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過量服薬への取組

―案物治療のみに組らない診療体制の構築に向けて―

平成 22年 9月 9日

厚生労働省

自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム



1.基 本 的な考 え方

○ 厚生労働省では、本年 1月 に「自殺・うつ病等対策プロジェク トチームJ(以

下「PT」 という。)を組織 し、 5月 に省 としての取組指針 としてとりまとめ

を行い、精力的に自殺対策を推進 しているところである。

○ 最近の実態調査結果や報道においては、うつ病等により精神科や心療内科

等を受診 している患者について、医師から処方 された向精神薬 (抗 うつ薬、

抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬)を、指示された服薬量よりも過量に摂取す

る (以 下 「過量服薬」という。)例が指摘されている。

厚生労働省 としては、毎年 3万人を超える自殺者を一人でも減 らしていく

ため、この課題について取 り組んでいく必要があると認識 してお り、6月 に、

いわゆる向精神薬の投与 日数や投与量に一層の配慮をすべきとの注意を喚起

する通知を、地方自治体や医療関係団体に発出したところである。

○ しかしながら、過量服薬の問題は、もとより単純に解決する課題ではない。

患者側の立場から見ると、過量服薬の背景には、症状が改善せずやむなく

投与される薬剤の量や種類が多くなってしまう、長期の投与により依存的な

状況になってしまう、薬剤の効果等について十分に理解できる説明を受けら

れない場合がある、薬物への依存 という認識が不足 してお り医師に処方を求

めてしまう、といつた様々なケースが存在 している。

一方、診療側から見ても、患者の症状にあわせて投薬をした結果投薬量が

増えてしまう、薬剤の処方を強く望む患者に対 して説得が困難な状況がある、

他の医療機関から重複 して処方を受けていてもわからない場合がある、日常

診療の中で、ひとりひとりに十分な診療時間を確保することができず、その

結果、過量服薬の リスクのある患者に対 しても、薬剤の種類はできるだけ少

ないことが基本であると考えられるが、多種類の薬剤を投与せざるをえない

ような状況がある、説得なく処方を拒否すると医療から遠のいてしま う恐れ

があるなど、様々なケースが存在 している。

こうした患者側及び診療側の要素が、それぞれのケースで絡み合い、結果

として過量服薬の課題を生 じさせているのが現状であり、いずれかの要素を

取 り除けば解決する性格のものではないことには留意が必要である。



○ この問題は、単に薬剤の処方 とい うだけでなく、患者 との良好な治療関係

を保つことができるような充分な診療体制が不足 していることや、患者に対

する知識、薬物の入手方法など、根本的な解決に向けては、精神科医療のみ

ならず、多 くの領域が関与する根の深い問題である。

○ 過量服薬は、単に処方を制限 したか らといって解決する問題ではなく、不

用意な規制は、患者を医療か ら遠 ざけることにな りかねないことに注意すべ

きであ り、患者が適切な医療にアクセスでき、患者の精神症状に応 じて、適

切な処方ができるよう体制を整備することが肝要である。医療か ら遠 ざかっ

てしま うことは、逆に うつ病の増加、自殺者の増加につながる危険性 もある

ことは、十分に留意すべきである。

○ 一方で、我が国の精神科医療については、諸外国に比 して多種類の薬剤が

投与 されている (いわゆる多剤投与)の実態があると指摘 されてお り、この

ことが過量服薬の課題の背景にもある。多剤投与の課題については、厚生労

働省 としても問題意識を持っている。

(※ )「今後の精神保健医療福祉のあ り方等に関する検討会J(座長 樋 口輝

彦国立精神・神経センター総長)第 22回資料 (平成 21年 8月 )では、

統合失調症患者 に対する抗精神病薬併用投与の国際比較の研究報告に

よると、多くの国では単剤投与が 500/O以上であるのに対 し、日本は単

剤投与が 20%未 満であることや、抗 うつ薬多剤併用の実態調査による

と、他国では多剤併用率が 3 4%～ 25%程 度であるが、日本では 1

9 0%～ 35 9%と の状況について報告がなされた。

○ こうした認識の下、厚生労働省では、この課題に取 り組む第一歩 として、

有識者からヒア リングを行い実態把握 を行 うとともに、今後、取 り組むべき

対策についてとりまとめた。

ひ とつひとつの施策が特効薬になるわけではないが、今後、様々な観点か

らの過量服薬の問題に対する対策を推進 していく。



2.種 々の実 態調査 や ヒア リングでの指摘

(1)心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分析に関する研究

〇 平成 21年度の厚生労働科学研究班 (研究代表者 :加我牧子 国立精神・

神経医療研究センター精神保健研究所長)が行つた、研究協力を得 られた自

殺既遂者 (76名 )の遺族に対する実態調査によると、

① 亡 くなる前 1年間に精神科又は心療内科の受診歴があつた者 (精神科受

診群)が 50%で ある、

② 精神科受診群のうち、 39歳以下の者が 7害1弱である、

③ 自殺時に向精神薬 (睡眠薬、抗 うつ薬、抗不安薬もしくは抗精神病薬 )

の過量服薬を行つていた例が、精神科受診群の約 6割 (直接の死因が、総首、

飛び降 りなど、薬物以外の場合を含む。)

との報告がなされた。

(2)精神疾患に合併する睡眠障害の診断 治療の実態把握と睡眠医療の適正

化に関する研究

○ 平成 21年度の厚生労働科学研究班 (研究代表者 :三島和夫 国立精神・

神経医療研究センター精神保健研究所部長)の診療報酬明細書に関する調査

によると、2005年 から2007年 の各年 4月 1日 ～ 6月 30日 の 3ヶ 月

間に医療機関を受診 し向精神薬を処方された 20～ 74歳の患者について、

① 2005年 ～2007年 の 3か月処方率 (4～ 6月 の間に 1度 でも向精

神薬が処方された患者の割合)の変化は、睡眠薬 3 66%～ 4 58%、

抗 うつ薬 2 02%～ 2 53%、 抗不安薬 4 42%～ 5 07%、 抗

精神病薬 0 07%～ 0 84%で 、すべて増加していた。

②  l日 あた り平均処方力価 (薬剤の効果を表す濃度 として換算 した一 日あ

た り平均の処方量)については、すべての向精神薬で、平均力価は適正基

準 lLIの範囲内であった。

③ 睡眠薬・抗不安薬については、精神科・心療内科からの処方言1合 は4害J

以下、抗 うつ薬・抗精神病薬は約 7割が精神科・心療内科から処方 されて

いた。

との報告がなされた。

(3)【 PTヒ アリング】松本俊彦氏 (国立精神・神経医療研究センター精神保

健研究所室長 )

○ 平成 21年度の厚生労l‐m科学研究班 (研究代表者 :伊藤弘人 国立精神



神経医療研究センター精神保健研究所部長)の行つた薬物乱用・依存者の実

態調査によると、薬物乱用・依存患者 402名 の うち、薬物依存症の原因薬

物は、覚せい剤 191名 (46 6%)に 次いで、向精神薬 63名 (15
1%)が 多かった。これは、向精神薬等を処方 されている通院中の患者に対

して、適切かつ慎重に対応することへの重要性が示唆 される結果である。

○ これへの対応 としては、薬物依存症に対する診療の質の向上、薬剤師を

活用 した声かけの推進、レセプ ト等を活用 した重複処方の防止、過量服薬の

リスクが高い患者に対する丁寧な診療の推進が必要である。

(4)【 PTヒアリング】三宅康史氏 (昭和大学医学部救命救急センター救急医

学講座准教授 )

○ 自殺未遂者は救命救急センターに搬送 されてくるため、自殺未遂の再発

を防止するためには、救命救急センターのスタンフが、自殺未遂者に対 して

精神面を配慮 した適切なケアを行 うことが重要であることから、厚生労働省

と日本臨床救急医学会が協力 して、平成 21年に救命救急センタースタッフ

向けの対応マニュアルを作成 した。さらに、このマニュアルを利用 した研修

会を行つてお り、こうした活動を一層推進 していきたい。

○ 救急医療の現場では、自殺未遂者に対 して精神科医療を受けさせたくと

も、精神科医等の精神科スタッフが常勤で配置されている救命救急センター

は少なく、また、配置されているところで t)、 夜間・休 日には診療を受ける

ことができない場合が多い状況にある。このため、一般医療 と精神科医療 と

の 24時間体制での連携強化や、救命救急センターのスタッフの自殺未遂者

への対応能力の向 _し などが必要である。

(5)【 PTヒアリング】恵智彦氏 (埼玉精神神経科診療所協会会長 )

○ 埼玉精神神経科診療所協会で行つた自殺既遂者を対象にした実態調査に

よれば、自殺既遂者 144名 についてみると、自殺の手段 とは別に自殺の

際に、向精神薬等を過量に服薬 していた者は約 1割、比較的長期 (1～ 5

年)にわた り定期的に通院 している者が最多、同居者がいる者の方が多い

などの状況がわかつた。

○ さいたま市では、自殺未遂者等への対応を強化するため、救急医療機関

に搬送 された自殺未遂者に対する入院治療を行 う精神科病院の確保、一般

医療機関や行政機関を訪問 した うつ病等で自殺念慮のある相談者を精神科

の外来診療へ紹介する体制を確保、一般医療機関と精神科医療機関等の関

係医療機関の協議会の実施を含む事業 (GPE連携事業)を行 う予定として

いる。




