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本日の講演内容 

はじめに 

• 双極性障害の概念と診断・治療の変遷 

双極性障害の多様化と難治性患者、回復しない患者の増加 

• ニューロプログレッションとステージングモデル 

• Allostasis(環境ストレスに対する適応反応） 

双極性うつ病治療の重要性とリカバリー 

• 双極性障害の治療ガイドラインと問題点 

今後の課題 



双極性障害の診断治療の変遷 
 



Second International Conference on Bipolar Disorders, Pittsburg: USA; 1997 



双極性Ⅰ型とⅡ型の長期経過 

 無症状 

うつ状態 
躁・軽躁状態 
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ・混合状態 

 週（%）  

146 例の双極Ⅰ型患者
を12.8 年経過観察 

86 例の双極Ⅱ型患者
を13.4年経過観察 

53% 
32% 

9% 
6% 

46% 
50% 

1% 2% 

Judd et al.Arch Gen Psychiatry. 2002;59(6):530-7. 
Judd et al. Arch Gen Psychiatry. 2003;60(3):261-9. 



双極性Ⅰ型うつ病治療ガイドライン国際コンセンサスグループ 

J Clin Psychiatry. 2004 ;65(4):571-9. 



双極性Ⅰ型・Ⅱ型うつ病のエビデンスに基づいた薬物治療国際コンセンサスグループ 

J Clin Psychiatry. 2008 ;69(10):1632-46. 



1984年 

2014年 

９万７千人 

１１２万人 
 

エピソード性の病気 
回復し障害は残さない 

慢性で再発性の病気 
障害も残る 

うつ病＝内因性うつ病 
（躁うつ病） 

うつ病＝大うつ病性障害 
（操作的診断＝フォン・ドマルスの定理） 

“うつは心の風邪” 

新規抗うつ薬（SSRI, 
SNRIなど）の導入 

１９９９年以降 

90年台半ば以降 
精神障害と知的障害で 
障害年金受給者数が大幅に増加 



1940年代までは 
 

うつ状態の薬物治療の時代はイミプラミンが発見され、クーンに
よって臨床的に使用された1957年に始まった。 

うつ状態はいかなる有効な治療の恩恵に浴することがなかった。
確かにオピウム剤、バルビツール酸剤あるいは他の鎮静剤が用
いられたが、実際上経過はほとんど改善されず、 

併発症、自殺、拒食で死亡しなければ、たいていの場合うつ状態
は数ヶ月後あるいは数年後に自発的に治癒したのである。 

• （J.M.Sutter編 荻田和宏訳伊藤斉監訳臨床精神薬理学、1977年） 



三環系抗うつ薬の時代になってから 

治療期間が延長したことである。 

しかも、その主たる原因は薬物にあり、 

抗鬱剤の投与で一旦軽快したのち軽躁や軽うつを
波動的に繰り返して安定しない症例とか、 

軽快しても薬を減量したり中止すると容易に再燃
する症例が増加している。 

• （大熊文雄、うつ病の臨床第二版、1985年） 



現代のうつ病患者の特徴と課題 

自覚的な抑うつや不安、意欲低下の訴えが前景 

抗うつ薬単剤での効果は限定的、一時的か不安定化に 

心的なエネルギーはそれなりに保持されているか高い 

• 状況依存性（不適応） 

• 気分のスィッチ（双極スペクトラム） 

パーソナリティや発達の問題が背景にある例も増加 

• 未熟性（自己愛的脆弱性） 

• 心の理論が未発達（自閉症スペクトラム） 

• 注意や衝動コントロールの弱さ（大人のADHD) 

慢性化してリカバリーに至りにくい 
12 



難治性患者、回復しない患者の増加: 

ニューロプログレッションとステージングモデ
ル 
 



双極性障害をめぐる医療の現状 

世界各国で双極性障害と診断される患者が急増 

難治性、寛解に至らない患者の増加 

•障害者となる患者の増加 

• リチウム反応患者(リチウム・グッドレスポンダー）の比率の低下 

•多剤併用がむしろ通常に 

•心理社会的治療アプローチの登場 

•様々な治療ガイドラインの提唱と実臨床の乖離 

•器質的変化を伴う進行的経過仮説の提唱 

双極性障害の異種性を考慮したリカバリー追求の必要性 

•診断閾値下を含む抑うつ症状(双極性うつ病）の回復が課題 



双極性障害患者数の推移 
(スエーデン人口約1千万人） 

Carlborg A, Ferntoft L, Thuresson M, Bodegard J. Population study of disease burden, management, and treatment of 
bipolar disorder in Sweden: a retrospective observational registry study.Bipolar Disord 2015: 17: 76–85.  
 

1万人当たりの 
発生率 

年間1万人当たりの 
有病率 

女性 

男性 

女性平均44歳 

男性平均４６歳 

20年間で3.5倍に 
診断までに６.23年 
 

死亡率は一般人口の
１％の２倍の2.3％ 

急増の背景： 
１）軽躁病 
診断閾値の低下 

２）抗うつ薬による
感情交代の位置
付けの変化 



双極性障害に対する処方の変化 
（スェーデン） 

Carlborg A, Ferntoft L, Thuresson M, Bodegard J. Population study of disease burden, management, and treatment of 

bipolar disorder in Sweden: a retrospective observational registry study.Bipolar Disord 2015: 17: 76–85.  

双極性障害患者％ 

年 

クエチアピン 
 
 
クエチアピン徐放剤 
 
 
 
定型抗精神病薬 
 
 
 
非定型抗精神病薬 
 
 
 
アリピプラゾール 
 
 
 
リチウム 
 
 
抗てんかん薬 
 
 
 
ラモトリギン 
 
 
 
抗うつ薬 

アリピプラゾール 

抗うつ薬 

リチウム 

抗てんかん薬 
非定型抗精神病薬 

定型抗精神病薬 

ラモトリギン 

クエチアピン IR 
クエチアピンXR 



治療ガイドラインに沿った治療が 
行われない理由 

各病相ごとに分かれ、複雑 

• 日常臨床で行われない選択肢なども紹介されていて使いにくい. 

• 切れ目のない治療ができない 

• 各ステップ内の選択基準も不明確 

双極性障害の異種性が考慮されていない 

• 双極Ⅰ型のエビデンスが大部分、患者の多くを占めるソフトⅡ型のエビデンスがない 

長年難治性の気分・不安障害などとして多種多様な薬剤が投与されていること
を考慮していない 

• それに沿った投与方法の提案がなされていない 

• 結果的に切り替え不十分、併用などで多剤に 

ガイドラインに準拠した治療でも寛解しない例が多い 

• 抑うつ、混合症状が軽快、安定化しない, 



双極性障害患者の生活状況 
（スエーデン） 

Carlborg A, Ferntoft L, Thuresson 
M, Bodegard J. Population study 
of disease burden, management, 
and treatment of bipolar disorder 
in Sweden: a retrospective 
observational registry 
study.Bipolar Disord 2015: 17: 76–
85.  
 

婚姻状況 

雇用状況 

病欠日数 

可処分所得 

年齢を一致させた所得 

2006年と2009年における
双極性障害患者の 
社会経済状況のデータ 



日本における双極性障害患者数の推移 

224 

厚生労働省平成２６年度患者調査結果より 
(平成２６年度躁うつ病患者数と各年度の％は演者が追加） 

18年間で約６倍に 

(9%) 

(12%) 

(11%) 

(10%) 

(12%) 

(13%) 

(20%) 



障害年金受給者数の推移と精神障害 



なぜ障害年金受給者が急増したのか 

精神障害と知的障害に基づく障害年金受給者が増加  

1994年度末の国民年金の障害年金受給権者約128万人 

•精神の障害に基づく受給権者が約47万人(精神障害22万人、知的障
害24万人) 

2008年度末の受給権者約176万人 

•精神の障害は約85万人(精神障害46万人、知的障害 39万人) 

•精神の障害に基づく受給権者がより大きく 増加 

• （百 瀬 優 、早稲田商学第 439 号、 2014) 



アメリカで精神疾患のために 
扶助を受けている障害者数の推移 

Whitaker R: Anatomy of an Epidemic 

社会保障障害保険(SSDI) 

（障害手当） 

補足的保障所得(SSI) 
(医療補助、食糧切符） 

合計人数 



双極性障害の経過に関する仮説 
再発性挿間性のモデルからニューロプログレッションによるステージングモデル 

Ather Muneer:Staging Models in Bipolar Disorder: A Systematic Review of the 
Literature.Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2016;14(2):117-130  

治療抵抗性 

症状の寛解なし 認知及び生活機能障
害による自律性喪失 

脳室拡大・白質高密度（変性）など 

精神病スペクトラム、 
認知及び社会生活機能の低下 

挿間性躁・軽躁病 
併存症 

ステージ 

エビデンスに基づいた双極性障害のステージングモデル 
ダフィーら バークら カプチンスキーら 



Duffyのステージングモデルと双極性障害の難治化 

Ather Muneer:Staging Models in Bipolar Disorder: A Systematic Review of the Literature.Clinical Psychopharmacology and 
Neuroscience 2016;14(2):117-130  

古典的なBD 

双極性スペクトラム 

家族歴にBDあり 

ステージ０ ステージ１ 
挿間性不安・睡眠障害 ステージ２ 

単一の抑うつエピソードなど 
ステージ３ 
反復性大うつ病
エピソード ステージ４ 

挿間性躁・軽躁・ 
身体併存症 

認知機能障害・軽度精神病症状・
学業社会的機能の低下 

健康 非特異的症状 
軽症気分症状・ 
単一抑うつエピソード 

陰性症状 

 反復性うつ病 

精神病様症状 



双極性うつ病治療の重要性とリカバリー 
 



双極性障害の治療フェーズ 

HEINZ GRUNZE, EDUARD VIETA, GUY M. GOODWIN, CHARLES BOWDEN, RASMUS W. LICHT, HANS-JÜRGEN MÖLLER, SIEGFRIED KASPER on behalf of the 
WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the 
Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder. The World Journal of Biological Psychiatry, 2013; 
14: 154–219 

8週間 

寛解 

回復 
治療期発現感情交代 

急性期 継続期 維持期/再発予防 

 正常気分 

症状 

症候群 



双極性うつ病に対する薬物療法 
のリスク・ベネフィット 

Gustavo H. Vázquez , Jessica N. Holtzman , Leonardo Tondo , Ross J. Baldessarini . Efficacy 
and tolerability of treatments for bipolar depression . Journal of Affective Disorders 183 
(2015) 258–262  
 
 



うつ病患者に隠れた双極性の有無と 
抗うつ薬への反応 

Young-Min Park, Bun-heeLee:Treatment response in relation to subthreshold bipolarity 
in patients with major depressive disorder receiving antidepressant monotherapy: a 
post hoc data analysis (KOMDD study) . 
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016:12 1221–1227 . 
 

双極性あり 双極性あり 

3ヶ月後寛解率 



双極性うつ病に対する第二世代抗うつ薬併用の効果 

Alexander McGirr, Paul A Vöhringer, S Nassir Ghaemi, Raymond W Lam, Lakshmi N Yatham . 
Safety and efficacy of adjunctive second-generation antidepressant therapy with a mood stabiliser or an atypical 
antipsychotic in acute bipolar depression: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo-
controlled trials. Lancet Psychiatry 2016 , Published Online October 26, 2016  

 反応 

寛解 

抗うつ薬有利 プラセボ有利 



双極性うつ病に対する第二世代抗うつ薬併用と不安定化 

Alexander McGirr, Paul A Vöhringer, S Nassir Ghaemi, Raymond W Lam, Lakshmi N Yatham . 
Safety and efficacy of adjunctive second-generation antidepressant therapy with a mood stabiliser or an atypical 
antipsychotic in acute bipolar depression: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo-
controlled trials. Lancet Psychiatry 2016 , Published Online October 26, 2016  

短期 

1年間 

抗うつ薬で感情交代 
プラセボで感情交代 



双極性障害大うつ病エピソードの治療 
（日本うつ病学会治療ガイドラインⅠ．双極性障害 2017) 

 

推奨される治療 その他推奨されうる治療 推奨されない治療 

クエチアピン リチウムとラモトリギンの併用 三環系抗うつ薬の使用 

リチウム 修正型電気けいれん療法 抗うつ薬による単独治療 

オランザピン 

ラモトリギン 



双極性うつ病に対するクエチアピンのNNT 

Terence A. Kettera, Shefali Miller, Bernardo Dell’Ossoa,Joseph R. Calabrese, Mark A. Frye, Leslie Citrome. 
Balancing benefits and harms of treatments for acute bipolar depression . Journal of Affective Disorders 169 S1 
(2014) S24–S33  

OFC 
 MADRS レスポンスNNT 4 

クエチアピン 
MDARSレスポンスNNT 6 

OFC対プラセボ クエチアピン対プラセボ 

OFC 
27%体重増加NNH 6 

クエチアピン 
鎮静・傾眠NNH５ 



双極性うつ病急性期における 
クエチアピンの効果（タイプ別） 

Michael E Thase.Quetiapine monotherapy for bipolar depression. Neuropsychiatric 
Disease and Treatment 2008:4(1) 21–31  

双極Ⅰ型 

双極Ⅱ型 



双極性うつ病(Ⅰ、Ⅱ型）急性期における 
クエチアピンの効果 

Calabrese JR1, Keck PE Jr, Macfadden W, Minkwitz M, Ketter TA, Weisler RH, Cutler AJ, McCoy R, Wilson E, Mullen J.A randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. Am J Psychiatry. 2005 162:1351-60. 



クエチアピ
ンの副作用 

厚生労働省医薬・生活衛生
局医薬品審査管理課平成 
29年6月 13日 審議結果報
告書 より 

 



最新のCINPガイドライン(2017) 
双極性うつ病エピソード急性期治療のステップ 

Konstantinos N. Fountoulakis, Heinz Grunze, Eduard Vieta,  Allan Young,  Lakshmi Yatham, Pierre Blier,  Siegfried 
Kasper, ;Hans Jurgen Moeller. 
The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-
BD-2017), Part 3: The Clinical Guidelines. International Journal of Neuropsychopharmacology (2017) 20(2): 180–195  

クエチアピン、ルラシドン、OFCから開始 

CBT併用考慮 

リチウムかバルプロ酸の単剤 

第1ステップ 

第2ステップ 

＊第4ステップにラモトリギンはリチウム
との併用で、オランザピンは単剤で 

気分安定薬とルラシドン、モダフィニール、プラミペキソール 
リチウムとピオグリタゾン 

カルバマゼピンとFEWP 

エスシタロプラムかフルオキセチンを追加 

第3ステップ 



双極性うつ病急性期治療における 
ラモトリギンと抗うつ薬のNNT 

Terence A. Kettera, Shefali Miller, Bernardo Dell’Ossoa,Joseph R. Calabrese, Mark A. Frye, Leslie Citrome. 
Balancing benefits and harms of treatments for acute bipolar depression . Journal of Affective Disorders 169 S1 
(2014) S24–S33  

ラモトリギン 
MADRS レスポンスNNT 12 抗うつ薬 

レスポンスNNT 29 

ラモトリギン対プラセボ 抗うつ薬対プラセボ 

鎮静
NNH 37 

気分交代（スィッチ） 
  NNH 200 



維持療法を考慮する場合 
（日本うつ病学会治療ガイドラインⅠ．双極性障害 2012) 

 

重症の躁病エピソードが一度でもあった場合 

2回以上の躁病エピソードがあった場合 

重症のうつ状態を繰り返している場合 

家族歴がある場合 

•双極性障害の多くは社会的予後および生命予後を悪
化させるため、ほぼ生涯にわたる維持療法が必要 

日本うつ病学会 治療ガイドライン 双極性障害 より抜粋 

http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/mood_disorder/img/110720.pdf 



薬物療法 心理社会
的治療 

最も推奨される治療 次に推奨される治療 その他推奨されうる治療 推奨されな
い治療 

推奨される
治療 

推奨されな
い治療 

リチウム(Li) 
 

ラモトリギン カルバマゼピン TCAの使用 心理教育 薬物療法な
しに心理社
会的治療
単独 

オランザピン リスペリドン持効性注射剤
（十分な心理教育を行っ
ても服薬非遵守 

抗うつ薬単
剤による予
防治療 

次に推奨さ
れる治療 

クエチアピン 上記以外のMS同士、MS
とAAP 

認知行動
療法 

LiまたはVAとクエチアピン
の併用 

Liと甲状腺ホルモン剤（甲

状腺機能低下、急速交代
型） 

対人関係ー
社会リズム
療法 

 

Liとラモトリギンの併用 上記治療にラメルテオン
の付加（不眠を伴う場合） 

家族焦点
化療法 
 

アリピプラゾール 

Liとアリピプラゾールの併
用, パリペリドン 

LiとVAの併用 

バルプロ酸（VA） 

維持療法の治療 

（日本うつ病学会治療ガイドラインⅠ．双極性障害 2017）) 
 



最新のCINPガイドライン(2017) 
双極性障害の再発予防療法 

Konstantinos N. Fountoulakis, Heinz Grunze, Eduard Vieta,  Allan Young,  Lakshmi Yatham, Pierre Blier,  Siegfried 
Kasper, ;Hans Jurgen Moeller. 
The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults 
(CINP-BD-2017), Part 3: The Clinical Guidelines. International Journal of Neuropsychopharmacology (2017) 20(2): 180–
195  

データはないが生涯に渡る治療を推奨 

リチウム、アリピプラゾール、パリペリドン、クエ
チアピン、リスペリドン(RLAI含む）単剤 

CBT、心理教育を併用 

優勢な極性を考慮 

第1ステップ 

第2ステップ 

第1ステップ選択肢にフルオキセチンかリチウム追
加 

*ラモトリギンは 
併用で第3ステップに 

クエチアピンにリチウムかバルプロ酸 

オランザピンかアリピプラゾールに
気分安定薬 



心理社会的治療の有用性 
(系統的レビューとメタ解析の結果） 

Matthijs Oud, Evan Mayo-Wilson, Ruth Braidwood, Peter Schulte, Steven H. Jones, Richard Morriss, Ralph Kupka, Pim 
Cuijpers and Tim Kendall .Psychological interventions for adults with bipolar disorder: systematic review and meta-analysis . 
The British Journal of Psychiatry (2016)208, 213–222.  

個別の心理的介入 

集団での心理的介入 

家族への心理教育 

共同的ケア 

統合的認知・対人関係療法 

再発 

入院 



双極性障害の治療の変化とリカバリー 



リカバリーの要素 

サポートをしてくれる人との繋がりがあること 

希望を持ち続けること 

自己同一性の回復 

健康的なストレス対処の方策が取れるようになること 

生活基盤の安定と自分で決められるようになること(エンパワーメ
ント） 

Leamy M. Et al. 
Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. Br J 
Psychiatry. 2011 ;199(6):445-52.  
 



双極性障害患者の社会生活機能に影響する要因
(回復患者５５例での検討:アルゼンチン） 

６ヶ月間の気分チャート 社会生活機能の評価 

Strejilevich SA, Martino DJ, Murru A , Teitelbaum J, Fassi G, Marengo E, Igoa A, Colom F. Mood instability and 
functional recovery in bipolar disorders. Acta Psychiatr Scand 2013: 128: 194–202  

 

気分の不安定性と 
閾値下の気分症状が影響する 

月 

躁 

うつ 

気分変化 

自立生活 

仕事の能力 

認知機能 

お金の管理 

対人関係 

余暇 

カットオフ値以上の患者％ 



治療中の双極性うつ病患者 
（難治例専門クリニック） 

n=61 

双極性1型うつ病 

双極性Ⅱ型うつ病

（ソフトⅡ型を含む） 

田島治:はるの・こころみクリニックでの調査、2018 

男性：２１ 
女性：：40 
 



長期に回復しない双極性うつ病の病像 

精神運動制止を主体としたうつ状態 

混合性病像のうつ状態 
（不快気分、焦燥） 

急速交代型 

難治例の薬物療法の特徴： 
 多剤併用 
 多剤大量 
   ベンゾジアゼピン漫然投与 
   薬物療法不十分例（多剤少量投与） 
 

田島治:はるの・こころみクリニックでの調査、2018 

（高齢初発双極性障害を含む） 



双極性うつ病の治療反応性 

Treatment-resisitant 

•治療抵抗性 

•短期の標準的治療に対する反応性不良 

Refractory 

•難治性 

•長期に寛解・回復に至らない 



？ 

 続発性の精神病理 
療養生活誘発性の病理（ひきこもりに類似） 

意気消沈、自尊心の低下、強迫、恐怖 
体力、持続力、集中力の低下、易疲労性、倦怠 
人格の病理の出現：原始的な防衛機制の出現 

 

薬剤性誘発性の病理 
感情鈍麻 

脱抑制（衝動性、気分高揚） 
気分のスイッチ 

過眠、過食、体重増加 

長期に回復しないうつ病 



リカバリーに必要な3つの処方 

気分や意欲、
興味関心を改
善する向精神
薬 

気分のスィッ
チを抑える薬 

薬 

自己愛の傷
つきを補修す
る自己ー対象 

• 鏡（承認、賞
賛）、双子（共
感）、理想化の
対象 

“人薬”（斉藤環） “希望” 
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慢性化したうつ病患者の小精神療法 
（田島） 

今日のことだけ考えて過ごすようアドバイス 

•過ぎたこと先のことを考えず今日のことだけ考えて過ごす 

•ルミネーションをやめ、脳と心を休める 

•好きなことをして良いが寝たきりは良くない 

他力本願では回復しないことを理解してもらう 

•医者まかせ薬まかせでは回復しない 

•療養で落ちた体力、自信、ストレス抵抗力は薬では治せない 

•休んで良くなるのであればとっくに治っている。作戦を変える必要がある 

リカバリーの希望を持ってもらう 

•回復しないのは原因がある 

•進行性の病気ではない 

•時間と工夫（薬の調整も含めて）次第でリカバリーする 

いい加減で、なんとかなると自然に思えるようになること 

• illusion of controlと楽観主義の回復(落ち込んでも自力で立ち直れるようになること） 

•ジャマイカ 

•現代的なメランコリー親和性からの脱却（周囲を意識しての真面目、頑張り、完璧主義に陥らない） 

•リワークは反面教師 

ゴールは普通の生活ができるようになること 



現在治療中の双極性うつ病患者の 
社会的機能(n=61) 

 

通常の就労・家事が可能 

リハビリ中（制限された仕事・

家事が可能） 

療養生活 

田島治:はるの・こころみクリニックでの調査、2018 

リチウムグッドレスポンダー（（14例、２３％） 
クエチアピングッドレスポンダー 
バルプロ酸レスポンダー 
併用療法レスポンダー 
治療抵抗 



うつ病回復（レジリアンス）の 

３つのレベル（田島) 

 

存在論のレベル 

自己愛と希望 

適度なイントラ・フェストゥム（マインド
フル） 

心理的な 

レベル 

イリュージョン・オ
ブ・コントロール 

楽観バイアス 

ポジティブ感情・ネガティブ感情のバランス 

脳機能のレベル 
DMN、情動回路の恒常性

の回復 



うつ病相から始まる治療の長期経過 

HEINZ GRUNZE, EDUARD VIETA, GUY M. GOODWIN, CHARLES BOWDEN, RASMUS W. LICHT, HANS-JÜRGEN MÖLLER, SIEGFRIED KASPER on behalf of the 
WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the 
Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder. The World Journal of Biological Psychiatry, 2013; 
14: 154–219 

急性期治療 継続治療 

初期維持治療 

長期維持治療 

多様（生涯に渡るまで） 1年 4-8週間 数週から数ヶ月 

寛解 回復 

再発予防 



双極性障害患者の治療終結の問題 
 

ほぼ全てのガイドラインで生涯に渡る再発予
防療法（薬物投与の継続）を推奨 

•２０１７年のCINPのガイドラインでは 

•ごく一部の再発再燃兆候が分かっている患者に限り 

•緊密な経過観察と迅速な治療再開 

•唯一の薬物療法中止の医学的理由として 

•忍容性不良、安全性の問題、継続的な服薬非遵守 



双極性障害の異種性 

Aashal B. Shah, Preeti P. Yadav, Mayur A. Chaudhari, Jayant Rai, Naresh D. Kantharia  
.Bipolar disorder: a review of current U.S. Food and Drug Administration approved pharmacotherapy . International 
Journal of Basic & Clinical Pharmacology ( 2015 ) 4 : 4 623 -631. 

双極Ⅰ型 

双極Ⅱ型 

特定不能の 
双極性障害 



日本における双極性障害患者数の推移 
(内訳） 

厚生労働省平成２６年度患者調査結果より 



双極性障害の薬物療法終結 
私案 

1. 家族歴に双極スペクトラム（遺伝負因）がない 

•双極性障害（疑われる人生経過含む）、反復性のうつ病、アルコール依存症その他物質使用、突然の自殺など 

２. 病前の性格が発揚性格、循環気質でない 

３. 病前の社会適応が良好 

•治療前の気分変動エピソードがない 

４. 初回エピソードが状況反応性のうつ状態 

5. 初回の躁病エピソードが抗うつ薬誘発性 

 

6. 回復状態が数年以上持続 

7. 薬物療法終了後の経過観察が可能 



今後の課題 



双極性うつ病治療リカバリーの課題 

双極性障害の多様化と異種性 

•リババリーには閾値下も含めたうつ病相の回復と安定化
が課題 

長期治療には患者の立場に立ったケースマ
ネージメントや治療が必要 

治療ガイドラインは病相別で、日常臨床での
適用に困難がある 


