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1

5⼈以上の会⾷、⼀律で駄⽬とは
⾔っていない＝⻄村再⽣相
ロイター 12/16(⽔) 10:40

精神疾患により医療機関にかかっている患者数は⽇
本中で400万⼈を超えている。そして精神病床への

2

共同通信 12/16(⽔) 16:47

⼊院患者数は約28万⼈、精神病床は約34万床あり、
世界の5分の1を占めるとされる(数字は2017年時
点)。⼈⼝当たりで⾒ても世界でダントツに多いこと

3

を背景として、現場では⻑期⼊院や⾝体拘束など⼈
権上の問題が⼭積している。⽇本の精神医療の抱え
⽇本は、単剤ではなく複数の薬を併
⽤する傾向が国際的にみて⾼いこと
はかねて指摘されている（写真︓
SARINYAPINNGAM／iStock）

る現実をレポートする連載の第7回。
【写真】武藤さんが使っていたピルケースや⽗親の

トヨタ、4.5万台をリコール
「ヤリス」などの2⾞種

⾞のスピード違反無くなる︖ 欧州
で速度⾃動抑制「ISA」義務化
⽇本も導⼊検討へ
くるまのニュース 12/16(⽔) 14:10

4

ローソン、年末年始に⼀部休業
全国の85店前後
共同通信 12/16(⽔) 10:33

5

看護メモなど

池袋暴⾛、⾞の⽋陥︖「ブレーキ
踏んで加速した」上級国⺠の主張
はありえるのか
くるまのニュース 12/15(⽕) 17:10

■統合失調症と診断された彼が服⽤していた薬

Yahoo!ニュースからのお知らせ
新型コロナ「第3波」どう備える︖

曜⽇ごとに服⽤する薬が⼊れられたピルケースは、「⽔曜⽇」の分までが空にな

職場でのクラスターを防ぐため、消毒や換気、
予防のための体制づくりなどのポイントをご紹
介します。

っていた――。このピルケースを使っていたのは、プロボクサーの武藤通隆さん(享
年28)だ。通隆さんは2016年4⽉14⽇の⽊曜⽇、⾃宅のマンションから⾶び降りて
亡くなった。残されたピルケースは、通隆さんが亡くなる前⽇まで医師の指⽰通り
にきちんと薬を飲んでいたことを物語っていた。

雑誌アクセスランキング（経済）

1

プレジデントオンライン
12/16(⽔) 15:20

それまで⼀度も精神科病院にかかったことがなかった通隆さんは、統合失調症と
診断されてわずか2カ⽉後に亡くなった。精神科病院を退院し⾃宅で療養中のこと
だった。

「1位は3000万円超」平均年収が
⾼いトップ500社ランキング2020

2

スシローが過去最⾼売上を出し、
くら寿司が⾚字転落した「明確な
理由」
現代ビジネス 12/16(⽔) 9:31

連載第6回「⾃殺した28歳ボクサーの⽗が精神病院と闘う訳」(2020年11⽉20⽇配
信)で報じたとおり、退院前⽇に⾝体拘束を受けるほどの興奮状態にあった通隆さん

3

だが、主治医の判断で当初の予定通り退院した。退院後、⼊院前にはなかった衝動

プレジデントオンライン
12/16(⽔) 15:16

的な⾔動が多くなり、⽗親や通隆さんが病院に再⼊院を求めたが、主治医からは
「病院の経営上の理由」として認められなかった。

4

5

めて明らかになった。退院前⽇、暴れた通隆さんは⼊院中で最⼤量の薬が投与され

院のタイミングと、再⼊院をさせてもらえなかった点が争点になっている。しか
https://news.yahoo.co.jp/articles/44e2bf50714ceaf33f84f38568d5eaae7ac9d088

「千⽻鶴はいらない」ウーマン村
本⼤輔が現地で聞いた被災者の声
ダイヤモンド・オンライン
12/16(⽔) 6:01

ていた。これは⽗親も知らされていない事実だった。
統合失調症は、⾃殺に⾄るリスクが⾼い病気として知られている。裁判では、退

不倫した「年収700万円」サラリ
ーマン夫が⻘ざめた…⼦持ち専業
主婦が仕掛けた「ヤバい離婚術」
現代ビジネス 12/16(⽔) 8:01

⽗親は、退院時に⼗分な検討を怠り、再⼊院を認めなかったとして病院を提訴。
裁判で開⽰された病院のカルテによって、通隆さんが⼊院中に受けていた治療が初

ドコモの格安プラン発表を「政府
介⼊だ」と批判する⼈が知らない
事実
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フジテレビ系（FNN）
12/15(⽕) 17:21

し、通隆さんの⽗親は「本当の(⾃殺の)原因は薬だったのではないか」という疑問
を拭えない。

2

られ、即⽇⼊院となった。診察室で、統合失調症の治療薬である抗精神病薬である

3

4
 前へ
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珪藻⼟バスマットにアスベスト混
⼊か 29万個回収へ
テレビ朝⽇系（ANN）
12/15(⽕) 18:18

セレネースの筋⾁注射を受けた。その⽇から抗精神病薬のロナセンの服薬も始まっ
た。

秘密は“⼿の

テレビ朝⽇系（ANN）
12/14(⽉) 17:22

通隆さんは2016年2⽉、記憶がなくなったり、同じ動作を繰り返したりする異変
が起こり、精神科病院を受診した。主治医からは統合失調症の可能性があると告げ

「感染しにくい⼈」
汗の成分”

0:46

株価⾒通しは︖
説

0:36

河合達憲⽒が解
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次へ 
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【関連記事】
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PayPay残⾼

30〜40代男性が7割、「性依存症」の深刻な実態
ある朝、精神病院に強制連⾏された男の凶体験
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東洋経済オンライン
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税込330円
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 115
70,694円

12,256円

71,082円

207,020円

⽗親は⾔う。
「統合失調症の主症状は妄想や幻聴だという知識はありましたが、息⼦にはそん
な症状は⼀切ありませんでした。症状について尋ねようとすると、『統合失調症は
なんでもありだから、個々の症状はあまり意味がない』と質問を遮られました。患
者の具体的な症状を軽視するような態度に違和感を持ちましたが、専⾨家の判断に
任せるしかないと思いました」
病院のカルテによると、⼊院中、通隆さんの薬の量は徐々に増加していた。ロナ

￥1,496

センが増加される⼀⽅、同じ系統の抗精神病薬であるリスパダールも状態が悪化し
たときに使われていた。⼊院5⽇⽬からはベンゾジアゼピン系睡眠薬のレンドルミ
ンも常⽤していた。
￥2,277

￥2,090

そして退院前⽇、薬の投与量は急激に増加した。⾝体拘束を受けた通隆さんは、
普段飲んでいた抗精神病薬や睡眠薬に加え、⼊院時に打たれた抗精神病薬のセレネ
ースの筋⾁注射を再度受けた。さらに、抗不安薬のワイパックスと抗パーキンソン
病薬のアキネトンが投与された。ただ、翌⽇の退院当⽇は、ロナセンとレンドルミ
ンのみの服⽤に戻っていた。
■薬剤師「⼀気に薬が抜けると離脱症状が起こる」

アクセスランキング（経済総合）

1

5⼈以上の会⾷、⼀律で駄⽬とは
⾔っていない＝⻄村再⽣相
ロイター 12/16(⽔) 10:40

2

トヨタ、4.5万台をリコール
「ヤリス」などの2⾞種
共同通信 12/16(⽔) 16:47

埼⽟県の精神科病院に勤務する薬剤師は、「退院前⽇に薬の量が急激に増えてい
る。体が薬に適応した状態から、⼀気に薬が抜けると離脱症状(薬が急に減ることに

3

よる症状)が起こる。薬を減らすならば経過を慎重に⾒る必要があった」と指摘す
る。

共同通信 12/16(⽔) 10:33

4

通隆さんは退院後、再び抗精神病薬の量が増加されていった。退院から5⽇後の3
⽉1⽇、「死にたい」と⾔うなどの通隆さんの興奮状態を⼼配した⽗親が電話で主
治医に相談すると、抗精神病薬のロナセンを増量するように指⽰された。3⽉3⽇に
通院した際には、診察中に退院前⽇と同じセレネースを注射された。さらに、服⽤
として同系統の抗精神病薬のリスパダールも追加された。

ローソン、年末年始に⼀部休業
全国の85店前後

⾞のスピード違反無くなる︖ 欧州
で速度⾃動抑制「ISA」義務化
⽇本も導⼊検討へ
くるまのニュース 12/16(⽔) 14:10

5

池袋暴⾛、⾞の⽋陥︖「ブレーキ
踏んで加速した」上級国⺠の主張
はありえるのか
くるまのニュース 12/15(⽕) 17:10

PR 激安︕⾨扉・エクステリアの⼯事
エクスショップ

抗精神病薬の多剤併⽤処⽅が問題になっている⽇本では、抗精神病薬の量が適正
かどうかの⽬安を知るために「クロルプロマジン換算」という⽅法がある。クロル
プロマジンという最も古い抗精神病薬に、さまざまな抗精神病薬を換算すること
で、その⼈が内服しているおおよその抗精神病薬の量を把握する⽅法だ。

Yahoo! JAPAN広告

Yahoo!ニュースからのお知らせ
新型コロナ「第3波」どう備える︖

職場でのクラスターを防ぐため、消毒や換気、
予防のための体制づくりなどのポイントをご紹

https://news.yahoo.co.jp/articles/44e2bf50714ceaf33f84f38568d5eaae7ac9d088?page=2
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70,694円

36,259円

386,421円

71,082円

11,966円

358,079円

この換算によると、通隆さんが3⽉3⽇の通院時に投与された1⽇の抗精神病薬の
量は900mgになる。クロルプロマジン換算では300〜600mgが適正な量とされる
ため、通隆さんの投与量は適正量を超えていた可能性がある。
⽗親は、通隆さんの様⼦を正確に医師に伝えるために、通隆さんが⼊院する直前
から症状や服薬量について詳細なメモをとっている。メモによれば、通隆さんは退

送料無料

院後、⼊院前にはなかった「死にたい」という発⾔や、ベランダから⾶び降りよう
とするなど、衝動的な⾏動を取るようになったという。⽗親は退院後の通隆さんの
様⼦についてこう話す。

￥3,880

「午前中はいつもボーとしていて、意識があるのかないのか、わからないような
状態でした。午後になると、⾜がむずかゆいと⾔って部屋中を歩き回り、苦しそう
に⾜踏みを繰り返していました」

￥1,496

￥2,277

この⾜踏みを繰り返す動作は、「アカシジア」と呼ばれる抗精神病薬の副作⽤の
⼀種だ。じっとしてはいられない焦燥感に襲われ、⾜踏みをしたり動き回ったりす
る症状が表れる。厚⽣労働省の「重篤副作⽤疾患別対応マニュアル」には、アカシ
ジアについて「あまりに苦しくて衝動的に⾃分を傷つけたり、⾃殺したいとさえ感

アクセスランキング（経済総合）

1

ロイター 12/16(⽔) 10:40

じ危険な⾏為に及ぶ場合さえもあります」と記されている。

2
■「死にたい願望のある患者への投与」への注意書き
薬の添付⽂書によると、抗精神病薬のロナセンとリスパダールは、重要な使⽤上

3

を⼗分に⾏い、異常が認められた場合には、投与を中⽌する等適切な処置を⾏うこ
と」と記されている。

ローソン、年末年始に⼀部休業
全国の85店前後
共同通信 12/16(⽔) 10:33

4

また、⼊院直後から服⽤し続けていた睡眠薬のレンドルミンは、依存性があるの
に加え、添付⽂書には副作⽤として、「不穏や興奮が⽣じることがあるので、観察

トヨタ、4.5万台をリコール
「ヤリス」などの2⾞種
共同通信 12/16(⽔) 16:47

の注意として、「⾃殺念慮(死にたいという願望)のある患者への投与は、症状を悪
化される恐れがある」と記されている。

5⼈以上の会⾷、⼀律で駄⽬とは
⾔っていない＝⻄村再⽣相
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とがあるので、漫然とした継続投与による⻑期使⽤を避けること」「異常が認めら
れた場合には投与を中⽌するなど適切な処置を⾏うこと」と、注意喚起を⾏った。
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しかし、こうした薬の副作⽤について⽗親は病院から説明を受けていなかった。
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介します。

「統合失調症には⾃殺のリスクがあることや、処⽅した薬の副作⽤を家族である
私に教えてくれていていれば、⾃殺を防げていたのではないでしょうか」。⽗親は
無念でならないという。そしてこう続ける。
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「⼊院中のカルテを⾒ると薬は処⽅しているけど、カウンセリングなどの⼼理社
会的療法をした形跡がありません。退院後の診察でも、医師が本⼈の気持ちは聞こ
うとはしませんでした。薬を出すことだけが精神科医の治療だとすれば、治療をし
ていると⾔えるのでしょうが……」。
⽗親の代理⼈である⼤前治弁護⼠はこう話す。「精神科の治療は薬物療法だけで
はなく、カウンセリングや⽣活技能訓練、さらには家族および地域社会を含めた⽀
援体制の構築などの⼼理社会的療法も重要となってくる。⽣活上の悩みを聞くこと
も治療の本体部分だ。精神科治療の現場で薬剤処⽅ばかりが偏重されていないか、
点検が必要だ」
病院側は裁判の中で、薬の副作⽤(アカシジア)に対しては、「アキネトン(錐体外
路症状⽌め)の薬を追加投与するなど、対処していた」としている。
■処⽅した薬を飲むしかない
抗精神病薬や睡眠薬など、向精神薬の副作⽤に苦しむ患者は多い。通隆さんのよ
うに、抗精神病薬だけでも2種類以上を併⽤されるケースはざらにある。⽇本は、
単剤ではなく複数の薬を併⽤する傾向が国際的にみて⾼いことはかねて指摘されて

送料無料

きた。多剤併⽤は⼤量処⽅にもつながりやすく、治療効果よりも副作⽤が強まる可
能性も⾼い。しかし、こうした薬の副作⽤やリスクについて、患者や家族への情報
提供は積極的に進められてはいない。

￥2,073
送料無料

精神障害の当事者と⽀援者で作る「YPS横浜ピアスタッフ協会」に所属する当事
者の堀合研⼆郎さんは、「医療者側が薬物療法以外の選択肢を持っていないため、
それに頼りがちになっている」と訴える。堀合さんは、20代のとき統合失調症と診

￥2,277

￥1,320

断され、向精神薬の副作⽤に苦しんだ経験がある。
「患者は、何かしらの⼼理的な要因や環境的な問題があって⼼を病んでいる。し
かし、医師はそちらへの働きかけをしないまま、薬によって解決しようとする。副

アクセスランキング（経済総合）
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ロイター 12/16(⽔) 10:40

作⽤が出るとそれを⽌める薬は出してくれるが、その薬にも副作⽤がある。医師は
病気の再発を防ぐことを優先して減薬しようとしない。飲まなくなったら、同じ状
態になると脅される。もっと個々⼈の副作⽤や当事者の⽣活に⽬を向けてほしい」
堀合さんは、症状が安定していた時期にもかかわらず、医師に薬を飲んでいない
という疑いをかけられ、再び⼊院をさせられた経験がある。「処⽅された薬を飲む
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しかないため、患者側には⾃由はない」(堀合さん)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/44e2bf50714ceaf33f84f38568d5eaae7ac9d088?page=4
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