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３月３０日は世界双極性障害デー 

（World Bipolar Day） 

双極性障害の理解を促進し、社会的なスティ
グマをなくすことを目的として定められた 

３月は「自殺対策強化月間」 

日本における自殺者数が平成10年以降3万人を
超える状況が続いていたことなどから（3月は
月別自殺者数が最も多い）内閣府が定めた 



1.双極性障害はどんな病気？ 

2.治療について 

3.病気とうまく付き合うために 

4.家族のかかわりについて 



1.双極性障害はどんな病気？ 



双極性障害とは 

 

「躁うつ病」とも呼ばれ、「躁状

態（躁病エピソード）」と「うつ

状態（うつ病エピソード）」を繰

り返す脳の病気である 

「躁」の症状に応じて双極Ⅰ型障

害と双極Ⅱ型障害に分類される 

躁 

うつ 



双極性障害の疫学 

生涯有病率：世界的には約1%（100人に1人）1)といわれている
が日本では約0.2%（500人に1人）2)という調査報告もあり、詳
しいことはわかっていない 

生涯期待率：男女比とも約1%と明確な男女差はない 

発症年齢：20〜30代前後が多いが、幅広い年齢でかかる可能
性がある 

一卵性双生児一致率：50-80%と二卵性双生児(5-30%)より高い
ことから遺伝要因の関与が高いことが指摘されている1) 

1) Goodwin &Jamison. Manic-depressive illness:Bipolar disorders and recurrent depression.  

2nd edition.Oxford University Press.2007. 

2) 川上憲人（2006年） 



双極性障害の原因 

脳内の情報を伝える神経伝達物質が変化し、感情、
思考、意欲などの脳の機能がうまく働かなくなるこ
とにより生じるとされるが原因ははっきりしていな
い 

疾患脆弱性（病気になりやすい性質）をもつ人に身
体的または心理的な負荷がかかり、脳の機能のバラ
ンスがとれなくなると考えられている 

疾患脆弱性を決める要因は複雑。遺伝要因に加え、
育った環境、周囲からのストレス、病前性格なども
関係するとされる 



双極性障害の種類 

双極Ⅰ型障害・・「躁状態（躁病エ

ピソード）」と「うつ状態」を繰り
返す 

双極Ⅱ型障害・・「躁状態（躁病エ

ピソード）」はなく、「軽躁状態（軽

躁病エピソード）」と「うつ状態」を
繰り返す 

•時に躁病エピソードの症状と抑うつエピソードの症
状が混じり合って同時に現れることがあり、混合状
態と呼ぶ 

•過去12ヶ月の間に4回以上の躁病、軽躁病、または
抑うつエピソードの基準を満たす気分エピソードが
存在する場合を急速交代型（ラピッドサイクラー）
と呼ぶ 

躁 

軽躁 



うつ状態（抑うつエピソード） 

（１）抑うつ気分 

（２）ほぼ全ての活動における興味または喜びの著しい減退 

（３）体重減少、体重増加、食欲の減退または増加 

（４）不眠または過眠 

（５）精神運動焦燥または制止 

（６）疲労感、気力の減退 

（７）無価値感、罪責感 

（８）思考力や集中力の減退、決断困難 

（９）死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図、自殺するための計画 

「DSM-Ⅴ 精神疾患の診断・統計マニュアル 第５版」による 

以下の症状のうち５つ以上が２週間以上続き病前機能からの変化を起こしている。 
症状のうち少なくともひとつは（１）抑うつ気分、または（２）興味または喜びの喪失である。 



躁状態（躁病エピソード） 

B. Aに加えて以下の症状のうち３つ以上（気分が易怒性のみの場合は４つ）が認められ、社会的、
職業的機能に著しい障害を引き起こしていたり、入院が必要になる程度である。 

（１）自尊心の肥大、または誇大 

（２）睡眠欲求の減少（例：３時間眠っただけで十分な休息がとれたと感じる） 

（３）普段より多弁である、しゃべり続けようとする切迫感 

（４）観念奔逸、頭の中でいくつもの考えがせめぎ合っているような感覚 

（５）注意散漫 

（６）目標指向性の活動の増加、または精神運動焦燥 

（７）困った結果につながる可能性が高い活動に熱中する（例：買い物への浪費、性的無分別、馬
鹿げた事業への投資など） 

「DSM-Ⅴ 精神疾患の診断・統計マニュアル 第５版」による 

A. 気分が異常かつ持続的に高揚し、開放的または易怒的となる。加えて、 
活動または活力が異常に亢進することが１週間以上続く。 



軽躁状態（軽躁病エピソード） 

B. Aに加えて以下の症状のうち３つ以上（気分が易怒性のみの場合は４つ）が認められるが、社会的、職業的機
能に著しい障害を引き起こしたり、入院が必要になるほど重篤ではない。 

（１）自尊心の肥大、または誇大 

（２）睡眠欲求の減少（例：３時間眠っただけで十分な休息がとれたと感じる） 

（３）普段より多弁である、しゃべり続けようとする切迫感 

（４）観念奔逸、頭の中でいくつもの考えがせめぎ合っているような感覚 

（５）注意散漫 

（６）目標指向性の活動の増加、または精神運動焦燥 

（７）困った結果につながる可能性が高い活動に熱中する（例：買い物への浪費、性的無分別、馬鹿げた事業へ
の投資など） 

「DSM-Ⅴ 精神疾患の診断・統計マニュアル 第５版」による 

A. 気分が異常かつ持続的に高揚し、開放的または易怒的となる。加えて、 
活動または活力が異常に亢進することが少なくとも４日以上続く。 



双極性障害の違い 

双極Ⅰ型障害・・「躁状態（躁病エピソ
ード）」と「うつ状態」を繰り返す→躁
状態では言動に大きな変化がみられ、比
較的周囲にはわかりやすいが、本人は病
識がなく周囲が疲弊することが多い 

 
双極Ⅱ型障害・・「軽躁状態（軽躁エピ
ソード）」と「うつ状態」を繰り返す→
本人も周りも「好調」と感じ、問題に気
付かないことが多い 

 不安障害、摂食障害、アルコール    
依存症等との合併もみられる 

躁 

軽躁 



双極性障害の診断の難しさ 

双極性障害では「躁状態」より「うつ状態」の期間が圧倒的に長く、「うつ
病」と見分けがつきにくい場合がある 

患者さんが受診するのは気分が沈み辛い「うつ状態」の時が多いため、当初
「うつ病」と診断されることが多い 

双極性障害の「うつ状態」とうつ病の症状はほぼ同じ 

海外ではうつ病の症状で受診した患者さんの16%が双極性障害だったという
報告もある＊ 

双極性障害とうつ病は経過や治療に使用する薬剤が異なるため注意が必要 

＊ Angst,et al.Arch Gen Psychiatry 2011;68(8):791-799 



双極性障害の症例（実際の症例ではありません） 

Aさん （27歳 女性 会社員） 

26歳の頃、仕事が多忙で夜遅くまで残業が続いた時期があった。 
その後から体のだるさ、疲れやすさを自覚するようになった。仕事への意欲や集
中力が低下して簡単なミスをするようになった。自分に自信がもてなくなって自
分を責め、人に会うのが億劫で休日も趣味のテニスに出かけなくなった。仕事を
欠勤して家で寝込んでしまうことが断続的に続いた。辛かったが、「自分の能力
のせい」と考え、病院を受診することはなかった。 

しばらくして自然に元気が出るようになり、仕事もプライベートも元どおりにこ
なせるようになった。 



1年後の27歳時、特にきっかけはなかったが、職場で多弁がちに同僚に話しかけ、話し始めると止まら

ず、同僚から「テンションが高い」、「性格が変わった」と噂されるようになった。色々なことに注意

が向き、あれもこれもしなくてはと動き回るが、どれも中途半端な状態で放置され、上司に叱責される

と口答えして喧嘩になることもあった。一方、私生活ではテニス以外にも習い事を次々と始め、「私に

はこのくらいが相応しい」と華美な服装で毎日高級料理店や高級エステに通い、高額な洋服を立て続け

に購入するなど浪費が続いた。とうとう消費者金融から借金をするようになった。深夜まで外出して睡

眠や食事をろくにとらない状態が1ヶ月ほど続き徐々に体重が減るようになった。「私にはなんでもで

きるのに今の会社で働くなんて勿体ない、会社を辞めて起業する、すぐに数億円稼ぐから大丈夫」と言

い出し、家族がその様子をみて心配するようになった。 

会社に辞表を提出した際、これまでの様子を心配した上司が家族に連絡した。本人は「私は病気なんか

じゃない」と言い張ったが「やせてきたのは体の病気かもしれない」等と、何とか両親が本人を説得し

て精神科を受診となった。 

診察の結果、「双極Ⅰ型障害」の診断にて治療が開始された。 

半年間の自宅療養を経て職場復帰となり、通院・服薬を続けながら安定した生活を送っている。 



2.治療について 



双極性障害の治療 

双極性障害の基本的な治療には「薬物治療」
と「心理社会的治療」がある 

薬物治療：気分安定薬を中心に、抗精神病薬
、抗うつ薬、睡眠導入剤などを組み合わせる 

心理社会的治療：薬物治療と組み合わせるこ
とで効果を発揮する 

早期に治療を開始し、治療を継続して再発を予防しながら 

長く健康な生活を送ることが目標 



薬物治療 
気分安定薬  

•躁状態とうつ状態の治療、気分の波を小さくし安定化させるため等に使用。予防にも効果があり、双極性障害

の基本となる薬剤。リチウム（リーマス）、バルプロ酸（デパケン）、カルバマゼピン（テグレトール）、ラ

モトリギン（ラミクタール）などがある。 

抗精神病薬 

•「躁」のいらいらを鎮め、気分を穏やかにする作用や睡眠を助ける効果があり、気分安定薬と併用されること

が一般的。アリププラゾール（エビリファイ）、オランザピン（ジプレキサ）、クエチアピン（セロクエル）

、リスペリドン（リスパダール）、ロドピン（ゾテピン） 

抗うつ薬 

•双極性障害のうつ状態では抗うつ薬の使用により、うつ状態から急に躁状態が出現する躁転のリスクがあるた

め基本的には用いないが、状態によって気分安定薬等と併用されることがある。 

睡眠導入剤 

•寝つきが悪い、途中でさめるなどの不眠がある場合に用いる。（十分な睡眠を規則正くとることは再発予防に

も重要） 



炭酸リチウム（リーマス） 

特徴：抗うつ作用や双極性障害の再発予防、治療抵抗性うつ病に効果 

適応症：躁病および躁うつ病の躁状態 

適応外使用：うつ病（抗うつ薬の増強作用） 

用量：維持量は200-800mg/日 最大用量は1200mg/日 

副作用：手足の震え、口渇、吐き気、眠気、甲状腺機能異常など              

注意点： 

• 過量服用などでリチウム中毒を起こす（手足の震え、吐き気、めまい、舌のもつれ、発熱、発汗など）ため

定期的な血中濃度の測定が不可欠である。 

• 治療域 躁病：0.3-1.2mEq/l   中毒域：1.5mEq/l以上 

• リチウムの体内貯留を起こすリスク要因：腎障害、衰弱又は脱水状態、発熱、発汗又は下痢を伴う疾患、食

塩制限者、薬剤（消炎鎮痛剤、降圧剤）、加齢等 

• 甲状腺ホルモン値のチェックも適宜行う 



バルプロ酸ナトリウム（徐放剤もあり） 

（デパケン、バレリン） 

特徴：全般発作の第一選択薬 

適応症： 

•各種てんかん、てんかんに伴う性格行動障害（不機嫌、易怒性など） 

•躁病および躁うつ病の躁状態の治療 

•片頭痛発作の発作抑制 

適応外使用：統合失調症の興奮、癌性疼痛など 

用量：400-1200mg/日 

治療域：40-125μg/ml 中毒域：100-125μg/ml以上 

副作用：肝機能障害、眠気、頭痛、倦怠感、嘔気、高アンモニア血症など           



カルバマゼピン（テグレトール） 

特徴：部分発作の第一選択薬 

適応症： 

•てんかん 

•躁病および躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態 

•三叉神経痛 

適応外使用：神経因性疼痛、癌性疼痛、頭部・頚部神経痛など 

用量：初期量は200-400mg/日とし通常600mg/日まで増量、最大用量は
1200mg/日 

治療域：4-12μg/ml 中毒域：8-12μg/ml 

副作用：眠気、めまい、頭痛、倦怠感、皮膚症状（発疹）など             



ラモトリギン（ラミクタール） 

適応症： 

•てんかんの単剤療法 

•他の薬剤で十分な効果が得られないてんかんの併用療法 

•双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制 

用量：併用薬などによって初期量や漸増の仕方が異なる。25mg,50mgなどから開始。最大

用量は200-400mg/日。 

副作用：皮膚・粘膜症状、眠気、めまい、複視、頭痛、吐き気など 

注意点：Stevens-Johonson症候群、中毒性表皮壊死融解症、薬剤過敏性症候群などの重篤

な皮膚障害が出現することがあり、発疹や発赤、口腔粘膜、結膜などのただれ、38℃以上

の発熱、咽頭痛などがみられた場合にはただちに医師に連絡、薬剤中止や皮膚科受診など

の対応が必要。投与開始後8週間以内の発疹・発熱には十分注意すること。           



抗精神病薬 

非定型抗精神病薬 

• オランザピン（ジプレキサ）：①統合失調症 ②双極性障害における躁症状、③うつ症状の改善  

• アリピプラゾール（エビリファイ）：①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善 ③うつ病・うつ状

態 

• クエチアピンフマル酸塩（セロクエル）：適応外使用で双極性障害に用いられる（海外では双極性障害の治療

薬に推奨されている）、治療抵抗性うつ病、不眠症 

• リスペリドン（リスパダール）：適応外使用で双極性障害、治療抵抗性うつ病、強迫性障害に用いられる 

• ペロスピロン塩酸塩水和物（ルーラン）：適応外使用で双極性障害や治療抵抗性うつ病、不安障害に使用 

定型抗精神病薬（ハロペリドールなど）、その他の抗精神病薬（ゾテピンなど）         



心理社会的治療 

心理教育  

• 患者さんと家族、医師が疾患、治療について共通の理解を得て共に治療を行っていくために必要である。自ら

が疾患を正しく理解し受け入れることで、症状をコントロールできるようになること、行動を変えていくこと

などが目的となる。 

家族療法 

• ご家族の疾患に対する理解を深め、患者さんと協力して病気と向き合ってゆけるようにする。 

認知療法 

• 思考や行動について治療者と患者さんが共に検討することで、患者さんが陥りやすいものごとの捉え方（認知

の歪み）に自身で気づいてもらう。患者さん自らが適応的な捉え方を選択できるようになることで、結果的に

行動が変わり、気分を調整することにつながる。 

対人関係・社会リズム療法 

• 対人関係や病気に対するストレスを軽減させること、社会生活（起床・入眠・食事・出勤などの活動）のリズ

ムを規則正く整え、症状を悪化させないようにしていく。 



3.病気とうまく付き合うために 



15% : 予後良好 

45% : 予後良好だが再発を繰り返す 

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
生活の全般にわたって障害を生じる 

•約1/3の患者は、社会的機能障害により就労・生活に支障をきたす 

•約2/3の患者は、職業上の地位の低下を経験 

• 45%の患者は、別居・離婚など婚姻関係の破綻（対照群18%）を経験 

•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世紀のデータでもほぼ変わらないとされる） 

Tsuangによる躁うつ病（1943-44年発症） 

100症例の35年転帰 



治療をしないと調子のよい時期（寛解期）が短くなり、急速交代化（ラピッ
ドサイクリング）と呼ばれる状態になる可能性がある→不調の時期が長く続
く→予後の悪化につながる 

再発を繰り返すと、ますます再発しやすくなる傾向がある 

     早期発見・治療・再発予防が重要である 

• うつ病の診断を受けて治療をしているがなかなか改善せず、過去に躁状態と
思われる症状を経験した場合には、主治医に相談することが望ましい 

• 実際には、本人は躁状態の時期には病識がない場合も多いため、家族や周囲
の友人などにも過去にいつもと違う調子のよすぎる時期がなかったかをきい
てみることも重要 

双極性障害は再発を繰り返しやすい病気 

↓ 



1. 双極性障害についてよく知ること 

• 知識を持ち、病気を受け入れていくことで前向きに治療に取り組める 

2. 医学的な治療を十分受けること（主治医、家族と協力しながら） 

• 薬の作用や副作用について理解し、症状が改善しても焦らずに治療を継続す
ること 

3. 自分の今の気分の状態をよく知ること 

• 症状が悪化する手前で自分で気づけるようになるために、安定している時期
から家族や主治医らと再発のサインを確認しておくとよい 

4. 生活リズムを規則正しくすること 

• 睡眠時間が短くなると躁状態を起こしやすくなるなど、社会リズム（生活の
時間と社会的刺激）の乱れが再発リスクとなる 

5. ストレスとの付き合い方を学ぶこと 

双極性障害とうまく付き合うには 



再発のサイン（本人の気づき） 

躁の状態 
アイデアがどんどん湧き上がる 
意欲や自信が満々になる 
爽快感、幸福な気分に満ち溢れる 
眠る時間がもったいない 
眠らなくても疲れない   など 

うつの状態 
動くのが億劫になる 
疲れやすくなり、だるさがとれない 
興味を持てること、面白いことがなくなる 
考えがまとまらない 
不安になったり物悲しくなる 
眠れない、食欲がわかない        など 



ストレスをためないためのヒント 



4.家族のかかわりについて 



 

•患者さん本人は「うつ状態」の時期が長く辛いと感じているが、一方軽躁〜
躁状態の時期は好調と感じて症状を自覚しないことがある 

•家族は「躁」の時期には患者さんが落ち着きなく、怒りっぽいため対応に疲
れがちで、時に社会的信用を落とす行為に至ることもあるため、「うつ状態
」の方が静かで対応しやすいと考えることがある 

双極性障害に対する認識の違い 

1) : Judd et al.Arch Gen Psychiatry 2002;59(6):530-537. 

2) : Judd et al.Arch Gen Psychiatry 2003;60(3):361-269. 
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Ⅱ型 

双極性障害の経過中に各病相が占める割合 

うつ病相 躁または軽躁病相 混合病相 寛解期 

1) 

2) 

50.3% 

31.9% 

うつ病相の占め
る割合が高い！ 



家族の関わり 

症状を繰り返す間に様々な形で社会生活に障害
が生じるため、治療そのものだけでなく患者さ
んの社会生活を守り支えることが重要 

• 家族も双極性障害について正しく理解する 

• 可能であれば通院にも付き添う 

• 薬の飲み忘れや再発のサインに気づいてアドバ
イスをしてあげる 

気分の波は性格ではなく病気によるものであることを理解し、 

感情的にならないようにしましょう 



再発のサイン（家族の気づき） 

躁の状態 

普段より睡眠時間が短くなる 

じっとしておらずあれこれ動き回る 

急にいつもよりおしゃべりになる 

イライラして怒りっぽくなる 

高額な買い物をし始める   など 

うつの状態 

元気がなくふさぎ込んでいる 

作業の能率がおちる 

身だしなみや身の回りがだらしくなくなる 

睡眠や体調不良を訴える 

涙もろくなる           など 



躁状態の患者さんへの接し方 

• 本人は病識がない場合が多いので、医療機関を受診するよう勧め

る（勧め方の工夫が必要、時に家族の方のみ受診して相談することも） 

• 普段の言動と大きく違うことに感情的になりすぎず、真に受けて

しまわにようにする 

• どうしたら気持ちが落ち着くか、患者さんと一緒に考える 

• 患者さんの自尊心を傷つける言動に注意する 

• つい家族に暴力を振るってしまう患者さんの場合には自分たちの

身の安全を図ることも重要（その場から逃げ出す、信頼できる人の家

に避難するなど） 



うつ状態の患者さんへの接し方 

•気分の沈みや不安が強い時期には、「励まし」や「気晴らし」は控える 

• 「頑張れ」「元気を出して」「薬に頼るな」「いつになったら治るの？」と
いった言葉など、患者さんの不安や焦り、自責感を高めてしまう言動に注意
する 

• 良いアドバイスをしようと焦らず、話をよく聞いてあげる 

• 必要な介助や支援（食事、トイレ、保清、通院への同伴など）を行ってあげ
る 

• 自殺をほのめかす言動がみられた場合には本人の話をよく聞いたうえで冷静
な対応をし、主治医に相談する 

優しい気持ちで接し、そばにいながらもあまり干渉しすぎず、温かく見守る姿勢が大切 



患者さんの生命を守るために 

自殺の危険を高める因子 
・過去の自殺企図、自傷歴 
・喪失体験や苦痛体験 
・職業問題、経済問題、生活問題 
・精神疾患、身体疾患の罹患とそれらに関する悩み 
・ソーシャルサポートの欠如 
・自殺企図の手段への容易なアクセス 
・自殺につながりやすい心理状態 
・望ましくない対処行動 
・危険な行動 
・自殺の家族歴          など 



患者さんの生命を守るために 

自殺を防ぐ因子 
・心身の健康 
・安定した社会生活 
・支援の存在 
・利用可能な社会制度 
・医療や福祉などのサービス 
・適切な対処行動 
・周囲の理解 
・支援者の存在          など 

患者さんが健やかな生活を送れるよう 

患者さん、医師、ご家族がひとつのチームとなって 

治療を進めていきましょう 



ご静聴ありがとうございました 


