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分科会

PSM3‑1
セクシャルマイノリティとアディクション
−二重のスティグマヘの援助
西村康平
神奈川県立精神医療センター

近年、セクシャルマイノリティが飴題、峨鎗と
なることが増え、 「パートナーシップ制度」を施行
する自治体も増えている． しかし、依然としてセ
クシャルマイノリティに対しての偏見は存在する。
依存症患者の中にもセクシャルマイノリティは
存在しており、幼少期から「性」について周囲に
も鮒せずに1人で抱え込み、家庭や学校ても「性」
について指摘され､虚めを受けることも多い。 「性」
について指摘や虐めを受けないように振る舞い、
演じることも少なくなく、周囲にどう見られるか
を常に気にしながら緊弧感のある生活を送ってい
る患者もいる．セクシャルマイノリティである依
存症患者は、心理的な孤立や疎外烏が非常に強く、

一般的な多くの覚醒剤依存症患者のように不良仲
間さえつくれずに孤立していたことが考えられる。
そのため、 「セクシャルマイノリティ」、 「アディク
ション」であることの二貢のスティグマを抱えて
おり、 この二宣の生きづらさを理解することが、
治療方針を決定していく上で重要て･ある。
上記のように、彼らは非常に奄理的孤立が強く、
初鯵時から集団療法や自助グループなどの集団に
適応することが困離て・あることも示唆されている。
まずは担当医やスタッフとの1対1の関係で､ 「ア
ディクション」て・あることに加え、 「セクシャルマ
イノリティ」であることも受け容れられたという
体験の積み■ねが■要て・ある。そこでI対Iの信
頼間係を構築した後に、少しずつ集団療法や自助
グループにつながるような援助をしていく必要が
ある。
当日は、 自験例を数例挙げつつ、 セクシャルマ
イノリティである依存症患者に対して治療の流れ
や、初診時以降の実際の診察場面でどのような援
助をしているかについても触れていきたい。
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08‑5
危険ドラッグ流行の最盛期に当院を
初診した危険ドラッグ依存症患者の
その後の経過について
黒澤文貴､福生泰久､山本恭平､西村康平
小林桜児
神奈川県立精神医療センター

［目的］ 「ハーブ」 「お香」と倉った名称の脱法ド
ラッグが20I0年頃から我が国て･も市珊に流通す
るようになった。覚せい剤、大麻といった速法薬
物と具なり、過去に犯卵歴がなく反社会集団との
交流のない人々が手軽に乱用するようになったが、
依存性の強さや乱用時に出現する精神症状の強さ
という点では覚せい剤に劣らぬ作用が見られ、事
件、事故が鱗発され2014年4月から危険ドラッ
グとして薬事法の規制対故なった。規制後、危険
ドラッグの流行は消退していき、 当院初診時に危

険ドラッグ依存症の齢断がなされる患者は，最近で
は皆無となっている。今回、危険ドラッグの流行
の最盛期に当院を初鯵した危険度ドラッグ依存症
患者が、その後現在皇てどのような治療経過をた
どっているかをカルテに基づき分析、考察するこ
ととした。

［方法〕当院依存症鯵療科の前身である旧神奈
川県立せりがや病院において2013年8月から
2014年7月までの1年間に危険ドラッグ依存症
の診断名て当院を初診した患者をカルテから抽出
した。合計139人であった。

[結果］上紀の期間に初診し危険ドラッグ依存症
と診断されたのは合計 39人て あった。

[結歯］危険ドラッグ使用者の大半は、薬物規制
後は徐々に危険ドラッグを使用することはなくな
った。依存症者に鯛められる生きづらさを抱えつ
つも、元来の生冑歴から逸法行為に抵抗のある者
も多く、彼ら自身の生き辛さを抱えつつも、他の

物質や噌好への依存に移行した者も多く見られた．
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依存症外来看讃科における
｢電話相談対応」の実態
堀内恵美子､小島亮子､板橋登子､堀幸子
吉川るみ子､金井理枝､高橋宮子､小林桜児
神奈川県立精神医療センター

【目的】外来肴蛎師の業務は外来患者の診療補助
が主であるが、実質それ以外の多岐に渡る業務が
存在する。中でも息者からの愈飴相談への対応は、
限られた時間の中で丁寧に行う必要がある。今回、
依存症外来看鍾科の電話相談の実麹を報告し、患
者のニーズと外来看蟻師の相談対応の有り方につ
いて考察を行う．
【方法】調査期間:2019年4月 l7日〜5月31

日（実働27日）鋼査対象：依存症外来着樋科に
電括のあった当院患者およびその間係者を対象と
した。対象者からの電飴について、性別、年齢、
依存物質、本人との間係、併存梢神疾患の有無、
相岐内容、対応時間、対応君畑師の感情等につい

て鯛査、集計を行った。 （倫理的配慮）臨床研究
に関する倫理指針等に基づき、研究データは個人
が特定できないように十分配慮し実施した。

【結果】相談件数は273件（実人数164名）て1
日平均は10. l件であった。対欧者の平均年鹸は

40.9±12.8、男性135件(49.5%)、女性132
名（48.3％)、不明6名（2.2％)。相談者は本人
223件(81 .7%)、家族31件( 1 1 .4%)、 その
他l9件(7.0%)．依存物質は、 アルコール85
名（32.3％)、薬物131名(49.8%)、その他47
名(17.9%)。併存梢神疾患を有する者は129件
(49.0%)であった．鯛査期間内の複数回、舌相
談者のうち併存精神疾患を有する者が156件中

96件(61.5%)、 1回のみの愈鮒相鮫者のl l0件
中33件(33.3％）に比して有愈に割合が高かった
(p<.0l,Fishe｢の直接確率検定)。相談内容は、
精神・身体127件、受診希望83件、雑餓・心情
吐露95件、対人間係l3件、不満49件、生活7
件となっており、初診相談は16件で9名が初診
予約。相談時間は平均7．2±8．6分、最短｜分か
ら最役60分であった。
【考察】本鋼査により、 1日 10件前後、数分に留
まらない、単なる阜務的速絡の範噌を超える相談
があることが示された。頻回な相談者には、併存
糟神疾患を有し、趣飴をかけても困りこ・とを率匝
にあるいは的確に寝現できにくいケースが少なく
ない。君護師による盆話相鮫を■ねる中で信頼関
係が構築され、後の治療継続、必要に応じた入院
の決断、身体的な症状の悪化や自殺などのリスク
に対する緊急対応に寄与しうるという臨床的な実
感を示唆していると考えられる．

一般演題(口演)6
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依存症検索サイトの立ち上げの
経過について

藤城弘康!)､楠山さなみ1)､大首根しのぶ'）
小林俊一!)､小林桜児!)､田野里絵子2）
！)独立行政法人神奈川県病院機構
神奈川県立精神医療センター

2)神奈川県平塚児童相鮫所子ども支援課
Iはじめに神奈川県て．は「アルコール健康障
害対策推進計画」が平成30年3月に策定され、
依存症関連の社会資源等の周知の縫要性が課題の
ひとつにあげられた。そこで当院では県より婆舵

を受けて平成3I年3月に「かながわ依存症ポー
タルサイト」を聞股したのて報告する。 これまて・
は県民がアルコール、薬物、ギャンブル等の問題
で困った時、

と・こに相談してよいかわからなかっ

たり、役所に相談し医療機間や施股に何度も危鮭
をしなければならなかった
しかし、 この検索サ
イトを活用することで依存症専門医療機関や相談
欄間にアクセスが容易になり、回復支援につなが
ることが期待される．
2対象機関と方法ポータルサイトの掲戦候補
となる機関は神奈川県のホームページで依存症を
治療対象としている精神科医療機関103箇所、 当
院で把握している回復施設28箇所、行政機間4
箇所とした。それら対象機間に検索サイト掲戯に
ついてのアンケートを送付した。

3掲戯内容とインタビューの方法アンケート
に回答を得たのは医療機関64箇所、施般20箇
所、行政機関4箇所であった．そのうちインタビ
ューの了解を得た機間は医療欄間 7箇所、施股
23箇所、行政機関4箇所であった．施股数が増
えた理由は同じ法人内の複数の施股でインタビュ
ーを追加してほしいという婁望があったためであ
る。アンケートの内容は住所、愈鮭番号、代褒者
等の基本情報と対応可能な依存症の種類等のみと
し、 インタビュー可能な機関については当院の依
存症担当のPSWが直接訪問した．インタビュー
は｜時間程度で、あらかじめ準備した質問により
アンケート内容の確鰹とプログラムの有無や利用

にかかる費用、各医療機間や施股の特徴やPRポ
イント等を詳しく聞いた． また、サイトを見た県
民の方がイメージできるようPR文や写真も褐戯
した。

4今後の課胆「かながわ依存症ポータルサイ
ト」は自助グループの情報も加え平成31年3月
に完成した。今後は本サイトの存在を広く周知す
ること、新規掲載機関の登降やイベントカレンダ
ーの更新等を継続し、依存症間迪の最新情報を支
援を必要とする県民、関係者等に迅速に届けられ
るようすることが課題である。

一般演題(口演)6
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06‑4

依存症患者初診3年後予後調査の報告

依存症患者初診3年後予後調査

一(1)予後判明群と予後不明群の比較一

一(2)通院、断酒断薬、自助グループ参
加に関連する要因の検討一

板橋登子､小林桜児､黒澤文貴､福生泰久

西村康平､堀内恵美子､堀幸子､小島亮子
大曽根しのぶ､井上恭子
神奈川県立精神医療センター

板橋登子､小林桜児､黒澤文貴､福生泰久
西村康平､堀内恵美子､堀幸子､小島亮子
大曽根しのぶ､井上恭子
神奈川県立精神医療センター

【問魍と目的】依存症者の断酒断薬の継続期間が3
年以上になると安定した時期に入るとされるが、

【問題と目的】依存症者の治療予後について、断酒

予後に関する実証的研究に乏しい。我々は依存症
外来で初診3年後予後調査を実施し、予後判明群

断薬の継続期間が3年以上になると安定した時期

と不明群の比較から今後の分析対象についての検
討を行った。

【方法】 2015年5月〜2016年6月の当院依存
症外来初診患者で「物質使用障害患者における対
人信頼感とストレス対処能力に関する研究」での
質問紙調査に回答し、 2018年度開始の3年後予
後調査実施にも同意した348名を対象とした（初
診時平均年齢43．6± l l .9、 男性266名、女性

82名）。アルコール使用障害l77名、薬物使用
障害￨6I名、その他IO名であった。初鯵時畑査
には信頼感尺度、 SOC尺度、被受容感・被拒絶感
尺度、小児期逆境体験、 AUDIT、 DASTを用い、
診察前の梢神保健福祉士と看讃師による情報収集
と、診療録による基礎情報を整理した。予後鯛査
時点の当院治療継続者はIO6名(30.5%)、中断

I65名(47.4%)、終診･転医77名(22. l%)で、
治療継続者には面接、それ以外は電話で姻査を行
った。予後判明群と不明群について、 2値変数は

Xz検定、速続変数はWilcoxonの順位和検定に
より比較を行った。

【倫理的配慮】当院倫理委員会の承鯛のもと、初鯵
時自紀式畑査は対顔者に文書で鯛査研究発寝に間
する脱明をして同意を得た。予後鯛査は、 3年後
に趣旙鯛査もしくは面接調査を行う旨文害て 告知
し、初診時に害面にて同意を得た。
【結果と考察】予後が判明した者は212名

(60.9%)で、アルコール群120名(67.8%)、薬
物群87名(54.0%)、その他5名(50.0%)て'あ
った。予後判明のうち死亡者はアルコール群16
名で、薬物群の2名に比して有意に死亡率は高か
った。予後判明率が有意に高かった初診時項目は、

女性、内科通院無、逮捕歴無、精神病症状無、同
居家族有、鯉済自立、生保受給無て あった。 自記
式尺度では値頼感尺度の［不値］で判明群￨9,0
±5.8、不明群20.4±5．4と有趣差が見られたさ
本畑査の納果から分析対象のバイアスを検討する
とともに、身体疾患や精神症状 を 有し、生活上の
支援を要し、強い不信を抱えて来院し金患者が維
桃的に通院て きるような支援を検対する一助にし
たいと考える。

に入るとされるが、合併疾患の存在や対人値頼の
未確立による治療継続の困難などから予後が不良
という指摘もある。今回我々は予後調査を実施し、

｢依存症患者初診3年後予後調査の報告一(1)予後
判明群と予後不明群の比較一」の演題で報告した
予後判明群を対象に、通院継続、断酒断薬、 自助

グループ(以下SHG)馨加に関連する要因を検討した。
【方法】 2015年5月〜2016年4月の当院依存
症外来の初診で質問紙鯛査への回答者348名中、
2018年度以降開始の3年後予後調査への回答
者 89名を対顔とした（初診時平均年齢43.0

2.3、アルコール使用障害￨04名（以下AI群)、
薬物使用障害85名（以下薬物群))。初診時の絹
神保健福祉士と宕鰻師による聴取内容と診療録に
よる基礎情報を整理し、質問紙項目は信頼感尺度、
SOC尺度、被受容感・被拒絶感尺度、小児期逆境
体験、AUDIT、 DASTを用いた。予後調査は面接
又は電話にて、 3年間での断酒断薬継続最長月数、
同居家族・職･SHG参加経験、希死念慮や自傷自
殺未遂行動の有無等を聴取した。当院通院継続、
断酒断薬継続、 SHG参加について、初診時の尺度
得点はその月数との順位相間係数を求め、二値変
数はその有無て'2×2のクロス患をAI群一薬物
群の層別にしてMdnfel‑HQenszel検定を実施した。
【倫理的配慮】当院倫理委貝会の承鯛のもと、初診
時調査は対象者に文香での説明の上同愈を得た。
同時に、 3年後に予後鯛査を行う旨文書で告知し
書面にて同窓を得た。
【結果と考察】AI群て．は、通院継続が他人への信
頼および断酒継続と、断酒継続がSHG参加と、
それぞれ有意な正の相関を示した。 3年断酒や通
院継続者におけるSHG参加率も高かった。一方、
薬物群のSHG響加月数は、初診時DASTと正の、
自分への信頼･SOC得点とは負の相関が見られ、
SHG参加群にいじめ.厳しい膿，家族の物質乱用
という逆境体験や、 自傷自殺未遂の経験を有する
創合が有恵に間かつた。 自傷自殺未遂経験者は三
年断酒率も低かった。 AI群は肯定感の構築、薬物
群はこれまで抱えてきた不信感の共有が治療的対
人関係て′機能していると考えられる。

一般演題(口演)4
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依存症専門外来における感情焦点型

プログラムSCOP(1)改訂版SEOPの
実践報告
中里容子､板橋登子､小島亮子､西岡恭子
堀内恵美子､黒滞文貴､西村康平､小林桜児
神奈川県立精神医療センター
1．はじめに

当院では過剰過応、懸情抑制の問題が依存症の背景に
あると考えられる者を対象とした、感情焦点型プログ

ラムSCOP(SerigoycColloboro↑ionforOpenhedrf
PrqjecT)を実施している。効果測定における穆加前と

終了後での心理尺度上の変化や（早坂ら,2016;板構
ら,2017)、 SCOPを終了し通院継続中の患者の醒床的
観察から挙げられた裸題を基に、より実情に即した内容
へとテキストを改訂して実践を継続している．今回は、
SCOP(改訂版）の実践について報告する。
2.SCOP(改訂版）概要

自らの感憎に気づき、感じ、伝えることを目的とした、 1
回I20分、全lO回のクローズドグルー式当院依存症
外来通院中で、主治医が響加遇と判断した者が対欺。登
録者は｜クール5名〜8名．スタッフは心理士､君蝋師、
PSW・初回オリエンテーションの後、偶数回て・は心理教
育、奇数回では「この1週間て．の感情体験」をロールプ
レイにより再現・検酎。毎回開始・終了時に、患情を嚢
す絵カードて 今の感情厨の確脚を行う。
3.改定内容からみるポイント

I)「感情の役割」の明確化
怒りや不安等の一見受け入れがたい感情が持つ役割を明
確化することで、感情に圧倒され、実感を回避して依存
症に至った患者が、安心感と関心をもって感情に恵繊を
向けられるよう工夫した。
2)幼少期体験と感情抑制との間追への気づき

依存症者に多い過剰適応･感情抑制の背景にある体験を、
3つのパターン（スーパー良い子型。あきらめ型・うん
ざり型）として提示し、感情体験を振り返る媒介として
用いた。

3) ｢HALT+G」の受容

依存症再発予防で宣要とされる「Hungly・Angry･
Lonely・

rired」への適切な対処や回避の前に、それ

リアルに生じる感情に注目し、グループに伝え共感され
ることでの安心感、患情や身体悪覚に生じる変化の実体
験を促すことにより、 しらふでも患情を鋼整でき圧倒さ
れずにいられる感覚の強化を杖みた．
倫理的配慮

本発嚢では対象者の個人情輯が含まれないよう配慮
した。

原・■一

らの感覚への気づきや実感のプロセスが必要である。
HALTに加え、依存症者から頻繁に語られる祁愚感
(Guilfy)をロールプレイで扱い、気づきを促した。
4） 「今、 ここ」での魁情体験への魚点化
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プログラムSCOP(2)症例からの考察
小島亮子､中里容子､板橋登子､堀内恵美子
吉川るみ子､西岡恭子､黒海文貴､西村康平
小林桜児
神奈川県立輪神医療センター

【目的】SCOPは自らの感情に気づき伝えることを
目撫とした感情魚点型プログラムである．本報告
では、 SCOPでの感情患出をきっかけに、断酒に
つながったと考えられる事例を紹介し考察を加えた。

【症例】A氏（初鯵時30代男性)．X年1月当院
初診、摂食障害とアルコール依存症の診断て′通院
継続の傍ら､X年2月〜4月のSCOPに参加､修了．
【方法】一症例を対象とした事例研究．院内倫理貝
会承鯉後、 口頭と文香で同恵を得て、個人が特定
されないように配慮した。

【経過】初診から生育上の生きづらさを鰭り、過

■Ｆ︲■毎

剰適応傾向も顕著で、主治医からの勧めにより
SCOP参加に至った． #2 t.A氏の鰭に対しスタ
ッフが応対を繰り返す中で、父の死に間する衝撃
的な外傷体験を唐突に告白される。何人かの他患
が反応を起こし、A氏本人の罪悪感も含めて、 ス
タッフは参加者それぞれに引き起こされた感情へ
のフォローを優先した。 ＃3でA氏はグループが
無事開催されたことに安心を示した。＃5では過
去の父に対する怒りで自身が壊れてしまいそうな
恐怖を飲酒でごまかしている、同時に客びを患じ
ることにも罪尾感が沸くと、いずれの感情にも強
い拒絶を示した。 この時期には過去と現在の区別
が唆昧になるほどの動揺を示し、スタッフはテキ
ストにそって「今」に戻ることを窓撤してかかわ
った。A氏は今まで飲酒によって感じること、考
えることを回避していたが、素面で向き合う決断
をし入院、 ＃9で『成人後初めての断酒し○日が
経ちます」 と報告、それまて見られていた手指振
戦も消失、身体と感情とのつながりにも気づけた
と諸った。最終回では、 「吾びも素直に感じていい
と思えた」と鮪る｡SCOP終了後も断酒を継暁して、
次のステップと称し新たな回復施設に通所中．
【考察】A氏は過去の外傷体験を患出することで危
機的な状態に陥りつつも、肯定的な懸情も否定的
な感情も自覚・寝出することが許容される安鐘魁
のもとで、 自らの感情に素面で向き合う決断をし
て、断酒を決愈、継続するに至った。 SCOPが、
どのような感情であってもそれに気づき、褒出し、
安,心して共有できる場として機能したことが、懸
情調整や断酒の継続、援助希求先の広がりの一助
になったと考えられる。
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プログラムSEOP(3)表出された感情と
心理尺度上の変化との関連
板橋登子､中里容子､小島亮子､吉川るみ子
西岡恭子､堀内恵美子､黒澤文貴､西村康平
小林桜児
神奈川県立精神医療センター

【問題と目的】当院依存症外来ては、感情抑制や
過剰適応傾向の強い患者を主な対象に、集団治療

プログラムSCOPを実践している。 SCOPは感情
調整に主眼をⅡき、様々な褒情が描かれたカード
を用いて感情について諾し合う時間を股けている。
本研究では、特定のI クールの参加者の各カード
の選択回数と、 自記式尺度上の変化との聞連の検
討を行った．
【方法】 2019年X月〜X+3月開催のSCOPの6
名の修了者を対象とした。SCOPは週1回、 I ク
ールI0セッションで行われるクローズドグルー

プで、初回セッション開始前と最終セッション終
了後に、成人用過剰適応傾向尺度（水海,2014)、

被受容感．被拒絶感尺度（杉山・坂本,2006)、
信頼賂尺度（天貝, ￨995)、ストレス対処能力を
測定するSOC尺度(An↑◎novsky,1987)13項目
7件法版（山崎, 1999)を実施した・毎セッショ
ン開始時と終了時に、 I6種類の表情が描かれた｢ハ

ルのきもちいろいろカード」 （プルスアルハ制作）
を用い、参加者はその時の感情について避択した。
各参加者のそれぞれの感情カードを避択した合計
と、 自紀式尺度の参加前後差との間の順位相間係
数を算出した．

【倫理的配慮】当院倫理婆貝会の承鯛を経て、対象
者に口頭と文轡で脱明を行い発最に関する同愈を
得て、個人情鞭保鯛に配慮し研究を行った。

【結果】 「強迫性格」の低減は、セッション開始時
の「おこってる」「こまってる｣､終了時の「スキ」「さ
びしい」 「不安」の褒出回数と有意な相間がみられ
た。 「自分への信頼｣の増加は終了時の｢さびしい｣、
｢他人への信頼」の増加は開始時の「楽しい」およ
び終了時の「安心」と、 「被拒絶感」の低減は開始

【考察】楽しさや安心感などの表出は「自身が否定
されない」という信頼鳥、怒りや不安などを寝出
て．きることは、過度に頑誰る過劇適応傾向の低滅
,二つながっていると考えられる。セッシ■ン終了

寺に｢こまってる｣を褒出する参加者に対し､そ
の困悪を過度に引きずらないようなフォローで、
不信を低減てきるような間わりを検討することが
襲題である。

原・■一

詩の「楽しい」 と、 それぞれ有意な相聞がみられ
た。一方、 「不借」の増加、 「被受容感」の減少は、
柊了時の「こまってる」 と有意な相関がみられた｡

