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１．双極性障害はどんな病気？ 

 



 躁うつ病 または 双極性障害   

 躁うつ病 

 躁状態とうつ状態が入れ替わる 

 

 

  

 

 

 
 

  

  

 双極性障害： アメリカ精神医学会による診断基準 

            

             

  

 

うつ 

躁 



双極性障害のうつ状態 

うつ病エピソード  

抑うつ気分、また、興味や喜びの喪失が、２週間以上、持続。 

 

 体重あるいは食欲の減少 

 不眠 

 疲れやすさ 

 精神的なあせり 

 罪責感 

 集中力の減退 

 死についての反復的考え 

うつ 



躁状態とは？ 躁病エピソード ： 

１週間以上、気分が異常に高揚し、開放的、あるいは怒りっぽくなる 状態 

 

 

 

 

 

 自尊心の肥大  

 睡眠欲求の減少 （３時間程度でよく休めたと感じる） 

 ふだんより多弁で、話し続けようとする 

 頭の中でいくつもの考えが次々に浮かんできて、競い合っている状態 

 外の刺激に簡単に振り回されて注意散漫になる 

 社会や職場や性的な活動の亢進 

 浪費、ギャンブル、馬鹿げた商売への投資 

 

躁 



   躁うつ病（Ⅰ型）： Ａ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。 
  ４年前の32歳時、仕事にやる気がでず、取引先と話すのが億劫で営業
のノルマが達成できないことがあった。眠れなくなり、はじめて会社を無断欠
勤した。体がだるく、会社には出たり出なかったりの日が続いた。仕事への
自信がなくなり、「仕事を辞めよう」と考えていた。 
 
  ２ヶ月ほどで自然に元気が出て、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。その後は、元どおり営業マンとして仕事を順
調にこなしていた。 
 
   ４年後の36歳時、自信がみなぎり、仕事の自慢ばかり多弁に話すように
なり、同僚から「テンションが高い」、「性格が変わった」と指摘されるように
なった。新車３台を立て続けに注文したり、高級クラブで毎日すべてをお
ごったりし、やがて消費者金融から金を借りるようになった。仕事では、やる
気にあふれ、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
をかけ続けた。先方より非常識であることを指摘されると、取引先を怒鳴る
など仕事上のトラブルが絶えなくなった。 
  



  

 

      「俺は天才だから、会社を辞め会社をおこし大もうけする」、と話

すようになり、社長室に乗り込み社長に出資を求めるなどの逸脱

行動が見られた。家族や同僚が通院を勧めたが、「俺を精神病に

するのか！」と怒鳴りちらし、暴力を振るった。家族と上司に強制的

に連れられて精神科を受診。 

 

         初診時、問診に対してすべて「イエス！」など英語で答え、多弁

で上機嫌。「会社をつくれば10億もうかる」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」と服薬は拒否する。 

 

         妻の同意を得て、医療保護入院とし、治療開始。上機嫌に歌い、
薬は飲まないと興奮状態となった。 

  



入院 

躁状態（双極Ⅰ型障害） 

リーマス 

 抗精神病薬静脈注射 

再三の服薬の必要性の説明も了解が得られず、抗精神病薬
の静脈注射にて治療開始した。 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から」と
服薬理解が得られ、再発予防のためリーマスを内服開始し、
2ヶ月後退院。再発はない。 

32歳 36歳 



軽躁状態とは？ 

躁病エピソード ： 

１週間以上、気分が異常に高揚し、開放的、あるいは怒りっぽくな
る 状態 

 

 

 

 

軽躁病エピソード ： 

４日以上、気分が持続的に高揚し、開放的、あるいは怒りっぽくなる 状態 

躁 

軽躁 

双極Ⅰ型障害 

双極Ⅱ型障害  



軽躁病（Ⅱ型）： Ｂさん （51歳男性 大学教授） 

大学院卒業後、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、寝つきが悪く体がだるく、仕事に気乗りがしない日が続くこと
があった。春になると回復するため、気にしていなかった。 

 

  49歳の秋、これまでになく気分が落ち込み、寝つきが悪く、寝ても夜中何
度も目を覚ますようになった。食欲が低下し、疲れやすく、講義ができなくなり
休職。自分がいなくなった方が大学や学生の為と思うようになった。学部長
の勧めで精神科受診。うつ病と診断されされた。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、通院は続け、再発予防のため抗うつ薬
の内服は継続していた。 

 

  1年後の51歳時の春、特にきっかけなく自信がみなぎり、気分が高揚し、
朝４時から大学に行き論文を書くようになった。次第に多弁となり、機嫌よく
話し続ける一方で、家族や学生に怒りっぽくなった。学内規則を守れず、学
生を連日飲みに連れ出し、自分の業績の自慢話が多くなった。見かねた同
僚や家族が休職を勧めたが、「俺の仕事の邪魔をするな」と止めるのを聞か
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リーマスを服薬開始。 
軽躁状態は改善し、以後再発もない。 

リーマス 

初診 

妻によれば、過去２回ほどいつもより多弁で、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。 

   パキシル 

35歳 49歳 51歳 

毎年  軽躁エピソード 



   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 



双極性気分障害：  
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

               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 



            

  

 

 

 

 

  

 

うつ病 双極性障害 

発症頻度 多い 少ない 

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 比較的少ない 多い 

自殺の危険性 12％ 17％（I） 、24％（II）  

薬剤性躁転 少ない 多い 

第1選択薬 抗うつ薬 気分安定薬 

うつ病と、双極性障害のうつ状態の比較 



２．治療法について 



２つの治療方法と薬の種類 

1. 薬物療法 
  双極性障害：  気分安定薬と抗精神病薬が主体 

            気分安定薬：リーマス、デパケン、ラミクタール 

            うつ状態では抗うつ薬を併用する 

 

    （ うつ病：  抗うつ薬が主体 ）            

 

             

2. 認知行動療法 ＆ カウンセリング 

     ストレスコーピング 

     認知の偏りの修正 

 

 

 

 



リーマス 

• 最も基本的な気分安定薬 

  リーマスは躁、うつ状態の両方に効果あり 

  改善だけでなく、予防効果もある唯一の薬 

  自殺予防効果があるのもリーマスのみ 
 

• 1日に200-800ｍｇ  最大1200mg  
 

 

• 多量で中毒症状が起こり得るため血液中濃度の測定が不可欠   
服用開始(量変更）後、早めにチェック、後は３～６ヶ月 
 

• 濃度増加の原因： 薬（消炎鎮痛剤、降圧剤、腎臓の病気、脱水
状態、加齢 
 

 



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有効濃度：0.8-1.2 mEq/L 
 

リチウム中毒は緊急の治療が必要 
投与の中止 

 



デパケン （バルプロ酸） 

• 元来は、てんかん の治療薬  
 

• 躁状態の改善効果は確立。 

 躁状態の予防を示唆するデータもあり。 

• 効果は血液濃度に比例 

 → 治療には多めの量が有効、改善後減らす 
 

 
 

 

 
 

 • 副作用： リーマスより少なく、安全域広い 
   飲み始めの副作用：食欲不振、吐き気 
    
• 1日400～1200㎎を、分2～3 
 



• 副作用： 一番問題なのは、皮膚の副作用 

 

ラミクタール 

• 元来は、てんかんの治療薬 

• 躁うつのうつ状態に対する効果が期待できる 

• １日25～50ｍｇ 分1～2 で開始、最大400ｍｇ 

• 急速交代型（ラピッドサイクラー）に良い 

 



抗精神病薬 

• 躁に対してよく用いられる 
 

• うつに対する効果もある 
 

• ジプレキサ 

– 体重増加が問題 
 

• リスパダール 

 
 

• セロクエル 

• ロドピン 

– 眠気、たちくらみ 

エビリファイ↑ 



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 

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、

ジプレキサ、リスパダール、セロクエル等）か、気分安定薬（デ
パケン）。両者の併用も 

2. 機嫌の良い躁、軽い躁 ： 気分安定薬（リーマス） 

3. 躁うつ混合状態 ： 気分安定薬（デパケン） 

4. うつ ： 気分安定薬＋抗うつ薬 

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 



認知行動療法とカウンセリング 

治療を進むバスの両輪 

脳の中にある病気を治すしくみを引き出しましょう。 

患者さん数名のグループ 
を心理士１人が担当 

患者さん１人と心理士１人 

認知行動療法 カウンセリング 

うつ克服のセミナー形式 マンツーマンの相談形式 

全12回で費用35000円 1回が費用8000円 

薬 
認知行動療法 

カウンセリング 

治療号 



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 

  



３．病気とうまく付き合うために 



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 
 

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） 

躁うつ病（1934-44年発症） 100症例
の35年転帰 



双極性障害とうまく付き合うには 

1. 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. よくなっても治療を継続すること 

・ 主治医との一致協力関係が欠かせない 

・ 再発の早期の徴候（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 

・ 薬を忘れずに服用することが必須  
 

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 
 

 



ストレスをためないためのヒント 



家族の対処法 
家族が疾患について理解を深めること 
本人の、休養の必要性 
 
服薬を守らせること 
考え方の柔軟性 
人付き会いについて助言 
完ぺき主義をやめさせる、無理をさせない 
家事や仕事を見直してもらう。 
本人には自分にあったライフスタイルをさせる 
 
余暇の使いかた 
 
症状の激しいときは、早めに担当医師に相談 
 
時には、療養、あるいは入院治療も必要 
 
 



ご清聴ありがとうございました 


