
 

 

坂元 薫  
東京女子医科大学医学部精神医学講座 

ksakamoto@psy.twmu.ac.jp 

 

 

 
 

気分障害の 
トータルマネジメント 

 

 
 

 
 
 



 

 

「現代型うつ病」 

気分障害の臨床のKey Words 



抗うつ薬を処方しても多くが治療から脱落する  

Lawrenson et al, J Affect Disord 59(2):149-57, 2000 
n=76,245 
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うつ病治療のアドヒアランスをめぐる問題  

 うつ病には長期の治療が必要 

 しかし、治療開始から1カ月で約半数が脱落（Lawrenson et al）  

 治療脱落は、(当然ながら）寛解率の低下や再燃・再発の要因となる 

 脱落の要因は、 

 薬剤の要因（有害事象,忍容性・・効果発現の遅さ・・・） 

 医療者-患者のコミュニケーションの要因 

 心理教育不足 

 精神療法的配慮の欠如 

 患者、家族側の要因（stigma・・・） 

 一部のマスメディアによる精神科薬物療法への批判 

 

 

 



 



 
治療ステップ 

Step 1  寛解率 36.8% 

Citalopram 

↓ 寛解、反応が得られない 

Step 2   寛解率30.6% 

他のSSRI,SNRI,抗うつ薬への切り替え 

citalopramとbuspiron   
buburopionによる増強療法 

ならびにCBTの併用 

↓ 寛解、反応が得られない 

Step 3     寛解率 13.7% 

TCA、Mirtazapineへの切り替え 

↓寛解、反応が得られない 

Step  4     寛解率 13% 

MAO, Li, T3を追加 

累積寛解率６７% 
・・・・ 

 

切り替え 増強療法 

A.J Rush,et al, Am J Psychiatry,Vol 163;1905-1917(2006) 



うつ病遷延化の要因 



Approaches to TRD 
Rediagnosis 
         or 

   Titration 
                or 

         Switching  

                            or  

                    Augmentation 



明確なガイドラインはない 

現在の抗うつ薬がほとんど無効と判断されれ
ば切り替えを考慮する 

現在の抗うつ薬が多少なりとも効果があると
判断されれば、増強療法を考慮する 

 

例）6週間の十分量

投与：HAMD 

25%以上の低下 



増強療法 

• Lithium（リーマス） （気分安定薬：炭酸リチウム） 

• T3、T4  

• バルプロ酸（デパケン）、Carbamazepine（テグレトール）、 Lamotrigine（ラ
ミクタール） 、Gabapentine（ガバペン）、Tpiramate（トピナ）（気分安定薬：
抗てんかん薬） 

• Estrogen 

• Risperidone（リスパダール）、Olanzapine（ジプレキサ）、Aripiprazole（エ
ビリファイ）、Quetiapine（セロクエル） 

   （非定型抗精神病薬） 

• Bromocriptine（パーロデル）、Pergolide（ペルマックス） 、Pramipexole
（ビ・シフロール）、Ropinirole（レキップ） （ドパミン作動薬） 

• Buspirone，Tandospirone（セディール）（5HT1Aアゴニスト） 

• Pindorol（カルビスケン）（β遮断薬） 

 
 

（東京厚生年金病院神経科、大坪天平先生提供一部改変） 

 



第5回日本うつ病学会総会 

はじめに 

治療抵抗性うつ病に対するlithium augmentation療法の 

有効性の予測因子の検討 

 うつ病患者の30～50％は抗うつ薬の単剤治療に抵抗を示すことが知

られている。こうした治療抵抗性うつ病に対しては、抗うつ薬にその他の
薬剤を併用する増強療法が行われる。 

 抗うつ薬のaugmentation療法として併用される薬剤の中で、lithium（
以下Li）は最もエビデンスが多く、その有効率は45％とされている。薬理

学的作用としては、神経伝達物質、受容体、セカンドメッセンジャーと様
々なレベルで報告されているが、いずれも仮説レベルを超えるものでは
ないのが現状である。 

 今回我々は、Li augmentation療法が行われた治療抵抗性うつ病につ
いて、有効群と無効群の各臨床的特徴をレトロスペクティブに比較し、Li 

augmentation療法の有効性の予測因子の抽出を試みた。 

方法 

 2005年～2008年の3年間における入院患者あるいは外来患者にお
いて、Li augmentation療法が行われた症例について、診療録をもとに
レトロスペクティブに調査を行った。 

 Li augmentation療法開始後、4～8週以降の臨床全般改善度（CGI-I

）において 

「1.非常に良くなった」、「2.良くなった」→ 

「3.やや良くなった」、「4.変化なし」、「5.やや悪くなった」、「6.悪くなった
」、「7.非常に悪くなった」→ 

■ 2005年～2008年の3年間でLi augmentation療法が行われた症例は79例であった 

■何らかの理由でLiの投与期間が4週未満で中止された症例は14例であった 

■中止例を除いた65例において、「有効群」は32例、「無効群」は33例であり、Li augmentation療法の有効率

は41％であった 

■上記2群における各項目について、χ2検定あるいはFisher検定、t検定を行い、それぞれを比較検討した 

菅原 裕子  鈴木 枝里子  稲田 健  大下 隆司  坂元 薫  石郷岡 純 

東京女子医科大学 神経精神科 

 治療抵抗性うつ病の46％は双極Ⅰ型もしくはⅡ型障害であったとの報告1）や、治療抵
抗性うつ病患者に対する長期経過において、21名中5名が単極性うつ病から双極性障

害へ診断が変更されたとの報告2）があることから、治療抵抗性うつ病の治療において
は、常に双極性うつ病の可能性を念頭に入れておかなければならない。 

 Liは古典的な気分安定薬として、双極性障害の薬物療法において第一選択とされて
いることに加え、治療抵抗性うつ病に対するaugmentation療法としての有効性も確立
されている。 

 本研究において、Li augmentation療法は双極性うつ病に対して有意に有効性が認
められ、Li augmentation療法が有効であった双極Ⅱ型障害8例中5例は、その治療過
程において大うつ病性障害から双極性障害へ診断が変更されていた。 

 また、Liと併用した抗うつ薬の種類はLi augmentation療法の有効性に関連が認めら
れなかった。 

 これらのことから、Li augmentation療法は抗うつ効果の増強作用よりもむしろ、双極

性障害に対する気分安定化作用によりその有効性を発揮している可能性が考えられた
。しかし、Li血中濃度とLi augmentation療法の有効性には関連が認められなかった。 

 今後Li augmentation療法の薬理学的作用に関して、更なる解明が望まれる。 

 

 本研究では、さらに気分障害の家族歴、エピソードの反復回数において、Li 

augmentation療法との関連性が認められた。これらは、Ghaemiら3）が提唱する双極ス
ペクトラム障害の診断基準に含まれていることから、Li augmentation療法が有効であ
る症例は、bipolarityを有している可能性が考えられた。しかし、物質誘発性躁転歴など
のその他のbipolarityの指標においては、有意な関連性が認められなかったことや、本
研究は双極性うつ病も対象に含まれていることからは、今後、bipolarityとLi 

augmentation療法の有効性の関連については更に検討が必要である。 

 

 

 

1） Sharma et al. J Affect Disord. 2005 

2） Inoue et al. J Affect Disord. 2006 

3）Ghaemi et al. J Psychiatr Pract. 2001 

調査項目 

■年齢 

■性別 

■ DSM-IV-TRに基づく診断名 

■気分障害以外のI軸診断の有無 

■気分障害の家族歴の有無 

■自殺の家族歴の有無 

■発症年齢 

■エピソードの反復回数（4回以上） 
■自殺企図歴 

■物質誘発性躁転歴 

■今回のエピソードの持続期間（3ヶ月未満） 
■精神病症状の有無 

■ Li血中濃度（0.5mEq/L以上） 
■ Liと併用した抗うつ薬について 

  ・種類：SSRIもしくはSNRI or その他 

  ・投与量：最大投与量に達していたかどうか 

  ・抗うつ薬の併用の有無 

■ Li以外のaugmentationの有無 

結果 

Li augmentation療法が行われた79例 

有効群：32例 無効群：33例 

中止：14例 

有効率：41％ 

有効群（n＝32） 無効群（n＝33） 

年齢（Y） 48.1±15.3  47.5±13.7 NS 

性別（M/F） 22/10 19/14 NS 

診断（MD*/BD**） 22/10 30/3 P=0.026 

I軸診断の合併の有無 11（34％） 7（21％） NS 

気分障害の家族歴の有無 11（34％） 3（9％） P=0.013 

自殺の家族歴の有無 5（16％） 1（3％） NS 

発症年齢（Y) 39.3±15.0 43.4±14.1 NS 

エピソードの反復回数 
（4回以上） 

11（34％） 2（6％） P=0.004 

自殺企図歴 4（13％） 3（9％） NS 

物質誘発性躁転歴 9（28％） 7（21％） NS 

今回のエピソードの持続期間 
（3ヶ月未満） 

9（28％） 6（18％） NS 

精神病症状の有無 3（9％） 0（0％） NS 

Li血中濃度（0.5mEq/L以上） 18（56％） 19（58％） NS 

Liと併用した抗うつ薬について 
 SSRI or SNRI 
 抗うつ薬の併用の有無 
 最大投与量到達 

 
30（93％） 
13（41％） 
24（75％） 

 
29（88％） 
15（45％） 
27（81％） 

 
NS 
NS 
NS 

その他のaugmentationの有無 7（22％） 6（18％） NS 

*MD：major depressive disorder   BD**:bipolar disorder 

■有効群と無効群の比較において、診断、気分障害の家族歴、エピソードの反復回数に有意差が認められ

た 

■ Li augmentation療法が有効であった双極性障害10例において、双極Ⅰ型障害が2例、双極Ⅱ型障害が

8例であった 

■上記の双極Ⅱ型障害8例中5例が、初診時には大うつ病性障害と診断されており、治療抵抗性うつ病の経

過において双極性障害へ診断が変更されていた 

■Li血中濃度、Liと併用した抗うつ薬の種類はLi augmentationの有効性に関連が認められなかった 

考察 

Limitation 

■今回の研究はレトロスペクティブな調査であったため、診療録に記載してある情報のみを収集するに

とどまった 

まとめ 

 Li augmentationの有効性の予測因子についてレトロスペクティブに検討した。 

 双極性うつ病、気分障害の家族歴がある症例、エピソードの反復回数が4回以上で
ある症例において有意にLi augmentation療法が有効であった。 

 Li augmentation療法が有効であった双極性Ⅱ型障害8例中5例が治療抵抗性うつ
病の経過において、大うつ病性障害から双極性障害へ診断変更されていた。 

  Li血中濃度、Liと併用した抗うつ薬の種類とLi augmentation療法の有効性に関連
は認められなかった。 

 Li augmentation療法におけるLiの薬理学的作用機序、ならびにbipolarityとLi 

augmentation療法の有効性における関連性について今後更に検討を要する。 

『有効群』 

『無効群』 



慢性化した人への小精神療法（笠原嘉) 

 うつ病・躁病は「必ず治るはずの病気」であることを折
に触れて告げる 

 みだりに「神経症化」とか「人格障害」
といわない 

 予想経過図を示して、治癒まであとどれくらいのステッ
プがあるかを告げる 

 家族への激励も忘れない 

 慢性化は家族のせいではないと直接告げる 

 面接のたびに生活史に関する話題を少しずつさし挟む 

 彼（彼女）の全体に少しでも迫るため 

 

発達障害 



うつ病遷延化の要因 



抑うつスペクトラム 

デイスチイミア型 

 

非定型 





メランコリア親和型 ディスチミア親和型 

症候学
的特徴 

焦燥と抑制 

疲弊と罪業感（申し訳なさの表
明） 

完遂しかねない“熟慮した”自
殺企図 

不全感と倦怠 

回避と他罰的感情（他者への非難） 

衝動的な自傷、一方で“軽やかな”自殺企図 

治療 

関係 

初期には「うつ病」の診断に抵
抗する 

 

その後は、「うつ病」の経験から
新たな認知「無理しない生き
方」を身につけ、新たな役割意
識となる 

初期から「うつ病」の診断に協力的 

 

その後も「うつ症状」の存在確認に終始しが
ちとなり、「うつの文脈」からの離脱が困難 

薬物へ
の反応 

多くは良好（病み終える） 多くは部分的効果にとどまる（病み終えない） 

•（九州大学精神科神庭重信先生提供） 



抑うつスペクトラムの病態 
-適応障害、 従来型うつ病、「現代型うつ病」- 

臨床経過 

身体症状前景化 

（気分変調症） 

診断学的gray zone 
症状 

うつ病 

「うつ病」の枠内に 
メランコリーとは別の領域を 
耕しておくべき （樽味,200５) 

ストレッサーの軽減（ex.人事異動) 
 

DSM-IV-TR
の大うつ病
エピソードの
診断基準
[D]を満たす 

他責 

vs 

自責 

 

[D]を厳密には満たさなく
ても「うつ病」のひと 

現代型 

従来型 

[D]を一見、満たしているように

見えても「うつ病」ではないひと 

 
 
 

 
 

適応障害 
あるいは 

うつ病初期 

 
若年の「従来型」や 
中高年の「現代型」 

もありうる 
 

症状の過剰申告 
[D]の安易な適用 

「明らかに」、「一日中」と
いう限定句の無視 

身体症状が目立たない 
若年発症 
発病時期が不明瞭 
メランコリー親和型性格ではない 

 

中高年での発症 
病前の良好な社会適応 
メランコリー親和型性格 
症状の明瞭な日内変動 
以前に、同様の時期あるいは少し
好調すぎた時期がある 

 



『現代の若者のうつ病」への対応 
1. 休養することがいつもよいとは限らない 

2. 病状によっては、多少つらくても仕事や家事をしな
がら生活のリズムを整えることも大事 

3. 抗うつ薬の効果に過度の期待はさせない 

4. 環境（人事異動）の変化への期待 

5. 病気を理解しつつ過保護にはしないー批判は禁物だ
が、患者に合わせ過ぎず、言うべきことは言う 

6. 医師も家族も彼らへの過度な陰性感情を慎み、辛抱
強く気長な「認知療法的」対応を！ 

7. 現在の労働環境は、20年-30年前よりも過酷なもので
あることも心得ておくべきである 

8. 彼(彼女）らのレジリアンスresilienceを最大限引き出
す方策を考える 

 

 

 

 

 

 

 



うつ病遷延化の要因 



双極性障害の見逃しを避けるための方策 

Stahl’s essential psychopharmacology:neuroscientific basis and practical applications, 

3rd ed.Cambridge University Press,New York,2008 



双極性障害は見逃されている 
うつ病外来受診者の60%が、実は双極II型障害

（Benazzi, 2004) 

双極性障害の37%は単極性うつ病と誤診されている

（Ghaemi, 2000 ) 

双極性障害の１/3は、正しい診断・治療に出会うまで               

発病から１０年以上を要する（Hirshfeld, 2003) 



なぜ双極性障害は見逃されるのか？ 
 双極II 型障害患者は、うつ病エピソード時には受診

するが、軽躁病エピソードでは初診(受診)しない。 

 軽躁病期は、機能が回復した好ましい時期と認識 

 される 

「軽躁」への飽くなき希求 

 医師が過去の（軽）躁病エピソードを確認しない 

うつ状態で初診する患者には必ず過去の（軽）躁病エピ
ソードを確認する習慣をつける 
 セルフチェックも重要だが・・・（MDQ、の利用・・・） 

 家族や知人からの情報の入手の方が重要 

 

 

 



双極性障害の過剰診断 



双極性障害の過剰診断がおこるとき 
 大うつ病性障害（単極性うつ病） 

 焦燥性・攻撃性が見られる場合など 

 不安障害・衝動制御障害 
 強迫性障害の強迫行為が躁的印象を与える例 

 買い物依存, 病的賭博  

 「現代型うつ病」：特に非定型うつ病 
 非定型うつ病の「気分反応性」・・・ 

 hysteroid  dysphoria (Klein,1976) 

 周囲の注目、賞賛による高揚感にあふれた状態が軽躁状態と 

  され双極II型障害と過剰診断されてしまう可能性 

 パーソナリティ障害 
 情動不安定性を双極性障害と診断 

 患者の気分変動の自己申告の信頼性を吟味せず双極性障害と過剰診断 

 

 



気分障害とパーソナリテイ

障害の鑑別と併発をめぐる
問題 



境界性パーソナリティー障害と双極Ⅱ型障害の鑑別 
境界性パーソナリティー障害 双極Ⅱ型障害 

気分の変化 

・高揚した気分は少ない 

・攻撃性に転じやすい 

・対人関係に反応して変化しやすい 

・環境ストレス要因の影響が明らか  

 でないことが少なくない 

衝動性 
・苦痛を回避するための自己破壊的 

 行動 
・挿話性 

薬物への反応性 

・リチウムの有効性は低い 

・気分安定薬のいくつか（バルプロ酸 

 ナトリウムなど）は衝動性・攻撃性 

 に有効だが、気分の変動には無効 

・リチウムや気分安定薬が有効 

長期的経過 
・いったん診断基準を満たさなくなる 

 と、再び満たすことはほとんどない 
・再発を繰り返す 

心的防衛 ・スプリッティングが中心 ・否認が中心 

自己像 ・自己同一性の拡散 ・誇大的な自己像 

（昭和大学烏山病院平島奈津子先生提供） 



気分障害とパーソナリテイ障害
の鑑別の意義 

  気分障害をパーソナリテイ障害と誤診することによる治療密度

の低下 

 双極II  型では、BPD様病像がでやすい 

 生活史、家族・関係者の評価を考慮した診断 

 パーソナリテイ障害を気分障害と誤診することにより薬物療法

偏重主義に陥る問題 

 治療者への陽性・陰性転移下における気分変動を双極性障害と誤診 

 患者の気分変動の自己申告の信頼性を吟味せず双極性障害と過剰診断 

 抗うつ薬の安易な処方による病態の不安定化 

 



気分障害とパーソナリテイ障害の
併発の意義 

  うつ病とBPDの併発 

 抗うつ薬への反応性の不良さ 

 うつ病の病像の非典型化 

 「自責の病理」から「他責の病理」へ 

 どちらを当面の治療のターゲットとするか 

 （軽）躁病の合併であれば徹底した薬物療法（気分安定薬） 

 うつ病の合併では、重点は、パーソナリティの病理への対応 

 SSRIによるactivation syndromeに注意 

 

 

 



双極性障害の過剰診断は、 
何をもたらすか？ 

 

 うつ病の症例で、多弁・攻撃性が見られる場合に 

 「双極性」とみなし、適切な抗うつ薬治療が行われな
くなる可能性・・・ 

 安易な気分安定薬使用、抗精神病薬使用による薬物
療法偏重の可能性・・・ 

 復職へのバリアーになる可能性・・・？ 

「双極性」ということでリワーク参加を敬遠される 

 

 

 

 



双極性障害を過小診断しない 

過剰診断もしないという 

バランス感覚を持った診断姿勢が 

なによりも大切である 



0 20 40 60 80 100 

1) Judd LL. Arch Gen Psychiatry 59, 6 p530-7, 2002 

2) Judd LL. Arch Gen Psychiatry 60, 3 p261-9, 2003 

(%) 

寛解期 うつ病相 50.3% 

うつ病相 31.9% 9.3% 寛解期 

47.1％が病相期 混合病相 5.9％ 

躁・軽躁病相 

53.9％が病相期 

躁・軽躁病相 1.3% 

混合病相 2.3% 

1） 

双極 I 型 

障害 

（12.8年の追跡） 

2） 

双極 II 型 

障害 

（13.4年の追跡） 

双極性障害の各病相期の占める比率 



双極うつ病の 
治療 

ー現代精神医学の最も難
しい課題の一つ 



双極うつ病の薬物治療の原則 
原則として気分安定薬の単独投与 

   （Li：血中濃度0.8mEq/Lを超える血中濃度到達後，最低8週間の経過観察） 

場合によっては、気分安定薬に抗うつ薬
（SSRI/SNRI/NaSSA)を極く慎重に併用する 

 （有効性は実証されていない。双極I型うつ病 

  には使用しない） 

抗うつ薬の単独投与は行わない 

三環系抗うつ薬は使用しない。 

双極II型うつ病には？   



双極うつ病の薬物治療の原則 
原則として気分安定薬の単独投与 

   （Li：血中濃度0.8mEq/Lを超える血中濃度到達後，最低8週間の経過観察） 

場合によっては、気分安定薬に抗うつ薬
（SSRI/SNRI/NaSSA)を極く慎重に併用する 

 （有効性は実証されていない。双極I型うつ病 

  には使用しない） 

抗うつ薬の単独投与は行わない 

三環系抗うつ薬は使用しない。 

SGA（OLZ,QTP,APZ),LTGの使用も考慮する    



Acute mania 

First line 

Acute bipolar I depression  

First line 

Acute bipolar II  

depression 

CANMAT 

2009 

Li/DVP, APZ,olanzapine, 

quetiapine, quetiapine XR, 

risperidone,  ziprasidone,  

 

Li/DVP+risperidone/ 

quetiapine/ olanzapine/ 

aripiprazole 

Li, lamotrigine, quetiapine,  

quetiapine XR, 

Li/DVP+SSRI, 

olanzapine+SSRI, Li/DVP, 

Li/DVP+bupropion 

First line: quetiapine 

Second line: Li, lamotrigine, 

DVP, 

Li/DVP+antidepressants,  

Li/DVP,  

atypical antipsychotics + 

antidepressants  

BAP 

2009 

Antipsychotic, Li/DVP, Li, 

CBZ 

Quetiapine, lamotrigine, 

SSRI or other antidepressant 

(not TCA) 

No specific recommendations 

TMAP 

2007 

Li, VPA, APZ,  

quetiapine, risperidone, 

ziprasidone or olanzapine,  

CBZ (1b) 

lamotrigine + antimanic, 

lamotrigine 

No specific recommendations 

双極性障害の薬物療法：海外のガイドライン 



  双極性障害治療に求められる 
パラダイムシフトとは 

時間経過→ 大分大学 精神神経医学講座  寺尾 岳 先生提供一部改訂 

再発予防 

再発予防 

軽
躁 

正
常 

う
つ 

躁 

急性期治療 

急性期治療 再発予防 
（もぐらたたきのよう
な）急性期治療から 



 維持療法の必要性 
 

  躁状態、うつ状態のエピソードはそのたびに寛解するが、 
  再発を繰返すことによって心理的・社会的な後遺症を引き起こしていく 
 

 維持療法開始を考慮する場合 
   

  ①重症の躁病エピソードが1度でもあった 

 ②2回以上の躁病エピソードがあった 

 ③重症のうつ状態を繰返している 

 ④家族歴がある 
 

 維持療法の期間 

  社会的予後および生命予後を悪化させるため、ほぼ生涯にわたり必要 

日本うつ病学会 治療ガイドライン 双極性障害 表1サマリーより作図 
http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/mood_disorder/img/110310.pdf 

日本うつ病学会治療ガイドライン 双極性障害2011 
維持療法について 



•38 

ユニット１ 障害への気づき 
セッション１  紹介と集団のルール 
セッション２  双極性障害って、なに？ 
セッション３  疫学ときっかけになる要因 
セッション４  症状Ⅰ：躁と軽躁 
セッション５  症状Ⅱ：うつと混合エピソード 
セッション６  経過と予後 

ユニット２ 薬物治療へのアドヒアランス 
セッション７  治療Ⅰ：気分調整薬 
セッション８  治療Ⅱ：抗躁剤 
セッション９  治療Ⅲ：抗うつ剤 
セッション10  気分調整薬の血中濃度 
セッション11  妊娠と遺伝についての相談 
セッション12  精神薬理学vs代替医療 
セッション13  治療中断に伴う危険性 

ユニット３ 物質乱用の回避 
セッション14  精神活性物質：双極性障害にとっての危険性 

ユニット４ あらたなエピソードの早期発見 
      ステップ１ 情報―繰り返す再発のシグナル 
      ステップ２ 個別化―其々の警告の同定と使える警告の同定 
      ステップ３ 限定化―前駆の前駆または早期の警告サイン 
      サインリストをいかに使えばいいのか？ 

セッション15  躁病エピソードと軽躁病エピソードの早期発見 
セッション16  うつエピソードと混合エピソードの早期発見 
セッション17  あらたなエピソードに気づいたときにどうすればいいのか？ 

ユニット５ 規則正しい習慣とストレスマネジメント 
セッション18  習慣を規則正しくすること 
セッション19  ストレスコントロールのテクニック 
セッション20  問題解決法 
セッション21  締結 

最後に：心理教育は有効なものか？ 

Psychoeducation Manual for Bipolar Disorder,         Colom Ｆ． and  Vieta Ｅ． 2006 



1．双極性障害（躁うつ病）だと気づくことが第一歩 

2．双極性障害の症状を知ろう 

3．双極性障害とつきあうために：患者さんご自身へのお願い 

4．双極性障害の治療薬の効果と副作用 

5. 双極性障害の精神療法 

６．ご家族へのお願い 

７．双極性障害の原因 

８．専門医の見つけ方 

９．双極性障害に関する研究について 

 



双極性障害の社会リズム療法（SRT） 
SRM（ソーシャル・リズム・メトリック） 

 起床した時刻 

 人と初めて接触した時刻 

 朝の飲み物を飲んだ時刻 

 朝食をとった時刻 

 初めて外出した時刻 

 仕事・学校・ボランティアなどを始めた時刻 

 昼食をとった時刻 

 夕食をとった時刻 

 運動をした時刻 

 夜食・飲み物をとった時刻 

 夜のテレビのニュース番組を見た時刻 

 別のテレビを見た時刻 

 活動A,B、C（自分に合った活動を書く） 

 就寝した時刻 

 （水島広子 対人関係療法でなおす双極性障害 創元社 2010 ) 





気分障害の治療者からのメッセージ 



まとめ 


