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うつ病のプライマリ・ケア 

＜2013.2.14（木）八幡浜・大洲地区プライマリケア・セミナー＞ 

うつ状態を理解する 

於；JAにしうわ会館：４階会議室 



フィンセント・ファン・ゴッホが1890年に描いたAt Eternity‘s Gate（来世への門） 
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うつ病の病態と薬物療法 

 ・うつ病について 

 ・薬物療法について 

 ・うつ状態を診たときの注意点   



プライマリ・ケア医のための 
精神症状と精神疾患の構造化された診断分類 

MAPSO 
• M・・Mood Disorders （気分障害） 
• A・・Anxiety Disorders （不安障害） 
• P・・Psychoses （精神病群） 
• S・・Substance-induced disorders（物質関連障害） 
• O・・Organic or other disorders 
            （器質性/その他の障害） 

様々な研究によると、プライマリ・ケア医を訪れる患者の約25％に精神科的問題が 
あることが示されており、このうち７５～７７％もの患者の精神科的疾患は診断され 
ず、治療も為されていない。 

（米国内科学会総会.プライマリ・ケア医のための精神医学） 



神経伝達物質と関連する精神症状 



気分障害の亜型 特 徴 

うつ病性障害 

 

 ・大うつ病性障害 
 ・気分変調性障害 

 

 

 うつ病。 軽度、中等度、重度に分けられる。 

 軽いうつ症状が2年以上続く（抑うつ神経症） 

双極性障害（躁うつ病） 

 

 ・双極Ⅰ型障害 

 ・双極Ⅱ型障害 

 ・気分循環性障害 

 

 

 躁病とうつ病 

 軽い躁症状とうつ症状 

 軽い躁症状と軽いうつ症状 

間欠期 

うつ 

エピソード 

躁 

(DSM-Ⅳ-TRの分類の概略） 

うつ病は、気分を調節する脳機能の障害で起こると考えられている気分障害の一型 

主な気分障害 



わが国における気分障害患者数の推移 

厚生労働省患者調査より一部改変 

（万人） 

※うつ病の患者数はICD-10におけるF32（うつ病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ）とF33（反復性うつ病性障害）を合わせた数 



（川上憲人ほか：地域住民における心の健康問題と対策基盤の実態に関する研究、 

2002年度厚生労働科学研究事業研究報告書より一部改変） 

日本におけるうつ病の有病率：地域住民におけるうつ病の頻度 
（DSM-IV診断基準による「大うつ病」） 

岡山市、長崎市および鹿児島県内の2市町の20歳以上の住民1,664人を対象に面接調査を実施 



近年の自殺死亡者数の推移 

厚生労働省ウェブサイト：http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html（出典：警察庁｢自殺の概要｣） 



男女別・年齢別自殺者数（平成２３年中） 

（参考資料：警察庁発表 自殺者数の統計） 



うつ病発症の成因 

矢田部 祐介 他 Clinical Neurosience 2004;22(2):144-6より一部改変 



以下の症状のうち、少なくとも１つある。 

 ① 抑うつ気分 

 ② 興味または喜びの喪失 

さらに、以下の症状を併せて、合計で5つ（またはそれ以上）が認められる。 

 ③ 食欲の減退あるいは増加、体重の減少あるいは増加  

 ④ 不眠あるいは睡眠過多 

 ⑤ 精神運動性の焦燥または制止 

 ⑥ 易疲労感または気力の減退  

 ⑦ 無価値感または過剰な罪責感  

 ⑧ 思考力や集中力の減退または決断困難 

 ⑨ 死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図 

これらの症状がほとんど1日中、ほとんど毎日あり、2週間にわたっている。
症状のために著しい苦痛または社会的、職業的機能の障害を引き起こして
いる。 

症状は一般身体疾患または薬物の作用によるものではないこと。 

（高橋三郎 他 訳：DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル,医学書院,2002)より改変 

うつ病（大うつ病エピソード）の基準 



In Interest 興味の喪失 

S Sleep 睡眠障害 

A Appetite 食欲変化・体重減少 

D Depressed mood 抑うつ気分 

C Concentration 集中力低下 

A Activity 精神運動焦燥または制止 

G Guilt 罪悪感 

E Energy 気力低下 

S Suicide 自殺念慮 

In SAD CAGES（悲しいゆりかごのなかで） 



うつ病（大うつ病）チェック（診断の目安） 

このような９症状のうち５～９個の症状が同じ２週間に続けてみられ、そのうちの
１つは①または②であるときに「うつ病」と判断する。大うつ病の場合には、苦痛
が強く、人との関わりや職業的な面で困難を感じていることがほとんど。 

気分が沈む 興味や意欲がなくなる 1 2 

（高橋三郎 他 訳：DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル,医学書院,2002)より改変 



食欲が減退 または 

増進する 

（体重の増減が激しい） 

眠れなかったり、 

眠りすぎる 
動作がゆっくりになっ
たり、イライラする 

無価値観や不
必要なまでの
罪悪感がある 

決断力、思考
力が落ちる 

死にたいと思う 疲れやすく、 

気力がわかない 

3 4 5 

6 7 8 9 

うつ病（大うつ病）チェック（診断の目安） 

（高橋三郎 他 訳：DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル,医学書院,2002)より改変 



うつ病早期発見のための２つの質問 
  ①ここ１ヶ月ほど気分が落ち込んで憂うつになることがありませんか？ 
  ②最近、今まで楽しんでやれたことが急にできなくなったり、楽しくなくなっ 
  たということがありませんか？ 
 （Whooleyらのうつ病発見２つの質問：９６％の感度でうつ病の拾い上げが可能） 

うつ病重症度スケール 
 (1)現在、ほとんどのことに興味がなくなっていたり、たいてい いつもなら楽し 
  めていたことが楽しめなくなっていますか？ 
 (2)この２週間、毎日のように、ほとんど一日中ずっと憂うつだったり沈んだ気 
  持ちでいましたか？ 
 (1) (2) のいずれかが該当する⇒軽症以上のうつ病がある 
        (1) ・(2) の両方にあてはまる場合に(3)をたずねる。 
 (3)毎日のように、自分に価値がないと感じたり、または罪悪感を感じたりしま 
  すか？ 
   (1)・(2)・(3) がすべて該当した場合は重症うつ病、それ以外 は軽症うつ病 
  と診断する  
         （熊野ら：うつ病検出感度：９６．３％、特異度：８５．７％） 

うつ病：いかに気づいて診断するか 



神経細胞 

神経終末 

標的細胞 

抗うつ薬の作用から見たうつ病の病態 

脳内の神経細胞から、神経伝達物質（セロトニンやノルアドレナリンなど）が放出され
ると、受け手である神経細胞の受容体に結合して、情報が伝達される  

健康な人の場合 

神経細胞 

再取り込み
部位 

標的細胞 



うつ病は、セロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質（モノアミン）が減少す
ることにより発病すると考えられている（モノアミン欠乏仮説）。 

抗うつ薬は、これら神経伝達物質の再取り込みを防ぐことによりシナプス間隙での濃
度を上昇させ、抗うつ効果を発揮すると考えられている。 

うつ病の人の場合 抗うつ薬を使うと 

モノアミン欠乏仮説と抗うつ薬の作用機序 



うつ病患者が最初に受診した診療科 



身体疾患におけるうつ病の合併率 



うつ病を合併した糖尿病患者の死亡リスク 



心筋梗塞患者におけるうつ病の重症度と生存率 



うつ病を合併した高血圧患者の心不全発症リスク 



脳卒中患者および整形外科患者のうつ病合併症率 



うつ病の病態と薬物療法 

 ・うつ病について 

 ・薬物療法について 

 ・うつ状態を診たときの注意点   



う つ 病 の 治 療 

渡辺 登監修．これでわかるうつのすべて．成美堂出版；2010より一部改変 

•ストレスや過労などの負荷をできるだけ取り
除き、ゆったりした気分で心身を休めること
ができるよう調整する。 

薬物療法 

精神療法 

•電気けいれん療法 (m-ECT) 

•高照度光療法 など 

休養・環境整備 

•認知行動療法 (CBT) 

•支持的精神療法 

•心理教育 など 

•治療薬（抗うつ薬）を用いる 

•通常は薬物療法なしで治療することは困難
で、適切に治療されないとうつ病が遷延・悪
化する。 

その他の治療法 



抗うつ薬の種類と本邦での発売年 
分類 薬剤名 発売年 

三環系 

イミプラミン （トフラニール）SN 
アミトリプチリン （トリプタノール）SN 
トリミプラミン （スルモンチール）SN 
ノルトリプチリン （ノリトレン）SN 
クロミプラミン （アナフラニール）SN 
アモキサピン （アモキサン）N 
ロフェプラミン （アンプリット）SN 
ドスレピン （プロチアデン）SND 

1959 
1961 
1965 
1971 
1973 
1980 
1981 
1985 

四環系 
マプロチリン （ルジオミール）N 
ミアンセリン （テトラミド）N 
セチプチリン （テシプール）N 

1981 
1983 
1989 

その他 
スルピリド （ドグマチール）NantiD 
 ノルアドレナリンの放出促進、抗ドーパミン作用 
トラゾドン （デジレル、レスリン）S 

1973 
1991 

SSRI 

フルボキサミン （デプロメール、ルボックス）S 
パロキセチン （パキシル）S 
セルトラリン （ジェイゾロフト）S 
エスシタロプラム （レクサプロ）S 

1999 
2000 
2006 
2011 

SNRI 
ミルナシプラン （トレドミン）SN 
デュロキセチン （サインバルタ）SN 

2000 
2010 

NaSSA 
ミルタザピン (レメロン、リフレックス）NS 
 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性 

2009 



大うつ病（軽症・中等症）の治療アルゴリズム 

精神科薬物療法研究会編. 気分障害の薬物治療アルゴリズム. じほう. 2003より一部改変 

TCA: 三環系抗うつ薬 

non-TCA: 非三環系抗うつ薬 

BZD: ベンゾジアゼピン系抗不安薬 

SSRI: 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 

SNRI: 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 

ECT: 電気けいれん療法 

＊:  「有効」と判断した場合は「寛解」を評価する。 

               を示す。 



うつ病の経過と治療 

Kupfer DJ, et al. J Clin Psychiatry 1991;52(Suppl.):28-34 より一部改変 



主な副作用 症状 関与する薬理作用 

心臓血管系作用 
起立性低血圧や不整脈がみられ
ることがある。 

α アドレナリン受容体阻害（抗α 1）作
用、抗コリン作用※ など 

消化器官系作用 
特に服薬初期に悪心、嘔吐がみ
られることがある。 

セロトニン再取り込み阻害作用 など 

中枢神経系作用 

せん妄や不眠がみられる一方で
、過鎮静が起こることもある。ミオ
クローヌス、錐体外路症状、痙攣
発作の報告がある。 

中枢性抗コリン作用※、セロトニン再
取り込み阻害作用、ヒスタミンH1受容
体阻害作用、抗α 1作用 など 

性機能作用 
性欲減退や勃起不全がおこるこ
とがある。 

セロトニン再取り込み阻害作用 

抗コリン作用：アセチルコリンの伝達を阻害することで、口渇や便
秘、排尿障害、視力調節障害などが起こります。 
三環系抗うつ薬には多く、近年開発されたSSRIなどでは少なく
なっています。 

抗うつ薬の副作用 



アクチベーションシンドローム 
（Activation Syndrome） 

アクチベーションシンドローム（Activation Syndrome）の代表的な症状 

１．不安症状：不安・焦燥・落ち着かなさ 

２．神経症状：不眠・アカシジア 

３．過敏症状：易刺激性・敵意・衝動性 

４．感情症状：軽躁・躁状態 

久保木 富房 他. プライマリケア医のためのうつ病診療. メジカルビュー社;2009 p.83-4より一部改変. 

抗うつ薬の投与開始時や用量を変更した時に生じる中枢神経の刺激症状 



中止後症状（Discontinuation Symptoms） 

１．以下の特徴的な症候を示す 
●平衡障害：めまい・運動失調              ●睡眠障害：不眠・悪夢・夢増加 
●感覚症状：感覚異常・しびれ感・電撃様の知覚   ●胃腸障害：悪心・嘔吐・下痢 
●身体症状：倦怠感・頭痛・振戦・発汗・食欲低下  ●感情障害：興奮・不安・焦燥・不機嫌 

２．薬物の中断や減量後に生じる 

３．短期間だけ症状が発現する 

４．薬剤の再投与により改善する 

５．現病の再燃と異なる 

６．そのほかの原因がない 

久保木 富房 他. プライマリケア医のためのうつ病診療. メジカルビュー社;2009 p.84-5より 一部改変. 

中止後症状は抗うつ薬を中止したり減量した場合に生じる症状 



セロトニン症候群 
MAO阻害薬、L-トリプトファン、リチウムとSSRI
の同時投薬は血漿セロトニン濃度を中毒域
に上昇させることがあり、重篤でおそらくは
致死的なセロトニン症候群を引き起こす。 

以下のような順で出現する症状からなる。 

（１）下痢、（２）不穏、（３）極端な焦燥、腱反射の
亢進、かなり速いバイタルサインの変動を伴
う自律神経系の不安定性、（４）ミオクローヌ
ス、けいれん発作、高体温、制御不能の震え、
固縮、（５）せん妄、昏睡、けいれん発作重積、
心血管系虚脱、死 



よくなったり悪くなったり 

しながら徐々に回復する 

     （反応） 

急性期治療 
持続療法 

（継続治療） 

維持療法 

（再発予防療法） 

投与
中止 

（6-12週） 

 

（3-6ヵ月以上） （1-2年以上） （4週-） 

再燃 抗うつ薬の服用 

うつ病 

うつ病の薬物療法の治療段階 

正常な気分 

再発 

寛解 回復 

抗うつ薬の 

投与量 漸増 漸減 

薬は徐々に効果が現れ
てくるため、すぐに効果
が現れないからといっ
て、勝手にやめてしまわ
ないよう指導。 

あせらずに気長に治療。 

飲み忘れや急に中止し
たりすることのないよう
患者さんに指導。 

 

2～4週間以上

かけて、ゆっくり
減らしていくこと
が重要。 

勝手な判断で
中止することが
ないよう指導 

再発予防療法 

 ・3回以上の大うつ病エピソード 

 ・過去のエピソードが1年以内 

 ・不安障害の合併など 

（監修：国際医療福祉大学 教授 上島国利） 

服薬指導における注意点 



(Patrick G, Combs G, Gavagan T.：Initiating antidepressant therapy? Try these 2 drugs first.J Fam Pract. 58(7):365-9. 2009)  

MANGA Study における有効性および許容性からみた抗うつ薬の位置 



うつ病の病態と薬物療法 

 ・うつ病について 

 ・薬物療法について 

 ・うつ状態を診たときの注意点   



プライマリ・ケア医が「うつ」を診たとき、 
双極性障害（躁うつ病）を見落とさない 

単極性うつ（うつ病）と双極性障害（躁うつ病）
は病前性格からして全く異なる病気である。 

意思が強く、責任感があり 
がんばりすぎるため徒労 
感からうつ病を発症する。 

もともと気分屋で、もともと 
気分の波があるため、狭い 
場所に閉じ込められる（特 
定の制約や目標設定を受 
けて仕事をさせられる）と 
さらに波が大きくなって生活 
に支障が出るほど苦しくなる 
（発病する）傾向がある。 



単極性うつ（うつ病）と双極性障害（躁うつ病） 
では、治療に用いる第一選択薬が異なる。 

単極性うつ（うつ病）→SSRI, SNRI, NASSAなどの抗う
つ薬 

双極性障害（躁うつ病）→気分安定化薬 

双極性障害に無分別に抗うつ薬を投与し続けると躁転 

躁とうつが混ざった混合状態の患者に不適切なマイ
ナートランキライザー・抗不安薬（デパスなど）を投与
することで躁うつの波が大きくなり、症状がより不安
定化（リストカットや摂食障害）する可能性が高い。 

双極性障害は単極性うつ病と比較して自殺率が高い。 



双極性障害 

双極Ⅰ型障害 

双極Ⅱ型障害 

気分循環性障害 

躁病エピソード 

軽躁病エピソード＋大うつ病エピソード 

軽躁病エピソード＋気分変調性障害 

躁病エピソードの存在が疑われるときは、精神科医にコンサルトすべき 



双極性障害のスクリーニングのための二つの質問 

「気分が高揚したり、落ち込んだりする
ことが多いですか？ 

このような気分の変動は、原因もなく
起こりますか？ 

YES 

 Distractibility ; 注意散漫、  Insomnia ; 不眠 
 Grandiosity ; 誇大性、    Flight of ideas ; 観念奔逸 
 Activity ; 活動性の亢進、   Speech ; 多弁 
 Thoughtlessness ; 軽率 

DIGFASTの質問 



気分安定化薬 

Lithium（炭酸リチウム；リーマス） 

Carbamazepine（テグレトール） 

Divalproate(バルプロ酸ナトリウム；デパケン） 

 

 

 

 

アメリカ精神医学会（APA)ガイドライン 
双極性うつ病患者に対して、抗うつ薬を始める前 
にテグレトール、デパケンRでの治療導入を推奨 



Risk of suicidality in clinical trials of antidepressants 
in adults: analysis of proprietary data submitted to 
US Food and Drug Administration 
      BMJ 2009;339:b2880, doi:10.1136/bmj.b2880 (Published 11 August 2009) 

 プラセボ vs 抗うつ薬 の372の試験、対象 9.9万人 

 平均年齢 42歳 、63％が女性 

 内訳 ； 大うつ病 46%、精神疾患以外 22.2%(13.5% 行動障害） 

 自殺 ； 8人 、自殺企図 ； 134人 

 年齢別 抗うつ薬投与の自殺リスク回避貢献度；オッズ比 

    25歳未満 1.62 、25歳以上 0.74 、65歳以上 0.37 

 25歳以上、特に高齢者は、必要があれば抗うつ薬の使用に躊躇す
る必要は全くない。 

 25歳未満は、使用する際にはある程度注意が必要  



Odds of suicidality (ideation or worse) for active drug relative to placebo 
 by age in adults with psychiatric disorders  (BMJ 2009;339:b2880)  

http://www.bmj.com/content/vol339/issueaug11_2/images/large/stom616250.f2_default.jpeg


【症例】 自律神経症状が前面に出たストレス症例 

●43歳、女性、家族構成：サラリーマンの夫と大学生・高校生の子の4人家族。
●病歴：4年前からフラフラ感、動悸、肩こりがひどく、近医で自律神経失調症 
 の診断でデパス屯用で、なんとか症状は軽快していた。 
 職場（検品で座っての仕事）での人間関係のストレスから、受診数か月前に 
 仕事を辞めた。 
 主治医は、うつ病を疑い心療内科（精神科）クリニックに紹介。同クリニック 
 を受診したが、処方薬が強く、かえって自律神経症状が強くなり、自宅では 
 這ってトイレまで移動する状態となった。 
 主治医から、当院へ再紹介され、平成24年11月初診した。 
●面接：興味の喪失感（＋）、うつ気分（＋）、不安（＋＋）意欲の減退（＋） 
 過呼吸や予期不安などパニック障害を疑う症状はなかった。また、広場恐 
 怖もない。双極性障害Ⅱ型も否定的。希死念慮はない。 
 再就職したいが、ハローワークに行く気力がないとのこと。子供が就学中 
 なので仕事はしたいが今の状態では仕事に就く自信がないとのことだっ 
 た。 
●状態像から軽症うつ病と診断しエスシタロプラム（レクサプロ）を開始し経 
 過観察とした。 





認知症とうつ病の見極め 



  アルツハイマー病 うつ病 

気分 多幸、無関心 抑うつ 

態度 取り繕い 自己卑下 

自己評価 楽観的 悲観的 

深刻味 乏しい 過剰 

生活障害 ＋＋ ± 

妄想 
物盗られ 微小・貧困 

嫉妬 罪業 

訴え 家族＞本人 本人＞家族 

睡眠 眠らない 眠れない 

アルツハイマー病と老年期うつ病の鑑別 



主観・客観的に悲哀感が乏しい 

深刻感の欠如 

病態に無関心・否認の態度 

促せば渋滞なく行動するが放置すれば何

もしない 

症状の動揺があまりみられない 

抗うつ薬が奏功しにくい 

認知症の初期にみられるうつ状態 

(三山吉夫 精神医学24(11),p1169-1175,1982-11) 



うつ病から認知症発症へのプロセス仮説 



【症例】 認知症を疑われ紹介受診となった症例 
●72歳、女性、柑橘農家、夫と二人暮らし。近所に息子夫婦家族がいる。 
●病歴：50歳ころから高血圧症で近医で治療継続中だった。 
 平成X年8月頃から、元気がなくこれまで行っていた山でのみかん作りにも 
 いかなくなった。終日自宅で過ごし、家事もこれまで通りにはできず、元来 
 きれい好きだったが掃除もしなくなった。 
 物忘れもあり、いつも探し物をしていたり、家族が頼んでいたことも忘れ実 
 行不可能な状態。そんな状態でもなんとか炊事は時間がかかるができてい 
 た。何事にも集中力を欠いていた。 
 家族が主治医に相談、認知症を疑われ当院へ紹介受診となった。 
●面接：家族の話では、近所の人に次男のことを批判されそれから物忘れが 
 目立つようになったとのこと。それまでは、物忘れは時々あったが、生活に 
 困るほどではなく指摘されれば気づいていた。元来心配事があれば考え 
 込む性格。 
●初診時HDS-R:23/30、頭部CTでは年齢相応で、側脳室下角の拡大は認めな 
 かった。 
 血液検査でも、甲状腺機能正常、そのほかの内分泌・代謝性疾患は否定的 
 だった。 
●MCI（軽度認知障害）を否定はできないが、当面臨床像から老年期うつ病と 
 診断し、エスシタロプラム（レクサプロ）を開始し経過観察とした。 





若年発症のうつ病は認知症の重要なリスクである。 
しかし、うつ病自体が認知症発症の真のリスクなのか、
あるいはうつ病と認知症と生じる第三の要因による
のかは明らかではない。 

高齢発症のうつ病と認知症の関係はまだ明らかでは
ない。 

うつ病およびその認知症発症リスクに関しては生涯を
通じた研究アプローチ（life-course approach)が重要
である。 

うつ病と認知症とのあいだに潜在する関連因子は多
要因であり、それぞれ相互に無関係ではない。 

(Byers AL,Yaffe K.Nat Rev Neurol.2011 May 3;7(6):323-31) 

うつ病と認知症 



ご清聴ありがとうございました。 

http://asahimachi-gp-clinic.com/index.html 

旭町内科クリニックを支えてくれるスタッフ一同です。 


