、一次的に問題は改善しても再発することが
少なくないという問題も指摘された。変容のための指導が強制的（嫌悪統制）になるため、回避が生
じることがその一因であると考えられた。

教育講演

本報告では、暴力行為あるいは不良行為の機能を分析し、社会的相互作用の点から問題にアプ
ローチしたケースに関して検討し、改善と予防に関して検討していく。なお、本報告で使用する
データに関しては学校および保護者から発表に関して同意を得ている。

1

問題とその分析
モーニングセミナー

中学校で生じた暴力行為を含む問題に関して、そのクラスの置かれた状況や生徒の行動に関して
機能分析を行い、さらに教師と生徒の相互作用に関して分析を行った。その結果、生徒の行動に関
する教師の対応が嫌悪的な状況に傾き、授業、学校、そして教師自身が生徒にとって嫌悪的に機能
している状況が考えられた。また授業での教師の対応が、問題行動を抑制しようと「注意をする」こ

ランチョンセミナー

とによって、結果的に強化子の提示頻度が低くなり、環境がより嫌悪的に機能することになり、ま
た正の強化の減少によって、問題行動の形をとる「注意引き」行動が増加し、教師からますます状況
が「悪化」したように見えたと考えられた。

2

介入

シンポジウム

授業に関するデータを教師に提示し、教師の感想、意見を求めた。その結果授業に関して嫌悪刺
激が多くなっていること、生徒側から見て「面白くない」し、「ストレスになる」という意見が出され
た（改善への動機づけ）
。そこで改善するためにはどうするかに関して意見を聴取した。その結果
「ちゃんとしたところは認めなければ生徒も面白くない」という結論に達し以下を行った。1）うまく

一般演題

いっている場面あるいは生徒が「ちゃんとやっている」場面のリストアップ 2）どの程度、そういった
状態が生じているか測定 3）そういった状況に関して教師はどう対応するか（強化子の設定）4）実行
とデータのチェック
この結果問題状況が低減し、その後極端に粗暴な行為は認められなくなった、また翌年度 3年生

ポスター

（報告したクラスの生徒が所属する学年）と2年生のクラスに関して上記1）～ 4）を行ったところ、暴
力行為や、非常に粗暴で問題になるような言動は認められなかった。

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S6-4

学校での予防的支援・心理教育プログラム 〜認知行動療法の視点を活かした実践〜

「不登校リスク」のマネジメントによる不登校の予防と介入

プログラム

○神村 栄一
新潟大学人文社会・教育科学系

小中学校の不登校は、平成20年度から24年度の間、おおむね横ばいか僅かな減少を示してきた。
会長講演

ところが、平成25年度の統計は関係者に衝撃を与えた。小学校では前年の24年度から13.8%増加し、
平成26年度ではさらに7.0%増加した。この2年間で2割以上増加したことになり、「過去最高の発生
率」を示した。中学校でも同じくこの2年間で1割近く増加し、平成19 ～ 20年度の過去最悪の発生率
へと戻りつつある。

特別講演

不登校は、その全てに共通するきっかけや原因があるわけではない。しかし、ある児童・生徒の
「不登校への陥りやすさ」にかかわる、予測変数がある。その第1は、過去（小学校入学以来）の「通常
よりも多い欠席や早退」ないし「長期欠席」である。第2に「身近に、特に家庭内に不登校ないし引き
こもり（子どもの目から見てわかりやすい原因がないにもかかわらず）就学も就労せずいるモデルが
存在すること」である。よくあるのは、きょうだいが不登校状態にあることである。第3に「家庭内

教育講演

にあるいは地域に『学校を休む』ことを深刻だとする認識が低いこと」である。
他にも、本人に内在する特性あるいはおかれた状態として、「不安傾向」、「心身症傾向」、「好き嫌
いの激しさ」、「学習の遅れ（特に数学算数や英語）」、「良好な仲間関係を形成継続するスキル」、「自
己表現のスキル」
、「不安、落ち込み、怒りなどマイナスの感情を自己調整するスキル」、「周囲に援

モーニングセミナー

助を求めるスキル」、「好きで得意な活動が学校の中に持てているかどうか」、さらには「家庭の生活
習慣」、「家族の精神的な安定度」、「興味関心を同級生と共有できない」、「いじめ、からかわれ等の
被害に遭いやすい」なども関わってくる。
不登校の未然防止は、これらの「不登校リスク」（とりわけ、欠席の状況とストレス状況や脆弱性）

ランチョンセミナー

を各学年において徹底して査定し、教職員の間で共有し見守りつつ支援していくことが中心でなけ
ればならない。「月に3日の欠席を黄色信号とした初期対応」はこれのうな学校内の支援体制をルー
ル化したものである。
リスク要因への対応の有効性は、実はすでに欠席が多くなった児童生徒の支援でも同じである。
家庭での退屈さの醸成、集団の中で求められる各種スキルの育成、を無理のないペースでしかしで

シンポジウム

きるだけ効率的に進めていく。家族への支援も重要となる。ただしそれだけでは不十分である。段
階的に行動を活性化させ、手伝いなどの活動を増やし、教員の連絡や家庭訪問などをきっかけに、
通学経路を途中まで出かけてみる、校舎敷地内に立ち寄ってみる、放課後登校や別室登校、短時間
登校、一部の活動や授業への参加、という段階をスモールステップですすめる（継時的接近）。つま
り、不登校リスクの影響を小さくしながら行動を活性化させ段階的に教室に接近させていく。この

一般演題

ような支援は、たとえ卒業までに教室への完全復帰が達成できなかったとしても、卒業後の適応に
影響する。
【文献】

神村栄一

わが国の不登校の現状と課題：リスクへのフォローという視点から

教育と医学（慶應義

ポスター

塾大学出版会）､ 2015、9月号､ pp4（724）～ 13（733）
神村栄一・上野昌弘 「中1ギャップ」､ 新潟日報事業社, 2015
神村栄一・小坂井秀行

不登校支援の王道を極める7つの秘訣、「認知行動療法実践レッスン」（金剛

出版、神村栄一編著）､ 2014､ pp4（724）～ 13（733）､ pp161-174.
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シンポジウム7

プログラム

脳の可塑性への働きかけ
〜認知機能トレーニングの可能性〜

会長講演

最近の科学研究の成果によって、人間の脳はかつて思われていた以上に可
塑的であることが知られるようになっている。実際、統合失調症を初めとし

特別講演

た精神障害によって認知機能が低下した場合でも、認知トレーニングを行う
ことで認知機能が改善することが分かってきており、この改善効果には、脳
の機能や構造の変化も伴うことも明らかになってきた。こうした方法論は、

教育講演

今後精神疾患の予防や早期介入にも応用されることが期待されている。そこ
で、本シンポジウムでは、わが国における認知機能トレーニングについての
研究や実践での取り組みについて検討してみたい。

モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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脳の可塑性への働きかけ 〜認知機能トレーニングの可能性〜

日程表

S7-1

統合失調症の早期段階における認知リハビリテーション

プログラム

○根本 隆洋
東邦大学医学部精神神経医学講座

統合失調症患者の社会機能障害はその長期的転帰に直接的に関わっている。近年、社会機能障害
会長講演

の改善の取り組みは、早期段階での介入に主眼が置かれるようになった。それは、①世界各国での
脱施設化による適切な地域ケアの推進にもかかわらず、慢性期統合失調症患者の社会生活には多大
な制限がみられ続けること、②精神病未治療期間（duration of untreated psychosis, DUP）に関する

特別講演

諸研究から、統合失調症における良好な長期予後の獲得には、発症5年以内に有効な治療を開始す
ることが必須であること、すなわち統合失調症治療における「臨界期（critical period）」が明らかにさ
れたことによる。
一方、近年の目覚ましい薬物療法の進歩をもってしても社会機能障害の改善が達成されない中、

教育講演

その改善に向けた新たな治療戦略として、認知リハビリテーションが注目されている。これは、精
神症状ではなく認知機能障害が、統合失調症の社会機能障害の重要な決定因子として関与している
ことが明らかとなり、心理社会的手法による直接的な認知機能障害への介入に期待が高まったため
である。

モーニングセミナー

われわれはこれまで統合失調症における認知機能、中でも前頭葉機能と関係の深い発散的思考
（divergent thinking）に着目してきた。発散的思考とは、解法、回答が複数ないしは無数にある
際の思考形式で、収束的思考（convergent thinking）に対比され、open-endedな構造をもつ流暢性
（fluency）課題が代表的検査である。われわれは、①アイデア、デザインに関する流暢性課題を開発

ランチョンセミナー

し質的評価を行い、発散的思考における質の高い回答の産出障害が統合失調症において特徴的であ
ることを報告し（Nemoto et al., 2005）、②発散的思考の障害と社会機能障害との関連を検討し、統
合失調症の発散的思考の質的障害が社会機能障害の重要な決定因子であることを見出し（Nemoto et
al., 2007）
、③発散的思考を標的とした機能領域特異的な認知機能訓練プログラムを開発し、同プロ

シンポジウム

グラムの社会機能障害に対する有効性を明らかにした（Nemoto et al., 2009）
。
統合失調症の早期段階における認知リハビリテーションの有用性に関する報告は未だ少ないが、
社会機能を改善し良好な長期的転帰に導くためにはその検討が不可欠であるといえる。統合失調症
早期段階および精神病発症危険状態（at-risk mental state, ARMS）
を対象としたわれわれの認知機能

一般演題

訓練に関する研究を紹介しながら、早期段階の認知リハビリテーションにおける訓練内容、実行可
能性および有効性について検討したい。

ポスター

仙台国際センター 会議棟

81

日程表

S7-2

脳の可塑性への働きかけ 〜認知機能トレーニングの可能性〜

統合失調症に対する認知リハビリテーションの効果、
およびその神経基盤に関する研究

プログラム

○飯塚 邦夫
東北大学病院

統合失調症の認知機能障害は、その社会機能やQOLへの影響の大きさから重要な治療標的と考え
会長講演

られている。認知リハビリテーションはワーキングメモリトレーニング等の反復的な認知トレーニ
ングを中心的な構成要素とし、認知機能障害に対する有望なアプローチとされ研究が進められてい
るが、認知機能改善の神経基盤は充分明らかになっていない。近年健常人に対するスキルトレーニ

特別講演

ングや認知機能トレーニングにおいて、トレーニング内容に関連する領域の脳形態の変化が生じる
ことが明らかになっているが、統合失調症を患う人々においても同様の脳構造の可塑性が認められ
るかについてはほとんど調べられていない。
本研究では、健常者を対象とした研究において認知機能改善効果が報告されている、市販の認知

教育講演

トレーニングゲームを用いた認知トレーニング介入を行う無作為割付試験を実施し、認知機能の改
善が得られるか確かめるとともに、トレーニングに伴う脳形態変化を調査することを目的とした統
合失調症の診断で外来通院している14歳以上40歳未満の患者を対象とし、参加者を無作為に認知ト
レーニング群と一般のゲームを実施する対照群に割り付け、週4回各回30分、8週間の間、それぞれ

モーニングセミナー

自宅で認知トレーニングゲームまたは一般のゲームに取り組んでもらった。介入前後に認知機能を
測定するとともに、核磁気共鳴画像法（MRI）により参加者の脳形態を測定することで、介入による
影響を評価した。
介入の結果、処理速度と実行機能を評価する認知機能検査項目において、介入群に有意な改善が

ランチョンセミナー

認められた。また、脳形態画像をVoxel-based morphometry（VBM）により解析したところ、介入群
において右上・中側頭回の前方領域に有意な容積の減少が認められた。
本研究においては比較的短時間の認知トレーニングにより、認知機能の改善のみならず脳灰白質
形態の変化も生じることが示された。今後認知トレーニングの認知機能および脳形態への知見が蓄

シンポジウム

積されていくことにより、認知トレーニングによる認知機能改善の詳細なメカニズムの解明や、よ
り効果的な認知リハビリテーションプログラムの開発につながることが期待される。
なお、本研究は東北大学大学院医学系研究科倫理委員会の承認の下、全ての参加者に研究内容を
十分説明し、書面による同意を得たうえで実施された。

一般演題
ポスター
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脳の可塑性への働きかけ 〜認知機能トレーニングの可能性〜

日程表

S7-3

統合失調症の認知機能障害とその治療
−認知矯正療法NEARの実践と治療効果を中心に−

プログラム

○兼子 幸一1、朴 盛弘1、中込 和幸2、長田 泉美1、板倉 征史1、最上 多美子3
鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野、2国立精神・神経医療研究センター病院、

1

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻

3

会長講演

認 知 矯 正 療 法Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation（NEAR）を
統合失調症圏の患者に 6 ヵ月間実施し、NEARが脳機能に及ぼす効果を検討した。本研究は、鳥
取大学医学部倫理審査委員会の承認を受けている。NEARがもたらす生物学的効果の判定指標に
は、作業記憶課題
（2-back課題; N=19）および語流暢性課題（N=13）を用い、各認知課題に関連する

特別講演

近赤外線スペクトロスコピー（NIRS）で測定した脳血液量変化（Δ[oxy-Hb]，以下NIRS信号）を用い
た。NIRSの測定はNEAR介入前後に6 ヵ月間の間隔で2回行った。また、NEARによる介入を行わ
ない通常治療群（作業記憶課題N=12；語流暢性課題N=16）にも6 ヵ月間隔で同様にNIRS測定を行い、
NEAR群と比較検討した。その結果、①作業記憶課題に関連するNIRS信号は、両側背外側前頭前野

教育講演

（BA 9，46野）、左腹外側前頭前野（BA 45野）、右前頭極部（BA 10野）で有意に増加した（paired

t -test．p<0.005 ～ 0.05）。また、反復測定分散分析の結果、群×時間の有意な交互作用（p<0.03）が認
められた。さらに、介入前後の作業記憶課題関連の[oxy-Hb]活性化の差分とBACS-Jで評価した言語

モーニングセミナー

記憶及び語流暢性の改善度とが、主に右半球の皮質領域で正の相関（ρ 0.49 ～ 0.57, p<0.01 ～ 0.05）
を示した。また、左Broca野において、介入前の2-back課題関連[oxy-Hb]活性化の程度とBACS-J
composite scoreの改善の程度とが正の相関（ρ 0.54 ～ 0.58；p<0.01 ～ 0.03）を示した。②語流暢性
課題によるNIRS信号は、作業記憶課題の場合と対照的に、右前頭極部、左腹外側前頭前皮質領域

ランチョンセミナー

でNEAR後に有意に減少した（p<0.05）。また、反復測定分散分析で、群×時間の有意な交互作用は
見られなかった。BACSの注意・処理速度、遂行機能、composite scoreでは、NEAR前後の変化分
（Δ=NEAR後－NEAR前）がNIRS信号の同様の変化分と正の相関を示したが、相関を示すチャネル
数は4以下で、クラスター形成も弱かった。

シンポジウム

以上の結果から、6 ヵ月間のNEARは統合失調症で障害される認知機能に関して、大小作用とと
もに
“normalize”する可能性があること、及び2-back課題に伴う脳血液反応のサイズが NEARによる
認知機能の改善程度を予測する可能性が示唆された。しかし、NEARによる介入がもたらす脳機能
変化の程度は、課題によって異なることが判明し、脳機能に対するNEARの生物学効果は、負荷さ
れた認知課題の特性や難易度の影響を受けるダイナミックな変化であることが示唆された。

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S7-4

脳の可塑性への働きかけ 〜認知機能トレーニングの可能性〜

入院患者を対象とした認知機能リハビリテーションの実践

プログラム

○山澤 涼子
医療法人財団厚生協会大泉病院

認知機能障害は社会的転帰に強い影響を及ぼすことが分かっており、認知機能リハビリテーショ
会長講演

ンは、近年リハビリテーションの場で広く行われるようになっている。認知機能は日常生活場面に
密接に関係していることもあり、外来に通院している患者を対象に、デイケアなどでリハビリテー
ションが行われることが多い。年々入院期間が短くなっていることもあり、入院中に継続した認知

特別講演

機能のリハビリテーションを行うことは難しいのも事実である。しかし、入院中は日常生活の様子
を子細に観察できるチャンスでもあり、時間をかけて集中的に認知機能の評価を行い、日常生活上
の課題を明らかにすることが可能である。また、入院中の早い時期から自分自身についてよく知る
ことで、退院後の生活に向けて目標を具体的に立てることが可能になり、早い社会復帰に結びつく

教育講演

ことができると考える。こうした考えから、当院では入院患者を対象とした認知機能リハビリテー
ションプログラム「ロンピカーポ」を平成26年4月から実践している。
ロンピカーポの目的は、自分自身のことをよく知ること、そして退院後の生活について課題や目
標を明確にすることである。40代までの主に統合失調症の患者を対象としている。プログラム導入

モーニングセミナー

前に主治医によるPANSS、GAFを用いた精神症状の評価を行うとともに、神経心理学的検査を用
いて認知機能を評価する。また自記式の社会機能評価スケール（SFS; Social Functioning Scale）で社
会機能の評価も行う。こうしたアセスメントの結果を1対1で丁寧にフィードバックし、日常生活や
社会復帰に向けた課題と結びつけ、プログラム参加へのモチベーションが持てるように促す。また

ランチョンセミナー

検査等の結果は主治医など患者にかかわるスタッフにもフィードバックされる。プログラムは週に
1回90分で、5-10人の少人数グループで行い、スタッフは作業療法士と臨床心理士が3名参加して
いる。プログラムの内容は改訂を繰り返し、現在は4週間でひとつの認知機能について取り上げ、
ゲームや課題を用いたリハビリテーションを行うとともに、こうした認知機能がどのような生活場

シンポジウム

面で必要となるかを考える言語セッション、ブリッジングの時間を十分にとっている。退院後は原
則としてデイケアでの認知機能リハビリテーションプログラムに移行するが、その際に入院中にか
かわったスタッフからデイケアスタッフへ申し送りを行うほか、合同の勉強会を定期的に開き、入
院中から退院後まで一貫したリハビリテーションを行えるように配慮している。

一般演題

プログラム開始から現在まで32名が参加している。シンポジウムでは実際に用いているテキスト
などを示しながら、具体的なプログラムの実践方法をお話しするとともに、神経心理学的検査の結
果等からその効果について報告する。

ポスター
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日程表

シンポジウム8

プログラム

ARMS：日常臨床適用への課題

会長講演

欧米豪を中心とした世界各国の研究により、ARMSが将来的な精神病性
疾患の発症予測・予防に一定の寄与をする概念であることが明らかにされて

特別講演

きた。しかし、それは主に専門機関での研究成果にとどまるもので、多様な
実臨床場面での概念の適用には課題が残るとされている。本邦においても、

ARMSの概念の存在自体は認知されつつあるものの、研究を推進している一
教育講演

部の大学病院を除く一般臨床の現場でもそれが適切に理解され、有用なもの
として役立っているとは言い難い。
研究機関以外でARMSを適用するに当たっては、文化・社会的背景、医療

モーニングセミナー

制度を鑑みながら、本邦の実情に合わせてこれを行う必要がある。そこで本
シンポジウムでは、日常的にARMSに触れる機会のある様々な立場の担当者
をシンポジストとし、本邦の日常的な環境でいかにARMSを扱うべきかにつ

ランチョンセミナー

いて議論を交わしたい。特に、①実臨床その他の場面ではARMSとどのよう
に出会い、どのような姿勢や方針でARMSを扱うのか、②研究機関・専門外
来と臨床医療機関・教育現場等がどのように連携をしていけばいいのか、に

シンポジウム

ついて議論を行う。
尚、本シンポジウムは、各々のシンポジストからのプレゼンテーションに
加え、多様な立場からの報告や提言を行って頂くことを重視する。そのた
め、フロアも交えた議論の時間を多く設ける形としたい。

一般演題
ポスター
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ARMS：日常臨床適用への課題

日程表

S8-1

ARMS診療の一例／精神科診療所より

プログラム

○茅野 分
銀座泰明クリニック（精神科）

ARMS. At Risk Mental State 精神病罹病危険状態とはYungらにより提唱された概念で、精神病・
会長講演

発病リスクの高い状態を意味し、前駆期Prodromal Stageと同義に考えられる。前駆期は後方視的
に用いられるため、厳密には異なる。その意味でARMSとは前方視的な用語であり、治療的な意義
を持つと言える。

特別講演

ARMSの患者は、はじめ陰性症状や不安・鬱症状など非特異的な症状を呈する。患者は10代後半
から20代前半であることが多いため、親、兄弟・姉妹、教師、スクールカウンセラー、内科医など
非専門家へ相談を繰り返す。いずれも Help Seeking Behavior 援助探索行動であり、関係者はこれ
を糸口として精神医療へつなげられたい。それには、日ごろからネットワークが求められる。

教育講演

筆者は精神科診療所で日常臨床を行っているため、関係者からの紹介を受けることがしばしばあ
る。読者のイメージを喚起しやすくするため、症例提示からはじめよう。なお症例は個人情報が特
定されないよう変更修正してある。

モーニングセミナー

A男、17歳、高校生
母方叔父が精神科へ入院歴があったらしい。父は大手企業勤務。母は家事専従。妹が一人。おと
なしく、まじめな子どもだった。成績は優秀で表彰されることもよくあった。有名高校入学後より、

ランチョンセミナー

何のために勉強しているのか、何のために生きているのか悩むようになった。時に眠れず、頭の中
で考えがグルグルを回るため、担任教師や養護教師へ相談した。そこで当院へ紹介。話を詳しくう
かがうに、子どもの頃から親の期待を一身に背負い育ってきた。しかし高校入学そして大学受験勉
強に備え自分の人生は何のためにあるのか分からなくなっているという。了解可能な内容であった

シンポジウム

が、硬い表情で、瞬きが多く、落ち着かない様子はプレコックス感を抱かせた。スルピリド150mg
にて経過観察2週間、なんか居ても立っても居られない、皆から責められているような気がする、
もう死んでしまいたいという訴えにて両親に抱えられ受診。関連の精神科病院へ入院紹介となった。
精神病的な遺伝素因を背景とし、過剰適応的に養育され、思春期に神経症的な訴えから発症し、

一般演題

精神病的な反応まで来たした症例である。まさにARMSであり、かつてならば境界例と診断された
疾患である。しかし、臨床家として大事なことは診断というラベリングではなく、苦痛を覚える患
者に寄り添い、できる限りの援助・サービスを提供していく治療・マインドであろう。

ポスター

筆者は診療所の任務として、学校や職場と単科病院や大学病院との中間を意識している。特に筆
者の診療する診療所は東京の中心部に位置し、夜間・土曜診療を行っていることが特徴である。東
京で忙しく過ごす人々が、匿名性を保ちながら、気軽に受診できるよう、様々な工夫を施している。
これらにより、顕在発症する前に早期発見・早期治療へ寄与することができれば幸いである。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

S8-2

ARMS：日常臨床適用への課題

教育現場から見たARMSへの介入とその課題

プログラム

○関崎 亮1,2
学校法人

1

桐丘学園

理事、2東邦大学医学部精神神経医学講座

児童思春期発症の精神疾患に対しては、世界的に多大な関心を集められており、海外では、早く
会長講演

から、疾病予防のための啓蒙活動や集団心理教育等が教育現場に取り入れられてきた。本邦におい
ても中央教育審議会答申（2008年）で、児童生徒の健康を取り巻く状況として、都市化、少子高齢化、
情報化、国際化などによる社会環境の急激な変化は、彼らの心身の健康にも大きな影響を与えてお

特別講演

り、学校生活においても、生活習慣の乱れ、いじめ、不登校などのメンタルヘルスに関する課題が
顕著化していることが示された。事実、精神疾患の75%は24歳以下で発症し、萌芽的症状を入れる
と大半は12から24歳で発症することが報告されている。このような現状に対して学校場面における
メンタルヘルス対策の主軸は予防活動である。一次予防においては「セルフケア」が特に強調されて

教育講演

いるが、学習指導要領の変遷による授業時間数の縮小により、精神的不調のある場合に適切な行動
を選択できる知識や考え方を獲得する十分な教育内容は提供されているとはまだ言えない。また、
精神的不調を認めた場合の二次予防に関しては、学校生活全般を通じて生徒の日常生活を観察して
いる教職員が、比較的早期に生徒の精神的不調やその兆候に気付ける立場にいるため、早期介入と

モーニングセミナー

いう点で求められる役割は大きいが、行動上の問題や社会的適応の問題（教育的領域）と疾患適応の
範囲（医療的領域）との見極めは困難である。特にARMSに関しては、うつ病など比較的概念が広く
普及しつつある精神疾患とは異なり、まだ、その知識が学校現場まで十分に普及しているとは言え
ない。また、この時期の「微弱な陽性症状」に関しては、一般人口においても出現する可能性がある

ランチョンセミナー

“PLEs”や“思春期危機”などとの鑑別が困難であること、若年者の特徴として言語表出の乏しさ、希
薄な援助希求などからより早期に把握することが困難な現状もある。加えて、精神疾患に対するス
ティグマはまだ決して少なくなく、保護者としては、学校側から精神科受診を勧められることに大
きな抵抗があるとの指摘や教育的相談や指導を超えた精神科医療機関や精神保健の専門機関と連携

シンポジウム

をどのように図るかについて、学校側に実践的対処技能が獲得されていない状況が存在する。
本発表では、教育現場でARMSをどのように捉え、さらに介入していくべきかについて具体的な
事例をもとに検討し、今後の課題と対策についてまとめた。

一般演題

KEY Words: ARMS、疾病予防、スティグマ、進学の問題、家族との関係
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S8-3

日程表

ARMS：日常臨床適用への課題

新規に診療開始した大学病院の立場から

プログラム

○大久保 亮
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

会長講演

1. 北海道地域での臨床ニーズ
プログラムの開始に先立ち2011年10月から2012年9月の期間に、北海道内の6つの精神科専門医療機
関においてARMS（at risk mental state）
患者の有病率・受診経路を調べる多施設調査を行った。その
結果、研究に参加した16歳～ 30歳の精神科初診患者157例のうち、25例、15.9%がPRIME-SCREEN 陽性

特別講演

であった。PRIME-SCREEN陽性患者とPRIME-SCREEN陰性患者で受診経路に差はなかった。
北海道地域にはARMS患者を対象とした医療機関はないため、臨床的なニーズの把握、充足を目
的に、地域の高度医療機関として、診療を開始した。

教育講演

2. 地域連携を意識した4泊5日の検査入院プログラムの立ち上げ
北海道の地域特性を考えて、遠方からも利用が可能なように、4泊5日の検査入院を行って検査結
果をかかりつけの精神科医にお伝えするというプログラムを作成した。対象は、統合失調症ないし
こころのリスク状態が疑われる患者とし、かかりつけ医からの紹介を必須とした。

モーニングセミナー

入院中は①SCID・CAARMSを使用した病歴聴取、②事象関連電位検査などの神経生理検査、
③頭部MRI・SPECT・DATscanなどの頭部画像検査、④BACS・MCCBなどの認知機能検査といっ
た各種検査を行い、検査後は当院の統合失調症診療グループで検査結果を踏まえて検討し診断や主
治医・本人への情報提供の内容を決定するといった流れとした。

ランチョンセミナー

3. 臨床的な意義と今後の課題
2014年9月から試験的にプログラムを開始し、2015年4月には道内の関連病院・クリニックなど40
施設に案内文を送付した。「こころのリスク検査入院」「統合失調症検査入院」の2種類のプログラム

シンポジウム

を用意し2015年9月までで14例が検査入院に参加し、「こころのリスク検査入院」が11 ／ 14例と多数
を占めた。
その中には、統合失調症診断閾値下の症状が認められたことで、効果が不明確であったにも関わ
らず抗精神病薬が10年以上投与され、副作用に悩まされているという症例があった。ARMSに関し

一般演題

てはDSM-5への採用が見送られるなど、過剰診断・過剰治療の懸念が強く示されているが、ARMS
概念と関係なく、診断閾値下の症状に抗精神病薬が広く使用されている現状がある。当院のプログ
ラムには、そうした過剰な薬物療法に警鐘を鳴らす役割が期待されていると考えている。
今後の課題としては、専門的な治療が挙げられる。ARMS患者を対象とした治療を行う場合、薬

ポスター

物療法に偏重しないような治療環境を整備する必要があると考えられる。当院のデイケアでも近年、
若年者に特化したプログラムを整備しており、ARMS患者の受け皿として役割を果たすべく、検討
を重ねている。
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日程表

S8-4

ARMS：日常臨床適用への課題

ARMS：日常臨床適用への課題
専門外来の立場から

プログラム

○桂 雅宏
東北大学病院精神科

我々は大学病院において精神病発症リスク状態（ARMS）に対する専門外来を運営している。専門
会長講演

外来で追跡された対象の特徴は欧米の先行研究と類似しており、またそれと同等の精神病移行率を
示すことが分かっている1）。
医療制度の違いなどから、専門外来への受診経路は海外とは異なる特徴を示し、専門家からの紹

特別講演

介が中心であった。しかし、はじめの30 ヶ月間で80%は精神病に移行しないARMSの集団であるに
も関わらず、40%は既に精神病と診断され、抗精神病薬が処方されていた。この結果は、仮想事例
を用いて一般精神科医を対象に行われた先行研究2）の結果と一致している。また、DSM-5編纂に向
けた議論の過程で、減弱精神病症候群（ARMSの一部に相当）を一般臨床に適用することは時期尚早

教育講演

と結論づけられたが、ARMSの概念が表面的な形で誤って敷衍することで、過剰な介入が早期から
行われる危険性は看過できない問題である。こうした問題を改善していくためにも、専門外来や研
究領域で得られた知見を臨床現場に適切に還元していくことは、大学病院専門外来の責務であろう。
しかしながら、専門外来は人的・資金的に恵まれた特殊な環境であり、同様の診療を非専門的な

モーニングセミナー

臨床場面で提供することには大きな困難を伴う。従って現状ではまず、専門外来で得られた知見、
診療指針の一部を選択的に非専門的環境に援用することが現実的かもしれない。例えば、確定診断
や抗精神病薬投与の開始を慎重に行うこと、精神病症状に限定されず併存症や社会的問題に焦点を
当てる問題志向型のアプローチ、経過を悲観しない臨床姿勢など、ARMSの診療の基本となる考え

ランチョンセミナー

方は、日常臨床の中でも大いに役立てることができる。
専門外来と非専門医療機関との連携の工夫も求められる。例えば、欧州の最新の指針3）では、
ARMSの診断や同定は訓練された専門家が行うこと、非専門家が行う場合にも電話等で専門家にコ
ンサルトすることが推奨されており、両者の密な連携が原則とされている。診断段階での連携強化

シンポジウム

は、診療指針共有のためにも有用かもしれない。ところで、研究目的の専門外来の敷居が高くなり
がちであることには留意したい。診断の厳密性を重んじるあまり間口が狭まる、一般臨床の現場で
の感覚との乖離が生じる、診療経過についてのフィードバックが疎かになる、等の問題が生じやす
いことを、専門外来の側に立つ者として強く意識し、より利用しやすい専門診療を提供したいもの

一般演題

である。
【文献】
1）Katsura et al. / Schizophr Res 158 (2014) 32–38

ポスター

2）辻野ら / 精神医学 52（2010）1151-1159
3）F. Schultze-Lutter et al. / European Psychiatry 30 (2015) 405–416

90

The 19th Annual Meeting of Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry

日程表

シンポジウム9

プログラム

アンチスティグマ活動
−当事者の声を発信する意義−

会長講演

当事者から声を発信する活動が多く行われるようになってきている。当事
者やその家族が体験を話すことによって、スティグマが解消されることが報

特別講演

告されているが、当事者が自分の体験を話すことは当事者自身あるいは聴衆
にどのような影響を与えるのだろうか。本シンポジウムでは、当事者から声
を発信することがどのようにスティグマを解消するのか、その意義や残され

教育講演

た課題について整理し、議論したい。

モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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アンチスティグマ活動

−当事者の声を発信する意義−

日程表

S9-1

当事者研究を「発表する」という事

プログラム

○伊藤 知之
浦河べてるの家

今、浦河発のセルフヘルププログラムとして、当事者研究が全国に広がっている。先般の統合失
会長講演

調症学会では、丹羽真一先生が「日本発の治療パラダイム」として紹介してくださっている。当事者
研究の発表の場は、全国で行われている当事者研究ミーティングや、当事者研究の各書籍、NPO法
人地域精神保健福祉機構・コンボが発行する「こころの元気プラス」、浦河と地方開催で毎年交互に

特別講演

開催する当事者研究全国交流集会など、多数ある。当事者研究を「行う事」については、様々な先行
研究があるので、今回は当事者研究を「発表する事」について考察したい。

教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S9-2

アンチスティグマ活動

−当事者の声を発信する意義−

偏見に関する心理学的研究について

プログラム

○坂本 真士
日本大学文理学部

スティグマの問題は、心理学では、集団に対する偏見やステレオタイプというテーマで研究され
会長講演

ている。ここでステレオタイプとは、ある集団に対して人々がもつ過度に単純化し、画一化し、固
定化したイメージのことである。また、ある人がある集団に属しているというだけで、その人に対
し所属集団のイメージを当てはめて判断することをステレオタイプ的認知という。人は、ステレオ

特別講演

タイプに合致する行動や特徴には注目するが、合致しない行動や特徴を無視したり、「例外」と認識
したり、記憶しなかったりするため（仮説確証型判断）、ステレオタイプは解消されにくい。ステレ
オタイプは偏見を生じさせる可能性があり問題となることもあるが、相互作用する人物に対する判
断（対人認知）が迅速に進むため、ステレオタイプ的認知は無意識的に生じる。

教育講演

ステレオタイプに関係が深い概念として、社会的アイデンティティがある。社会的アイデンティ
ティとは、自分がそこに属すると知覚する社会集団ないし社会的カテゴリーの成員性に基づいた自
己概念のことである（例えば、「私は○×会社の社員である」とか「私は○×県民である」など）。人は、
自分が属する集団（内集団）と属しない集団（外集団）を区別し、内集団成員を外集団成員よりも好ま

モーニングセミナー

しく評価し、内集団成員により好ましい態度で接することが知られており（内集団バイアス）、外集
団成員に対する偏見の原因となりうる。内集団バイアスの背景には、自分自身に対する評価を高く
保ちたいという動機が存在すると言われている。
他に、偏見に関する概念として錯誤相関がある。錯誤相関は、集団内の少数事例が集団全体の評

ランチョンセミナー

価に及ぼす影響が、大集団よりも小集団においてより強く現れる現象であり、偏見を生み出す可能
性がある（例：精神障がい者による犯罪報道の影響）。小集団や少数事例は大集団や多数事例に比べ
ると、図と地の関係で目立ちやすい。小集団の少数事例は二重の意味で目立ちやすいので、その存
在が過大評価されるのである。

シンポジウム

では、健常者・障がい者間の相互理解を促進したり、健常者がもつ障がい者ステレオタイプを修
正したりするためにはどうしたらよいだろうか。心理学の研究によると、ステレオタイプと合致し
ない情報に接することが有効だとされている。その一つの方途が、当事者が健常者と接触すること
である。ただし、闇雲に当事者と健常者が接触の機会をもてばよいわけではなく、いくつかの留意

一般演題

すべきポイントがある。
本発表では、まず、ステレオタイプや内集団バイアス、錯誤帰属について簡単に紹介する。その
後、当事者との接触経験が、健常者に対してどのような心理学的効果をもたらすかについて、心理
学の研究成果を参照しながら説明する。最後に、病気の予防や早期介入を高めるために偏見の低減

ポスター

が必要であることから、当事者接触の効果を高めるための課題について述べる。
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アンチスティグマ活動

−当事者の声を発信する意義−

日程表

S9-3

「語ること」が私にもたらしたもの
〜 人生 にいつくしみのまなざしをむけてみる〜

プログラム

○川村 有紀
仙台スピーカーズビューロー

会長講演

1. はじめに
「統合失調症」と病名を知った頃、私は20歳前後の教会音楽家を目指す大学生だった。閉鎖病棟に
いたときは、自分のことを死へと追いやる声が始終聞こえており、また飲んでいた薬の影響で始終
よだれをたらし、自分のこころも体も誰かに乗っ取られているような感覚だった。夢や希望などは
すべて閉ざされていると感じていた中、私は「誰かのために何かしたい」という思いを抱いていた。

特別講演

それから数年後に仙台スピーカーズビューロー（以下、仙台SB）につながり、もしかしたら、閉鎖
病棟にいたときから抱いていた思いが叶うのではないか、そんな思いで活動に参加し始めた。

2. 語ることによる、私自身の効果
教育講演

「病の経験は人に語るものではない」誰から教わったわけでもないが、いつしかそんな風に思うよ
うになっていた。「病の経験＝恥ずべきもの、人生の汚点」そのように考えていた。しかし、仙台SB
に携わるようになり、初めての講演依頼を受け実際に原稿を書いている時、「やっぱり生きていてよ

モーニングセミナー

かった」そんな涙があふれた。そして、私は自分の人生にいつくしみのまなざしを向けていた。この
時私の世界観は大きく変化した。どんな人生も尊く、価値のあるものである、そのように思うよう
になった。

3. 講演を重ねていく中での気づき

ランチョンセミナー

しかし、講演の数を重ねるうちに、「誰かのために何かしたい」という自身の本質を見失うことが
あった。自分がいかにどん底から這い上がってきたか、そして今いかにうまくやっているか、そん
な一人よがりな講演をしていたように思う時代が私にはあった。しかし、そこから本質に立ち返ら
せてくれたのは、聞いてくださる方のコメントだった。「あなたは病気が軽かったのよね」「若いか

シンポジウム

ら治りがいいのよ」というコメントにショックを受けつつも、一人よがりにならないように、もっと
聞く相手のこころに寄り添った語りにするように心がけた。それは毎回、傷口に塩を塗るような厳
しい作業である。

一般演題

4. それでもこの活動を続けるわけ
傷口に塩を塗るような厳しい作業をして、それでも私がこの活動を続けているのは、今から10年
前に閉鎖病棟の中で抱いていた思いにさかのぼる。「誰かのためになることをしたい。」
10年前の自分のように、何もかもが閉ざされているような、背を向けられているように感じてい

ポスター

る人やそのような人にかかわる人に「それでもあなたの人生は尊い」という事を伝えていく、それが
今一度、仙台SBによって命を吹き込まれた私が担っていくべき使命だと感じている。自分や相手の
ストーリーや語りにいつくしみのまなざしを向けていける世の中は、病気の有無にかかわらず誰を
もあたたかく包み込んでゆくのではないだろうか。
仙台国際センター 会議棟

95

日程表

S9-4

アンチスティグマ活動

−当事者の声を発信する意義−

当事者の語りが人々にもたらしたもの
〜仙台スピーカーズビューローの取り組みから〜

プログラム

○菅原 里江1,2
東北福祉大学メンタルヘルスプロモーションセンター、2東北福祉大学総合福祉学部

1

現在、精神障がいや精神疾患の正しい知識・態度の普及啓発、そしてスティグマの解消に向けて
会長講演

さまざまな活動が行われています。これらの活動では、専門家による正しい知識の普及だけではな
く、当事者との接触体験が効果的な方法と考えられています。仙台スピーカーズビューロー（以
下SB）※ では、単なる接触体験を超えて、聴講者の生活の場に出向く、ディスカッションを行う、

特別講演

フォーカスグループミィーテング（以下FGM）を行う、依頼内容に応じてプログラムを作成するな
ど、当事者からのアウトリーチ、双方向、相互理解をキーワードとしてすすめています。これまで
のSB活動から、当事者による講演は、1）社会的スティグマ（social or public stigma）
の是正と2）セル
フスティグマ（self-stigma）
の改善の2点に有効であるとわかりました。

教育講演

1）聴講者の変化：社会的スティグマ（social or public stigma）の是正
講演後に実施したアンケートによると、聴講者の約9割が「講演を聞いて、講演前に持っていた精
神疾患・精神障がいのイメージから変わった」と回答し、『普段思っていたことと違う』『幸せと感じ
ることは病気とは関係ない』『何故自分は今まで聞いて来なかったのか、社会でもっと聞くべき内容

モーニングセミナー

だ』などの具体的変化がみられました。また、「相談すること」をテーマとして、福祉専門職を目指す
学生と行ったFGMでは、『当事者から問われることは今までなく、初めての経験だった。自分の言
葉で自分のことを話すのがいかに難しいのかに気づいた』など専門職の自己覚知につながりました。

2）講演者の変化：セルフスティグマ（self-stigma）の改善

ランチョンセミナー

講演活動を継続しているSB講演者へのヒアリングから、講演当初抱いていた自己否定や孤独感が
徐々に『自分を認める、自分自身のまとめができた』『つながりを実感する』
『自分の役割に気付く』
と変化し、それらの変化を講演までのプロセスで行う体験の可視化、表出、再構成が促したとして
います。その効果をより明らかにするために、2013年にSB講演者を対象として「日本版リカバリー

シンポジウム

アセスメントスケール」を用いたアンケート調査が行われました。その結果、SB活動前後を比較す
ると、RASの得点が全項目で上昇し、「自分の将来に希望を持っている」「自分のことがとても好き
だ」の項目では、変化が顕著に表れていました。
今シンポジウムでは、SB活動を通して明らかになった聴講者の変化、講演者の変化、変化した要

一般演題

因を報告するとともに、活動の課題について報告いたします。
※ SBとは、精神疾患や精神しょうがいを理由にうけてしまう偏見や誤解の是正に取り組むための講演活動で
す。自分の体験や思いを話すことで、精神保健福祉に対する正しい知識の普及を目指しています。

ポスター
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日程表

シンポジウム10

プログラム

胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性
〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

会長講演

精神疾患の病態や発症モデルでは、胎生期から乳児期を含む発達早期の神
経発達の重要性が指摘されており、この 超早期 の時期に実現できる介入方

特別講演

法を検討していくことは、今後の予防精神医学において重要な領域になって
いくことが予想される。そこで、本シンポジウムでは、最近の疫学研究や

DOHaD（Developmental Origins of Health and Disease）の考え方、
教育講演

栄養精神医学、動物モデルを用いた検証などについて話題提供し、精神疾患
の 超早期 介入の可能性について検討してみたい。

モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

日程表

S10-1

乳幼児の神経発達パターンとその決定因

プログラム

○土屋 賢治、高貝 就
浜松医科大学子どものこころの発達研究センター

たとえば自閉スペクトラム症児は、診断が確定するよりずっと早期に、例えば表出言語の発達遅
会長講演

延など、神経発達パターンの異常（いわゆる早期徴候）を示すことが多い。しかしこれらの神経発達
パターンの異常は必ずしも診断には直結しない。「一般の子どもたち」（General population）も同様
の神経発達パターンを示すことがあるからである。

特別講演

では、一般の子どもたちの神経発達にはどのようなパターン・多様性があるのだろうか。また、
どのような子どもが異常な神経発達パターンをたどるのであろうか。
これらの疑問にこたえるため、地域代表性の高い「一般の子どもたち」約1200名から構成される出
生コホート（HBC Study）を用いて研究を行った。全対象者の0 ～ 24ケ月齢において、神経発達の評

教育講演

価（粗大運動・微細運動・視覚受容・受容言語・表出言語）を7回にわたって繰り返しながら追跡し
た。この間の5領域の神経発達の軌跡を、潜在クラス成長分析（Latent Class Growth Analysis）に
よって解析し、適切な数のクラスを抽出した。
その結果、5つのクラス、すなわち“high normal”
（12%）、“normal”
（49%）
、“low normal”
（21%）、

モーニングセミナー

“delayed”
（14%）、“markedly delayed”
（4%）の各クラスが抽出された。5つのクラスと関連する決定
因を探索したところ、早期の母乳からの離脱が“markedly delayed”クラスに関連していることが分
かった。この関連は、早産や身体疾患の有無によっても説明されなかった。
一般の子どもたちのうち早期に母乳から離脱する子どもは、神経発達に顕著な遅延を示すリスク

ランチョンセミナー

が高いことが示された。
なお、本研究は浜松医科大学「医の倫理委員会」の審査及び承認を得て行われた。
【文献】

Takagai S et al. Cohort profile: Hamamatsu Birth Cohort for Mothers and Children (HBC Study). Int J

シンポジウム

Epidemiol, in press.

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S10-2

胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

神経発達障害仮説に基づく統合失調症動物モデルからみた予防

プログラム

○和久田 智靖
浜松医科大学精神医学講座

統合失調症の病態仮説の一つに神経発達障害仮説がある。胎児期や周産期など神経発達が盛んな
会長講演

時期に正常な発達が妨げられ、思春期以降に統合失調症発症につながる、という仮説である。その
際正常な神経発達を阻害する要因として、疫学研究の結果から、周産期の低酸素や胎児期のウイル
ス感染などがよく知られている。これまでに様々な神経発達障害仮説に基づく動物モデルが作成さ

特別講演

れ、その妥当性や有用性について研究されてきた。我々は出生時に低酸素を負荷する子宮内仮死モ
デルが、有用な統合失調症の動物モデルの一つであることを報告してきた。言うまでもなく、神経
発達障害仮説を検証するには、胎児期や周産期にまでさかのぼる必要があり、モデル動物を用いた
検証が非常に有用である。

教育講演

近年、神経発達障害仮説を検証する上でミクログリアが注目されている。ミクログリアはグリア
細胞の一つで、脳内において免疫機能・酸化ストレス応答を担当している。ミクログリアは2つの側
面を持ち、活性化することで、炎症性サイトカインや活性酸素などの神経傷害因子と、様々な神経
栄養因子や神経保護因子を産生する。現在、ミクログリアに焦点を当てた治療法や予防法は確立さ

モーニングセミナー

れていないものの、抗炎症作用や抗酸化作用のある食品が、統合失調症の予防法として注目を浴び
ており、これらの食品によって統合失調症の治療や予防が可能かどうか検証されているところであ
る。
本発表の最後に、抗炎症作用や抗酸化作用のある食品やサプリメント（オメガ 3、Nアセチルシス

ランチョンセミナー

テイン、スルフォラファン等）を統合失調症モデル動物に投与することで、統合失調症の予防が可能
かどうか検証した報告をいくつか提示する。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

日程表

S10-3

栄養学からみた精神疾患予防の可能性について

プログラム

○須田 史朗
自治医科大学

精神医学教室

糖尿病や心血管障害などの生活習慣病の研究領域では、低出生体重がこれらの疾患の危険因子で
会長講演

あることが発見され、以後、その病因の起源を胎生期に求める概念が提唱されている（DOHaD理
論）。近年では精神疾患に関しても胎生期低栄養や低出生体重がその病因の起源となる可能性があ
ることが指摘されるに至っている。最もよく研究されているのは統合失調症との関連であり、第二

特別講演

次大戦中にオランダで生じた深刻な食料危機に関するコホート研究から、胎生期の低栄養状態への
暴露が統合失調症の危険因子となることが示された（Susser et al, 1996）。その後も妊娠期間中の母
親の低体重や貧血、低出生体重と統合失調症発症リスクの相関を示唆する報告が続いており、胎
生期の栄養環境は統合失調症の発症リスクを規定する重要な因子と考えられている（Gunnell et al,

教育講演

2003）。またうつ病についても、子宮内胎児発育遅滞や低出生体重と青年期のうつ病罹患率との関
連が報告され、注目を集めている（Räikkönen et al, 2008）。さらに、低出生体重は自閉症やADHD、
精神遅滞などの心理発達の障害のリスクとなることも指摘されている。幼少期の低 IQは統合失調
症の中間表現系である可能性が指摘されており、これらを総合すると胎生期低栄養や低出生体重は

モーニングセミナー

あらゆる精神疾患の発症リスクとなり得ることが示唆される（Suda and Takei, 2011）。
近年のわが国の現状を顧みると、美としての痩せを支持する社会的風潮を背景に、妊孕世代若年
女性のBMIが急速に低下してきており、摂食障害患者の増加傾向も著しい。妊産婦のエネルギー摂
取量も減少しており、その結果として低出生体重児の出生率が増加し続けている。これは、先進諸

ランチョンセミナー

国では日本だけに見られる傾向であり、DOHaD理論からは将来、生活習慣病のみならず、精神疾患
の罹患者数が爆発的に増加することが危惧される。わが国は人口が減少に転じて未曾有の高齢化社
会に突入しつつあり、次世代を担う子ども達の健全な育成を目指す取り組みが強く求められている。
したがって、わが国では、胎生期の低栄養が軽視できない現実的状況がある。しかし、胎生期低栄

シンポジウム

養暴露の長期的な影響に関する詳細な検討は不十分であり、子宮内胎児発育遅滞や低出生体重など
の胎生期低栄養に関連した病態と成年期以後の精神疾患との関係を説明する生物学的メカニズムも
解明されていない。
われわれの教室では胎生期低栄養と精神疾患の発症脆弱性形成との関連を検討するために、ラッ

一般演題

トに胎生期低栄養を暴露した動物モデルを作成し、検討を重ねている。本シンポジウムでは研究の
途中経過を報告し、妊娠中の適切な栄養管理の必要性について、また、栄養学からみた精神疾患の
予防・新規治療法開発の可能性について議論を加えたい。

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

S10-4

胎生期〜乳児期での介入と栄養精神医学の可能性〜新たな早期発見・早期介入方法の確立へ向けて〜

精神疾患予防における栄養の驚くべき役割と魅力

プログラム

○松岡 豊
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

臨床研究支援部

平成23年度水産白書によると、平成13年以降魚介類の国民1人当たりの摂取量が減少傾向にある
会長講演

のに対し、肉類はほぼ横ばいで推移していました。平成19年、20年は両者が拮抗していましたが、
平成21年に肉類が魚介類を上回り、その差も拡大傾向にあります。2500年以上前に、ヒポクラテス
は「Our food should be our medicine and our medicine should be our food」
と言っています。この

特別講演

古い教えが私たちの精神健康を考えるうえで再び注目されています。食事パターン、栄養成分、そ
して腸内細菌に至るまで、普段私たちの口を通して体内に入るものが、精神疾患の予防や治療に役
立つ可能性を示す研究が急速に集まりつつあります。対象疾患もうつ病や双極性障害、統合失調症
にとどまらず、軽度認知機能障害、注意欠陥・多動性障害、心的外傷後ストレス障害まで幅広く研

教育講演

究され、食による一次予防や治療の重要性が認知されるようになっています。我々は平成25年に
International Society for Nutritional Psychiatry（ISNPR）
を立ち上げ、「食や栄養の重要性は精神医
学における本流として考える時代である」という声明（Sarris J, 2015）を発表しました。本講演では、
ISNPR理事らが実施した研究内容を中心に、精神疾患予防における栄養の驚くべき役割と魅力を紹

モーニングセミナー

介します。
【文献】

Sarris J, Logan AC, Akbaraly TN, Amminger GP, Balanza-Martinez V, Freeman MP, Hibbeln J, Matsuoka Y,

ランチョンセミナー

Mischoulon D, Mizoue T, Nanri A, Nishi D, Ramsey D, Rucklidge JJ, Sanchez-Villegas A, Scholey A, Su
K-P, Jacka FN: Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. Lancet Psychiatry 2015;2:271-274

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

シンポジウム11

プログラム

統合失調症の早期介入とアウトリーチ

会長講演

統合失調症に対する早期介入（Early

Intervention：EI）は世界的には標準

的な治療として認められつつある。慢性化を防ぐには早期発見、早期治療、
特別講演

家族支援、就学就労支援、再発予防等を効果的に行う事が重要である。先進
諸外国においては発病後3 〜 5年の臨界期にアウトリーチ型の早期介入チー
ムを中心に、地域のなかで包括的な支援を継続的に提供するサービスが実践

教育講演

されている。国内においても地域移行への取り組みの必要性が示され、行政
における保健活動、訪問看護、精神科診療所、精神科病院などで様々な実践
が開始されているが、連携も含め未だ十分とはいえない。今回のシンポジウ

モーニングセミナー

ムにおいては、各現場における実践、成果報告を得て、アウトリーチ型の早
期介サービス構築に向けての今後の課題を明確にしたいと考えている。

ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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統合失調症の早期介入とアウトリーチ

日程表

S11-1

仙南保健所における措置入院患者等への支援について

プログラム

○大宮 美希子
宮城県仙南保健福祉事務所（宮城県仙南保健所）

地域における精神保健福祉活動の中心機関である保健所は、保健医療福祉関係機関と連携しなが
会長講演

ら精神障害者の早期治療や社会復帰の促進を図るとともに、地域住民の心の健康の保持向上を図る
ため各種の精神保健福祉業務を行っています。
また、当保健所では担当保健師の地区担当制をとり、措置入院者等のハイリスク者については入

特別講演

院中から退院後状態が安定するまでの支援を市町と連携して行ってきました。
しかし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく通報件数は近年増加傾向にあります。
措置入院事例の状況をみると本人の病識の問題だけでなく、家族の関係希薄・機能不全及び高齢
化などキーパーソンの問題が顕著になっており、よりきめ細やかな退院調整や退院後の支援体制強

教育講演

化が必要になっているのが現状です。
そこで措置入院者等への当保健所の関りを明確化することで関係機関と方向性の共有とより円滑
な支援につながることを目的として仙南保健所における措置入院患者等への支援活動ガイドライン
を作成しました。

モーニングセミナー

今回の発表ではガイドライン作成の経緯とその内容、保健活動の実践を紹介しながら、入院から
退院後の生活まで切れ目のない継続的な支援体制の構築に必要な課題について報告させていただき
ます。

ランチョンセミナー

シンポジウム
一般演題
ポスター
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日程表

S11-2

統合失調症の早期介入とアウトリーチ

当院における早期介入プログラムとアウトリーチの実践

プログラム

○酒井 道代
宮城県立精神医療センター

＜はじめに＞
会長講演

当院では、平成22年度より「名取EI（Early Intervention）プロジェクト」を立ち上げ、早期介入と
して、初回サイコーシスの対象者（19 ～ 34歳）に包括的アセスメント、心理教育、再発防止プログラ
ムといった一連のプログラムをキーワーカー中心で実施している。今回は、早期介入を中心とした

特別講演

この6年間の取り組みを紹介するとともに、事例を通してアウトリーチを含めた支援のあり方、今
後の課題について報告する。
＜早期介入の紹介＞

早期介入は、初回サイコーシスで35歳未満を対象としている。専属キーワーカーが包括的アセス
教育講演

メントを行い、それに基づくケアプランを作成し、心理教育、再発防止プログラム等を実施してい
る。キーワーカーは職種を限定せず、臨床心理士、精神保健福祉士、作業療法士、看護師が担当し
ている。また当院では、ケースに対する多職種チームで支援することが通常業務となっているので、
通常の支援が行われる中に、この支援が加わる形で実施している。

モーニングセミナー

上記のような方法で、平成22年度～現在までで20例に介入した。
＜事例＞

20例の中で、アウトリーチを導入しながら支援を継続している事例を紹介する。
Aさん

男性

20代

統合失調症

ランチョンセミナー

中学生頃から混乱しやすい傾向あり。大学入学後、盗聴器が仕掛けられている等妄想言動みられ
不眠や生活の乱れが続き、父や隣人に対する被害妄想が出現し、入院となる。
入院1 ヶ月後にキーワーカーの介入開始し、面接を通して関係作りを行う一方で、作業療法や外
出、外泊の実施や地域スタッフも含めてのケア会議を重ね、当院や地域からのアウトリーチを行う

シンポジウム

体制を作り、退院となる。
その後もご本人に対しての支援として、キーワーカーがゆっくりと一連の早期介入プログラムを
実施しながら、DCや就労支援事業所での活動を継続。ご家族には病院、地域からアウトリーチす
る中で家族の思いに寄り添い関わり続けている。またご本人やご家族も含めたケア会議を繰り返し

一般演題

行っていく中で、現在では、ご本人の思い、ご家族の思いが語られるようになってきている。
＜最後に＞

早期介入の対象者とその家族の特徴を挙げ、アウトリーチ支援を行うことでのメリットや難しさ、
今後の課題について話題提供させていただきたい。

ポスター
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日程表

S11-3

岡山県精神科医療センターにおける初回エピソード
統合失調症患者への包括的支援−病棟から地域まで−

プログラム

○佐藤 康治郎
岡山県精神科医療センター

【背景】
会長講演

初回エピソード統合失調症（以下FES）のクリティカルピリオドは5年といわれており、その間に集
中的な支援を行うことで、再発の予防および良好な社会機能の回復を目指すことができると言われ
ている。岡山県精神科医療センター（以下当院）では、年間約50名のFES患者が入院治療を受け、退

特別講演

院後は地域で生活している。当院では平成25年4月に目的志向型かつ通過型のデイケア（以下回復期
デイケア）を開設し、FES患者の再発予防および社会復帰に向けた支援を行っている。また、訪問看
護を中心とした多職種による包括的なアウトリーチによる支援も行っている。入院棟、回復期デイ
ケア、訪問看護がそれぞれ連携し、FES患者に対して入院棟から地域移行（社会復帰）まで継ぎ目の

教育講演

ない包括的支援を行っている。また入院治療には至らないFES患者に対しても外来、回復期デイケ
アおよび訪問看護による包括的な支援がなされている。
【目的】

当院におけるFES患者への入院棟、外来、回復期デイケア、訪問看護が連携した包括的支援の成
モーニングセミナー

果を検証する目的で、包括的支援を受けたFES患者の特徴および転帰について調査する。
【方法】

対象は平成25年4月～平成27年7月の期間に回復期デイケアの利用を終了したFES患者、訪問看護
を利用し6 ヶ月経過したFES患者48名である。調査項目は対象者の特徴、ベースラインの重症度、

ランチョンセミナー

社会機能などである。FES患者に対する包括的支援の第一の特徴は、回復期デイケアもしくは訪問
看護スタッフによるケースマネジメントが行われることにある。デイケアにおいては1年間という
期間を設定し、訪問看護においては期限を設定せず、本人のニーズに沿って社会復帰に向けた支援
を行う。第二の特徴としては認知行動療法的介入であり、入院棟、デイケアプログラム、訪問看護

シンポジウム

において症例概念化を協同的に行いクライシスプランの作成を行っている。またデイケアプログラ
ムでは認知行動療法的要素を取り入れたメタ認知トレーニング（MCT）を導入している。第3の特徴
としては家族支援であり、家族心理教育、グループワーク、必要時は家族面談などを行っている。
【結果】

一般演題

回復期デイケアの支援を受けた者25名、訪問看護の支援を受けた者12名、両方の支援を受けた者
11名であった。転帰は、一般就労15名、障害者枠就労3名、就労継続支援A型11名、就労継続支援B
型5名、地域活動支援センター 1名、復学5名、主婦業2名、社会的ひきこもり6名であった。
【考察】

ポスター

復学、就労（一般、障害者枠）率は47.9％であり初回エピソード精神病に対する早期介入研究と比
較しても大きな差がなく、当院におけるFESに対する包括的支援は一定の成果があった。一方、6名
は社会的引きこもりとなっており、包括的支援の限界も示された。当日は入院治療を経たものの、
包括的支援を受けなかったFEP患者の転帰についても報告する予定である。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

S11-4

統合失調症の早期介入とアウトリーチ

アウトリーチ活動から見えてきた早期介入の可能性と課題

プログラム

○伊藤 順一郎
メンタルヘルス診療所

しっぽふぁーれ

私たちは平成27年4月より、訪問診療を中心とする精神科診療所を運営している。精神科医は
会長講演

常勤が2名、2.5日の非常勤医が1名である。診療所のあるオフィスには、6年以上ACT（Assertive
Community Treatment：包括型地域生活支援プログラム）の活動を行ってきたNPO法人立の訪問看
護ステーションがあり、精神科医の1人は、その利用者の主治医を務めるチーム精神科医である。診

特別講演

療所を運営し始めるにあたり私たちは、ACT対象者以外の訪問診療のニーズがある精神疾患をもつ
人々にも応えたいと考えていた。そこで私たちはそのようなニーズを探りながら診療活動を始めた。
すると、行政の子育て支援課や障害者支援課、また、ホームレスや貧困家庭の支援をしているNPO
などから、家族に精神疾患を抱えた者がおり、かつ、その家族に属している子供が不登校であった

教育講演

り、ひきこもりであったり、また発達障害や統合失調症を含め何らかの精神疾患が疑われているが
未受診や医療中断中であるといった事例がいくつかあがり始めた。このような事例の家族には、多
くの場合、大人の精神疾患をもつ者に対して、相談や生活支援に入っている支援者がいた。しかし、
訪問頻度は月に1回程度のため、状況を大きく変えるような関わりはできないでいたり、医療ニー

モーニングセミナー

ズを感じながらも手をこまねいていたりした。
そういう人々に、私たちは今取り組み始めているが、試行錯誤の連続である。（1）子供本人との関
係性のとり方、（2）家族支援のあり方、（3）生活支援の支援者とのチームの組み方、（4）自立支援医療
などの制度の活用、（5）どのように治療的アプローチを深めていくかなどなど、あらゆる局面でいろ

ランチョンセミナー

いろな課題が生まれている。これらは、ARMSやUltra high riskにある人々への早期介入とは異な
る面もあるが、共通する面もあるように思われる。いくつかの事例を通じて考察してきたことを当
日は発表する。

シンポジウム
一般演題
ポスター
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S11-5

日程表

統合失調症の早期介入とアウトリーチ

初回エピソード統合失調症の心理社会的予後因子の検討：
多施設共同研究に向けて

プログラム

○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

会長講演

統合失調症の発症と臨床的予後を予測する因子として、数多くの心理社会的要因が同定されてき
た。特に、精神病未治療期間（DUP）、治療アドヒアランス、家族機能は、改善可能な予後予測因子
として、研究から臨床にいたるまで様々な場面で治療方策が提案、実施されてきた。ここ20年、世
界各国で実施されてきた早期支援サービスによって、DUP短縮と発症早期の重点的な支援によって
臨床予後が長期的に改善することが示されている。日本の医療保健福祉サービスは欧米とは大きく
異なるため、日本にあった早期支援サービスを構築し、サービスユーザーのニーズに合う政策提言
する必要がある。
東京大学医学部精神神経科では、平成23年度より早期精神病を対象とした心理社会的支援の多施
設共同RCTを実施してきた。また、東京大学では、平成20年度より大学生・大学院生の精神的不調
をシームレスに対応すべく、学生相談ネットワーク本部を設立し、早期支援を総合的に行っている。
本セッションの前半は、本研究で得られた知見を紹介し、日本での統合失調症早期支援サービスの
あり方を提案する。
また、統合失調症の発症および予後に関わる心理社会的要因の検討が、現在においても不十分で
ある。さらに、近年の社会情勢にあった調査はいまだほとんどなされていない。ここ20年で統合失
調症の治療環境は、医学的・心理社会学的に大きく変化し、臨床疫学的な調査を実施・継続するこ
とが必須である。我々は、平成20年度より統合失調症発症前後を対象としたマルチモダリティ縦断
脳画像研究（IN-STEP研究）を実施してきた。この研究は主に統合失調症発症前後の生物学的変化
を検討するものであったため、今年度より統合失調症発症前後を対象にした多施設共同の縦断研究
（3R研究, toward Remission, Relapse prevention, and Recovery）
を実施する予定である。本研究の目
的は、思春期の若者の心理社会的要因に焦点を当て、その変化が症状のみならず機能的予後とどう
影響するかを、研究によるバイアスを可能な限り小さくして検討し、実臨床に生かせる研究結果と
して発表することである。本セッションの後半は、3R研究の背景と目的を紹介し、目指すべき方向
性を考察していく。
本セッションで発表する研究内容のすべては、東京大学医学部倫理委員会もしくは東京大学ライ
フサイエンス倫理審査委員会の審査と承認を得ており、被験者には定められた方法でインフォーム
ドコンセントを得ている。

特別講演
教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー

シンポジウム

【文献】

ポスター

仙台国際センター 会議棟

一般演題

1. Koike S, Yamaguchi S, Ojio Y, et al.: Long-term effect of a name change for schizophrenia on reducing
stigma. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 in press
2. C hou PH, Koike S, Nishimura Y, et al.: Similar age-related decline in cortical activity over
frontotemporal regions in schizophrenia: a Multi-channel Near-Infrared Spectroscopy Study.
Schizophr Bull. 2015;41(1):268-79.3.
3. Chou PH, Koike S, Nishimura Y, et al.: Distinct effects of duration of untreated psychosis on brain
cortical activities in different treatment phases of schizophrenia: A multi-Channel near-Infrared
spectroscopy study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2014;49:63-9.
4. Koike S, Takano Y, Iwashiro N, et al.: A multimodal approach to investigate biomarkers for psychosis
in a clinical setting: the integrative neuroimaging studies in schizophrenia targeting for early
intervention and prevention (IN-STEP) project. Schizophr Res. 2013;143(1):116-24.
5. 思春期学．長谷川寿一監修 笠井清登／藤井直敬／福田正人／長谷川眞理子編．東京大学出版会,
東京，2015．
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シンポジウム12

プログラム

震災後の地域における予防・早期介入モデル
〜災害直後期の介入から中長期的な実践に学ぶ〜

会長講演

このシンポジウムでは、東日本大震災後、早い時期から岩手、宮城、福島
の各県で支援活動に携わり、地域に根差して活動を続けてこられている支援

特別講演

団体の方々をお招きします。
アウトリーチや早期介入の必要性はかねてから指摘されつつも、発災直後
の混乱した地域に介入することは困難を伴ったことと思います。さらにその

教育講演

後も、変わりゆくフェーズや地域のニーズに合わせ、柔軟に対応してきたこ
れまでの歩みには、実に多くのご苦労があったことと思います。
災害発生直後のアウトリーチのあり方、フェーズに応じた支援のあり方、

モーニングセミナー

また一方で時間の経過とともに変わらぬポリシーとは何かなど、災害直後か
らこれまで数年に及ぶ 3団体の実践には、かけがえのない教訓が含まれてい
るに違いありません。

ランチョンセミナー

1000年に1度と言われた災害に立ち向かった3者の貴重な経験から、次な
る災害への予防のあり方、被災地での早期介入のあり方を探りたいと思いま
す。

シンポジウム
一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟
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震災後の地域における予防・早期介入モデル 〜災害直後期の介入から中長期的な実践に学ぶ〜

日程表

S12-1

多職種遠隔支援チームによる予防的メンタルヘルス啓発活動の
実践と課題

プログラム

○鈴木 満
認定NPO法人心の架け橋いわて
甚大な津波被害を受けた岩手県大槌町における震災ストレス由来のメンタルヘルス不調者への対

会長講演

策は、震災前からのメンタルヘルス需要への対応に付加されるべき長期的サービスであるが、震災
から4年が経過しても人的資源不足という基本問題は解決されていない。本事業は、遠隔地からメン
タルヘルス専門家が現地に赴いて人材不足を補完する「出前型」支援である。精神科医、臨床心理士、
精神科専門看護師、精神保健福祉士等が毎週末に交代で全国から参集し、4名1組の多職種メンタル

特別講演

ヘルスチームとして被災者住宅訪問、住民への啓発教育、現地支援者支援・育成などを展開してき
た。2011年9月から始めた社会福祉協議会生活支援相談員との仮設住宅同行訪問は、被災地域支援
であるとともに生活支援相談員への支援者支援でもある。加えて精神障害者事例への多職種専門家
チームによるアウトリーチにより救急事例化予防に取り組んできた。2012年7月から始めたサロン活

教育講演

動においては落語、楽器演奏、高齢者転倒予防運動などと医学講話との組み合わせにより偏見是正
などの啓発教育を続けており、活動メンバーは地元のFM放送に定期的に出演し啓発的な話題提供
を行っている。これらの活動は「精神医療過疎地における包括的地域予防医学モデル」と位置づける
ことができる。

モーニングセミナー

しかし、「出前型」支援は移動に要する負担が多大であり、今後の長期支援をより効率的に行い地
域全体のケア能力を高めるには、「出前型」支援を現地在住の人材による「地域自立型」支援に段階的
に移行し、合わせて支援団体間の連携を強化することが必要である。われわれは、岩手県在住の対
人援護職などを対象にメンタルヘルス領域の支援者育成研修に着手した。2014年10月から始めた全

ランチョンセミナー

10回の基礎編研修会（テレビ会議システムにより盛岡、釜石、仙台、東京の4会場を結んで施行）には
53名が受講者登録し2回の公開研修会を含めると延べ600名が参加した。すでに一部の看護職が活動
に参入しており、2015年8月からは全 6 回の応用編研修会を開始している。支援団体間連携について
は、2013年12月に「東日本大震災長期支援のための国際遠隔連携シンポジウム 」を開催した。メイン

シンポジウム

会場の仙台とサテライト会場の東京、釜石、盛岡、ニューヨーク、オタワ、バンコクを結び国内外
の支援者間連携を深めた。2015年3月に仙台で開催された国連防災世界会議では、被災 3 県のアウト
リーチ活動チーム共同による「大規模被災地における長期メンタルヘルスケア」をテーマとしたシン
ポジウムを企画運営した。
本事業は、ニューヨークのJapan Societyおよび米国日本人医師会、三菱商事復興支援財団、復興

一般演題

庁、岩手県、岩手医科大学、Japan Platform、ローズファンド、日本NPOセンターなど国内外の多
くの団体からの助成、支援によるものである。
【文献】

ポスター

鈴木 満：広域多発複合災害後の新しい地域精神医療の構築に向けて. 外来精神医療12（1）, 2012
鈴木 満：東日本大震災後の長期的メンタルヘルス支援ステージへの移行に向けて. 産業精神保健20
（特別号）: 48-52, 2012
鈴木 満（計見一雄と監訳）：巨大惨禍への精神医学的介入. 弘文堂, 東京（2013）
仙台国際センター 会議棟
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S12-2

震災後の地域における予防・早期介入モデル 〜災害直後期の介入から中長期的な実践に学ぶ〜

アウトリーチを軸にした石巻圏での精神保健活動の課題

プログラム

○原 敬造
一般社団法人

震災こころのケア・ネットワークみやぎ

東日本大震災から4年半が過ぎた。私たちは、発災間もなくからこころのケア活動を開始した。当
会長講演

初は、生活支援を軸にした活動が中心であったが、支援体制を徐々に整えることにより、私たちの
活動は石巻地区の精神保健活動としてなくてはならないものになってきている。私たちは、からこ
ろステーションでの活動を予防的な活動と位置づけ、被災した住民が精神的な健康を害さないよう

特別講演

にサポートすることに力を入れている。そうした活動には、相談しやすいことが求められる。私た
ちは、こころの健康相談への敷居を低くする様々な工夫をしている。カフェ活動や講演会、音楽会
や様々なイベントと抱き合わせたこころの健康相談会の実施である。また、電話相談も積極的に利
用している。電話相談は、フリーダイアルで通話料無料、時間内ならばかけての都合により利用で

教育講演

きる利便性があり、距離感がある分敷居も低くなる。私たちの電話相談は、一般的な電話相談と異
なって、顔の見える関係を作ることに主眼を置いている。電話相談から、アウトリーチや来所相談
に結び付けることで、より直接的な支援を可能にしている。もちろん活動の中心はアウトリーチで
あることは言うまでもない。

モーニングセミナー

被災地の現状は、アルコール問題の増加、高齢者問題の深刻化、不登校などの学校での問題など、
避難生活が長期化することで、生活に根付いた問題の顕在化が起こっている。終の棲家への転居は
まだまだ先のことで、先の見えない不安から、抑うつ傾向や不眠などの訴えも増加している。こう
した問題に一つ一つ丁寧にかかわっていくには、多くの人的資源が必要である。勿論一つの組織で

ランチョンセミナー

全てを賄うことは困難であり、不可能である。連携が重要なポイントになってくる。そうした意味
でも石巻地区のケア会議は重要な役割を果たしている。また、アルコール問題を軸にした地域内の
医療関係者と保健関係者、介護関係者との連携も徐々に形作られてきており今後の活動に重要な役
割を果たすと考える。

シンポジウム

被災からの時間が過ぎれば過ぎるほどに、問題は深刻化の度合いを増している。これらの課題に
対処していくには、これまで積み上げてきた地道な活動の成果をもとにして、今後起こってくると
予測される様々な問題に的確に対処できるネットワークを作り上げていくことが大きな課題と考え
る。

一般演題
ポスター
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日程表

S12-3

長期化する原発事故後の影響に対して、ケアセンターに
求められる活動とは〜南相馬市での実践から〜

プログラム

○伏見 香代1,2
特定非営利活動法人

1

相双に新しい精神科保健福祉システムをつくる会、2相馬広域こころのケアセンターなごみ

はじめに
会長講演

福島県南相馬市は、福島県浜通り地方（西は阿武隈高地、東は太平洋に面している）の北部にある。
東日本大震災では、南相馬市は地震や津波の被害も甚大だったが、南相馬市から10㎞程度南に東京
電力福島第一原子力発電所があり、その事故により20㎞圏内は避難、30㎞圏内は屋内退避、30㎞以

特別講演

上の地区は避難の必要性なしと避難区域が分断された。さらにその後も区域再編や避難解除が幾度
となく行われて、対象外の市民や世代を超えて、その度ごとに翻弄され様々な影響を受けている。
平成28年度4月より20㎞圏内の小高区の避難解除が行われるが、期待と共に不安も募っているのが現
状である。このように住民が置かれている環境は、非常にストレスが高く、今後も続いていくこと

教育講演

が予想される。
また南相馬市は、双葉郡に近隣する地域ということで、双葉郡の市町村から南相馬市へ避難をし
ている住民も多く、中には定住を決めた方もいる。さらに現在は復興事業に伴なって除染作業員の
宿舎も多く立ち並び、除染作業を目にする機会も多い。このように南相馬市以外の住民も多く暮ら

モーニングセミナー

しており、医療機関や交通の混雑、治安にも影響しており、新たな不安の材料となっている
相馬広域こころのケアセンターなごみ南相馬事務所は、ふくしま心のケアセンター南相馬駐在（南
相馬市保健センター内）の業務を引き継いで、平成26年4月南相馬市内に事務所を開設した。その後
は南相馬市からの依頼だけでなく、様々な関係機関と情報交換や丁寧な連携をして活動を続けてい

ランチョンセミナー

る。特に、行政機能（役場）が遠方に避難している町村は、南相馬市に在住している住民のケアには
限界があるため依頼を受けることも多い。一つの行政等に偏らない中立な立場で、様々な立場の住
民の心境に寄り添うことが出来ることがケアセンターの大きなメリットであり、広域な避難を伴う
原発事故後の心のケアセンターの重要な役割の一つだと感じている。

シンポジウム

当センターは人員不足に苦慮しており出来る事は限られているが、多職種スタッフのアセスメン
トと役割分担、地域のスタッフとの課題の共有を大事にしながら今後も活動を継続していきたい。

一般演題
ポスター

仙台国際センター 会議棟

115

一 般 演 題（口 演）
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日程表

O-1
訪問看護において在宅統合失調症患者に継続的な
認知行動療法を実施した一例

プログラム

○勝嶋 雅之1,2,3
1
NPO法人多摩在宅支援センター円、2帝京平成大学地域医療学部作業療法学科、3千葉大学大学院医学薬学府
【背景と目的】

会長講演

地域生活をその人らしく送ること、つまり対象者の生活において自己決定のもと、自尊心や自己
効力感の増幅・促進は、精神科リハビリテーションの中核といえる。その中で、訪問看護は、地域
生活の支援方法として有効なものの1つといえる。地域生活者の中には、作業所や就労などへの社

特別講演

会参加が困難な方も多く、訪問看護の場面を活用して自尊心を高め、チャレンジを促すような動機
付け支援は重要であるが、心理的な介入や行動変容を促す支援は、熟達した技能を必要とし、どの
ような介入支援をすればよいのか不明確であるところも大きい。今回は、訪問看護場面における個
別支援の構造を生かして、在宅統合失調症患者にワークブックを活用して認知行動療法（以下CBT）

教育講演

を実施したところ、心理的・行動的に変容・改善がみられたので報告する。報告にあたり、本人に
説明し承諾を得、匿名性については充分配慮し、個人を特定できないよう改変を加えている。
【方法】

症例は男性・30代前半・統合失調症・現在母親と妹の3人暮らし。10代後半より10数回の入院をし
モーニングセミナー

ている。今回3年ぶりに休息入院をし、2週間で退院する。退院後、一般就労を希望するも主治医な
どから抑制的な助言をされた結果、「何もする気がしない」、「やりたいことはない」と目標喪失によ
る無力感を呈したため、訪問看護においてワークブックを用いたCBTセッション（全8回）を実施し
た。実施前、および8回実施後に自己記入式質問紙を用いて改善が見られるかを検証した。実施前

ランチョンセミナー

は、K6は7点、JSQLSは59点、BDI-Ⅱは13点であった。
【結果】

介入終了時に、「考える道がわかった気がする」と感想を述べ、考え方が1つだけで無いことや、
他に方法は無いか、等を考えるようになったと話しておられた。予定が無い時や、暇な時は、自分

シンポジウム

の否定的な感情を反すうするのではなく、プールや近隣のサイクリングで汗を流す、という対処行
動パターンが増加した。その結果体重が減少する、という体験をし、120Kg 超の体重に関して、ダ
イエットに挑戦したい、と自身の健康管理に意識が向上する等、前向きな考えを持つようになった。
K6は5点、JSQLSは46点に改善した。

一般演題

【考察】

今回のようにワークブック等の媒介物が存在することで、CBTにおいて重要な、症例と支援者の
「協同的実証」関係が構築しやすくなり、結果として、症例の認知や行動の変容を促す介入がしやす
くなったのではないか、と考えられる。今後増加するであろう精神科における訪問看護での支援介

ポスター

入方法として、その有効性について今後さらに検証していきたい。
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日程表

O-2
就労支援の一事例〜 IPSの視点での取り組み〜

プログラム

○橋本 玲子1、寺井 利夫2、北本 福美1、新田 佑輔1、川﨑 康弘1
金沢医科大学精神神経科学、2金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門

1

【背景と目的】
会長講演
特別講演

IPS（Individual Placement and Support）では障害を持つすべての人は事前の訓練なしに地域で一
般就労することが可能であり、「働きたい」と語られた時点で職業準備が整っていると考え支援を開
始する。一方、地方都市においては、就労希望のある精神障害者を受け入れる職場は彼らのニーズ
に応えられるほど多くはない。その中で、我々は、「就労」を患者のリカバリーの１つの重要な要素
と考え、患者のQOLの向上に主眼を置き、就労支援に取り組んできた。
今回、青年期より15年間の引きこもり生活をへて統合失調症の診断を受けた青年の「働きたい」と
いう希望に対して、心理教育を含めたグループを併用しながら就労支援を行ったケースを報告する
とともに、その過程において、患者や家族に生じたリカバリーと障害受容の葛藤のプロセスを心理
検査の結果を踏まえ報告する。

教育講演

【倫理面への配慮】

事例は個人を特定できないよう配慮した。また、本発表に際して本人及びご家族の同意を得てい
る。介入に用いた心理検査等も、全て臨床で用いられており、生命倫理・安全性を確立したもので
ある。
【介入方法】

モーニングセミナー
ランチョンセミナー

Ⅰ. 週1回2時間（6 ヶ月）のグループ活動
① 心理教育：教材「IMR（Illness Management and Recovery）
・疾病管理とリカバリー」
② ピア・グループ活動
・参加者の体験の共有、関係作りとともに、自己理解促進し、夢・希望の創出に取り組む
③ アウトリーチ
・障害者就労・生活支援センターへの訪問や、地元ハローワークへの訪問により、早期に就労支
援担当者への紹介を行う
Ⅱ. 2 ヵ月毎のフォロ－アップグループでの介入（3年経過）
【事例経過】

シンポジウム

[属性] 40代・男性・統合失調症
15年の引きこもり生活を経て、初発精神病エピソードをきっかけに入院。
退院後、「働きたい」との希望から当院外来の就労支援グループへの参加開始となった。
6 ヶ月のグループ活動を経て、就労移行支援事業所に1年半通うこととなった。しかし、陰性症状や
認知機能の特性への理解が得られず退所となった。その事態を受けて、本人のストレングスに応じ
た就労継続A型事業所へ就労することを提案、病院がイニシアチブを取ってマネージメントを行っ
た。また、機会を捉え、認知機能や陰性症状に関する話し合いなどを本人、保護者、事業所担当者、
医師、臨床心理士、作業療法士が参加した形での話し合いの場を持った。その過程で、本人・保護
者の認識に変化も生じ、3年の経過の結果、自己実現への一歩も図られた。

一般演題

【考察】
ポスター

就労過程でもたらされたものは、リカバリーの認識の高まりや社会機能の回復・獲得に加えて、
それまで持てていた余暇活動のための時間の減少、社会的現実への直面化、将来への不安等の増加
でもあった。
就労のプロセスは、人として生きる上で当然の苦悩の回復も含むプロセスと考え、医療機関と臨
床心理士の果たす意義は大きいと考えられた。
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日程表

O-3
児童青年精神医療における保護者のスティグマと
未治療期間や初診時重症度の関連

プログラム

○守澤 絵里香1、稲垣 貴彦2、田中 恒彦2、丸川 里美3、田中 千賀1、松木 葵1、
中林 孝夫3、栗山 健一3、山田 尚登2,3
滋賀医科大学医学部医学科、2滋賀医科大学地域精神医療学講座、3滋賀医科大学精神医学講座

1

会長講演

【背景と目的】

児童青年精神医療において早期介入は最大の課題の一つである。多くの精神疾患で早期介入が予
後を著しく改善することが示されている。受診行動を決めるのは保護者であり、未治療期間; DUIを
短縮するには保護者のスティグマの低減が不可欠と考える。しかし児童青年精神医療における保護

特別講演

者のスティグマとDUIの関連を検討した研究はない。我々は当科思春期外来を受診した患者を対象
にこれらの関連を検討した。
本研究は観察研究であり、個人が特定できる情報は用いていない。
【方法】

教育講演

平成26年1月以降に受診した18歳以下の患者に対して、DUIを面接で評価し、保護者のスティグマ
をLinkスティグマ尺度; DDSで評価した。初診時の重症度も保護者の受診行動に影響する重要な要
因であり、その把握のためにQOLと情緒・行動面をPed-QLTM、CBCLTMで評価した。

モーニングセミナー

【結果】

平成26年10月までの10か月間に受診した102名のうち、発達障害の患者はDUIの評価が不明瞭で
早期介入効果が明確でないため除外し、残る75名を統計解析の対象とした。DUIは中央値12.0ヶ月、
DDSは中央値30.0だった。Peds-QLは保護者評価で中央値64.1、本人評価で中央値64.1。CBCLは中

ランチョンセミナー

央値46.0だった。
スピアマンの順位相関係数においてDDSはDUIやPeds-QL、CBCLの総合得点と有意な相関を認
めなかった。しかしPeds-QLでは保護者評価の社会機能（rS=-0.31, P<0.01）と本人評価の身体機能
（rS=-0.24, P=0.03）
、CBCLでは社会性の問題（rS=0.27, P=0.02）に有意な相関を認めた。

シンポジウム

【考察】

DUIとDDSに有意な相関を認めなかった。しかしFranzら（2010）による成人統合失調症患者の
DUIとスティグマに関する報告では、DUIは中央値22.3週であり本研究と比べ著しく短く、文化やメ
ンタルヘルスリテラシーの普及度が結果に重要な影響を与えることが窺える。

一般演題

DDSが高いほど保護者評価の社会機能が低かった。保護者のスティグマは、患児に社会機能低下
を我慢させる要因となることを示唆し、DUIに反映されない受診判断の遅れに関与する可能性があ
る。
DDSが高いほど本人評価の身体機能が低かった。スティグマが高い保護者の受診動機には、患児

ポスター

の自覚する身体症状の程度も影響すると考えられた。
当日は平成27年10月までの22か月間に受診した対象の解析を発表する予定である。
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日程表

O-4
市民のスティグマの低減のためには精神医療の質の向上が
必要である

プログラム

○長尾 賢太朗1、稲垣 貴彦2、中林 孝夫3、田中 恒彦2、丸川 里美3、栗山 健一3、
山田 尚登3
滋賀医科大学医師臨床教育センター、2滋賀医科大学地域精神医療学講座、3滋賀医科大学精神医学講座

1

会長講演

【背景と目的】

精神障害へのスティグマは受診率低下や治癒率低下など社会的不利益をもたらす全世界的な課題
である。わが国の先行研究では一般人口のスティグマがLinkスティグマ尺度（DDS）の平均値で約30
と報告されているが、いずれも調査母体（医療研究機関）を公表して行われており、精神医療への敵

特別講演

意が強い対象の参加率は低いと推測される。精神医療への敵意はスティグマと強く相関すると推測
され、従来の報告ではスティグマが過小評価されている可能性が高い。そこで我々は調査母体を明
らかにしないフリーアクセスのアンケート調査を実施し、スティグマと精神医療への敵意の関係を
検討した。

教育講演

【方法】

2014年3月～ 10月の 8 ヶ月間webアンケートを行った。調査母体は記載せず、疑いを持つ者には
その意図を説明の上回答を断った。性別、年齢、職業、DDS、本人家族の精神科治療経験と満足不

モーニングセミナー

満足、精神的健康度（GHQ12）、精神医療への敵意（精神科の受診は無駄だ、精神科に行くと薬漬け
にされるという考え）を調査した。調査はFacebookTM 等のSNS、掲示板で宣伝した。
本研究は滋賀医科大学倫理委員会の承認を受け、個人を特定できる情報を用いていない。
【結果】

ランチョンセミナー

969件のアクセスがあり、409件（男性214名、女性195名）の回答を得た。年齢は中央値39.0、職業
は医療従事者81名（精神医療従事者60名）、その他の常勤職員159名、その他の非常勤職員が86名、無
職が102名、他は学生だった。196名で本人に精神科治療経験があり、91名が治療に満足していた。
140名で家族に精神科治療経験があり、57名が治療に満足していた。GHQ12の中央値は5.0だった。

シンポジウム

精神医療への敵意を持つ者は223名いた。DDSの中央値は34.0であり、従来の報告に比べ高い傾向を
示した。
DDSを目的変数に重回帰分析を行った。治療経験がある者（β=1.46, p<0.0001）と敵意を持つ者
（β=2.69, p<0.0001）で有意にDDSが高かった。

一般演題

本人に治療歴がある196名を対象に、敵意の有無を目的変数に多重ロジスティック回帰分析を行っ
た。治療への不満足が敵意と有意な連関を認めた（OR=5.07, p<0.0001）。
【考察】

今回の調査では精神医療への敵意を持つ者から多数の回答を得た。スティグマは精神医療への敵
ポスター

意の強い影響を受けており、敵意は治療への不満足の強い影響を受けていた。
スティグマ低減を図るには、精神医療による満足度の向上が必要と考えられた。
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日程表

O-5
アンチスティグマと地域移行；
旭中央病院神経精神科・児童精神科での取り組みを通して

プログラム

○青木 勉、上木 康衣、木村 允、井手本 啓太、高津 圭介、細田 豊、磯野 友厚、
大塚 祐司、矢野 望
総合病院国保旭中央病院神経精神科・児童精神科

会長講演

【背景と目的】

スティグマは、患者およびその家族の援助希求行動を阻害する要因の一つであり、スティグマを
軽減することは精神病早期介入サービスを実施する上で重要である。これまでの精神疾患に関する
科学的知見の蓄積にともない、アンチスティグマ研究およびスティグマ減少を目指した啓発活動が

特別講演

行われてきた。しかし、日豪比較研究の結果、我が国の一般住民の精神障がいの認識の低さ、精神
障がい者への拒否的な態度、差別・偏見の強さが指摘されている1）。そしてその改善のためには、
精神障がい者との接触の機会を増やすことが有効であると報告されている2）。当科では、2002年か
ら「重症の精神障がいがあっても、その人らしく地域で暮らす」ことを目標に地域移行を行い、237床

教育講演

あった精神科病床を徐々にダウンサイジングし、2014年には42床となった2）。地域移行によるアン
チスティグマについて研究報告する。なお、個人情報の取り扱いにあたっては、完全に匿名化し倫
理的側面には十分に配慮した。
【方法】

モーニングセミナー

地域移行開始前後の医療データを比較し、メンタルヘルスケアを行うコミュニティーの場につい
て比較検討する。
【結果】

2つのアウトリーチチームで年間約9,000回以上の訪問を行うことで、24名の包括型地域生活支援

ランチョンセミナー

（ACT）症例を含め,約200名の患者の地域生活を強力に支援している.上記の活動により,平均在院日数
は徐々に低下し2004年度の269日から2014年度の47日,精神科救急受診件数は最多であった2004年度の
1,440から2014 年度には569、3/31時点の非自発入院数はそれぞれ127から23と著しく減少していた。
【考察】

シンポジウム

これらの結果から,当院における地域移行は,平均在院日数の短縮化,精神疾患 の救急化の防止、非
自発入院数の減少に貢献し,メンタルヘルスケアを行うコミュニティーの場を拡大させ、スティグマ
を減少させている3）可能性があると考えられた。今後の課題としては、プライマリケアにおけるメ
ンタルヘルス治療の提供を改善することや、コミュニティーケアから生まれるスティグマについて、
調査や研究を通して予防することが重要である。

一般演題

【文献】

1）野中俊輔、ほか：一般住民、医療従事者への精神障害に対する啓発活動およびアンチスティグマ
研究；臨床精神医学
2）青木

41(10)：1439-1446, 2012

勉：旭モデルー旭中央病院神経精神科・児童精神科における地域精神保健医療福祉ー．精
ポスター

神経誌，538−543，2015
3）Stuart H, Arboreda-Florez J, Sartorius N : Paradigms Lost: Fighting Stigma and the Lessons
Learned（ヒーザー・スチュアート、フリオ・アルボレダーフローレス、ノーマン・サルトリウス
著,石丸昌彦監訳．パラダイム・ロストー心のスティグマ克服、その理論と実践, 日本評論社, 2015）
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日程表

O-6
精神病前駆症状としての思春期身体愁訴
―心理社会的機能との関連

プログラム

○蓮舎 寛子、根本 隆洋、舩渡川 智之、山口 大樹、片桐 直之、辻野 尚久、水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

【背景と目的】
会長講演

前駆期にみられる非特異的症状の1つに身体症状が挙げられる。身体愁訴を有する児童思春期症例
を長期間観察していると、結果的に統合失調症や双極性障害などの精神病性疾患を発症する場合が
しばしば認められる。

特別講演

今回我々は、思春期に身体症状を呈し、後に精神病性疾患を発症した症例における心理社会機能
の継時的な変化を、カルテ調査により後ろ向きに検討したので報告する。なお、本研究は東邦大学
医学部倫理委員会の承認を得て施行された。
【方法】

教育講演

2014年4月から2015年3月までの12 ヶ月間に、東邦大学医療センター大森病院メンタルヘルス
センターおよび東邦大学医療センター大橋病院心の診療科に通院した患者のうち、身体症状を前
駆症状とし、後にDSM-5に基づき統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害と診断された症例
（Psychosis：P群）、および減弱精神病症候群と診断された症例（attenuated psychosis syndrome：

モーニングセミナー

APS群）を本研究の対象とした。心理社会的機能水準の評価には Children's Global Assessment
Scale（CGAS）を用い、P群については①最初の身体症状出現時、②最初の精神症状出現時、③精神
病発症（診断確定）時の3時点における評価を行った。APS群では ① ② の時点について評価した。
【結果】

ランチョンセミナー

抽出の基準に合致したのは男子5例、女子13例、計18例であった。P群におけるCGASスコアは、
①身体症状出現時が79.1±11.4（平均±標準偏差）、②最初の精神症状出現時が51.5±6.9、③精神病
発症（診断確定）時が43.5±5.5で、①と②、①と③、②と③、いずれにおいても有意な差を認めた。
APS群におけるCGASスコアは、①身体症状出現時が62.8±9.4、②最初の精神症状出現時が46.2±1.6

シンポジウム

であり、①と②で有意な差を認めた。
【考察】

本研究の対象の多くは比較的早期段階で精神科的治療介入がなされた症例であったが、心理社会
的機能の低下を認め精神病発症に至っていた。このことより、身体症状を主訴に小児科や内科を受

一般演題

診したものの、精神疾患のリスクが評価されないまま経過観察され、結果として顕在発症に至る症
例が多数存在する可能性が示唆された。児童思春期においては、身体症状の出現時から心理社会的
機能に着目し詳細な問診を行い、前駆症状の可能性を念頭に置きながら心理社会的機能を詳細に評
価し、慎重に経過を見守ることが大切である。
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日程表

O-7

Ultra-High Clinical Risk of Psychosisにおける
萌芽的自我障害の縦断比較

プログラム

○西山 志満子、高橋 努、樋口 悠子、水上 祐子、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

【背景と目的】
会長講演

統合失調症をはじめとする精神病発症危険群（ultra-high clinical risk of psychosis: UHR）
には軽微
な自我障害が認められ、発症予測性の高い因子として注目されている（Nelson et al，2012）。一方、
この時期の萌芽的な自我障害が症状改善後も持続するかについては明らかにされていない。本研究

特別講演

では、前駆期における自我障害の程度を縦断的に検討するとともに、臨床指標と比較することを目
的とした。
【方法】

対象は富山大学附属病院神経精神科に通院中で、初回にComprehensive Assessment of At Risk
教育講演

Mental State（CAARMS）のUHRの基準を満たした後、症状の改善により1年後の評価でUHRの基
準を満たさなかった12名（平均年齢20.6歳）および健常群78例（平均年齢20.3歳）とした。自我障害の
評価には我々が開発した自我障害尺度（SELF28）を用い、UHR群には臨床評価としてPositive and
Negative Syndrome Scale（PANSS）による症状評価、Japanese version of the Brief Assessment of

モーニングセミナー

Cognition in Schizophrenia（BACS-J）
を用いた認知機能評価を行った。本研究は富山大学倫理委員会
に承認されており、各被検者に十分説明を行い、書面による同意を得た上で施行した。
【結果】

UHR群 で は 健 常 群 と 比 較 し て 初 回 お よ び1年 後 に お け るSELF28の 得 点 が 有 意 に 高 い 一 方

ランチョンセミナー

（p < 0.001）。初回と1年後に有意差は認められなかった。またUHR群においてPANSSでは陽性症状
得点が1年後に有意な低下を示し（p < 0.05）、BACS-Jでは、運動機能、語流暢性、処理速度において
有意な改善が認められた（p < 0.05）。
【考察】

シンポジウム

本研究より、前駆期において精神病様症状や認知機能の改善後も軽微な自我障害が認められ、萌
芽的自我障害が持続的な脆弱性因子となりうることが示唆された。今後はUHR群の自我障害の程度
と長期的な臨床的転帰（顕在発症の有無、社会機能）を調べるとともに、脳形態学的変化との関連を
検討することが課題である。

一般演題

【文献】

Nelson B, Thompson A, Yung AR. Basic self-disturbance predicts psychosis onset in the ultra high risk
for psychosis “prodromal”population. Schizophr Bull. 2012;38:1277–1287.
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日程表

O-8
精神病発症危険状態（ARMS）における探索眼球運動の検討と
その特徴

プログラム

○紫藤 佑介1、根本 隆洋1、齋藤 淳一1、山口 大樹1、片桐 直之1、辻野 尚久1、
松島 英介2、小島 卓也3、水野 雅文1
東邦大学医学部精神神経医学講座、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心療・緩和医療学分野、

1

医療法人社団輔仁会大宮厚生病院

3

会長講演

【背景と目的】

探索眼球運動は外界を視覚的に認知するときの態度もしくは行動を反映し、認知機能の神経生理
学的指標であるといえる。同眼球運動の計測により、70％以上の感度および特異度にて統合失調症

特別講演

患者を検出できることが明らかにされ、さらに同疾患のtrait markerに位置づけられ得ると考えら
れている。統合失調症の早期介入において偽陽性の問題がその障壁となる中で、より的確な精神
病発症リスク評価に探索眼球運動検査が寄与することが期待される。我々は精神病発症危険状態
（ARMS）患者に探索眼球運動検査を実施し、ARMS症例におけるその特徴と精神病発症リスク指標

教育講演

としての可能性を検討した。
【方法】

東邦大学医療センター大森病院精神神経科において、精神病前駆状態に対する構造化面接

モーニングセミナー

（Structured Interview for Prodromal Syndromes; SIPS）日本語版でARMSと診断された者のうち、
研究参加に同意を得た者5名（以下ARMS群）
（平均年齢25歳，男性1名）を対象として、探索眼球運動
検査を実施した。その際に得られた運動数（N）、総移動距離（TESL）、平均移動距離（MESL）、反応
的探索スコア（RSS）を健常者7名（平均年齢34歳、男性3名）と比較した。本研究は東邦大学医療セン

ランチョンセミナー

ター大森病院倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】

検査の結果、ARMS患者5名のうち2名が統合失調症パターン、健常者7名のうち0名が統合失調症パ
ターンと判定された。ARMS群および健常群の各測定値の結果
（平均値．ARMS群，健常群の順に表記）

シンポジウム

は、運動数
（N）28.2, 35.9、総移動距離
（TESL）1365mm, 1656mm、平均移動距離
（MESL）52.7mm,
46.3mm、反応的探索スコア
（RSS）4.8, 10.3 であった。平均移動距離
（MESL）
を除き、ARMS群の平均
値は健常群よりも低値であったが、少数例にて統計学的解析は今後実施の予定である。
【考察】

ARMS群には2名の統合失調症パターンを示す症例が含まれており、その検査結果はいずれの指
一般演題

標も健常群より低値であった。今後更なる縦断的追跡を要するものの、精神病移行症例においては
ARMSの時期から探索眼球運動障害が存在する可能性があり、同検査が発症予測のための生物学的
指標となりうることが示唆された。発表当日はさらに多数の症例について検討を加える予定である。
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日程表

O-9

At-risk mental stateにおける眼窩前頭皮質の
脳溝脳回パターンと脳溝数

プログラム

○中村 美保子1、高橋 努1、片桐 直之2、佐久間 篤3、笹林 大樹1、高柳 陽一郎1、
古市 厚志1、木戸 幹雄1、西川 祐美子1、松本 和紀3、水野 雅文2、鈴木 道雄1
富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座、2東邦大学医学部精神神経医学講座、

1

東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

3

会長講演

【背景と目的】

眼窩前頭皮質（OFC）の脳溝脳回パターンには個人差があり、その分布は統合失調症や精神病の遺
伝的ハイリスク群と健常群では異なることが報告されている。またOFCの脳溝数は健常群と比較し

特別講演

て初回エピソード精神病患者で少ないとの報告がある。しかし、At-risk mental state（ARMS）群で
の脳溝脳回パターン、脳溝数に関する報告は現時点では少ない。本研究ではARMS群でOFCの脳溝
脳回パターン分布、脳溝数を評価し、健常群と比較した。ARMS群は単一施設で多くの症例数を集
めることが困難であり、統計学的により高い検出力を得るために3施設（富山大学、東邦大学、東北

教育講演

大学）にて収集したMRI画像を用いて評価した。
【方法】

対象は92名のARMS群と78名の健常対照群である。MRIは1.5Tのスキャナを用いて全脳3次元撮像

モーニングセミナー

を行った。ARMS群は臨床的追跡により精神病性障害へ移行した発症群（ARMS-P）および非発症群
（ARMS-NP）に分類した。OFC脳溝脳回パターンをChiavarasとPetrides（2000）の定義に従いTypeI
からTypeIVの4パターンに分類した。また眼窩溝中間枝および後方枝の数を評価した。脳溝脳回パ
ターン分布および脳溝数の群間比較にはカイ二乗検定を用いた。本研究はヘルシンキ宣言に基づき、

ランチョンセミナー

各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】

92名のARMS群のうち17名（18.5%）が後に精神病性障害を発症した。ARMS群における右半球

シンポジウム

の脳溝脳回パターンの分布は、健常群と比較してType IIIが多い傾向があった。脳溝数に関して
は、健常群と比較してARMS群では中間枝、後方枝ともに左半球において有意に数が少なかった。
ARMS-PとARMS-NPとの比較では、脳溝脳回パターン、脳溝数ともに有意な群間差はみられな
かった。
【考察】

一般演題

本研究ではARMS群におけるOFCの粗大な脳形態変化が示唆された。これらの変化は、胎生
期における神経発達の偏りを反映する精神病性障害への脆弱性を示す所見である可能性がある。
ARMS-PとARMS-NPとの比較では差異を認められなかったが、OFCの脳形態と転帰の関連につい
ては今後さらに多数例で検討予定である。
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日程表

O-10
統合失調症および精神病発症リスク状態に対する
ω-3不飽和脂肪酸（EPAおよびDHA）の効果研究

プログラム

○樋口 悠子1、住吉 太幹２、瀬尾 友徳1、西川 祐美子1、中村 美保子1、伊藤 博子1、
西山 志満子1、水上 祐子1、鈴木 道雄1
富山大学大学院医学系研究部

1

神経精神医学講座、

国立精神・神経医療研究センター

2

トランスレーショナル・メディカルセンター

情報管理・解析部

会長講演

【背景と目的】

神経細胞膜の多価不飽和脂肪酸（polyunsatulated fatty acids; PUFAs）の含有率は細胞膜の流動性
を規定し、神経細胞の活動に影響を与えるとされている。今回、統合失調症および精神病発症リス

特別講演

ク状態（at-risk mental state; ARMS）の患者に対しω-3不飽和脂肪酸製剤を投与し、前後での各種指
標の変化を調べた。
【方法】

DSM-5の診断基準を満たす統合失調症患者、および、CAARMS
（Comprehensive Assessment of
教育講演

at-risk mental state）
の基準を満たすARMSの患者に、Eicosapentaenoic acid（EPA）
＋Docosahexaenoic
acid（DHA）製剤
（ロトリガ粒状カプセル®）2gを3 ヶ月間投与し、前後で採血
（一般採血、赤血球膜
PUFAs濃度）
、認知機能検査
（Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia；BACS, Schizophrenia

モーニングセミナー

Cognition Rating Scale；SCoRS）を施行した。なお、研究は本学倫理委員会の承認を得て行われた。
患者からは書面による同意を得た。
【結果】

統合失調症患者3名；37.0（9.5）歳、男性1名女性2名、ARMS 1名；17歳女性が参加した（括弧内

ランチョンセミナー

はSD、以下同様）。❶安全性：副作用は認めなかった。❷不飽和脂肪酸濃度：赤血球膜脂肪酸の
EPAおよびDHA含有率[％ ]は、1.70（0.62）⇒3.75（0.43）
、p=0.03および8.80（0.84）⇒10.21（0.59）、
p=0.01と増加した。❸認知機能検査：BACS総合得点およびSCoRS総合得点は全例で素点の改善が
認 め ら れ、 そ れ ぞ れ、BACS; -0.06（1.0）⇒0.36（0.84）､ p=0.02、SCoRS; 4.75（1.7）⇒3.25（1.29）、

シンポジウム

p=0.057であった。❹ARMSの患者は、統合失調症を発症しなかった。
【考察】

ロトリガ粒状カプセルは、1日1回内服の手軽さからコンプライアンスが十分保たれた。これは、
赤血球膜不飽和脂肪酸のEPA、DHAの含有率の上昇からも示された。また、明らかな副作用が認め
られなかったことも、内服のしやすさにつながったと思われる。少数例での検討となったが、認知

一般演題

機能検査では全員の得点が改善し、BACSについては有意な改善であった。限界として、サンプル
サイズの小ささからPUFAsのどの成分が認知機能に好ましい効果を与えたか、などの検討には至ら
なかった。また、ARMSは1名であり、経過中の発症は無かったものの、今回の結果からは発症予防
効果についての明確な結論は導き出せないと考えられた。
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日程表

O-11
あさかホスピタル 精神科スーパー救急病棟における短期間での
再入院の傾向

プログラム

○喜田 恒1,2、新村 秀人1、根本 隆洋3、三村 將1、佐久間 啓2、水野 雅文3
慶應義塾大学医学部

1

東邦大学医学部

3

精神神経科学教室、2医療法人安積保養園

あさかホスピタル、

精神神経医学講座

会長講演

【背景と目的】

精神科スーパー救急病棟（精神科救急入院料1算定病棟）においては、新規入院患者の6割以上が
3 ヶ月以内に退院し、在宅へ戻ることが求められる。3 ヶ月の期間で治療に加え、疾病や服薬に対す
る理解を高め、退院後の生活環境を調整して、再入院に至らないよう対処技能を高めていくことが

特別講演

必要になる。しかしながら、そうした措置を講じていても短期間で再入院に至ることは少なくない。
そうした再入院患者の傾向を知ることで、今後の治療や患者・家族教育、環境調整に役立てること
を本研究の目的とする。
【方法】

教育講演

平成26年4月1日から平成27年3月31日にあさかホスピタル（福島県郡山市、以下当院）のスーパー救
急病棟60床に入院した患者316名を調査対象とした。患者背景や治療状況、患者教育や環境調整など
について、診療録を用いて後方視的に調査し、3 ヶ月以内の再入院の有無で2群に分け、その傾向を

モーニングセミナー

分析した。本研究は当院倫理委員会の審査、承認を得て、十分な倫理的配慮のもとに施行した。
【結果】

全入院患者316名のうち、心神喪失者等医療観察法に基づく鑑定入院の2名、死亡退院の2名は本
研究の対象から除外した。また当該入院そのものが3 ヶ月以内の再入院であった15名と当該入院

ランチョンセミナー

が3 ヶ月を超える期間となった32名についても対象から除外し（重複4名）、本研究の全対象者は269
名となった。このうち3 ヶ月以内に当院に再入院した者は22名で、再入院率は8.2％であった。患
者年代では10歳代と20歳代がそれぞれ12.0％と13.6％、性別では男性が10.0％、診断カテゴリー別
（ICD-10）ではF2とF4がそれぞれ10.3％と19.1％、入院形態では医療保護入院が9.4％と全体の再入院

シンポジウム

率と比較して高かったが、いずれも統計学上の有意差は認めなかった。通算入院回数では4回以上の
群で16.9％と有意に高く、更に6回以上に限ると22.9％に達した。入院日数では31 〜 60日の群と61
日以上の群がそれぞれ12.2％と9.0％で高かったが、有意差は認めなかった。
【考察】

当院精神科スーパー救急病棟への入院患者の 3 ヶ月以内での再入院率は8.2％であった。入院時に
一般演題

規定される患者背景のうち、通算入院回数の多い者でより高い再入院率となったが、その他の因子
では明らかな差を認めなかった。薬物療法や作業療法、個別または集団での疾病教育、心理療法、
薬剤指導などの実施状況と、居住先など退院後の環境要因と再入院率との関係についても分析を進
め、当日はその結果も含めて発表し、見えてくる課題や対策について考察、提言する。
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日程表

O-12
松沢病院を受診する強迫性障害患者の実態および同障害に
対する早期介入について

プログラム

○岡村 泰1,2、杉本 達哉1、針間 博彦1、新谷 昌宏1、齋藤 正彦1、平安 良雄2
東京都立松沢病院、2横浜市立大学医学部精神医学教室

1

【背景と目的】
会長講演

強迫性障害（Obsessive-Compulsive Disorder、以下OCD）は本邦における有病率は1 ～ 2％と推定
され、比較的頻度が高い疾患である。にもかかわらず、一般の精神科病院外来OCD患者を診る機会
は少ない。実際に精神科外来におけるOCD患者の頻度はどの程度であろうか。これまでOCD専門外

特別講演

来を有する大学病院精神科外来におけるOCD患者の実態調査はあるが、一般の精神科病院外来にお
けるOCD患者の実態調査は無い。本調査は、都立松沢病院（以下、当院）外来におけるOCD患者の実
態を把握し、OCD治療における早期介入に関する検討を行うことを目的とする。
【方法】

教育講演

2015年4月1日より8月31日までの5か月間に当院の精神科外来を初回受診した患者のうちOCDが疑
われる患者の精神科的な評価を行った。本調査は当院の臨床研究審議会や倫理委員会の承認を受け
ており、倫理的側面については十分に配慮した。
【結果】

モーニングセミナー

同時期の当院精神科初診患者の総数は1618名であり、そのうち12名
（0.74％）
にOCDが疑われた。こ
のうち調査に同意を得られた8名についての精神科的な評価
（平均値）は、YBOCS：27点、GAF：32、
CGI-S：6、GRID-HAMD-21：16点、発症年齢13歳、精神科初診/当院初診までの期間は、7年/11年で
あった。精神科併存疾患を全例に認め、その内訳は統合失調症/統合失調感情障害
（5名）
、発達障害

ランチョンセミナー

（2名）
、うつ病
（1名）
であった。
【考察】

当院精神科初診全患者にしめるOCD患者の頻度は低く、これまでの報告と同等かやや低かった。
当院を初回受診したOCD患者は、臨床的に著しい強迫症状を有し、日常生活機能低下や抑うつ状態

シンポジウム

に至っており、発症から精神科初診/当院初診までの期間は長かった。強迫症状を有するにもかかわ
らず、病院受診に至っていないOCD患者が相当数存在する可能性が考えられた。OCDを含む不安障
害患者は病院受診率が他の精神疾患に比べ低いという報告や、OCD治療は罹病期間が長くなると難
治化するという報告もあるため、例えばOCD治療の標準化や一般人口に対するOCDの知識の普及、

一般演題

多職種によるOCD支援体制の構築等などにより OCDに対する早期介入、早期治療をしていくこと
が重要であると思われた。

ポスター
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日程表

O-13
東北大学病院における周産期うつ病の精神科受診における現状

プログラム

○菊地 紗耶1、小林 奈津子2、北川 佳奈1、本多 奈美2、松岡 洋夫2
東北大学病院

1

精神科、2東北大学大学院医学系研究科

精神神経学分野

【背景と目的】
会長講演

産後は10－15%にうつ病が発症するが、その多くは精神科に受診していないといわれている。そ
の背景には、本人や家族がうつ病であると認識していないこと、向精神薬の服薬と母乳の問題など
があげられている。今回我々は、当科に受診した産後発症のうつ病患者の受診時期、治療経過とそ

特別講演

れに関わる要因を明らかにし、産後発症のうつ病患者の受療行動における現状と問題点を検討する
こととした。
【方法】

平成20年1月より平成26年12月の間に、産後うつ病の疑いとして当科に紹介となった産婦の基礎的
教育講演

背景、紹介時期、受診までの経路、診断名、精神科における治療、母子分離の有無、治療経過につ
いて後方視的に検討を行った。尚、個人情報は匿名化・統計的処理を行い、倫理的配慮を行った。
【結果】

対象者は45名で、初産婦が34名だった。紹介時期は、産後1か月以内が17名、産後半年以内が18
モーニングセミナー

名、産後1年以内が3名、産後1年以上が7名だった。紹介元は、院内産科が12名、院外産科が4名、
他院精神科が4名、行政機関が6名、産後うつ病自助グループが14名、その他5名だった。診断名は、
うつ病またはうつ状態が37名、適応障害が3名、不安障害が1名、心気障害が1名、パニック障害が
1名、睡眠障害1名、診断該当なしが1名だった。初診時に21名に抗うつ薬を処方した。治療のため

ランチョンセミナー

に、母子分離を経験したのは、6名であり、外来治療を受けながら児は、患者本人とは別に暮らす実
父母等の家族が養育（3名）、入院治療のため児は家族が養育（2名）、入院治療のため児は乳児院に入
所（1名）に分けられた。経過については症状軽快による治療終結が18名、中断例が14名、現在通院中
が11名、他院へ紹介が2名であった。

シンポジウム

【考察】

当院における産後発症のうつ病は産後半年以内の受診が多く、自助グループや院内産科から多く
紹介を受けていた。約半数に初診時より抗うつ薬での薬物治療を行っており、また入院例や入院に
至らないまでも児と分離して加療を要する重症例も存在した。産後うつ病が遷延し1年以上経過して

一般演題

から受診する例もみられた。
産後発症のうつ病は、その半数が妊娠中からうつ病エピソードが始まっているという研究結果か
ら、DSM-5では「周産期の発症」の特定用語を用いることになった。現在母子保健や産科医療機関で
は、妊娠中からうつ病のリスク因子やうつ症状の評価等予防的介入体制は整備されつつあるが、よ

仙台国際センター 会議棟
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り専門的な介入を要する妊産婦に如何に円滑に精神科医療を提供できるかが今後の課題である。
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日程表

O-14
滋賀県の児童思春期精神保健における医療と福祉の連携の
実情報告

プログラム

○稲垣 貴彦1、伊藤 祐康2、田中 恒彦1、辻本 哲士3、小西 文子3、門田 雅宏4、
栗山 健一2、山田 尚登1,2
滋賀医科大学地域精神医療学講座、2滋賀医科大学精神医学講座、3滋賀県立精神保健福祉センター、

1

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

4

会長講演

【背景と目的】

平成24年において滋賀県には人口10万人あたり約7人の精神科医しかおらず､ これは東京の約40％
にすぎない１。他方で、滋賀県の人口増加率は第5位であり、特に子育て世代以下の若年人口増加率

特別講演

が高いのが特徴である2。しかし、県内に日本児童青年精神医学会認定医は一人もおらず、県民の児
童思春期精神医療に対するニーズの増加への対応は不十分である。医療を含む児童思春期精神保健
体制の充実化が喫緊の課題であるが、そのガバナンスは未整備であり各現場機関の自助努力に委ね
られているのが実情であった。

教育講演

そこで我々は、各方面からのニーズを把握し今後の児童思春期精神保健体制の整備・発展を目的
とし、滋賀県における児童思春期精神保健各機関の活動状況、および医療機関と他の相談機関の連
携に関する実態調査を行った。

モーニングセミナー

本調査は滋賀県からの委託事業として、滋賀医科大学精神医学講座及び地域精神医療学講座が実
施した。今回の発表にあたり参加機関の具体的解答が特定できないよう配慮した。
【方法】

行政各部署、県市町教育委員会各部署、学校（中高大）、各障害者地域生活支援センター、合計180

ランチョンセミナー

機関にアンケートを配布し、78機関から回答を得た。尚、滋賀県の6歳～ 18歳の人口は約185,000人
である。
【結果】

回答を得た相談機関の利用者数が4,701人であった。そのうち精神医療機関を受診していた者が

シンポジウム

435人であり、相談機関が受診を勧めた者は103人であった。受診している相談者のうち39.7％につ
いて、医療機関と相談機関のケース会議が実施されていた。また受診した後、おおむね問題が解決
したのは約18％であり、いくらかの改善した者を含めて約62％であった。
【考察】

①医療機関と相談機関の連携は不十分であると言わざるを得ない。限りある医療資源を有効に利用
一般演題

するためには相互交流の手段の確立が必要である。
②医療機関側の受け皿が不十分であるがために、相談機関から医療機関への紹介が少ない可能性が
ある。従って相談機関において医療機関への紹介につなげるトリアージを明確にする必要がある。
③医療機関が相談機関の期待に応えているとは言えない。医療機関の技術向上が急務である。

ポスター

【文献】

１. 厚生労働省
２. 総務省
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平成22年国勢調査人口等基本集計結果

結果の概要
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日程表

O-15
治療抵抗性統合失調症におけるクロザピン治療臨界期：
探索的研究

プログラム

○吉村 文太、矢田 勇慈、小西 晶子、佐藤 康治郎、来住 由樹
岡山県精神科医療センター

精神科

【背景と目的】
会長講演

初回エピソード統合失調症には2-5年の治療臨界期があると言われており、精神病未治療期間の
延長は転帰不良と関連している。しかし、治療抵抗性統合失調症（TRS）におけるクロザピン開始遅
延（DIC）の影響、クロザピン治療臨界期の存在についてはまだ不明確である。我々はTRSにおける

特別講演

DICと症状改善の関連、クロザピン治療臨界期の有無とその期間を検討するために、診療録を後方
視的に調査し探索的研究を実施した。
【方法】

対象は2010年1月～ 2015年2月の期間にクロザピン治療を開始したTRS105例のうち3 ヶ月以上（平
教育講演

均686日）、クロザピン（平均377mg）を継続していた90例（男性55例、女性35例、平均35歳）である。
すべての患者はクロザピン開始時より定期的にBPRSなどで症状評価されていた。DICは治療抵抗性
精神病エピソードの発症/再発～クロザピン開始までの期間と定義した。BPRS改善率＝（ベースラ
インBPRS総得点－最終評価時BPRS総得点/ベースラインBPRS総得点－18）×100（%）
、クロザピン

モーニングセミナー

治療への
“反応”＝BPRS 改善率>40%と定義した。この研究は患者からの同意は得られていないが匿
名性が確保されており、当院の倫理委員会の承認を得ている。
【結果】

DICとBPRS改善率にはスピアマンの順位相関係数による解析にて有意な相関が認められたが

ランチョンセミナー

（rs = -0.52, p<0.01）、年齢ならびに罹病期間とBPRS改善率には有意な相関は認められなかった。年
齢、性別、罹病期間、DIC、ECT併用、入院回数、クロザピン投薬期間、クロザピン最高用量を説
明変数に用いた重回帰分析にて、DICはBPRS改善率に対する独立した予測因子であった。DIC3年
未満患者（0.1-0.9, 1.0-1.9, 2.0-2.9年群）の治療反応率/平均BPRS改善率は67-90%/53-61%であったのに

シンポジウム

対し、DIC3年以上患者（3.0-3.9, 4.0-4.9, 5.0-9.9年, 10年以上群）では26-33%/24-32%であった。DIC3年
未満患者のDIC3年以上患者に対するクロザピン治療反応率のリスク比は2.7（95%CI, 1.8-3.6, p<0.01）
であった。
【考察】

一般演題

DICの延長はTRSの不良な転帰と関連しており、クロザピン治療臨界期は治療抵抗性精神病エピ
ソード発症/再発から3年程度である可能性が示唆された。クロザピン抵抗性統合失調症に対する有
効な治療法は乏しいため、TRSの予後を少しでも改善するためには、TRSを早期に確認し、クロザ
ピンをできれば3年以内の早期に開始するべきであると考える。

ポスター
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日程表

P-1
精神病発症危機状態（at risk mental state：ARMS）に
おける近赤外線スペクトロスコピィ
（NIRS）

プログラム

○盛本 翼1、太田 豊作1、飯田 順三2、岡崎 康輔3、山室 和彦1、中西 葉子1、
岸本 直子1、岸本 年史1
奈良県立医科大学精神医学講座、2奈良県立医科大学看護学科人間発達学、3公益財団法人復光会垂水病院

1

会長講演

【背景と目的】

近年、統合失調症の治療臨界期が提唱され、顕在発症予防の視点に立ったARMSに対する早期介
入の取り組みが広がりつつある。前向きの概念であるARMSに関する研究が多角的に進められてい
る中、ワーキングメモリーや注意機能の低下なども報告され、ARMSの前頭葉機能についても注目

特別講演

されている。近赤外線スペクトロスコピィ
（NIRS）は、非侵襲的な近赤外光を用いて、脳内のヘモグ
ロビンの変化を多点で測定することで画像化する方法であり、拘束性が低く日常的な姿勢で行える
など被験者への負担が少ない。今回、NIRSを用いてARMSの前頭前皮質の酸素化ヘモグロビン変化
を測定し、健常対照と比較することでARMSの前頭前皮質における血液動態反応について検討を試

教育講演

みた。
【方法】

対象は、平均16.5±2.92歳のARMS群10例（男性7例，女性3例、平均知能指数86.9±7.19）と、年
モーニングセミナー

齢、性別、知能指数を一致させた平均16.6±3.75歳の健常対照群10例（男性7例、女性3例、平均知
能指数90.2±5.27）であった。ARMS群は、構造化面接であるStructured Interview for Prodromal
Syndrome/Scale of Prodromal Symptoms（SIPS/SOPS）を用いて経験ある児童精神科医が診断を行
い、10例とも微弱な陽性症状群と判断され、10例とも未治療・未服薬であった。そして、Stroop課

ランチョンセミナー

題遂行時の前頭前皮質の酸素化ヘモグロビン変化を測定し、ARMS群と健常対照群で比較検討を行っ
た。NIRS装置は、ETG-4000（日立メディコ）を使用した。なお、本研究は奈良県立医科大学・医の
倫理委員会の承認を得ている。
【結果】

シンポジウム

前頭領域全24チャンネルのうちチャンネル16、19、22、23、24において、健常対照群と比較して
ARMS群の酸素化ヘモグロビン変化が統計学的に有意に低値であった。
【考察】

ARMSにおいては前頭前皮質における血液動態反応が低下しており、前頭葉機能の低下が認めら

一般演題

れる可能性がある。特に、チャンネル22、23、24については、眼窩前頭皮質の機能を反映している
ことが考えられ、自我障害と関係する同部位の異常所見は興味深い。しかし、今回の対象数は非常
に少ないため解釈には注意を要するとともに、対象数を蓄積した上で検討する必要があると考えら
れた。

ポスター
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日程表

P-2

At-risk mental stateにおける嗅覚機能の障害

プログラム

○高橋 努、西川 祐美子、中村 美保子、笹林 大樹、樋口 悠子、水上 祐子、
西山 志満子、伊藤 博子、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

会長講演

【背景と目的】

嗅覚機能低下は統合失調症の病初期から認められ、比較的安定した生物学的マーカーと考えられ
ている。一方、嗅覚機能低下が発症に先立ち生じるかについては十分わかっていない。本研究では、
統合失調症をはじめとする精神病性障害の発症危険群（At-risk mental state, ARMS）と健常対照群

特別講演

の嗅覚機能を比較し、またARMS群において嗅覚機能と臨床指標との関連を検討することを目的と
した。
【方法】

富山大学附属病院に通院中のCAARMS（Comprehensive Assessment of ARMS）の診断基準を満
教育講演

たすARMS群20例（男性14例、平均年齢17.9歳）および健常群46例（男性30例、平均年齢22.2歳）を対象
とした。経過中（平均観察期間422日）に精神病性障害を発症したARMS症例はなかった。本研究は臨
床研究に関する倫理指針に従い、本学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

モーニングセミナー

法を説明し文書での同意を得て行われた。嗅覚測定用基準臭であるT&Tオルファクトメーター（第
一薬品産業）を用いて5種類の異なるニオイ（花のニオイ、甘いニオイ、腐敗臭、果実臭、および糞
臭）に対する嗅覚閾値（検知閾値および認知閾値）を測定し、各平均閾値を解析に用いた。全例に対
して嗅覚検査時に新版 STAI 状態-特性不安検査を施行した。ARMS群では陽性陰性症状評価尺度

ランチョンセミナー

（PANSS）を用いた症状評価、および社会的職業的機能評定尺度（SOFAS）と機能の全体的評定尺度
（GAF）による全体的・社会的機能評価を行った。統計学的解析にはマン・ホイットニーのU検定お
よびスピアマンの順位相関係数を用いた。
【結果】

シンポジウム

ARMS群では、健常群と比較して平均検知閾値（p < 0.05）および平均認知閾値（p < 0.01）が有意に
高く、嗅覚機能の低下が認められた。またARMS群では、嗅覚機能障害
（平均認知閾値 > 1.0）
を呈す
る症例が有意に多かった（Fisher's Exact Test, p < 0.01）。ARMS群において、嗅覚閾値と服薬期間、
服薬量、GAF得点、SOFAS得点、およびPANSS得点との間に有意な相関はなかった。ARMS群に

一般演題

ける特性不安の得点が平均検知閾値および平均認知閾値と正の相関を示した（p < 0.01）。両群にお
いて、嗅覚機能は年齢およびIQと有意な相関を示さなかった。
【考察】

本研究は、標準化された嗅覚機能検査を用いて精神病性障害の発症危険群における有意な嗅覚機
ポスター

能の低下（閾値の上昇）を示した。今後はARMS群の臨床的フォローを継続し、嗅覚機能と臨床的転
帰（精神病性障害の発症）との関連等についても検討したい。
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日程表

P-3
アットリスク精神状態非移行例における機能と
ベースラインでの灰白質体積

プログラム

○小原 千佳1、佐久間 篤2、桂 雅宏2、大室 則幸2、飯塚 邦夫2、菊池 達郎1、
阿部 光一1、國分 恭子1、松岡 洋夫1,2,3、松本 和紀1,2,3
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、2東北大学病院精神科、3東北大学大学院予防精神医学寄附講座

1

会長講演

【背景と目的】

アットリスク精神状態（ARMS）の研究は精神病への移行率を中心に検討が進んできたが、長期の
縦断研究の結果ARMSのおよそ3分の2は精神病に移行せず経過することが分かってきた。一方で、
非移行例のなかには、弱い精神病症状が持続したり、社会機能が低下したまま経過する群もおり、

特別講演

ARMSの長期経過においては、精神病への移行以外の要因も検討する必要性が明らかとなってきた。
しかし、精神病に移行しないARMSの病態やこれを予測する指標については、まだ十分に検討され
ていない。そこで今回我々は、12 ヶ月後のARMS非移行例の社会機能とベースラインでの脳灰白質
体積との関連について調べた 。

教育講演

【方法】

ベースライン時にMRIを撮像し、12 ヶ月追跡時に精神病に移行していないARMS非移行例32例を
モーニングセミナー

対象とした。12 ヶ月時における社会機能の程度を社会的職業的機能評定尺度を用いて評価し、61点
以上を社会機能の高い群（高機能群）17名と、60点以下の社会機能の低い群（低機能群）15名に分類
した。ベースライン時点で撮像したMRI（T1強調画像）を用いて、全脳の形態学的解析を探索的に
行うvoxel-based morphometry（VBM法）により、2群間の灰白質体積を比較した。尚、本研究は東

ランチョンセミナー

北大学医学部・医学系研究科倫理委員会の承認を受けている。
【結果】

低機能群は高機能群に対して右の中心前回から中心後回にかけての領域に有意な灰白質体積減少

シンポジウム

を認めた。一方、低機能群は高機能群と比較して、有意に灰白質が増加していた部位は認めなかっ
た。
【考察】

一般演題

ベースラインの横断的所見において、ARMSは健常者と比較して中心後回の灰白質体積減少を認
めることがしばしば報告されているが、今回の結果は、ARMS非移行例において、ベースラインで
の同領域の灰白質体積減少が、追跡12か月時の社会機能低下を予測する可能性を示した。今後は神
経画像以外の様々なリスク因子の評価を組み合わせることにより、予後を予測する精度を高めてい

ポスター

くことが重要と考えられる。

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-4
精神疾患の最初期における家族の批判的態度の経時的変化
−ARMSに関する検討−

プログラム

○濱家 由美子1,2、桂 雅宏1、小原 千佳2、國分 恭子2、阿部 光一2、砂川 恵美1、
佐藤 しおり1、大室 則幸1、松岡 洋夫1,2、松本 和紀2,3
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、

1

東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座

3

会長講演

【背景と目的】

統合失調症を含む精神疾患では家族環境が経過に影響を与えることが知られているが、従来の研
究では精神疾患の慢性期に焦点がおかれ、精神疾患の最初期における家族環境の変化については、

特別講演

まだ十分に検討されていない。
本研究では精神疾患の最初期にあるリスク状態（ARMS; At-Risk Mental State）の家族の感情表出
の主たる因子のひとつである批判的態度に着目し、家族の感情表出と患者の経過との関連を縦断的
に調査した。

教育講演

【方法】

東北大学病院精神科で加療中のARMS患者のうち12 ヶ月間追跡可能であった患者と家族28人を
対象とした。ベースライン、6 ヶ月時、12 ヶ月時に、家族の批判的態度を評価する日本語版 The
Family Attitude Scale（FAS）
（Fujita et al., 2002; Kavanagh et al., 1997）と、患者の陽性・陰性症状

モーニングセミナー

評価尺度（PANSS）と機能の全体的評価尺度（GAF）
を評価した。
本研究は東北大学医学部・医学系研究科倫理委員会の承認を受け、研究参加者からインフォーム
ド・コンセントを得た上で実施し、プライバシーや匿名性保持に十分な配慮をした。
【結果】

ランチョンセミナー

患者の精神症状と機能はベースラインから6 ヶ月時で有意に改善し、12 ヶ月時でもこの改善は維
持されていた。一方、FAS得点の平均は、ベースライン（25.4±12.1）、6 ヶ月時（25.4±14.5）、12 ヶ
月時（25.9±11.7）の各時期での変化は認めなかった。
12 ヶ月時のGAF60点を基準として対象者を経過良好群（69.4±9.5）と経過不良群（52.3±6.2）の2

シンポジウム

群に分類し、各評価時期におけるFAS得点の差異の検定を実施した。ベースラインでは、良好群
（24.9±8.7）と不良群（26.7±15.6）の差はなく（p=0.72）、6 ヶ月時でも同様であったが（良好群; 25.5±
16.1: 不良群; 25.8±14.7: p=0.96）、12 ヶ月時では良好群（18.3±12.9）
は不良群（30.8±8.0）と比べ有意に
FAS得点が低かった（p=0.01）。
【考察】

一般演題

本研究の結果からは、ARMSの家族の批判的態度が、患者の機能予後に応じて変化する可能性が
示唆された。機能低下が慢性化しているARMSの家族では、批判的態度が高まったり持続したりす
るリスクがあるため、これを改善させるための家族への介入方法の検討が重要だと考えられた。
【文献】

ポスター

Fujita, H., et al., 2002. Family attitude scale: measurement of criticism in the relatives of patients with
schizophrenia in Japan. Psychiatry Res 110(3), 273-280.
Kavanagh, D.J., et al., 1997. The Family Attitude Scale: reliability and validity of a new scale for
measuring the emotional climate of families. Psychiatry Res 70(3), 185-195.
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日程表

P-5
未治療期間（Duration of Untreated Psychosis; DUP）の要因となる自我親和型の
障害についての検討−精神科治療経験者と未治療者の自我親和型症状の比較検討

プログラム

○松田 真理子1、山路 有紀2、高嶋 朋子4、周 直民5、小西 美咲1、高井 大祐1、
高見 和樹1、林 みなみ1、生田 孝3
京都文教大学大学院、2京都文教大学学生相談室、3聖隷浜松病院、4株式会社ヘルスウエイブ、

1

追手門学院大学学生相談室

5

会長講演

【背景と目的】

筆者ら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

特別講演

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。本発表においてはDUPの要因となる自我
親和型の障害について精神科治療経験者と未治療者の体験内容から検討を加える。
【方法】

A 大学大学生

男子32名（18歳～ 25歳、平均22.5歳）女子103名（18歳～ 36歳、平均20

歳）合計135名（平均21.1歳）。B大学大学生
2 材料と手続き

教育講演

1 調査対象者

女子63名（20歳～ 21歳、平均20.3歳）

Ｘ年Ｙ月に小林・野崎・水野によるPRIME－Screen日本語版を配布し、リスク陽

性の有無を同定するために質問紙への回答を求めた。
モーニングセミナー

3 質問紙の最終頁に半構造化面接に同意した者は氏名、住所、連絡先（メールアドレス、電話番号）
を記入してもらった。A大学のリスク陽性者29名のうち、本人の同意を得ることができた者は
14名おり、そのうちの10名にX年Y月～ Z月にかけて半構造化面接とバウムテスト、風景構成法
（Landscape Montage Technique, 以下 LMT）を行った。半構造化面接から前駆症状における幻覚
体験や妄想様体験を主とする症状の詳細な内容、調査対象者の生育歴、病前性格、生活習慣、社

ランチョンセミナー

会適応能力、バウムテストやLMT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の一助にすることとした。
【結果】
（1）リスク陽性者

A大学の調査対象者135名中、PRIME－Screen日本語版のリスク陽性値を満たす者は29名（調査対

シンポジウム

象者全体の21.4％）であり、B大学の調査対象者63名中、リスク陽性値を満たす者は1名（調査対象者
全体の1.5％）であった。
（2）事例

半構造化面接、バウムテスト、LMTからの検討

半構造化面接に応じてくれたA大学の調査対象者10名のうち、6名は精神科受診歴があり、4名は
未治療であった。詳細は発表当日に報告する。

一般演題

【考察】

今回の調査ではリスク陽性を示した調査対象者がA大学では21.4％、B大学では1. 5％であった。
Kobayashi H et al. は大学生を対象としたPRIME－Screenによるリスク陽性者は9％であったと報告
しており、A大学のリスク陽性者の割合は小林らの調査結果の2倍であり、B大学のリスク陽性者は
極めて低い。両大学とも臨床心理学を専攻する大学生であるが、リスク陽性者の割合に大きな差異

ポスター

があることも検討点であり、更なる精査が必要である。
本研究は文部科学省科学研究費補助金交付基盤研究（基盤研究Ｃ）（課題番号）25380962の助成を受け、調査対
象者の同意を書面でとり、匿名性を遵守し、倫理的配慮を行っている。

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-6
精神科外来治療の自己中断の指標に関する調査研究

プログラム

○横田 悠季、君塚 千恵
国立精神・神経医療研究センター

メディカルゲノム・センター

【背景と目的】
会長講演

精神科外来治療の自己中断は30 ～ 50%の割合で中断が生じることが報告されている（Baekeland
& Lundwall, 1975）
。先行研究では利用者が若年
（Blanca et al, 2009）
、教育年数の低さ
（Wierzbicki &
Pakarik, 1993）、物質依存（Melo et al, 2005）や統合失調症（Olfson et al., 2009）、パーソナリティ障害

特別講演

（Martino et al., 2012）と自己中断との関連が報告されている。自然回復や治療の再来のケースを除
いて、多くは治療の中断によって状態が悪化する（Baekeland & Lundwall, 1975）ことが言われてい
る。そのため、患者の自己中断を防ぐ上でまず実態調査を行うことが重要であるが、国内における
中断に関する調査研究は数少ない。国立精神・神経医療研究センター（以下、当センター）では、ナ

教育講演

ショナルセンター・バイオバンク（以下BB）研究を行っており、血液検体と併せ診療情報を収集し、
研究として使用することに対して患者に説明同意を十分に行っている。そこで、本研究では、BB研
究で収集した診療情報をもとに精神科外来治療における自己中断に関連する指標を明らかにするこ
とを目的とした。

モーニングセミナー

【方法】

BB研究に同意した患者424名を対象とし、デモグラフィックデータに加えて、受診状況に関する
情報を分析対象にした。患者の内訳として、男性209名（49%）、女性215名（51%）、平均年齢40.51歳
（±15.98, 15-89）、精神疾患群として統合失調症圏174名、大うつ病性障害57名、双極性障害88名、不

ランチョンセミナー

安障害35名、発達障害29名、物質依存15名、パーソナリティ障害7名、摂食障害3名であった。今回
の研究では認知症を除外した。当センターの倫理委員会から承認を得て調査を実施した。
【結果】

自己中断を経験した者は157名であり全体の37.0％であった。性別を独立変数としたt 検定を行っ

シンポジウム

た結果、中断回数で有意な差は認められなかった（t（423）=0.24, ,n.s.）。相関分析を行った結果、教
育年数（r=-0.38, n.s）、年齢（r=0.004, n.s）未治療期間（r=-0.07, n.s）は無相関であったが、受診回数
（r=.401, p<.01）
、入院回数
（r=.131, p<.05）
で正の相関が認められた。疾患群と中断経験の有無の群で
クロス集計を行った結果、疾患群の差で有意傾向が見られ（χ2=14.596, p=.067）、残差分析を行った

一般演題

結果、統合失調症・物質依存患者において中断の経験有群の数が期待値よりも高かった。
【考察】

統合失調症、物質依存と治療中断との関連があることが示され先行研究と一致した結果もあれば、
先行研究と異なる結果も認められた。医療事情や文化等、海外と異なる点があるため国内における

ポスター

中断に関する知見を積んでいくことが求められるだろう。今後は、協力者のサンプル数を増やし、
職歴等の変数も含めた検討が望まれる。
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日程表

P-7
被害妄想的観念と社交不安の弁別要因の検討

プログラム

○森本 幸子
仙台白百合女子大学心理福祉学科

【背景と目的】
会長講演

最近の研究では、被害妄想と類似した現象である被害妄想観念と社交不安との弁別が困難である
ことが指摘されている。「他の人から悪口を言われている」など他者からの拒絶に関連した不安は、
被害妄想的観念のみならず社交不安においても報告される。しかし臨床的な診断や介入のために、
両者を弁別することが必要となる。

特別講演

そこで本研究では、異常知覚体験を含め、被害妄想的観念と社交不安との弁別要因について検討
することを目的とした。
【方法】

被験者
大学生122名（男性59名、女性63名）を対象に、質問紙調査を行った。平均年齢は19.94（SD=1.90）

教育講演

であった。
質問紙
社交不安を測定するために、金井・笹川・陳・鈴木・嶋田・坂野
（2004）
によって作成されたSocial
Phobia Scale（Mattick & Clarke, 1998）
の日本語版（SPS）を用いた。

モーニングセミナー

被害妄想的観念の測定については、山内・須藤・丹野（2007）によって作成された日本語版パラノ
イア・チェックリスト（JPC）を用いた。
異 常 知 覚 体 験 を 測 定 す る た め に、LauneyとSlade（1981）に よ っ て 作 成 さ れ たLauney-Slade
Hallucination Scale（LSHS）の日本語版（丹野・坂本・石垣・桑木野・山本・杉浦・毛利, 1997）を用
いた。

ランチョンセミナー

自己や他者へのスキーマを測定するために、日本語版Brief Core Schema Scale（BCSS）（山内・
須藤・丹野, 2009）を用いた。
Cost/Probability biasを 測 定 す る た め に 城 月・ 野 村（2009）が 作 成 し たSocial Cost/ Probability
Scale（SCOP）を用いた。
なお、質問紙調査には匿名にて記入を求めた。また、調査参加への同意が明記されていたデータ

シンポジウム

のみを分析の対象とした。
【結果】

被害妄想的観念や社交不安と異常知覚体験との関連については、SPSとLSHSとの間には有意な相
関は得られなかったが、JPCとLSHSとの間には有意な正の相関が見られた。
被害妄想的観念や社交不安と自己および他者へのスキーマ、およびコストバイアスとの関連につ

一般演題

いては、SPSとJPCは共にBCSSのネガティブスキーマとの間に有意な正の相関が得られた。同様に、
SPSとJPCは共にSCOPとの間に有意な正の相関が得られた。
【考察】

先行研究において社交不安や被害妄想的観念との関連が指摘されていた要因と被害妄想的観念、
社交不安との関係を検討した。その結果、被害妄想的観念と社交不安は共にネガティブスキーマと
ポスター

関連があり、また、否定的な社会的状況についてのコストを高く見積もる傾向と関連が見られた。
しかし、異常知覚体験は、被害妄想的観念とのみ関連が見られ、社交不安とは関連が見られなかっ
た。よって、被害妄想的観念と社交不安とは類似した現象ではあるものの、両者は異常知覚体験と
の関連によって弁別可能であることが示唆された。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-8
健康診断結果に基づく大学における自閉症傾向を有する
学生支援のあり方の検討

プログラム

○大島 紀人1、高野 明1、佐々木 司1,2、渡辺 慶一郎1
東京大学学生相談ネットワーク本部、2東京大学教育学研究科

1

【背景と目的】
会長講演

大学には、学校保健安全法に基づき、大学生の健康で安全な学校生活に寄与する様々な支援組織
が設置されている。保健センター、学生相談所といった保健･相談施設は、近年、メンタルヘルスが
大学生にとって大きな問題になるにつれて、その重要性を増している。特に近年、大学生の発達障

特別講演

害は、対人関係の困難のほか、学生生活のさまざまな面で修学に支障をきたす要因として重要であ
り、その支援にあり方について検討がなされている。今回の研究では、健診結果を用いて大学生の
自閉症傾向および精神保健に関わる問題、学校生活に関わる問題について実態調査し、自閉症傾向
のある学生に対する望ましい支援のあり方について考察した。
【方法】

教育講演

大学院生の健康診断問診票をもとに解析を行った。年齢により精神状態も影響を受けることを考
慮し、調査に同意が得られた1306名（95.5%）のうち、30歳以下の1273名（うち男性1027名、80.7%）を
対象とした。問診票では、精神状態（希死念慮、不安抑うつ（K6（Furukawa, 2008）で5点以上））、学

モーニングセミナー

校生活の問題（長期欠席、いじめられ）、受診･相談歴（相談相手の少なさ（SSQN（Furukawa, 1999）
で1点以下）、学校関係者（担任、養護教諭、スクールカウンセラー）への相談経験、精神科受診歴）に
ついて尋ねた。自閉症傾向についてAQ-10（若林, 2004）を用いて評価し、傾向あり群（6点以上）とな
し群で各項目比較してオッズ比を求めた。研究には個人情報を削除したデータを用い、東京大学ラ

ランチョンセミナー

イフサイエンス委員会での倫理審査承認を得て実施した。
【結果】

自閉症傾向を認めた者は441名35.0%であった。自閉症傾向あり群をなし群と比較すると、希死
念慮：20.6% v.s. 9.6%、オッズ比（OR）2.4、95%信頼区間（95%CI）1.8-3.4、不安抑うつ：34.7% v.s.

シンポジウム

18.9%、OR 2.3、95%CI 1.4-3.8、いじめられ：20.9% v.s. 13.3%、OR 1.7、95%CI 1.3-2.3、相談相手の
少なさ：13.2% v.s. 4.6%、OR 3.1、95%CI 2.0-4.8、学校関係者への相談経験：9.7% v.s. 5.8%、OR 1.7、
95%CI 1.0-3.0、以上の項目で有意差が見られた。長期欠席、精神科受診歴では有意差を認めなかっ
た。

一般演題

【考察】

自閉症傾向あり群は、相談相手が少なく自発的に相談できるチャンスが少ない一方で、学校関係
者への相談経験が有意に多かった。いじめられの頻度が高く、学校でなんらかの問題に気づかれて
教職員との相談につながっていた可能性が示唆された。大学においても、このような学生の悩みに

ポスター

周囲が気づき、相談につなげる体制が必要と考えられた。また、自閉症傾向がある群で不安抑うつ、
希死念慮を認める頻度は有意に高かったが、精神科受診歴に有意差は認めなかった。精神状態に影
響を与えうる大学生活適応に留意し、定期健康診断などの機会に精神的健康度を評価し、必要に応
じて専門的な支援につなげる体制整備が望ましい。
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日程表

P-9
大規模自然災害後の職場におけるうつ病とPTSDのスクリーニングと面接希望
〜職場における効果的なメンタルヘルス対策に向けて〜

プログラム

○長尾 愛美1,2、阿部 幹佳1,2、高橋 葉子1,2、佐久間 篤2,3、上田 一気2,4、松岡 洋夫3、
松本 和紀1,2,3
東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座、2みやぎ心のケアセンター、3東北大学病院精神科、

1

東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

4

会長講演

【背景と目的】

精神疾患や精神的不健康者を早期発見・介入する手段として、自記式調査票によるスクリーニン
グ法は有効な手段である。しかし、スクリーニングで陽性と判定された者の中にはその後の面談な

特別講演

どの介入を希望する者もいれば、拒む者もいる。後者への介入は倫理的な問題が懸念される場合も
あり、介入が強制されるスクリーニング法では、自記式調査そのものの結果が歪められる恐れもあ
る。我々は、東日本大震災後の被災地の自治体職員に対する支援の中で、精神健康についてのスク
リーニング後の面談について「希望する」、「希望しない」の他に「どちらでも良い」という選択肢を設

教育講演

け、事前の面談希望とスクリーニング陽性者の割合との関係を調べた。
【方法】

東日本大震災により大きな被害を受けた2つの自治体職員を対象に震災21 ヶ月後に自記式アン

モーニングセミナー

ケート調査を実施した。抑うつ症状評価としてPHQ-9、心的外傷後ストレス障害（PTSD）症状につ
いてPTSDチェックリスト（PCL）を用いた。なお、本調査は自治体への支援の一環として行われ、
東北大学大学院医学系研究科倫理委員会の承認を得た上で実施した。
【結果】

ランチョンセミナー

1349名から回答が得られ、うつ病リスク陽性者（うつ陽性者）は282名（20.9%）、PTSDリスク陽性
者（PTSD陽性者）は108 名（8.2%）であった。うつ陽性者の内、面談希望34名（12%）、どちらでも良い
112名（40%）、非希望136名（48％）、PTSD陽性者では希望22名（20%）、どちらでもよい48名（44%）
、
非希望38名（35%）であった。いずれの陽性者も陰性者と比べて面談を希望する割合は高く、また、

シンポジウム

PTSD陽性者はうつ陽性者と比べて面談を希望する割合が高かった。
【考察】

スクリーニング実施後の面談を積極的に希望する割合は全体の5%未満と少数で、うつ陽性者、
PTSD陽性者でも12%、20%と一部に限られた。一方、どちらでも良いという選択肢を設けることで、
より多くの陽性者に対して面談を働きかけることが可能となることが示された。それでもなお35%

一般演題

～ 48%の陽性者は、面談を希望しないという実態も明らかになった。精神医療・保健領域での早期
介入においては、援助希求行動の重要性が認識されているが、スクリーニング法による調査や介入
においても、援助希求行動を促すための対策の検討が必要だと考えられる。

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-10
高校教員を対象とした精神保健に関する知識と支援のための
コミュニケーション・スキルの研修会の実施

プログラム

○東海林 渉1、本庄谷 奈央2、松本 和紀1,2,3
東北大学大学院医学系研究科

予防精神医学寄附講座、2東北大学病院

東北大学大学院医学系研究科

精神神経学分野

1
3

精神科、

会長講演

【背景と目的】

教育現場におけるメンタルヘルス対策としては、教員全体の知識やスキルを向上させるなどして
エンパワメントする方法がある。特に、これは、メンタルヘルス・プロモーションや予防・早期介
入の視点から、教育と精神保健とが連携するモデルが重要だと考えられる。このためには、「教育現

特別講演

場における精神保健の階層モデル」に基づいて、あらゆる高校教員に対して精神保健に関する基本的
な知識と支援のためのコミュニケーション・スキルを学んでもらうための研修プログラムが必要で
はないかと考えた。そこで、今回の発表では、メンタルヘルス支援者向けのプログラムを参考に実
施した研修会を紹介し、事後に行ったアンケート結果について、特に、ワークショップへの感想に

教育講演

着目し報告する。
【方法】

高校教員33名（女性18名、男性15名）を対象に、「発達障害に関する教育講演」と「対人支援のための
モーニングセミナー

コミュニケーション・スキルについてのワークショップ」を組み合わせた一日研修会を実施し、終了
後にアンケート調査を実施した。ワークショップの内容は、「被災地における支援者育成プログラ
ム」（田島・大野, 2014）と「ケアする人の対話スキルABCD」（堀越, 2015）とを参考にして作成した。
研修時間などの枠組みや難易度等の質に関する項目、CSQ-8J（立森・伊藤, 1999）を参考に作成し

ランチョンセミナー

た満足度に関する項目、自由記述により感想等を調査した。なお、本研究は東北大学大学院医学系
研究科の倫理委員会の承認を得たうえで実施した。
【結果】

「研修に満足」、「他の教員に研修を勧めたい」という回答は100%から得られた。「研修内容が必要

シンポジウム

としたものである」は96%、「普段の仕事に活かせそう」は100%であり、「生徒・保護者・同僚とのや
り取りで実際に活用できそう」という自由記述も得られた。ワークショップでの個々の演習において
は、演習の難易度によって、難しいと感じる教員が多く見られたが、一方で、難しい演習にやりが
いを感じる教員も認められた。
【考察】

一般演題

コミュニケーション・スキルのワークショップについての参加者の満足感は高く、また、実践性
について高い評価が得られた。メンタルヘルスの支援者向けに開発されたコミュニケーション・ス
キルのワークショップは、教員に対しても実施可能で役立つものである可能性が示唆された。また、
研修内容については、あらゆる教員を対象とした基本的な内容と、より関心の高い教員向けの応用

ポスター

的な内容とを区別して実施することも検討すべきと考えられた。今後も、教員の精神保健的な対応
についてスキルアップのためのプログラムを開発していくとともに、これを広く普及させ、均てん
化を図り、将来的には、その効果を検証していくことが必要ではないかと考えられた。
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日程表

P-11
和歌山県立医科大学附属病院におけるリワークプログラムの
効果と再発予防性の検討

プログラム

○坂本 友香1、高橋 隼1、山本 眞弘1、南村 涼子2、有田 奈佑香1、山田 信一1、
鵜飼 聡1、篠崎 和弘1
和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室、2和歌山県立医科大学附属病院看護部

1

会長講演

【背景と目的】

うつ病において、寛解や回復の定義（Frank, 1991）を満たしていても、復職できない患者は多数存
在しており、また復職した後に、再休職に至る症例が多いことも複数報告されている。うつ病患者
の復職と再発予防は精神科臨床における重要な課題であり、リワークプログラムが注目されている。

特別講演

リワークプログラムとは社会適応を改善するための集団プログラムであり、復職準備性を高め、再
発予防のセルフケアを行えるような人間的成長を目指している。和歌山県立医科大学附属病院では、
2013年5月よりリワークプログラムを開始した。本研究では、当院におけるリワークプログラムの参
加者の復職率、6か月後の復職継続率について調査した。また、復職準備シートを用いて、プログラ

教育講演

ムによりどのような因子が改善したかを検討した。
【方法】

対象は2013年5月から2015年3月までに当院のリワークプログラムを終了した16名（男10、女6）の大
モーニングセミナー

うつ病患者である。復職準備性、再発予防性の評価に標準化リワークプログラム評価シートを用い、
プログラム前後の各下位項目の差異を対応のあるt検定を用いて調査した。なお、すべての対象者の
データは匿名化して解析した。
【結果】

ランチョンセミナー

参加者16名のうち11名がプログラムを卒業し、卒業者のうち9名が復職した。また、5名のプログ
ラム中断者のうち、復職者は2名であった。復職した11名全員が6 ヶ月のフォロー期間中、復職を継
続することができていた。卒業者において、復職プログラム評価シートの下位項目は、プログラム
前後で「出席率」、「適切な自己主張」、「対処行動」、「積極性」、「他のメンバーやスタッフからの注意

シンポジウム

や指摘への反応」の得点が有意に増加していた。
【考察】

リワークプログラムの卒業者は8割以上が復職に成功し、6 ヵ月のフォロー期間中に再休職はなく、
リワークプログラムの復職への有効性と再発予防性が示唆された。また、プログラム卒業者の復職

一般演題

準備シートの変化からは、プログラムによる問題解決スキルと集団内適応の改善が示唆された。

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-12
集団認知行動療法的アプローチを用いた新卒看護師の
抑うつ予防のための研修プログラムの中間評価

プログラム

○笹本 美佐1、三浦 真衣2
日本赤十字広島看護大学、2日本赤十字社

1

広島赤十字・原爆病院

【背景と目的】
会長講演

近年の医療の高度化や多様化による看護師の抑うつ傾向が示唆されている。中でも新卒看護師は
抑うつ状態に陥りやすい傾向にある（藤原ら, 2008）。このような精神的不調は看護の質の低下や医
療事故との関連性があるため,看護師のメンタルヘルスは喫緊な課題である。今回は、新卒看護師を

特別講演

対象として集団認知行動療法的アプローチを用いた抑うつ予防のための研修プログラムを2回実施
した中間評価について報告する。
【方法】

2015年4月にA病院に就職した新卒看護師を対象として、4月と7月に集団認知行動療法的アプ
教育講演

ローチを用いた研修プログラムを実施し、本研究に同意が得られた32名を対象としてBDI-Ⅱ、
ATQ-Rと認知対処の自己効力感（及川ら, 200）の測定、研修参加アンケートを実施した。分析は、
R version3.2.2を用いて判別分析、記述統計を行った。
倫理的配慮としては、B看護大学および該当病院の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。

モーニングセミナー

また、対象となる新卒看護師には研究の主旨を説明し調査票の提出をもって同意が得られたものと
した。
【結果】

1. 研修参加アンケート2回の回収率の平均は89.8％、研修会への興味は平均95.0％、役立つと思った

ランチョンセミナー

のは平均95.0％、理解に関しては100％であった。
2. プ ログラムの実施１回目と２回目で、BDIが「重症化」「維持または軽症化」した2群間において、
自動思考では①消えてしまいたい、②私の人生はめちゃくちゃだ、③私の将来は暗い、認知対処
の自己効力感では①客観的・多面的評価、②自己開示・自己主張、③メリット・デメリットの順

シンポジウム

で影響していることが示された。
【考察】

1. 新卒看護師が集団認知行動療法への興味が強く役に立つと思っていることは動機づけに有用で、
ホームワークの継続につながる。また、高い理解度を示しているが、理解レベルを確認する必要

一般演題

がある。
2. 客観的・多面的評価は、本プログラムの適応思考を検討する過程で身につく可能性が高い。一方
で、自動思考の①～③の下位尺度項目は将来への悲観であり、臨床での体験の影響が推察でき、
行動的介入の検討が示唆された。

ポスター
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日程表

P-13
ユース・デイケア「イルボスコ」におけるSCITの実践とその効果

プログラム

○田中 友紀、石田 明菜、根本 隆洋、舩渡川 智之、和田 葉、山口 大樹、片桐 直之、
水野 雅文
東邦大学医学部精神神経医学講座

会長講演

【背景】

精神病の治療臨界期における集中的治療の重要性が数多く報告されている。当院では精神病発症
危険状態（ARMS）や初回エピソード統合失調症の患者を対象としたユース・デイケア
「イルボスコ」
を実施している。対象者を15 ～ 30歳と設定しているため、思春期・青年期前期といった年代特性や

特別講演

高い機能レベルなどを十分に考慮し、疾患の早期段階に特化したプログラムの作成を行っている。
近年、統合失調症における社会認知の障害が注目され、その機能訓練としてSCIT（社会認知ならび
に対人関係のトレーニング）の有効性が報告されている。そこで今回当デイケアでのSCIT実施によ
る効果と課題を検討した。なお発表について本人の同意を得るとともに倫理的観点から個人を特定

教育講演

できないよう改変を加えている。
【方法】

プログラムはSCITの20セッションを1クールとし、各セッションを週1回1時間半で実施した。内
容は「社会認知ならびに対人関係のトレーニング（SCIT）治療マニュアル」
（著: David L. Roberts, 他）

モーニングセミナー

に基づいて実施し、当作業療法士と臨床心理士の2名で各セッションを担当した。毎回の参加者は約
10名、デイケア終了者は外来からの参加を可とした。
効果の検討は1クールを通して参加した11名（男性6名、女性5名、平均年齢24.8歳）を対象とし、初
回参加時とクール終了時にPANSS、BACS、FEIT-J、ヒント課題検査、SFSを施行、さらにクール

ランチョンセミナー

終了後に自記式質問紙によるプログラムのアンケートを実施した。
【結果】

初回参加時にはデイケア通所中心の生活であった対象者のほとんどがSCIT終了以後に、復学、一
般アルバイト就労、障害者雇用就労、就職活動中、就労継続支援B型事業所通所などの次のステッ

シンポジウム

プに進み、順調に継続している。アンケートからは「相手の考えを実際に確認するようになった」
「様々な推測を出せるようになった」などSCITプログラムで獲得した知識を生活の中で生かしている
という報告もあった。一方でアンケート回答には「SCITの考え方を行動に移せない場面もある」とい
う内容もあった。また初回参加時とクール終了時における11名の平均値で、BACSはz-score-1.6から

一般演題

-0.9に向上し、FEIT-J、ヒント課題検査、SFSにおいても改善が見られた。PANSS、GAFでは改善
が見られなかった。
【考察】

対照群を設定していないため他の治療や生活全般からの影響との区別が難しいが、クール後の対
象者の生活変化からSCITを導入する意義は大きいと考えられる。対人関係のあり方が予後を大きく
ポスター

左右する若年層の患者に早期から同訓練を導入することは重要であると考えられ、早期段階におけ
る社会認知や対人関係の訓練が日常生活で効果を発揮するにはどのような点に留意すべきかさらに
検討していきたい。

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-14
宮城県立精神医療センターにおけるFEPへの
早期介入プログラムの概況

プログラム

○佐藤 祐太朗1、大野 高志1、舩越 俊一1、齋藤 和子1、香山 明美1、酒井 道代1、
松本 和紀2、小高 晃1、松岡 洋夫2
宮城県立精神医療センター、2東北大学大学院

1

医学系研究科

精神神経学分野

会長講演

【背景と目的】

宮城県立精神医療センターでは、「名取EIプロジェクト」と称した若年者のメンタルヘルスの向上
を目的とする早期介入サービスを2011年度より実施している。同プロジェクトでは、高校での普及
啓発活動、若年者に特化した外来診療、初回サイコーシス（FEP）への心理社会的介入の3つの活動に

特別講演

取り組んでいる。
このうちFEPへの介入では、主に入院事例に対してケースマネージャーを中心とした包括的な治
療プログラムを施行し、継続的な関わりを行うようにしている。早期介入サービスを実際に適用し
ていくために、各地域や施設の現状に即したモデルの確立が必要である。そこで、今回我々は「名取

教育講演

EIプロジェクト」におけるFEPへの早期介入プログラムの概況について報告し、地域における効果
的な早期介入支援体制の確立について検討したい。
【方法】

モーニングセミナー

2011年4月から2015年9月の期間においてFEPに対する早期介入プログラムを施行した20名を対象
とした。対象例に対して、精神病未治療期間（DUP）、就学・就労率、入院日数などを後方視的に調
査した。これらの情報は、全て診療録から得られ、個人情報はすべて匿名化した上で処理を行った。
本研究は、研究開始時点において疫学研究に関する倫理指針に則り開始され、本研究もこれを踏襲

ランチョンセミナー

するものとした。
【結果】

対 象 例 は 男 性 が7名、 女 性 が13名 で、 初 診 時 の 年 齢 は18歳 か ら34歳 で、 平 均 年 齢 は24.8歳
（SD=5.08）であった。DUPは最短が0.14週、最長は240週で中央値は2週であり、平均入院日数は

シンポジウム

103.55日であった。精神疾患の家族歴があるものは20例中6例に認められた。初診の時点で就学して
いた者は4例、就労していた者は7例、就学・就労していなかった者は9例であった。
【考察】

過去4年半で20例のケースが蓄積されており、心理士、作業療法士、精神保健福祉士、看護師など

一般演題

がケースマネージャーとして関わり続けている。早期介入を適切に実施するためには、病院全体と
して理念を共有することも重要であり、この間には院内での人材育成を行うための取り組みも行っ
てきた。当日は、対象例について、最終追跡時の全体的機能の評価、再入院率、寛解率、治療中断
率、向精神薬投与量、服薬アドヒアランスなどの結果についても報告し、さらに考察を加える予定

ポスター

である。
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日程表

P-15
カルボニルストレスを含む代謝異常と統合失調症に対する
ヨーガ療法の探索的研究

プログラム

○井上 智子1,2,3、内田 美樹1,2,3、小堀 晶子1,2、畠山 幸子1,2、堀内 泰江1、糸川 昌成1,2、
木村 慧心3、新井 誠1
東京都医学総合研究所

1

一般社団法人

3

精神行動医学研究分野

統合失調症プロジェクト、2東京都立松沢病院、

日本ヨーガ療法学会

会長講演

【背景と目的】

我々は、統合失調症の病態解明と患者の地域での社会復帰支援までを考慮した長期的かつ安全な
治療法の確立を目指し研究を進めている。その一貫として、2014年にヨーガ療法による治療効果の

特別講演

研究を導入した。我々は、2010年に統合失調症患者のおよそ2割が糖化ストレスの一部である「カル
ボニルストレス」という均一な病態を呈していることを見出した（Arai et al. 2010）。本研究は、カル
ボニルストレスの防御機構に対するヨーガ療法の作用機序を分子レベルで解明することを目的とし、
第一に、ヨーガ療法の適用や経過を評価できるバイオマーカーの探索を試みた。

教育講演

【方法】

ヨーガ療法実習群（YG）、エクササイズ群（EX）、介入しない群（WL）の3群を設定し、ランダム
化割付けを実施した。約20分の実習を週2回、12週間継続した。検査は実習前、終了後、12週経過

モーニングセミナー

後とした。主要評価項目は、カルボニルストレスのバイオマーカーであるペントシジン、ビタミン
B6、症状評価（Manchester Scale, MS）、認知機能検査（WAIS、WCST）とした。その他代謝障害を
測定するホモシステイン、葉酸、亜鉛、ビタミンB12、臨床所見、自律神経測定（AMAS）を実施し
た。本研究は、当該研究所及び実施医療機関の倫理委員会の承認のもと実施され、研究開始前に患

ランチョンセミナー

者に十分な説明を実施し文書同意を得た上で実施した。
【結果】

準急性期と慢性期の入院患者5症例が研究に参加し、内訳はYG 3症例、EXとWLが各1症例であ
る。MSでは、YGのみにおいて2症例に陰性症状等の改善が認められた。ペントシジンとビタミン

シンポジウム

B6においては、WLを除き、いずれの群も改善は認められなかった。YGの2症例ではホモシステイ
ンの低下が認められ、ホモシステインが認知機能と負に相関する傾向も認めた。
【考察】

カルボニルストレスを伴う症例において、陰性症状等の改善と精神症状の改善が認められたこと
から、薬物療法の効果が不十分で重症な患者にもヨーガ療法が適用できる可能性が示唆された。ま

一般演題

た、認知との関連が示唆されるホモシステインに改善が認められたことから、今後、YGのみのシン
グルアーム研究により、代謝関連物質との連動、影響する認知機能の特定、臨床特徴についてその
分子基盤の解明と適用を検証する計画である。

ポスター

仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-16
解決志向による家族のストレングスを引き出す早期支援のあり方について
〜家族と子ども（若者）がともに課題を抱えた事例において〜

プログラム

○藤島 薫
東京福祉大学

【背景と目的】
会長講演

思春期から青年期にかけ、対人関係や社会的経験から多くのことを学習し、安定した大人の脳へ
と成長していくことが多くの研究から明らかになっており、若者をとりまく家族・仲間・教育機関
等のエコロジカルモデルに基づく複合的支援が重要である。中でも、成長過程に大きな影響を及ぼ

特別講演

す家族（保護者）への支援は、早期介入するうえでも重要であると考える。そのような視点から若者
と家族のストレングスに焦点をあてたプログラムを実施した。今回は、若者プログラム実施中およ
び前後に行われた家族面接の結果について報告し、家族のストレングスを引き出す支援のあり方に
ついて考察をする。
【方法】

教育講演

平成26年3月に実施した「若者と家族のリカバリープログラム」では、中学生を対象とした集中型プ
ログラムと同時に、問題解決の方法を家族が主体となって考えることを目的として家族面接を3回行
い、複合的な支援を試みた。家族面接は基本的には訪問型として、三家族の保護者に対して、それ

モーニングセミナー

ぞれ、1時間から1時間30分程度おこなった。また、家族には子育てに関するアンケート、思春期の
子育て態度アンケートなどの調査をあらかじめ行った。尚、調査の前に、調査中の倫理規定、個人
情報の保護および調査結果の研究使用について、文書と口頭によって説明したうえで同意を得てい
る。また、所属する研究機関の倫理審査を受けている。

ランチョンセミナー

【結果】

研究対象となった三家族の保護者は、それぞれ子どもの養育に問題があると児童相談所の決定に
よりしばらく子どもと離れて生活をしていて、親子再統合は数年前からという状況であった。事前
のアンケート結果では子どものことを心配しつつも、その適切な対応の仕方に苦慮していたり、自

シンポジウム

分のことで精一杯である、将来が不安ということがわかった。面接は、出来る限り、過去の問題点
を掘り下げるよりも、今後、望んでいる状態を考えるよう支援し、そのために出来ていること、や
れそうなことを一緒に見つけていくことに焦点をおいた。その結果、二家族の保護者は、出来てい
ることもある自分に自信を持つことができて前に進むことができたが、一家族の保護者については

一般演題

そこまでは至らなかった。
【考察】

解決志向による有効性の示唆は得られたが、家族面接のアプローチを明確に検討していなかった
こともあり結果にばらつきが見られた。今後の課題として、より、家族のストレングスを引き出す

ポスター

ための有効なアプローチを検討していく必要性が明らかとなった。
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日程表

P-17
発達障がいに関するカウンセリングを受けた保護者が
希望する支援

プログラム

○八谷 美絵、安藤 満代、谷 多江子
聖マリア学院大学看護学部

【背景と目的】
会長講演

発達障がいをもつ可能性がある子どもを早期に発見し、支援していくことは子どもの人生や将来
に関わる重要なことと考えられる。そこで本研究は、発達障がいに関する問題で保健所の相談に来
談した保護者が、社会でのシステムにどのようなことを要求するかを明らかにし、今後の施策を考

特別講演

えるための資料を得ることを目的とする。
【方法】

象：A市の保健所での相談業務が始まってからの5年の間に相談に来談した保護者のうち、

対

同意が得られた34名を対象とした。
問

紙：社会や公的システムに希望すること、について自由記述を求めた。

教育講演

質

順：A市の保健所で月に2回実施されている発達相談に過去5年の間に来談した保護者に、

手

調査の趣旨を記した調査依頼状と質問紙を同封して郵送した。返送された質問紙を研
究者が受け取り、大学で分析した。

モーニングセミナー

倫理的配慮：聖マリア学院大学及び協力施設の倫理審査委員会の承認を受けた。
分 析 方 法：記述された内容に対して質的内容分析を行い、一つの意味をもつ最小単位の文をコー
ドとし、類似したコードをさらに抽象化したサブカテゴリ、さらに抽象化したカテゴ
リ（以下《

》とする）に分類した。

ランチョンセミナー

【結果】

社会における発達に関する支援の要望は大きく分けて1）現在の支援の内容に関する要望、2）今後
のシステムに関する要望、3）ハード面の3つに分かれた。
1）現在の支援の内容に関する要望

シンポジウム

《診断・告知方法への希望》

、《親の養育方法への支援》、《療育継続のための親へのサポート》、《個
別性のあるサポート》を希望していた。
2）今後のシステムに関する要望
《各機関の連携の希望》

、《訓練施設の増設の希望》、《一貫したサポートシステム》、《園と専門家の

一般演題

連携》、《特別支援学級のシステム変更》、《発達障がい児の就労支援》、《社会での障がいの理解》を
希望していた。
3）ハード面
《費用面のサポート》、《訓練施設までの交通の充実》を希望していた。

ポスター

【考察】

発達相談に来談した保護者は、子どもと保護者の両者への個別性のあるサポートを希望しており、
充実したサポート体制を確立する必要性が示唆された。また、将来的には各機関と連携し、幼児期
から成人期までの一貫したサポートができる体制が必要とされていた。
仙台国際センター 会議棟
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日程表

P-18
スモンにおけるうつ症状の評価と啓発活動の試み

プログラム

○古村 健、古川 優樹、舟橋 龍秀
国立病院機構

東尾張病院

【背景と目的】
会長講演

スモン（亜急性脊髄視神経症）は、整腸剤キノホルムによる中毒性の神経疾患である。1970年のキ
ノホルムの販売中止後に新たな発生はないが、今なお後遺症に苦しむ患者が存在している。スモン
患者のうつ病の有病率の推定値は15 ～ 36％（小西ら、2004；清水ら、2004）と高く、精神科的アプロー
チの必要性が指摘されていた（井上ら、2006）。

特別講演

我々は2011年からの3年間に、質問紙（精神健康度調査GHQおよび高齢者うつ尺度GDS）を用いて
中部地区スモン患者150名を対象に疫学調査を実施し、うつ症状を25 ～ 35％に認めた。また、面接
調査を通してうつ症状を悪化させる要因には、スモン症状に関連した苦痛、薬害に対する怒り、孤
立、薬物療法に対する偏見による服薬アドヒアランスの低下、家族との相互作用が関与していると

教育講演

考察した。本研究では、我々の疫学調査の結果を元にして、スモン患者のメンタルヘルス維持向上
に寄与することを目的とした啓発活動の試みを報告する。本研究は厚生労働科学研究補助金「スモン
に関する調査研究班」の研究として実施した。なお本研究は国立病院機構東尾張病院の倫理審査委員

モーニングセミナー

会の承認を得ている。
【方法】

A4サイズ両面印刷1枚のリーフレットを作成した。内容は、「不安・不眠」「うつ」症状の割合、簡
単な事例、対処のポイントとした。リーフレットは2014年スモン検診中部地区打ち合わせ会議で検

ランチョンセミナー

討し、スモン患者のメンタルヘルス向上に寄与するものと評価され、全国のスモン患者に送付する
こととなった。
2014年度愛知県スモン検診において、1人に対して10 ～ 15分の精神医学的面接（精神科医2名、臨
床心理士1名）を実施し、上記のリーフレットを用いて、不安・うつの問題の心理教育を行った。
【結果】

シンポジウム

対象は男性1名（8.3％）、女性11名（91.7％）の計12名であった。平均年齢は73.5歳（SD=13.19）で、幅
は47歳～ 93歳であった。
GHQ28（精神健康度調査）における中等症以上の割合は、身体的症状66.7％、不安と不眠25.0％、
社会的活動障害 8.3％、うつ傾向25.0％であった。

一般演題

面接場面で訴えを聞いた上で、リーフレットをみながら不安やうつが一定の割合で生じること、
対処方法としての薬物療法とのつきあい方、周囲から理解されにくいスモン症状（身体感覚障害）を
適度に伝えることでうつの予防になることを指導すると、概ね受け入れられた。
【考察】

ポスター

スモン患者のうつ病の予防のための啓発活動としてリーフレットの作成と全国配布、精神医学面接
で心理教育を試みた。リーフレットを用いることで、一定の水準で簡潔に有効な心理教育を行うこと
ができたと考えられる。リーフレットの活用が今後の課題である。また、疫学調査に基づいた啓発活
動の試みは、内容的妥当性が高く、同様の手順は他の疾患に対しても有効な手続きと思われる。
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P-19
双極性障害のリスク状態についての文献的検討

プログラム

○阿部 光一1、桂 雅宏2、國分 恭子1、小原 千佳1、松岡 洋夫1,2、松本 和紀2,3
東北大学大学院精神神経学分野、2東北大学病院精神科、3東北大学大学院予防精神医学寄附講座

1

【背景と目的】
会長講演

精神病性障害のリスク群を規定するための基準として超ハイリスク
（ultra high risk: UHR）
基準や、
基底症状による基準が開発され、精神病のリスク状態に対する臨床研究や臨床サービスが広く普及
するようになった。同様の考え方から、近年双極性感情障害に移行するリスク状態を規定するため
の基準を開発し、早期介入に役立てようという試みが始まっている。しかし、本邦ではまだ十分に

特別講演

この概念は広まっていないため、本発表では、文献的に双極性感情障害のリスク状態について概観
してみたい。
【方法】

Pubmedにて、bipolar disorder(s), manic, at-risk, prodromal, symptom(s)などのキーワードを用い
教育講演

て論文検索した。
【結果】

これまでの研究では、双極性障害のおよそ70%が25歳以前に発症し、顕在発症前での閾値下の躁、
抑うつ、不安症状の存在や遺伝負因がリスク因子となることが知られている。このような知見や精

モーニングセミナー

神病のUHR基準などを参考に、双極性障害のハイリスク状態を評価し、発症を予測するための基準
がいくつか提唱され、信頼性・妥当性の検討や、前向き調査によって移行率などが調べられている。
ニ ュ ー ヨ ー ク の 研 究 グ ル ー プ に よ るBPSS-P（The Bipolar Prodrome Symptom Interview and
Scale–Prospective）は半構造化面接により躁症状、抑うつ、一般症状をスコア化するもので、高い
信頼性と従来の評価尺度との高い相関が示されている。ワシントンの研究グループによるWERCAP

ランチョンセミナー

（Washington Early Recognition Center Affectivity and Psychosis）Screenは16項目からなる自記入
式の尺度で、こちらも高い信頼性と従来の評価尺度との高い相関が示されている。メルボルンの研
究グループによるBAR（Bipolar at risk）基準 では、15 ～ 25歳の年齢で、1）短期間で改善した閾値
下の躁症状、2）現在の抑うつと循環気質、3）現在の抑うつと遺伝リスク、のいずれかを満たすもの

シンポジウム

をリスク群と規定しており、最近の追跡調査によるとBAR 基準を満たした35人のうち5人（14%）が、
12 ヶ月の観察期間のうちに初発の躁症状を呈することが示されている。
【考察】

双極性障害のリスク研究については、後方視的な研究が中心であったが、これを前方視的に予測
するための研究が始まっている。双極性障害については、過剰診断に対する懸念もあり、リスク群

一般演題

に対する介入方法についても、今後慎重な検討が必要であると考えられる。こうした課題に取り組
むためにも、今後、リスク群を規定した前方視的な研究がわが国でも必要だと考えられる。
【文献】

・Correll Christoph U, et al, Bipolar Disorders, 2014
ポスター

・Mamah Daniel, et al, Comprehensive Psychiatry, 2014
・Bechdolf Andreas, et al, Bipolar Disorders, 2014
【倫理的側面】

本研究は文献的研究である。
仙台国際センター 会議棟
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