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躁うつ病とはどんな病気か 
・ 躁うつ病（双極性感情障害、双極性障害） ：  

   気分と活動水準が著しく逸脱するエピソードが尐なくとも２回。 

・ 軽躁病エピソード ：  

   尐なくとも数日間続く。気力・活動性の亢進、著しい健康感、社交 

   性の増大、多弁、慣れ慣れしさ、睡眠減尐、集中力の障害。 

   仕事はどうにか可能。周囲の人からの拒絶：社会により異なる。 

・ 躁病エピソード ： 

   突然始まり２週間～４、５ヵ月続く。気分の高揚（陽気～興奮）、活 

   動性過多、談話促迫、睡眠減尐、注意保持不能、自尊心の肥大、 

   浪費、攻撃的、性活動の亢進。誇大妄想、被害妄想、易刺激性。 

・ うつ病エピソード ： 躁病よりも長く続く（平均６ヵ月、１年以上は稀） 

   抑うつ気分、興味・喜びの喪失、活動性減退、易疲労感、罪責感。 
「ICD-10 精神および行動の障害 新訂版」による 



気分循環
性障害 

双極Ⅰ型障害 双極Ⅱ型障害  

（躁病＋反復性大うつ病） （軽躁病＋反復性大うつ病） 

「DSM-Ⅳ-TR ：精神疾患の分類と診断の手引き」による 

（２年間以上にわたり、
軽躁病状態と、うつ病
の基準を満たさない抑
うつ状態が多数） 

DSM分類 



躁病相よりうつ病相で発症することが多い（７割前後） 
 

数回のうつ病相の後に躁病相が出現する経過が目立つ 
 

単極性大うつ病と診断された患者 → 11年後には、8.6％が双極
Ⅱ型、3.9％が双極Ⅰ型に診断を変更されていた： Akiskal,1995 
 

初回うつ病エピソードで抗うつ薬の投与により躁転する場合も 
 

躁病相で始まった場合、脳の器質的疾患（脳梗塞、脳炎など）、
身体疾患（甲状腺機能亢進症など）の可能性を考慮する 

発症時の病相（うつ・躁）と診断変更 

原因（仮説の段階） 
1) 遺伝病ではない。「なりやすさ」の遺伝子数種が発見された 

2) 脳内伝達物質の障害説：ノルアドレナリン、セロトニンなど 

3) 細胞内情報伝達系の障害説   4) 細胞膜イオン輸送障害説 



双極性障害患者の人生の1/3 はうつ状態 

正常気分

うつ

気分変調状態

軽うつ

軽躁・躁

躁・うつ急速交代

               大うつ病        双極Ⅰ型障害 
有病率      男2～3％、女5～10％      男女とも1％ 
生涯期待率     男10％、女20％           男女とも1％ 
発症年齢     男女とも平均40歳       男女とも平均30歳 
遺伝性                         <一親等血縁者危険率> 
             約10～13％         約20～25％ 
                      <一卵性双生児一致率>                
                       双極性障害より低い     約40～70％  

疫学 



            
  

 

 

 

 

  

 

単極性うつ病 双極性障害 

発症頻度 多い 尐ない 

遺伝性 低い 高い 

初発年齢 中年期～初老期   青年期～中年期 

病前性格 執着・メランコリー性格 循環性格 

発症形態     緩徐 急速な発症と終息 

病相期間        比較的短い 長い（I ＜ II） 

病相反復 比較的尐ない 多い 

自殺の危険性 12％ 17％（I） 24％（II）  

薬剤性躁転 尐ない 多い 

第1選択薬 抗うつ薬 気分安定薬 

単極性うつ病と双極性障害のうつ状態の比較 



症例：Aさん（51歳男性 大学教授） 

  出身大学の講師、助教授を経て、51歳時より教授職。 

 35歳頃より、秋になると体がだるく仕事に気乗りがせず、春
になると回復することが数年に１度あった。 

 49歳の秋、これまでになく気分が落ち込み、寝つきが悪く、
夜中に目を覚ますようになった。食欲が低下し、疲れやすく、
講義をできなくなり、休職。自分がいない方が大学や学生の為
と思うようになった。精神科を受診し、うつ病と診断され、抗う
つ薬を処方された。うつ症状は4ヶ月ほどで改善し、再び教壇
に立つようになったが、抗うつ薬内服は継続していた。 

 51歳時の春、自信がみなぎり気分が高揚し、朝４時に出勤し
論文を書くようになった。次第に多弁となり、機嫌よく話す一方
で、怒りっぽくなった。規則を守らず学生を連日飲みに連れ出
し、自慢話が多くなった。見かねた同僚や家族が止めるのを
聞かず出勤した。家族の相談で抗うつ薬を中止された。   



双極Ⅱ型障害の軽躁状態と診断し、炭酸リチウム開始。 
軽躁状態は改善し、以後再発もない。 

炭酸リチウム 

初診 

妻によれば、過去２回ほど春から夏にかけ、いつもより多弁で、
やる気にあふれ、朝早く出勤し短期間に論文を仕上げるという
年があった。妻や同僚は仕事に意欲的なだけと思い、病的な状
態とは思わなかった。 

   パロキセチン 

秋～冬 ： 軽うつ病エピソード 

35歳 49歳 51歳 

躁うつ病（双極Ⅱ型障害の軽躁状態） 



      症例：Bさん（36歳男性 会社員） 
 

   母が躁うつ病で精神科通院歴あり。 
 

   31歳時結婚。営業職を10年間。明るい性格で友人が多い。 
 

  32歳時、やる気がでず、取引先と話すのが辛くなった。体が
だるく寝て過ごすことが多く、出勤したりしなかったりの日が続
いた。仕事に自信がなくなり、「辞めたい」と思ったが、病気とは
思わず、受診はしなかった。２ヶ月ほどで元気が出て、再び毎
日出社できるようになり、元のように仕事ができるようになった。 
 

   36歳時、これといった理由なしに自信がみなぎり、仕事の自
慢を多弁に語り、同僚が「テンションが高い」と指摘するように
なった。新車３台をたて続けに注文し、毎日高級クラブで同僚
におごり、消費者金融から借金するようになった。ほとんど睡
眠をとらず、取引先に深夜まで横柄な口調で電話をかけまくり、
非常識と指摘されると怒鳴り返すなどトラブルが絶えなくなった。 



  

 

     「俺は天才だ。会社をおこし大もうけする」と話すようになり、

社長室に乗り込み出資を求めるなどの行動が見られた。家族

が通院を勧めたが、「俺を精神病にするのか」と怒鳴りちらし、

暴力をふるった。家族と上司に連れられて受診した。 
 

        初診時、問診に対してすべて「イエス！」「ドゥーユー？」な

ど英語で答え、多弁で上機嫌。「起業して10億もうける」など誇

大妄想を話し続けるが、話題は次々と飛んでまとまらない。 
 

     双極Ⅰ型障害の躁状態であることを説明し、服薬および入
院の必要性を説明するが、「損害賠償請求するぞ！」「俺は絶
好調だ！病気ではない、バカ医者め！」と服薬は拒否する。 

 

        妻の同意を得て、医療保護入院とし、個室施錠にて治療開
始。上機嫌に歌を歌いだしたかと思うと、薬は飲まないと興奮
しドアを蹴るなど、ささいなことで興奮状態となった。 

  



入院 

躁うつ病（双極Ⅰ型障害の躁状態） 

炭酸リチウム 

 抗精神病薬静脈注射 

再三服薬をすすめたが了解が得られず、抗精神病薬の静脈注
射を開始した。 ３週間で躁症状は改善し、職場でのトラブルや
浪費を悔いた。「再発したら大変です」と服薬理解が得られ、炭
酸リチウムを内服開始し、2ヶ月後に退院した。再発はない。 

32歳 36歳 



      症例：Cさん（31歳女性 主婦） 
 

   高卒後就職し、26歳時、妊娠を機に退職。出産後、イライラし
て眠れず、気分が沈み、「育児に自信がない」と泣いて夫に訴え
るようになった。産後うつ病と診断され、抗うつ薬により軽快した。 

 28歳時、理由なく気分が高揚し、子育てを放棄し、毎日のよう
に友人と外出し、ブランド品を買い漁り、夫以外の恋人を作った。
軽躁状態と診断され、炭酸リチウム処方により2ヶ月で軽快した。 

 31歳時、子供の幼稚園入学を機に気分が沈み、子供がいじめ
られると心配するようになった。頭痛、めまい、動悸を訴え、家事
ができなくなり、「子供と一緒に死にたい」と話すようになった。 

 内服に抗うつ薬を加えたところ3週間程度で外出できるように
なったが、気分の落ち込みやイライラ感などは続いた。大量のブ
ランド品を買い求め、幼稚園で他児の母親から借金をしたり、幼
稚園の男性教諭を食事に誘ったりすることがあった。    

 家庭では家事をできず、不機嫌で、夫が注意すると大量服薬
やリストカットに及んだ。  



  
      
 
 
 
 
 

軽躁症状と、抑うつ気分やイライラ感、希死念慮などが併存す
るため、入院となった。初診時、多弁だが不機嫌な様子で、突
然泣き出すなど情緒不安定。軽躁症状と併存する抑うつ気分、
イライラ感、希死念慮等うつ症状を認めた。 

初診 

      躁うつ病（躁うつ混合状態） 

アモキサピン アモキサピン 

バルプロ酸 

躁うつ混合状態と診断し、抗うつ薬を中止し、バルプロ酸を加え
た。2ヶ月で躁うつ混合状態は改善し退院。その後再発はない。 

26 
歳 

28
歳 

31
歳 

 炭酸リチウム 



   急速交代型（ラピッドサイクラー） 

躁病エピソード 

うつ病エピソード 

回復後、リチウムの予防内服を続けても5年以内に70％以上で再
発を認め、3分の2は複数回再発を経験する ： Coryell, 1995 

偽薬投与ではさら間歇期は短く、双極Ⅰ型障害の約80％が約1.5

年で再発する 

再発について 



15％：予後良好 

45％：予後良好だが再発を繰返す 

30％：部分寛解 

10％：慢性化 
 

多くの患者は教育・職業・婚姻関係・対人関係・性的活動・
余暇の活動など生活の全般に渡って障害を生じる 
 

約1/3の患者：社会的機能障害により就労・生活に支障  
2/3の患者：職業上の地位の低下を経験 
45％の患者：別居・離婚など婚姻関係の破綻（対照群18％） 
 

約1/3の患者が自殺企図し、長期的には10％の患者が自殺

遂行する（この数字は21世紀のデータでも変わらない） 

Tsuang による躁うつ病（1934-44年発症） 

100症例の35年転帰 



治療のゴールは、一回の躁やうつの波を小さくすること、及
び、長期的な症状の安定化である 

双極性障害治療の２つのステージ 

1. 躁またはうつの急性期治療 

1. 重い躁（妄想や攻撃性、暴力を伴う） ： 抗精神病薬（ロドピン、
オランザピン、リスペリドン、クエチアピン等）か、気分安定薬
（バルプロ酸）。両者の併用も 

2. 機嫌の良い躁、軽い躁 ： 気分安定薬（炭酸リチウム） 

3. 躁うつ混合状態 ： 気分安定薬（バルプロ酸） 

4. うつ ： 気分安定薬＋抗うつ薬（SSRI） 

5. 急速交代型 ： 気分安定薬を中心に 

2. .再発防止 ： 気分安定薬の服用と心理社会面からの注意 

     1.    完全に再発がなくなることが理想 

     2.    再発までの間隔が長くなり、症状が軽くなることが目標 



炭酸リチウム 

・  躁状態に：60％の有効率 

   - 1日400-600ｍｇ 分2～3（最大1200mg ） 
 

・  再発予防に：50％以下の有効率 

   - 1日200-800ｍｇ分1～3 
 

  ・  のみ始めてから、血中濃度が一定に 

        なり、効き始めるのに５～７日かかる 
 

   - 血液中の濃度チェックが不可欠 

   - 服用開始(量変更）後5～7日にチェック、後は３～６ヶ月毎 

   - 消炎鎮痛剤(ロキソニンなど）、降圧剤（レニベースなど）は、 

    のみ合わせで中毒の危険あり 

商品名：リーマス 

１００mg、２００mg錠 



バルプロ酸 
• 元来はてんかんの治療薬  

        １日400～1200ｍｇ 分2～3 

       躁に対する効果は２～３日で 

• リチウムの効きにくいタイプに効く 

      ラピッドサイクラー、躁うつ混合状態 

      不機嫌の強い躁、脳の器質的な異常 

商品名：デパケン 
100mg、200ｍｇ錠 
徐放剤：デパケンR 

カルバマゼピン 

• 元来はてんかんの治療薬 

• わが国で躁に対する効果が見出された 

       １日200～1200ｍｇ 分1～2 

      （肝臓の代謝酵素誘導が濃度に影響） 商品名 ： テグレトール 
100mg、200mg錠 



注意すべき副作用 

多飲・多尿 

甲状腺機能低下症 

腎性尿崩症 

リチウム中毒（次スライド） 

リチウム 

悪心、嘔吐、体重増加、眠気、ふるえ 

血小板減尐症 

肝毒性 

催奇形性 

バルプロ酸 

再生不良性貧血 

血小板減尐 

多形性紅斑性発疹 ; スティーブンス・ジョンソン症候群 

カルバマゼピン 



気をつけるべきリチウム中毒の症状 

・ 躁状態を抑えるための濃度：0.8 - 1.2 mEq/L 
・ 中毒濃度 ： 1.5 - 2 mEq/L 

– 脱力、下痢、失調、嘔気嘔吐、傾眠 

・ 中毒濃度 ： 2 - 3 mEq/L 

– めまい、失調、かすみ目、耳鳴、錯乱、言葉のもつれ、ミオ 

       クローヌス、反射亢進、構語障害 
 

・  中毒濃度 ： 3 mEq/L以上 

– けいれん、不整脈、血圧低下、昏迷、筋硬直、昏睡 → 死 

リチウム中毒は緊急の治療が必要 

投与の中止 

利尿作用のある薬の点滴で尿への排泄を促進する 

3 mEq/L以上では血液透析治療が必須 

治療濃度
と中毒濃
度が近い 



抗精神病薬(日本では保険適応外） 

• 躁に対してよく用いられる 

– 過度の鎮静やパーキンソン症状、 

    うつ転が尐なく、剤形も豊富 
 

• うつに対する効果もある 
 

• オランザピン(ジプレキサ） 

– 体重増加が問題 
 

• リスペリドン（リスパダール） 

– 無月経、アカシジア 
 

• クエチアピン（セロクエル） 

• ゾテピン（ロドピン） 

– 眠気、たちくらみ アリピプラゾール（エビリファイ）↑ 



• 薬物療法よりもすぐれた急性期の抗うつ（抗躁）効果。 
 

• 薬剤抵抗性のうつ状態や躁状態にも有効なことが多い。 
 

• 栄養状態の悪化が進行している場合や、希死念慮が強い場
合、薬剤の副作用が強い場合、本人が希望する場合などで
第1選択になる。 
 

• 最大の限界はECT後の再発。高い急性期効果を示す一方、
効果が長続きしない場合が多いのが問題。 
 

• ECT後の再燃予防には十分な維持薬物療法が必要。 
 

• 薬物療法でコントロール困難な易再発者では、希望により、
定期的に数回のECTを行う維持ECTも可能。 

修正型電気けいれん療法(ECT) 



認知行動療法 

出来事 

A 

受け止め
方  B 

気分とその
強さ  C 

違う受け 

止め方  B´ 

気分の変
化  C´ 

友人の家
に行き、友
達が仕事と
主婦業を見
事に両立し
ているのを
見た 

彼女に比
べて、自分
は家事すら
まともにで
きないだめ
な人間 

悲しみ 

100％ 

罪悪感 

100％ 

恥ずかしさ 

80％ 

できるとき
は家事をこ
なしている 

今は子育て
が忙しい時
期で家族も
認めてくれ
ている 

悲しみ 

40％ 

罪悪感 

40％ 

恥ずかしさ 

10％ 

 

うつ状態の患者の認知の歪みに注目しながらその歪みを修正して
いく治療法⇒「思考記録表」 (５カラム法) など 

  



躁うつ病とうまく付き合うには 

1. 躁うつ病（双極性障害）についてよく知ること 

・ 本人だけでなく、それを支える家族も双極性障害に関する 

    知識を持つ必要がある 
 

2. 治療を継続すること 

・ 主治医との協力関係が欠かせない 

・ 再発の徴候（不眠、爽快感、多弁など）を確認 しておく 
 

3. 薬を欠かさず服用すること 
 

4. 睡眠・生活のリズムを規則正しくすること 

・ 再発を防ぐには 生活パターンを安定化 させること 

・ 生活上のストレスで睡眠不足になると再発しやすい 
 

      PD研究センターホームページに公開されている下記の先生方のスライドを参照させていただきました。 
      国立精神・神経センター武蔵病院 樋口輝彦・岡本長久・田島冶 


