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シリーズ

精神科神経科の最新治療

最新医療
Vol.29
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当科では、摂食障害に対する栄養身体管理から

い記憶についての悩みに対

心理療法までの総合的治療、難治性うつ病や統合

しては、眼球運動による脱

失調症に対する修正型電気けいれん療法やクロザ

感作と再処理療法（Eye Movement Desensitiza-

ピン治療、心理療法、発達障害診療などで、専門

tion and Reprocessing; 以下EMDRと略します）

性と特色の強い体制を有していて、院内でも院外

という治療法を用いています。こうした有効性が

の地域医療においても精神医療の拠点として良好

実証された心理療法は、やはり有効性が実証され

な連携体制を築いています。今回は特に心理療法

た薬物療法と並んで、精神の疾患の治療に用いる

と発達障害診療をご紹介します。

ことが世界的に推奨されていますが、わが国では

写真／教授 山末 英典

十分な心理療法を実施出来る医療機関が少ないの
心理療法

が現状です。

精神の疾患を患うということは、様々な思いを
患者さんやその周りの方々に引き起こします。病

不安や抑うつへの心理療法

気自体による苦しさに加えて、人間関係のこと、

不安や抑うつが長引いてしまう背景に、「仕事

ご自身の性格や将来のことなど、心の悩みは人に

も家庭もうまくいかない」などと悲観的に考え、

より様々です。こうした様々な悩みに対して、対

役立つ行動をとれなくなってしまう特徴が関係し

話を通じて、問題の解消を目指すのが、心理（精

ていることがあります。認知行動療法とは、不安

神）療法です。心理療法にはたくさんの種類があ

や抑うつに関係する考え方の幅を広げたり、その

ります。当院では患者さんの症状や状態に合わせ

際に取っている対処を変えたりすることで気分を

て、より有効性が高く、科学的に裏付けされた心

改善させる心理療法です。最新の認知行動療法で

理療法を行っています。特に、うつ病や不安症、

は、自分の考えや感情などの体験にありのままに

強迫症といった疾患に対しては、認知行動療法や

気づきを向けることの重要性が着目され、マイン

森田療法、トラウマ関連疾患といった過去のつら

ドフルネスと呼ばれています。状態が悪い時には
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往々にして自分の感情や考えに飲まれてしまうも
のですが、気づきを向けることで、自分の体験と
距離をとることが可能となり、症状にとらわれ、
悪化させてしまうことが減っていきます。また、
当院は国立大学病院で唯一、入院森田療法を行っ
ています。森田療法は、1919年に日本で生まれた
精神療法ですが、現在、欧米で注目されているマ
インドフルネスとほぼ同等の考えを「あるがま
ま」という言葉ですでに取り入れていました。森
田療法では、症状や否定的な感情を「あるがま
ま」に抱えたまま日々の作業に臨み、その体験を

右交互のリズミカルな「眼球運動」を行ってもら

通じて症状への「とらわれ」から解放されること

います。「過去の」記憶に意識を向けながら、安

を目指します。

全感を感じられる治療環境の中で「現在の」治療
者の指を目で追うという二つの作業を同時にする

トラウマ関連疾患への心理療法

ことで、トラウマ記憶が効果的に処理されてい

死に瀕する出来事（自然災害や種々の事件・事

く、という大変ユニークな治療法です。この作業

故）や虐待などの苦痛な体験に遭うと、心が傷を

を繰り返すことで脳の記憶の処理能力が働き、記

負い、心的外傷後ストレス障害（PTSD）という

憶の生々しさが薄れ、苦痛度が減っていったり、

状態に陥ります。典型的な症状として、外傷時の

関連する他の記憶につながっていくことで、トラ

記憶をまるで当時に戻ったかのように、生々しく

ウマ記憶に対する意味づけが変化するといったこ

思い出したり、「自分のせいでこんな目に遭っ

とが生じます。

た」「人が信じられない」など自分自身や世界に
対する考え方が否定的な方向に歪んでしまうなど

発達障害の正確な診断のための国内随一の体制

があり、社会生活を困難にします。こうした状態

自閉スペクトラム症は、従来の自閉症、アスペ

に有効なのが、EMDRという心理療法です。

ルガー症候群、広汎性発達障害を全て含む、代表

EMDRでは、患者さんに過去のトラウマ記憶を想

的な発達障害です。1人で過ごすことが多く対人

起してもらいながら、治療者が患者さんの前で指

交流をしても一方的になりやすいといった社会的

を左右に振り、指を目で追ってもらうことで、左
4ページへ続く
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コミュニケーションの障害や、興味や関心の対象

や薬はまだ確立されていません。そのため、現状

が限られていて同じ行動パターンの繰り返しが多

では中心症状に関係した得意不得意を把握して、

く、状況の変化に対応出来ずに混乱しやすいとい

その得意不得意にあったやり方を見つけること、

った症状が、その中心症状です。一般人口の100

得意な部分を最大限に活かして不得意な部分を出

人に1人の方はこの自閉スペクトラム症にあては

来るだけカバーすることが重要になります。その

まるのですが、中心症状への治療方法が確立され

ため、症状の正確な評価や、心理検査を受けて分

ておらず、社会生活や日常生活上の問題が解決出

かった結果を最大限に活用して、得意不得意を正

来ていない方が多いのが現状です。診断について

確に客観的に理解すること、そして、薬物療法以

も、一般的な精神科では十分な診断体制を取れて

外の心理的あるいは社会的なサポートを的確に活

いないことが多く、自閉スペクトラム症を見逃し

用することが重要になります。

てしまうことも、過剰に診断し過ぎてしまうこと
も少なく無いのが現状です。当科では、青年期以

専門外来を中心にした地域連携

降の方を対象とした専門外来を開設しています。

自閉スペクトラム症の方への支援は、医療機関

国際的に推奨されている診断方法の体系的なトレ

における診断と治療だけでは完結しません。当院

ーニングを国内でいち早く導入し、多くの医師や

の専門外来では、自閉スペクトラム症の医学的な

心理士がトレーニングを積み、国内随一と言える

診断を行うのと同時に、お一人ひとりの心理的・

自閉スペクトラム症の診断体制を築き、診断の確

環境的な要素や、社会への参加の状況を総合的に

定に重要な心理検査も豊富に取り揃えています。

評価しています。この評価した内容は、患者さん
の希望に応じて地域の支援機関と共有し、統合的

正確な診断に基づいた支援
自閉スペクトラム症の中心症状に有効な治療法
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な支援を受けられるようにしています。

子宮頸がんは、世界的にも根絶を
目指し得る「がん」となっている
産科婦人科 柴田 俊章

子宮頸がんは特殊な「がん」であると知ってほしい

どの疣（イボ）や良性腫瘍

子宮の入り口に発生する「がん」は、子宮頸が

の原因となる型（6,11型な

んと呼ばれております（図1）。本邦では、年間約

ど）などに分類されます。

１万人が罹患し約3千人が死亡しており、近年増加

本邦子宮頸がんは16型と18型の感染が多く、あわ

しています。

せて約65％を占めます。さらに16型・18型は、外

子宮頸がんの最たる特徴は、発生原因が発がん

陰がん・腟がん、男性も含めた肛門がんや中咽頭

性ヒトパピローマウィルス（HPV）によるとほぼ

がんの主要な原因となっていることも明らかにな

特定されていることで、その割合は90%以上にも

っています。

のぼります。このことが、若い健康女性でも発症

発がん性HPVに感染してもすべての方が「が

する理由でもあり、発症予防が可能である理由で

ん」化するわけでなく、約90%の人が2年以内の一

もあり、他がん腫と大きく異なる特殊な「がん」

過性感染で終わり自然排除され、持続感染した人

と理解してほしいと思います。

でも前がん病変になるのは10％弱で、最終的に子
宮頸がんになるのは0.15％程度であると推計され

HPVについてもっと知ってほしい
HPVは100種類以上あり、発がん性のある型
（16,18型など約15 種類）と、尖形コンジローマな

ています（図2）。また、発がん性HPV感染して
から発がんするまでの期間は長く、5年から数10年
かかるとされています。

川名敬 他、
（ウイルス感染症と発癌）
ヒトパピローマウイルスと
腫瘍性病変、化学療法の領域 22
（10）
, 1521-1528, 2006

図１

図2：世界での子宮頸がん年間罹患患者推定数
6ページへ続く
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日本産科婦人科学会HP「子宮頸がんとH P V ワクチンに関する最新の知識と正しい理解のために」
元出典：国立がん研究センターがん対策情報センター

図3：本邦における子宮頸がんの年齢階級別罹患率

我が国では若い女性が特に増加していることを知

では20〜40歳代前半で特に増加しています（図

ってほしい

3）。このように若い女性や子育て世代の女性が子

発がん性HPVの主な感染経路は性的接触であ

宮頸がんにかかり、妊娠ができなくなったり命を

り、性交渉の経験がある女性のうち50％〜80％

失っている現状は非常に深刻であることとして捉

は、生涯で一度はHPV の感染機会があると推計さ

えられるべきです。

れています。そのため、過去に１度でも性交渉の
経験がある女性ならば誰もが感染するリスクがあ
り、これが若い健康女性でも発症する理由です。
本邦における子宮頸がんは年々若年化し、最近

予防可能な「がん」であることを分かってほしい
子宮頸がんが制御可能な「がん」という理解は
世界でも認識されており、「The Elimination of

2019年日産婦学会HP「子宮頸がんとH P V ワクチンに関する最新の知識と正しい理解のために」

図4：HPV感染から子宮頸がんまでの進展過程と予防戦略
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Cervical Cancer（子宮頸がんの排除）」と題され

としての位置づけに変化はなく、対象となる女性

た世界的戦略が2019年1月WHO理事会において承

は公費助成を受けてのワクチンの接種は可能で

認されています（日本語版が日本産婦人科学会HP

す。また、厚生労働省は、HPV ワクチンの接種を

より閲覧できます）。日本でも予防戦略が立案さ

検討している方に向けて新たなリーフレットを作

れており、①1次予防：HPVワクチン接種、②2次

成し公表しております。ぜひ一度読んで参考にし

予防：細胞診とHPV検査、を行っていくことが学

てください。

会から推奨されています。
子宮頸がん前がん病変に対しての当院の取り組み
HPVワクチンについてもっと知ってほしい

を知ってほしい

HPVワクチン接種を国として早期に取り入れた

前がん病変に対して、子宮頸部を切り取る円錐

国々では、すでにワクチン接種世代でHPV感染率

切除術という手術が最も多く施行されています。

の劇的な減少が示されています。一部の国から

しかしながら円錐切除術は子宮を温存することが

は、がんの発症が減少することも報告もされてお

可能である反面、その後の妊娠における早産のリ

り、近い将来、ワクチン接種による子宮頸がんの

スクを高めたり、子宮の入り口（頸管）が細くな

死亡減少という結果が発信されると考えられてい

ったり閉じてしまう可能性などのリスクを伴い、

ます。

将来の妊娠・出産に影響が出る可能性もありま

本邦では、平成22年度からHPV ワクチン接種の

す。

公費助成が開始され、平成25年4月に定期接種化さ

当院婦人科では、1998年より光線力学療法

れています。しかし、接種後に慢性疼痛や運動障

（Photodynamic therapy: PDT）、特殊な薬剤を

害などの多様な症状が報告され、わずか２ヶ月後

投与した上で病変部に光を当てることにより治療

に接種の積極的勧奨が中止されました。

する、いわゆる

切らない治療法

を実施してき

ワクチン接種後に報告された症状に関して、国

ました。現在は、より副作用の少ない新しいPDT

内外において多くの解析が行われてきましたが、

薬剤による医師主導臨床治験を実施しており、患

現在までに当該症状とワクチン接種との因果関係

者さんにやさしい治療法の臨床応用に取り組んで

を証明する根拠は示されておりません。しかし、

おります。

HPVワクチン接種後の局所疼痛や不安などがそれ
ら症状を惹起したきっかけとなったことは否定で
きないとともに回復しない方もおられることも事
実です。
それでも現在日本では、HPVワクチン定期接種
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看護部

専門・認定看護師の活動紹介
専門・認定看護師は各分野の専門知識を活かして患者さんに高い水準の看護を提供します

「市内7病院感染管理認定看護師による感染対策研修会」
を開催
〜介護職を対象に感染対策研修会〜
感染管理認定看護師

看護師長 澤木 ゆかり

浜松地域の専門看護師・認定看護師が連携し地

な吐物処理方法」「グルー

域住民の健康寿命を図ることを目的に、平成30年

プワーク：手指衛生と個人

9月に「市内7病院専門・認定看護師連携会」を立

防護具着脱のタイミングを

ち上げました。連携会では専門・認定看護師のネ

考える」の3部構成で行

ットワーク強化に加え、専門・認定看護師が連携

い、最後に「情報交換・質問コーナー」を設けま

し、地域に貢献できる活動について検討していま

した。認定看護師1名あたり、研修生3名という小

す。

人数でグループ編成し、参加者1人ひとりに丁寧

今回、地域貢献活動の一環として、11月2日に

に対応することができました。研修生からも「明

浜松市内の介護職員、介護に携わる看護職員を対

日からの介護に役立つ知識や手順を学ぶことがで

象に、「市内7病院感染管理認定看護師による感

きた」「現場スタッフに伝達することができそ

染対策研修会」を開催しました。当初、10月12日

う」「来年もやって欲しい」との感想が聞かれま

に開催を予定し、準備を進めていましたが、台風

した。最後に設けた「情報交換・質問コーナー」

接近により日程変更を余儀なくされました。急な

も、「これまで参加した研修では質問しにくかっ

日程変更にもかかわらず、介護職11名、看護師5

たことを、認定看護師に気軽に相談することがで

名、看護助手4名、ケースワーカー1名の計21名の

きた」と好評でした。認知症患者の衛生行動につ

方にご参加いただきました。また市内7病院の感

いての相談には、認知症看護認定看護師の協力も

染管理認定看護師9名がファシリテーターとし

あり、分かりやすく回答することができました。

て、援助者として認知症看護認定看護師1名が参
加しました。
研修は「講義：感染対策の基本」「演習：適切

感染管理認定看護師による打ち合せ

8
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今後も施設、専門分野を超えた連携会を継続
し、地域貢献活動に繋げていきたいと考えていま
す。

楽しくグループワークを行いました

看護部管理室
去る10月29日（火）、今年も小児科の子
どもたちが仮装をして、病棟から看護部管
理室と病院長室までパレードを行いまし
た。看護師・保育士・看護学生さんたちと
ともに自分でつくったマントや仮面をかぶ
ってやってきました。緑・赤・黄色のマン
トにお気に入りのキャラクターの顔を書い
たり、シールを貼ったりして、仮装もばっ
ちり決まっていました。「トリック・オ
ア・トリート‼」（ごちそうをくれない
と、いたずらしちゃうぞ）と、ちょっと恥
ずかしそうにはにかみながら唱える子や元気な声

もたちを応援できるよう、おおいに盛り上げて、

で笑顔いっぱいで叫ぶ子などさまざまに個性を発

子どもたちに喜んでもらいたいと思っています。

揮してくれました。

写真をご覧ください。さて、何に変身しているで

そして、病院長、事務局次長、看護部長は、今

しょうか。

年もすてきなキャラクターお化けに変身して子ど

こわごわした表情でプレゼントのお菓子をもら

もたちを迎えました。もともと、ハロウィンと

い、「ありがとうございます」と笑顔を見せつつ

は、秋の終わりを意味し、冬の始まりに出てくる

もはにかみながらお礼をいう子どもたちに声をか

お化けや魔女から身を守るために仮面をかぶり、

けたり、少し大きなお兄ちゃんたちとは笑顔で握

魔除けをする宗教的な行事として始まったものだ

手をしたり、車いすからも精一杯手を伸ばしてく

そうです。ですが、今は年中行事としてイベント

れる子にハイタッチをしたり。病気に負けない

のようになって、全国的な盛り上がり、さまざま

で、元気に頑張ってほしいと願いながら、みんな

な仮装に工夫をこらすようになっています。子ど

でこの一瞬を楽しみました。

9
第37号

お 知 ら せ

「神経内科」
から
「脳神経内科」
へ

神経内科は、脳・脊髄・末梢神経から筋肉までの多彩な病気を内科的に
診断・治療する診療科です。診療内容を皆様にわかりやすくするため
令和元年11月1日から「脳神経内科」に名称を変更いたしました。
診療内容は従来と変わりません。皆様のご理解をお願い申し上げます。

交 通 の ご 案 内
新東

名高

西鹿島

速道

N

路

浜松SA
スマートIC
はままつ
フルーツパーク

浜松浜北IC

都田テクノ北
天竜浜名湖鉄道

362

カインズモール

都田総合公園

ミニストップ

遠州
街道

152

浜北区役所
GS

赤松坂
クリーニング店

西ヶ崎
GS

浜松日体
高校

浜松西IC
浜松工業高校

天竜川

セブン
イレブン

環状線

笠井街道

浜松医大
附属病院

トヨタ

積志

笠井中

65

笠井町
セブンイレブン

航空自衛隊浜松基地

257

47 ●
50
●

東名高速道路

浜松
球場

浜松IC

高林
バイ
パス

住吉バイパス

三方原PA
スマートIC

高速バス停
東区役所

静岡大学
浜松医療
センター
市役所

佐鳴湖

東海道
バスターミナル
新浜松

駅

浜松

浜 松 駅 北 口 バ ス
タクシーターミナル図
駅前ビル

6

7

東海道新幹線

至浜松西IC

駐車場
（患者・面会者用）

広小路方面

8

A

駐車場
入口

9

5

本線

10

4

アクトシティ
JR・市営
駐車場

11

3

B

12

2

浜松医大
附属病院

13

1
16

14

15

至浜松IC

タクシーのりば
北口

１.ご来院の際は上記駐車場をご利用ください。

JR浜松駅
至名古屋

南口

２.入院患者さんの自家用車での来院はご遠慮ください。

至静岡

遠 鉄 バ ス

バスのりば

路線名称等

時間

13番ポール
50
路線番号●

山の手医大線
医大行き

約
35分

15番ポール
47
路線番号●

医大じゅんかん 約
（葵町まわり） 40分

※各路線とも医科大学下車

駐車場
入口

３.入院患者さんでやむを得ず自家用車で来院し入院さ
れた方は、一般利用の方と同様に駐車料金が必要と
なりますので、
ご了承ください。

外来患者の方
付添いの方

最初の
30分まで
無料
お見舞いの方
一般利用の方

1回/100円
（駐車後24時間）

60分/200円
最大料金
駐車後24時間

600円

※平成30年4月１日
（日）よりタイムズ24株式会社が
駐車場の管理運営を行っています。

