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はじめに
・この⽂書は、認定特定⾮営利活動法⼈⽇本若⼿精神科医の会 (JYPO) が、OXFORD PRECISION PSYCHIATRY LABより翻訳許可を得て、202
0年9⽉18⽇時点の「COVID-19 & clinical management of mental health issues」を翻訳したものです。翻訳と原⽂に齟齬がある場合は、原⽂が優
先されます。
・発⾏元の⽂書は随時アップデートされています。また、更新によるリンク切れの箇所が⼀部あります。
・各薬剤の適応、⽤量、⽤法について、本邦未承認薬剤についてもそのまま掲載しております。⽇本国内での診療にあたっては。⽇本における添付⽂
書を必ずご確認ください。また、医療制度上、⽇本での適応が難しい内容のものが含まれておりますが、他国の実情をお知らせする観点から、⼤幅な
内容変更は⾏っておりません。
・訳注は、各セクション担当者の判断で加えたもので、原⽂には掲載されておりません。

内容  (カッコ内: 翻訳担当者名)
1. Benzodiazepine (下島)
2. Cloazpine (⾼松)
3. Digital technologies and telepsychiatry (安藝, ⼊來, ⼤⽮, ⽊⼭, 倉持, 福島)
4. End of life care (⾹⽥)
5. Inpatient wards (川⽵, 北岡, 増⽥, ⼭⼝)
6. Lithium (寺尾)
7. LAI (⽯井, 澤頭)
8. 国内におけるCOVID-19に関する資料 

※下リンクまたは右側のQRコードよりパブリックコメントを募集しております。この⽇本語版に関するご意⾒をお待ち申し上げております。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUIrT4SUWsUZLjf5PJgrdAMuMUBsb0aaaj0PEOSs51Cs_XYg/viewform?gxids=7628

パブリックコメント
フォーム

https://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/our-work/oxppl/


ベンゾジアゼピン系薬（BZ 薬）および Z-drug（ゾピクロンとゾルピデム）―COVID-19 パンデミック時に BZ 薬および Z-drug 服用中の患者をどの

ように管理するか 

 

各セクション内の全ての質問は互いにリンクしており、併せて読むべきであることに注意。 各 CQ に対する指針を支持するエビデンスのウェブリンクが掲載されている。 

保護・自己隔離に関する英国政府の見解を念頭において下記見解を読むこと。 

(https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance). 

 

Sources searched（検索された情報源）: Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), The National 
Association of Intensive Care and Low Secure Units (NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Royal College of 
Physicians, Health Improvement Scotland, SLAM NHS Trust, NICE, BAP, SmPCs, BNF, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), US Department of 
Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), UNICEF, WPA, Singapore 
Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), Canadian Psychiatric Association, 
Australian Government Department of Health, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, National Hospice and Palliative Care Organisation, 
USA, Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, Hospice UK, Marie Curie, European Association for Palliative Care, Palliative 
Care Australia. 

Sources used（引用された情報源）: Royal College of Psychiatrists (RCPsych), NICE, SPS, BNF, SmPC for individual medicines, NAPICU, BAP. 

 

Clinical 
question 
（臨床疑問：

CQ） 

Guidance（指針） Details, references 
（詳細、参照） 

   
COVID-19 感染者における BZ 薬の使用  
一般的な見

解 
BZ 薬および Z-drug（ゾピクロンとゾルピデム）により呼吸抑制が生じる可能性があるため、呼吸

機能の低下が認められる患者に対し注意して使用すべきである。 
 

www.bnf.org.uk 
www.medicines.org.uk/emc/product/2855 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-guidance-for-



BZ 薬を服用している患者や急速に鎮静を行っている患者では、身体的モニタリングを強化する

必要があり、患者個々のケアプランに反映されるべきである。 

BZ 薬は急性に肺機能不全をきたした患者には禁忌であり、他の呼吸器疾患では注意して使用

する必要がある。 
 
ゾピクロンは呼吸不全の患者には禁忌であり、呼吸抑制のリスクがあるため肺機能不全患者に

は注意して使用する必要がある。 ゾルピデムは、急性または重度の呼吸抑制のある患者に禁

忌である。 
 
これらの薬物による呼吸抑制のリスクは、高用量および/または非経口投与で増加するため、必

要に応じた低用量短時間作用型の経口薬が推奨される。 
 
 
患者に追加の鎮静剤が処方されている場合、とりわけ注意が必要である。たとえば、オピオイド

と BZ 薬の組み合わせは、著しい呼吸機能障害をもたらすおそれがある。 
 
BZ 薬およびベンゾジアゼピン関連薬剤( BZRD)使用者では、肺炎リスクが高いことと関連して

いる（肺炎を発症するオッズが 1.25 倍（オッズ比、OR=1.25;95%信頼区間（CI）、1.09～1.44）

であった） 
 
COVID-19 感染症の症状を有する患者における BZ 薬の慢性的な使用、または急性使用の影

響に関するデータはない。 

clinicians/community-and-inpatient-services/providing-
medication 

 
www.bnf.org.uk 
 
 
www.medicines.org.uk/emc/product/4933 
www.medicines.org.uk/emc/product/2855 
 
 
www.bnf.org.uk 
 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/benzodiazepines-
and-opioids-reminder-of-risk-of-potentially-fatal-respiratory-
depression 
 
 
Sun, G, Zhang, L, Zhang, L, Wu, Z, Hu, D. 
Benzodiazepines or related drugs and risk of pneumonia: A 
systematic review and meta‐analysis. Int J Geriatr 
Psychiatry. 2019; 34: 513-521. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/gps.5048 
 
https://www.candi.nhs.uk/sites/default/files/COVID-
19%20and%20Benzodiazepines%20-%20CI.pdf 

不眠症治療 不眠症治療における一般的見解 
• （睡眠衛生の改善に関する見解を提供する。(例えば、通常の睡眠リズムを維持し 
良質な睡眠衛生習慣を維持する、就寝前にディスプレイ（訳註：テレビ、スマホ、パソコンなど）を

見るのを避ける、カフェイン摂取を減らす、安らぐ環境をつくる)） 
参照 https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/sleeping-well and  
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/sleep/. 
 

. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-
guidance-for-the-public-on-mental-health-and-
wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-
and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19 
 
 
 
 
https://www.prescqipp.info/media/1340/b175-hypnotics-
20.pdf 
 



・ BZ 薬または Z-drug が不眠症に適切であると考えられるのは、非薬物療法が有効でなく、患

者の不眠症が重度であるか、日常生活に支障をきたしているか、または極度の苦痛を引き起こ

している場合のみである 
 
• ・ BZ 薬と Z-drug （ゾピクロンとゾルピデム）は、運動失調や錯乱を引き起こし転倒や外傷

につながるリスクが高いため、高齢者への使用は避けるべきである。 
 
• ・処方箋が必要な場合は、低用量の短時間作用型 BZ 薬または Z-drug を 2 週間以内の短

期間のみ提供すること。 
 
COVID-19 が疑われる、もしくは確認された患者では、処方する医師は COVID-19 の呼吸器症

状が急速に出現する可能性があることを認識しておく必要があるため、定期的に患者をモニタ

ーし、呼吸機能が悪化した場合は BZ 薬と Z-drug を中止する計画を念頭におくべきである 。 
 
BZ 薬の代替法として、臨床医は以下を考慮することができる： 
 

• ・不眠症のためのウェブベースの CBT（認知行動療法）の提供 
  例. https://www.nhs.uk/apps-library/sleepio/. 

 
• ・メラトニンなど、その他の薬理学的選択の提供（地域での認可と可用性による）–ＵＫに

おける処方については以下参照 https://www.prescqipp.info/media/1340/b175-
hypnotics-20.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Guidelines-Sleep.pdf 
 

不安障害に

対して 
不安障害治療に対する一般的見解 
 
BZ 薬は不安障害を治療する際には、断続的または短期的に限って使用すべきである。 
それらは通常、少なくとも 3 回以上の治療に反応しなかった（SSRI や SNRI の両薬剤や心理的

治療介入に反応しない）患者にのみ使用される。 このようなケースで他の治療法が無効である

ことが判明した場合、持続的で、重度で、苦痛を伴い、障害をもたらす不安症状に対し長期的に

使用することができる。 
 
重度の不安症状が存在するときに治療を中止することは、症状を悪化させる可能性が高いた

め、成功する可能性は低い。 一方で、症状が適切に管理され安定している場合には、慎重に薬

物の中止を試みることができるかもしれない。 
 

https://www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Guidelines-Anxiety.pdf 
 
 
 
 
 
https://cks.nice.org.uk/benzodiazepine-and-z-drug-
withdrawal#!scenario 
 



COVID-19 が疑われるまたは確認された患者において、処方する医師は COVID-19 による呼

吸器症状が急速に悪化する可能性があることを認識しておく必要があるため、定期的に患者を

観察し、呼吸機能が低下した場合は BZ 薬を減量または中止する計画を念頭に置くべきであ

る。 
 
BZ 薬長期使用者の突然の使用中止が重度の反跳性の不安につながるリスクについて比較考

量しなければならない。 以下の詳しい見解を参照すること。 
 

深刻な焦燥

感/急速な鎮

静 

COVID-19 が疑われるまたは確認された患者が激しい精神症状を有しており、呼吸障害（呼吸

数の減少または増加）、循環器疾患、意識レベルの低下の徴候を認めない場合には、 BZ 薬を

含む薬物療法を慎重に使用することができる。 
 
急性に肺機能不全をきたした患者に BZ 薬を使用するべきではない。 
 
• ・患者の身体的健康状態が急速に悪化する恐れがあるため、可能であれば短時間作用型

の薬物（ロラゼパムなど）を使用する。 
 
• •経口薬が望ましく、第一選択として用いられるべきである。 
 
• •非経口薬は呼吸抑制などの用量依存性の副作用を引き起こす可能性が高い。 
 
• • BZ 薬が投与される場合、フルマゼニルを直ちに投与できる状態にしておくこと。 
 
COVID-19 が疑われるまたは確認された患者において、処方する医師は COVID-19 による呼

吸器症状が急速に悪化する可能性があることを認識しておく必要がある。したがって、定期的に

患者をモニターし、呼吸機能が低下した場合は BZ 薬を減らすまたは中止する計画を念頭に置

くべきである。 
 
BZ 薬は、終末期のケアを含め、COVID-19 環境下での不安、焦燥感、せん妄の治療に検討さ

れる。 この場合においても、ロラゼパムなどの短時間作用型の薬物療法が望ましく、上記検討

事項を考慮する必要がある。 
 
BZ 薬は呼吸抑制を引き起こす可能性があるため、COVID 環境下のせん妄ではハロペリドール

が好ましい場合がある。 抗精神病薬が禁忌である場合、せん妄に対しては認可されてないが、

低用量ロラゼパムが使用しうる。 必要に応じてフルマゼニルを処方すること。 

https://napicu.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/NAPICU-
Guidance_rev3_10_Apr.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng163/chapter/7-
Managing-anxiety-delirium-and-agitation 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng163/resources/covid19-
rapid-guideline-managing-symptoms-including-at-the-end-
of-life-in-the-community-pdf-66141899069893 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-
source/members/faculties/old-age/covid-19-delirium-
management-guidance.pdf?sfvrsn=2d5c6e63_2 



 
COVI-D19 の

患者/キャリア

の薬剤や処

方箋の管理

に対する一般

的見解 

英国における PHE （訳註：Public Health England イングランド公衆衛生庁）の見解は以下 
 

•薬を内服し続けること。 
•あなたの主治医の医院がそれを提案する場合、電話、アプリ及びウェブサイトを使用してオ

ンラインで繰り返し処方を求めることができる場合があります。 
•自己隔離または防御している場合、薬局に薬の配送について尋ねる、もしくは、薬を収集

する代理人を検討すること。 NHS（訳註：国民保健サービス）のウェブサイトでは、他人の処

方箋を取得する方法（ https://www.nhs.uk/common-health-questions/caring-carers-
and-long-term-conditions/can-i-pick-up-a-prescription-for-someone-else/）、および処方

箋の支払いが必要かどうかを確認する方法の詳細（ https://www.nhsbsa.nhs.uk/dont-
get-caught-out-penalty-charges/check-you-tick）あり。 
•通常通りの処方日数での処方の注文を繰り返すこと。処方日数の延長や処方量の増量は

必要ない。 
・GP（訳註：総合診療医）の診療所（または診療チーム）は、あなたの処方箋を繰り返しの調

剤の手配に移すかもしれない。よって、その場合は、診療所ではなく、薬局に連絡するだけ

で薬を繰り返し処方してもらうことができる。 
•インターネットでの薬剤購入には注意すること。登録済みの薬局からのみ購入するべきで

ある。薬局が登録されているかどうかは、General Pharmaceutical Council のウェブサイト

で確認できる。（ https://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacy） 
•薬剤の取得に関する心配があれば、英国の NHS 111 に連絡可能である。 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-
guidance-for-the-public-on-mental-health-and-
wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-
and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19 
 

BZ 薬の中止 
BZ 薬中止の

際に考慮す

べき事項 

BZ 薬長期使用後の突然の中止により離脱症状を引き起こす恐れがある。 
（例） 頭痛、筋肉痛、極度の不安、緊張、落ち着きのなさ、錯乱、過敏症。 
 重症例：現実感の消失、離人、聴覚過敏、四肢の痺れと疼痛、光や騒音や物理的接触に対す

る過敏性、幻覚またはてんかん発作 
反跳性の不眠や不安症状が起こることもある。 気分の変化、不安や睡眠の問題、落ち着きのな

さなど他の反応も伴うことがある。 突然の治療中止により離脱/リバウンド現象のリスクが高くな

るため、 BZ 薬の漸減が推奨されている 
 

www.medicines.org.uk/emc/product/4522 
 

投与量の漸

減方法 
服用中止に対する 2 つの可能性のあるアプローチとして、現在使用中の BZ 薬または Z-drug 
をゆっくりと減量する方法またはほぼ等価換算量のジアゼパムに置換した後に漸減する方法が

ある。 

https://cks.nice.org.uk/benzodiazepine-and-z-drug-
withdrawal#!scenario 
 



 

 
 
以下の場合はジアゼパムへの置換が考慮されるべきである： 
 
・短時間作用型で力価の高い BZ 薬（アルプラゾラムやロラゼパム）を服用している患者 
・漸減が容易にできない薬剤（アルプラゾラム、フルラゼパム、ロプラゾラム、ロルメタゼパム）を

服用する患者 
・高度な依存性（治療期間が長く、高用量であり、不安の問題の既往がある）により、テマゼパ

ム、ニトラゼパム、 Z-drug を直接中止することが困難であるか、または困難になる可能性があ

る患者 
 
漸減中止し（1〜2 週間ごとに 5〜10％の減量、または 2 週間ごとに投与量 8 分の 1 に減量、

低用量ではさらにゆっくりと減量）、離脱症状の重症度に応じて調節すべきである。 
 
中止計画に関する見解は以下を参照 
https://cks.nice.org.uk/benzodiazepine-and-z-drug-withdrawal#!scenario. 
 



クロザピン治療。COVID-19パンデミック時にクロザピン服用中の患者をどのように管理するか。 
各セクション内の全ての質問は互いにリンクしており、一緒に読むべきであることに注意。 
 
検索した情報源：Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), The National Association of Intensive 
Care and Low Secure Units (NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Royal College of Physicians, 
Healthcare Improvement Scotland, Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), US 
Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), 
UNICEF, WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), 
Canadian Psychiatric Association, Australian Government Department of Health, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, National 
Hospice and Palliative Care Organisation, USA, Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, Hospice UK, Marie Curie, 
European Association for Palliative Care, Palliative Care Australia. 
 
表 1 に使用した情報源：Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust (via 
RCPsych), www.oxfordhealthformulary.nhs.uk, Consensus statement on the use of clozapine during the COVID-19 pandemic, Royal Pharmaceutical Society. 
 

クリニカルクエスチョン 指針 著者 
詳細についてはウェブリンクを参照 

クロザピンの開始 
クロザピンの服用を開始して

もよいか？ 
正常な血液学的モニタリングが保証されない限り、この期間中は安全にクロザピン治療を開始

できる可能性は極めて低い。入院患者の状況によっては、関連するクロザピン患者モニタリン

グサービスからの助言を正しく受けられる臨床状況があるかもしれない。（入院患者の状況に

関する助言については、「入院病棟」の表を参照） 
 
 
クロザピンの投与が開始された患者においては、治療開始より 6 か月間は ANC モニタリング

（訳註：好中球モニタリング）のために現行の国別プロトコルを遵守することが推奨される。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
（薬物セクションのクロザピンサブセ

クション） 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
（推奨 1） 



COVID-19 の可能性がある中での白血球数（WCC）の測定およびその意義を評価する 
クロザピンを服用している患

者が感染症または COVID-
19 を示唆する症状を示した

場合、どうすればよいか？ 

好中球減少症に伴う偶発的な（COVID-19 でない）感染症からも、COVID-19 と同様の症状が

生じることがあるので注意すること。 

 
発熱、咽頭痛、インフルエンザ様症状等の感染症状があるクロザピン服用中の患者には、緊

急に好中球数の測定を行うことが強く推奨される。 

 
（これは英国における製品ライセンス内での要件である。患者は、この血液検査の結果が得ら

れるまでクロザピンの投与を控えるように指示されることがある。この血液検査を行わずに本

剤を継続することは、ライセンスされた使用の範囲外となる）。 

 
地域のガイダンスを参照。(Oxford Health NHS Trust における臨床医用のガイダンスの例

は、以下を参照。 
http://www.oxfordhealthformulary.nhs.uk/docs/Clozapine%20-%20information%20for%2
0health%20care%20professionals%20-%20COVID%2019%20memov3.pdf?UID=92313
16452020421181841 ) 

 
緊急の医師による評価は地域のプロトコルに基づいて対面で、または遠隔医療相談で行われ

ることが可能。 

クロザピン服用中の患者が発熱やインフルエンザ様症状を呈した場合、クロザピン中毒の徴候

や症状の出現により、本剤の投与量を半減させることが必要になることがある。 発熱が治まっ

てから 3 日後までは減薬した量を継続し、その後、発熱前の用量まで段階的に本剤を増量す

る。利用可能な場合において、特に大幅な用量変更、不十分な反応、または予期せぬ有害事

象が生じた後には、クロザピン濃度が臨床判断の決定に役立つ。 

 
クロザピンの投与量およびモニタリングの変更に関する決定は、患者および家族・介護者との

文書化された情報に基づいて協議の一環として行われるべきである。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
（薬物セクションのクロザピンサブセ

クション） 
 
Professor David Taylor, Director 
of Pharmacy 23rd March 2020 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-source/improving-
care/better-mh-
policy/policy/clozapine---
emergency-protocol-for-patients-
on-monthly-
monitoring.pdf?sfvrsn=555b86d5
_2 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
（推奨 2） 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
（推奨 3） 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-



 
患者が十分な情報を得て、情報にアクセスできるようにする（例：
https://www.choiceandmedication.org/oxfordhealth/generate/handyfactsheetclozapineco
vid19.pdf）。 

 
患者に重篤なクロザピン関連の有害事象が疑われる際は、本剤を中止し、適切に調査を行う。

COVID-19 の症状はクロザピンに関連した有害事象と似ていることがある：特に心筋炎と好中

球減少時の敗血症である。クロザピンに関連した心筋炎は、治療開始から 6 週間以内に発症

する可能性が高い。そのため、 初の期間を過ぎると、心筋炎が本剤に関連したものである可

能性は低くなる。 

200061.pdf 
 
 
 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
 
 
 
https://www.sps.nhs.uk/articles/cl
ozapine-drug-monitoring-in-
primary-care-during-covid-19-for-
stable-patients/ 
 

COVID-19 感染の影響を受

けている可能性がある場合、

白血球数をどのように評価す

ればよいか？ 

コロナウイルス感染はリンパ球数を減少させるが好中球数は減少させない 
 
COVID-19 感染症の患者は白血球数が低くなる可能性が高い。これは主にリンパ球の減少に

よるものと思われる。クロザピンのモニタリングには全白血球数が含まれているため、その減

少は、通常の状況では本剤の中断を必要とするような患者登録結果になるかもしれない。 し
かし、クロザピン治療を中断する目的は、好中球減少症や無顆粒球症から患者を守ることであ

る。 COVID-19 感染症に関連して、正常または危険性のない好中球数レベルの存在下で低

白血球数が発生した場合、本剤を安全に継続することができると推論されている。 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-source/improving-
care/better-mh-
policy/policy/clozapine-and-
blood-dyscrasias-in-patients-
with-coronavirus-(covid-
19).pdf?sfvrsn=1d28f4b_2 
 
 
 
 

COVID-19 の患者で白血球

数が低い場合はクロザピンを

中止した方がよいか？ 

COVID-19 は白血球数の低下を引き起こすことができるが、好中球数には影響しないようであ

る。一方で、クロザピンは好中球数に影響する。したがって、好中球数が安定している場合は、

クロザピンを継続する。 
 
COVID の確認された症例は、クロザピンモニタリングサービスに報告すべきであり、治療の継

続についてさらなるアドバイスを与えてくれるかもしれない。 
 
また、感染した患者を安全に管理するためには、コントロールできない（他の薬剤では治療でき

そうにない）精神病症状があるときに、クロザピンのような有効な抗精神病薬治療を中止するこ

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-source/improving-
care/better-mh-
policy/policy/clozapine-and-
blood-dyscrasias-in-patients-
with-coronavirus-(covid-
19).pdf?sfvrsn=1d28f4b_2 
 
 
(South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust document 



とのリスクを考慮することも重要である。従って、好中球数が低くて治療を中止しなければなら

ない場合を除き、クロザピンの治療を継続することが必須である。 
on Clozapine and blood 
dyscrasias and COVID- 19) 
 

血液検査の推奨頻度を守ることが難しい場合にどのように対処したらよいか？ 
血液モニタリングの頻度を変

えることはできるか？ 
通常通りに、「クロザピン服用中の患者に対する白血球数と好中球数の中央モニタリングは必

須である。必要な血液検査の頻度と期間は、クロザピン誘発性好中球減少症と無顆粒球症の

リスクに基づいている。必要な全血球計算（FBC）が行われない場合に本薬を調剤又は投与

することは許可されない。」 

 
ただし、パンデミック時には以下のようなガイダンスが考えられる。 

毎月のモニタリングを受けている患者の場合： 
 
クロザピン患者が以下の基準を満たしている場合： 
・本剤を 1 年以上継続して服用している場合 、および 
・好中球数＜2000/μl（良性民族性好中球減少症の既往がある場合は＜1500/μl）になったこ

とがなく、好中球検査への安全かつ現実的なアクセスができない、および  
・本剤治療を中断した場合、悪化の危険性が高いこと 
 
その場合、 近（42 日以内）（訳註：日本では 14 日以内）の好中球数の取得がなくとも、クロ

ザピンの投与は可能。 
 
事実上、全血球計算の有効期間は 12 週間に延長され、 後の「グリーン」（訳註：安全）の結

果の日から 大 12 週間の投与が可能になる。 
過去 42 日間に全血球計算の取得がない場合にクロザピンを投与することは、本剤の製品ラ

イセンスの範囲外であることに注意。 
 
クロザピンを 6～12 か月間継続投与している患者の好中球数モニタリングについては、個々

の患者に応じて決定することができる。 
 
 
好中球数モニタリングに関わらず、クロザピンを服用している患者は、対面または遠隔医療相

談を通じて、精神状態の定期的な臨床評価と潜在的な副作用の検討を継続して受けるべきで

ある。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
（薬物セクション） 
 
Professor David Taylor, Director 
of Pharmacy 23rd March 2020 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-source/improving-
care/better-mh-
policy/policy/clozapine---
emergency-protocol-for-patients-
on-monthly-
monitoring.pdf?sfvrsn=555b86d5
_2 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf(Recommendation 1) 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
(Recommendation 1) 
（推奨 1） 
 



 
 
患者が血液検査に間に合わず、薬が不足しそうな場合は、できるだけ早く交付元の薬局に連

絡して、暫定的な交付を手配してもらう必要がある。この薬局は、通常の地域の薬局ではなく、

病院の薬局であることが多いことに注意。薬剤師は、患者への直接配達や指名された人への

配達を手配するなど、患者が薬を手に入れるのを手伝わなければならない場合がある。状況

によっては、投薬を郵送することも考えられる。 

https://www.rpharms.com/Portals
/0/RPS%20document%20library/
Open%20access/Coronavirus/C
MHP%20Monitoring%20and%20
Supply%20of%20Clozapine%20
during%20Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=2020-03-
31-103408-973 
 

FBC の通常のモニタリングが

滞った場合はどうすればよい

か？ 

臨床医は、通常全血球計算の結果が出るまでクロザピンの処方が保留される可能性がある状

況下で、個々の患者の血液検査の有効期間を延長する許可を申請することができる。クロザ

ピン使用に精通した地域の専門家はその依頼を検討し、48 時間以内に回答する。地域サービ

スは、依頼を検討する責任を持つ地域の専門家を指名しなければならない。クロザピン処方の

変更依頼の例を参照。 

 
（地域のガイドラインによっては、クロザピン処方変更依頼の代わりに、血液検査の有効期間を

延長する前にライセンス外の用紙への記入を臨床医に求める場合がある（詳細については地

域のガイドラインを参照））。 

 
有効な血液検査の許可期間外にクロザピンを交付するという決定は、特定の患者に必要なた

めに行われることがある。クロザピンを推奨し、交付する理由を、患者に十分に説明し、診療録

に記述する必要がある。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
（薬物セクション） 
 
Oxford Health NHS foundation 
trust, page 1: 
 
http://www.oxfordhealthformulary
.nhs.uk/docs/Clozapine%20-%20
information%20for%20health%2
0care%20professionals%20-%20
COVID%2019%20memov3.pdf?
UNLID=43283507020206139558 
 

自己隔離をしている患者の血

液検査はどうしたらよいか？ 
地域の精神保健および学習障害チームは、重要な診療を継続的に提供する方法を検討する

必要がある：例えば、クロザピン、リチウム、または ADHD の薬物療法を受けている患者の血

液検査。患者が自己隔離している場合や、検査のために通院ができない場合には、患者が通

常の投薬やモニタリングを受けられるように、代替の手配を行う必要がある。これには、患者の

安全を確保するための義務的な検査を実施するための自宅訪問が含まれることがある（地域

の政策や助言による）。 

Public Health England, 25/03/20, 
page 11: 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03



/Managing-demand-and-
capacity-across-MH-LDA-
services_25-March-final.pdf 

Oxford Health NHS foundation 
trust, pages 2-3: 
 
http://www.oxfordhealthformulary
.nhs.uk/docs/Clozapine%20-%20
information%20for%20health%2
0care%20professionals%20-%20
COVID%2019%20memov3.pdf?
UNLID=43283507020206139558 
 

スタッフ研修の変更は検討す

る必要があるか？ 
義務的な血液検査の実施に十分な職員を確保するために、身体的ヘルスケアの主要な側面

に関する再教育訓練と職員のスキルアップを行う：例えば、クロザピン、リチウム、ADHD 治療

薬を服用している患者のために薬剤師が静脈穿刺のトレーニングを受けたり、感染管理の知

識、技術、実践を蓄えたりすることが含まれる。(地域および全国の助言を参照

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/primary-care/infection-control/ )。 

Public Health England, 25/03/20, 
page 4: 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03
/Managing-demand-and-
capacity-across-MH-LDA-
services_25-March-final.pdf 

 
クロザピンの特定のブランド

についての情報はどこにある

か？ 

英国でクロザピンを供給している 3 社は、それぞれのブランドの本剤と COVID-19 ウイルスに

ついての指針を発表した。この情報は、それぞれのブランドのクロザピンを供給している薬局

に、各社から直接送られてきたものである。詳細は、info@ztas.co.uk（ザポネックス）、

Denzapine@britannia-pharm.com（デンザピン）、CPMS@mylan.co.uk（クロラリル）から閲

覧可能。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
（薬物セクション） 
 
 
 



クロザピンと COVID-19 において、その他にリスクはあるか？ 
COVID-19 感染はクロザピン

の血中濃度を変化させる

か？ 

重篤な感染症はクロザピン血中濃度の上昇と関連していることがある。代謝に直接影響を及

ぼすか、または禁煙により肝酵素誘導が逆転するため（またはその両方）。 
 
クロザピン服用中の患者が発熱やインフルエンザ様症状を呈した場合、クロザピン中毒の徴候

や症状の出現により、本剤投与量の半減が必要となることがある。発熱が治まってから 3 日後

までは減薬した量を継続し、その後、発熱前の用量まで段階的に本剤を増量する。利用可能

な場合において、特に大幅な用量変更、不十分な反応、または予期せぬ有害事象が生じた後

には、クロザピン濃度が臨床判断の決定に役立つ。 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-source/improving-
care/better-mh-
policy/policy/clozapine-and-
blood-dyscrasias-in-patients-
with-coronavirus-(covid-
19).pdf?sfvrsn=1d28f4b_2 
 
(South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust document 
on Clozapine and blood 
dyscrasias and COVID- 19) 
 
http://jpn.ca/wp-
content/uploads/2020/04/45-4-
200061.pdf 
（推奨 3） 

クロザピン治療を受けている

患者は COVID-19 のリスク

はより高いか？ 

明確な指針はない。 
 
議論のポイントは別紙を参照。 

James P Pandarakalam, 
Consultant Psychiatrist, 
Department of Psychiatry, 
Northwest Boroughs Healthcare 
NHS FoundationTrust 
 
https://www.bmj.com/content/368
/bmj.m1071/rr 

 



デジタル技術と遠隔精神医療 

以下の表は 4 つに分かれている。表 A は短く簡潔にまとめられており、忙しい臨床医のためのチェックリストとして実用的なアドバイスが簡潔にまとめられており、すぐ

に参照できるようになっている。表 B、C、D には詳細が記載されており、一般的な、また小児、青年、高齢者における遠隔精神医学の利用のための様々な意味合いと

可能性について述べている。 

表 B、C、D では、問題は見出しの下に記載されたトピックを含むグループに分けられています。もちろん、読者は興味のある分野のみに焦点を当てることができます

が、グループ内のすべての問題の解答を読むことをお勧めします。答えは互いに補完し合い、重なり合っているからです。 

この表は、ベス・イスラエル・ディーコネス・メディカル・センターのデジタル精神医学部長であり、ハーバード・メディカル・スクールの臨床・学術精神科医でもあるジョン・ト

ーラス博士の意見と指導を受けて作成されました。トーラス博士はテクノロジーとメンタルヘルスに関する学術誌「JMIR メンタルヘルス」（https://mental.jmir.org/）の編

集長であり、米国精神医学会のスマートフォンアプリの評価に関するワークグループのリーダーであり、NIH の 100 万人規模の研究プログラム「All of Us」におけるスマ

ートフォンを用いた気分の研究のアドバイザーを務めています。これらの表を作成するにあたり、彼の貴重な貢献と指導に感謝します。 

Sources searched: Public Health England (PHE), Royal College of Psychiatrists (RCPsych 英国王立精神科医学会), Royal College of Nursing (RCN 王立看護

協会), Royal College of General Practitioners (RCGP 王立一般家庭医協会), The National Association of Psychiatric Intensive Care and Low Secure Units 
(NAPICU), NICE, Royal College of Physicians (RCP 王立内科医師協会), Healthcare Improvement Scotland, SLAM NHS Trust, NHS Wales, GMC, NHSX, 
NMC, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), US Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital 
Psychiatry, FSMB (Federation of State Medical Boards), CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), 
UNICEF, WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), 
Canadian Psychiatric Association, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Regional Geriatric Programme of Toronto, Australian Government 
Department of Health, Mental Health Online, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP), American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry (AACAP). 

Sources used: PHE, RCPsych, RCN, RCGP, NICE, RCP, NHS Wales, GMC, NHSX, NMC, CDC, American Psychiatric Association, Massachusetts General 
Hospital Psychiatry, FSMB, CMS, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Regional Geriatric Programme of Toronto, Singapore Psychiatric 
Association, Mental Health Online, Singapore Medical Association, RANZCP, AACAP. 

  



表 A：多忙な臨床家のための遠隔精神科診療に関する実践的ガイダンス：診察中、前後に考慮するべきチェックリスト  

（詳細は、括弧内に記載されている表 B の部分を参照）  

1. 国内の診療手引き(表 B, 2a)  
2. 情報管理に関する問題と、診察者と患者が利用する IT システム（表 B, 2b） 

3. 患者側の準備事項：診察を受ける前に、患者自身が持つ情報を確認（表 B, 3a） 
4. 診察者の準備事項 

• 利用する IT システムに精通している（表 B, 3b）  
• 通信環境が適切に確保されている（表 B, 3b）  

1. 氏名の確認  

例：「こんにちは、私は医師の AB です。そちらは鈴木さんですか？そちらの部屋には誰か他に同席者がいますか？」  

 

2. 患者の場所の確認 

例：「今どこにいるか教えていただけますか。重要なことなので、毎回の診察毎に教えて下さいね」 

 

3. 診察者と患者の緊急連絡先の確認  

例：「何らかの理由で通信が途切れた場合、他にどのようにして連絡を取ることができますか？緊急事態の時は、○○○へ連絡するとこち

らに繋がります。」 

 

4. 診療間の連絡について 

例：「今現在リアルタイムで接続していますが、このオンライン診療以外での連絡方法について確認したいと思います。【本人へ治療計画

を説明する：オンライン診療以外ではリアルタイムに対応できない点に言及しておく】 

 

5. 緊急時の対応について       

 例：「もし診療と診療の間に緊急事態が生じた際は、我々は□□という方針の予定です。よろしいでしょうか？」 

その他のチェックリスト： 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng163/resources/bmj-visual-summary-for-remote-consultations-pdf-8713904797 
https://www.cfp.ca/sites/default/files/pubfiles/PDF%20Documents/Blog/telehealth_tool_eng.pdf 



  

5. 診察：下記に示すチェックリストを使用（アメリカ精神医学会が作成した遠隔精神科診療ツールキット

https://www.digitalpsych.org/uploads/1/2/9/7/129769697/session_start.pdf より引用）（表 B, 4a） 
6. 診察の際は、以下のことに注意（表 B, 4b） 

• コミュニケーション 
• 不測の事態(Contingencies)/IT または臨床的な事柄等についての困難な事態に備えて、予備の方法を作っておく 
• 機密保持・守秘義務 
• 同意 
• 信頼 

7. 身体診察は可能だが、必要に応じて適切な手段をとる（表 B, 4C）. 
8. 他のデジタル技術（例：アプリ、ホームページ上の情報、気分症状などの情報を記録するプラットフォームなど）を併用すること検討する（表 B, 4d）. 
9. 安全面と緊急時の計画について考慮する（表 B, 4e）. 
10. 適切に記録すること–対面診察時と同様の記載と、遠隔精神医療に関係する詳細を追記する（表 B, 5a）. 
11. 特別な配慮事項はないか？（例：高齢者、小児・思春期、文化的な問題、チームの複数人によるアセスメント） (section 6a-d). 
12. 追加でトレーニングを要する事項はないか？ (表 B, 7a) 

 



テーブル B：デジタル技術と遠隔精神科診療−手引の全体  

 
臨床疑問 ガイダンス 著者 

詳細については、参照/リン

クをクリックしてください。 
   
1. 遠隔精神科診療の背景と既知の情報  
 1a. 遠隔保

健（テレヘル

ス：

telehealth)・
遠隔診療（テ

レメディシン：
telemedicin
e）と、遠隔精

神科診療

（telepsychia
try）の相違

点とは？  

テレヘルス(telehealth)とは、電話・E メール・コンピュータ・ビデオ・デジタル画像・健康管理のためのモニタ装置などの

双方向性通信コミュニケーション技術を用い、離れた場所へ健康 (ヘルス) サービスを提供することである。テレヘルス

は臨床だけではなく、教育・研究・管理機能といった非臨床医療サービスを含む、さまざまな種類のヘルスケアを網羅す

る広い用語である。例えば、癌についての情報をインターネットで見ること、看護師の相談窓口に電話をすること、医師

にメールすること、心電図モニターから電話で心臓専門医にデータを送ることなど、これらすべてはテレヘルスを応用し

ているといえる。  
   
遠隔診療（テレメディシン）とは、テレヘルスの一部である。多くの医療の専門分野、例えば、遠隔小児科診療・遠隔精神

科診療・遠隔放射線科診療・遠隔心臓病診療などを含む。遠隔地から、医療提供者が通信技術を用いて、患者へ医療

技術や医療情報などの臨床医療サービスを提供することである｡ 
  
遠隔精神科診療（telepsychiatry）とは、遠隔治療の専門分野の 1 つであり、電話、音声、ビデオなどを用いて、精神医

学的評価や、経過観察のための精神科面接を行うことである。  

http://www.wales.nhs.uk/t
echnologymls/english/faq
1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 
 

1b. 遠隔精

神科診療は

新しい技術

なのか？何

を知っておく

べきか？  

• 精神科診療におけるビデオ面接は、1950 年代に始まった。 
• ビデオ診療は対面診療と同等の効果はあるが、若干異なるものとみなされており、2000 年代までに研究がま

とめられ、実践的なガイドライン（アメリカ遠隔医療学会などによる）の基盤が作成された。これらは様々な文化

と国際的環境に適応されている。 
• 遠隔精神科診療は、診断の正確さ・治療の効果・患者の満足度において対面診療と同等であり、遠隔で行うこ

とで、時間・費用・その他の資源を節約できる。 
• 患者のプライバシーと機密保持の問題は、対面の場合と同様である。 
• 遠隔精神科診療は専門知識を効果的に用いることで、患者中心の統合的なケアを推進する。  

 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/histor
y-of-telepsychiatry 
 



1c. 遠隔精

神科診療を

支えるエビデ

ンスは？  

エビデンスは十分にあり、結果は下記のように測定されている 
(https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/toolkit/clinical-outcomes): 

• 実現可能性評価：（満足度と利便性において）極めて良好。技術的な問題は稀であり、多くは通信速度の問題と

関係する。 
• 妥当性評価：極めて良好。対面診療と比較し、診察者はわずかな例外を除いて通常の医療サービスの大半を

提供することが出来る。一部の例外は、必要に応じてスタッフや家族により提供される。 
• 信頼性評価：極めて良好。患者の全年齢における広範囲の精神疾患の診断において、良好な評価者間信頼性

を保持している。 
• 満足度評価：あらゆる臨床サービス・母集団・背景において、患者・精神科医・他専門職間の満足度は極めて

良好である。 
• 費用対効果：対面診療と同等か、より優れている。記述的研究において、時間・移動・金額を節約することが示

されている。 
• 臨床的指標：  

• 面接・評価・認知機能検査等：極めて良好。多数の臨床的尺度において、信頼性と妥当性があること

が示されている。 
• 抑うつ・不安・精神病・物質使用障害・認知/注意/行動（学習障害や認知症の方に対する援助）・人格/

行動・その他多くの障害に関して極めて良好な効果を示している。 外来、プライマリケア/内科、といっ

た状況においては多くの研究がなされ、極めて良好である。 
• 救急・刑務所・入院病棟・学校などの状況では研究が比較的少ないが、対面診療と同様と考えられ

る。. 

質の高い臨床医、組織（統率力、臨床、技術、管理チームワークを含む）、そして良好な関係性、明確さ、信頼を可能に

する技術により、良い結果がもたらされる。 

 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/clinica
l-outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1d. 遠隔精

神科診療

が、対面診

療よりも望ま

しいかもしれ

ない状況と

は？ 

• 自閉症スペクトラムの児童・青年期患者においては、遠隔精神科診療の方が対面診療よりも望ましいかもしれ

ない。 
• 重症の不安症の成人においては、遠隔精神科診療の方が対面診療よりも望ましいかもしれない（これらはしば

しば電話や E メールといった選択肢と組み合わされることも多い）。 
 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/clinica
l-outcomes 
 
https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te



従来の精神医学的サービスと比較し、遠隔精神科診療は重要な付加価値がある可能性が、多くのエビデンスで示され

ている： 

• 救急医療において、遠隔精神科診療を用いることで、外来患者のメンタルヘルスサービスや治療へのアクセス

との連携を改善することができる。 
• 救急医療における遠隔精神科診療は、移送コスト、入院と救急の利用、全体的な病院の費用を削減できる可

能性がある。 
• プライマリケア、専門医療クリニックにおいても、遠隔精神科診療は、患者の健康状態全般に大きな利益をもた

らすことが示されている。 
• 遠隔精神科診療は、刑務所や高齢者施設内でのケアを改善する可能性がある。 

公衆衛生上の緊急事態における遠隔精神科診療の活用：  
 

• これまでの研究（COVID-19 のパンデミック以前）では、災害時・公衆衛生上の緊急事態における遠隔診療の

活用について、効果的戦略が述べられてきた。  
• COVID-19 大流行におけるイタリアなどの一部の国では遠隔精神科診療提供が、全ての地域でとは言えない

が、早期に可能になった地域もあった。
(https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2765557). 

• 遠隔診療は、救急医療に至る前、あるいは院内での患者振り分け「前向きトリアージ」として、ヘルスケア需要

の急増を防ぐ（対面診療が必要な人数を減らす）戦略となる。  
• （COVID-19 の早期症状の指標としての）呼吸器症状は、詳細な旅行歴・曝露歴とともに、遠隔評価することが

できる。自動スクリーニングアルゴリズムは、地域の疫学的な情報に組み込んで、スクリーニングと診療パター

ンを標準化することができる。すでに 50 以上の米国の保険制度では類似のプログラムを用意しており、現在の

パンデミックに活用されている。 

lepsychiatry/toolkit/return
-on-investment 
 
 
 
 
 
 
https://www.ehidc.org/sit
es/default/files/resources
/files/Virtually%20Perfect
%20-%20New%20Engla
nd%20Journal%20of%20
Medicine.pdf 
 

1e.どのよう

な治療法を、

遠隔精神科

診療に利用

できるか？  

• 遠隔精神科診療による介入は、集団療法・個人療法・家族療法を含む、幅広い治療法において、臨床的有用

性が証明されている。 
• エビデンスに基づく治療法（CBT(認知行動療法)、IPT(対人関係療法)、曝露療法、精神力動的心理療法、

DBT(弁証法的行動療法)など）では、肯定的な結果をもたらしている。. 
• 遠隔精神科診療で適切な精神科的評価がなされた後、エビデンスに基づいた薬物療法はオンラインでも処方

可能である。 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/clinica
l-and-therapeutic-
treatment-modalities 
 

2. 遠隔診療と遠隔精神科診療に関するガイドラインと指針   



2a. 知ってお

くべきガイド

ラインはあり

ますか？  

イギリス：   
RCPsych（英国王立精神科医学会）（COVID-19 ガイダンス）：   

• COVID-19 のパンデミック期においては、安全で適切な場合において遠隔診療を奨励する必要がある。 
• 遠隔診療は対面診療の代替ではなく補助的なものであることが理想だが、現在の状況では難しいだろう。 
• 初診（患者・医師が互いのことを知らない）の場合、遠隔診療はさらに困難となることもあるが、可能な場合は実

施すべきである。 
• 臨床医や専門家は遠隔診療の早期段階で、患者がどの程度遠隔技術に慣れているかを詳細に把握し、どの

程度の診療であれば達成できるかを判断する必要がある。 
• デジタルリテラシーがない人、デジタルプラットフォームにアクセスできない人、または通信機器の使用に自信

がない人などが不利益を被るようなことがあってはいけない。 
• 電話による診療は、リスクの低い会話において、あるいはデジタル技術が乏しい人との関わりを確保するには

十分かもしれない。 
 
RCPsych および PIPSIG（RCPsych の私立および独立実務特別利益団体）ガイドライン  （遠隔精神科診療に関する一

般ガイダンス）：  
• 資格を持つ医師が、安全で倫理的なケアを提供する必要がある。[訳注：日本においても遠隔診療開始前に指

定の研修を受ける必要がある]。 
• 遠隔診療において GMC（General medical council；英国医事委員会）が医師に期待する基準は、従来の診療

環境における基準と同程度である。 
• 使用する電子媒体の潜在的な限界について検討する必要がある。：GMC ガイダンスでは、医師は患者につい

て適切な評価を行い、対話を確立し、遠隔診察への同意を含む患者の同意を医師自身で得る必要があるとし

ている。 
• 使用するシステムの安全性を考慮する（セクション 2b 参照）。 
• 同意：患者が連絡先などの詳細情報を提供すると診療について暗黙の同意が得られると想定されるが、改め

て明示的な同意を求める必要がある。また、これにはいつでも同意撤回する権利を含める。 GMC の提示する

要件として、診療内容が記録される場合も、同意が不可欠である。 
• 法的問題： 

o 身体検査などを含む、遠隔精神科診療の限界を考慮すること。 
o GMC は診療の質に関する免責事項を認めていない：医師は患者について適切な評価ができているこ

と、評価の結果として患者の健康状態について十分に把握できていると確信していなければならない。 
o 英国外の患者への遠隔診療を行った場合や、処方した場合は、補償を受けられないことがある。 

• 考慮すべき一般的な領域： 
o リモートビデオ診療は、すべての人に適しているとは言えない。 
o 遠隔精神科診療が行われる場合、たとえば初診については対面で行う必要がある。 

 
 
https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.rcpsych.ac.u
k/docs/default-
source/members/sigs/pri
vate-and-independent-
practice-pipsig/pipsig-
telepsychiatry-guidelines-
revised-
mar16.pdf?sfvrsn=30d4c
605_2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o 遠隔精神科診療におけるクライアントの適合性をどのように評価すればよいか？ 
o ビデオ画質や音質の観点から、使用する機器の適合性をどのように評価すればよいか？ 
o それぞれの適合性を再評価すべき頻度はどのくらいだろうか？ 
o 患者の安全を考慮する。必要に応じて、家族またはコミュニティメンバーの連絡先情報を提供すること

について話し合い同意をもらう。 
o 補償対象かどうか。 
o 守秘義務の問題。 
o 遠隔診療をいつでもやめることができる患者の権利。 
o 診療録の作成と保管。 

 
GMC（一般的なガイダンス）：   
使用する電子媒体によって、法律および GMC ガイダンスに従う診察者の能力に影響のないようにする。同意と治療の

継続性は、遠隔診療を介して患者へ助言や処方をするときに覚えておくべき重要な問題である。 
 
 同意 ：   

• 患者が理解できる方法で、利用できる全ての選択肢（治療しない選択肢を含む）に関する情報を患者に提供す

る。 
• 患者の個々の要望に合わせて、提供する情報と提供方法を調整し、それを理解していることを確認する。 患者

が必要とする全ての情報を持っているか、理解しているかどうかわからない場合は、治療提供についての安全

性や、有効な同意が得られるかどうかを検討する。 
• 患者の能力を評価できることを確認する必要がある。 患者に意思決定能力がない場合は、意思決定支援法の

要件を満たすことができるかどうかを含め、遠隔診察が適切かどうかを検討する。 
 
ケアの継続性： 

 
• 一般家庭医（general practitioner；GP）から診療情報を取得し、治療計画の詳細を送信することについて、患

者に同意を求める。 
• 患者が拒否した場合、その理由をたずね、継続ケアに対する潜在的な影響を説明する。 
• 患者が拒否を続ける場合は、そのまま治療を提供することの安全性を検討する。 
• 終判断を記録し、求められた場合はそれを説明し正当化する準備をしておく。 

 
遠隔診療を行う場合は、次のことを忘れないようにする：   

• 同意のもとでの適切な処方実践について、GMC のガイダンスに従って行う。 
• 自身の能力の範囲内で診療を行う。 
• 遠隔診療活動に対する十分な補償があることを確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.gmc-
uk.org/ethical-
guidance/ethical-
hub/remote-consultations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 評価の際に、自身の実践について上司や管理者と話し合うようにする。 
 

次の場合は、対面治療が望ましい場合がある：   
• 患者の要望が複雑であるか、リスクの高い治療を要求している場合。 
• 患者の医療記録にアクセスできない場合。 
• 処方にあたっての安全なシステムがない場合。 
• 身体診察を行う必要がある場合（遠隔評価を修正する可能性についてはセクション 4c を参照）。 
• 遠隔診療の方法では、患者が希望したり必要とする全ての情報を提供することが必ずしもできない場合。 
• 患者の意思決定能力について確信が持てない場合。 

 
NICE（国立医療技術評価機構）（COVID-19 迅速ガイドライン：市中での症状管理（終末期を含む））：   
 
次の方法で、対面診療は 小限に抑える：   

• 電話またはビデオによる診療の提供(遠隔診療の概要を含む、プライマリケアにおける遠隔評価ガイドについて

は、Covid-19 に関する BMJ ガイダンスを参照 BMJ guidance on Covid-19: a remote assessment in 
primary care for a useful guide including a visual summary for remote consultations). 

• 重要でない対面のフォローアップを減らす。 
• 電子処方箋を使用する。 
• 患者に薬を届けるためにさまざまな方法を使用する：薬局配達、郵便サービス、国民健康保健（National 

Health Service；NHS）ボランティア、ドライブスルー、など。 
 
NHSE（国民保健サービス執行者）（一般的ガイダンス）：   

• 可能な限り、臨床チームは、患者および家族・介護者と、電子媒体を介して診療することの適性および意欲に

ついて事前に話し合うよう努めるべきである。 
• 医療機関は、連絡がとれなくなるリスクが も高い患者を層別化し、連絡を維持する方法を検討し同意を得て

おく必要がある。 
• 患者が独居であったり、介護者が非常に離れた場所に住んでいる場合、インターネット上の「仮想病棟」へのア

クセスを患者に提供することが適切な場合がある。 
 
 
遠隔処方に関する英国のガイダンス：   

• 上記の処方に関する GMC ガイダンスに従う (https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-
for-doctors/prescribing-and-managing-medicines-and-devices/remote-prescribing-via-telephone-video-
link-or-online)。 
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• 処方に関する英国の法律に従う（Human Medicines Regulations 2012 パート 12、第 2 章「医薬品の販売と

供給」で、電子処方を含む処方に関する法律について説明されている（セクション 219 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/part/12/chapter/2/crossheading/prescription-only-
medicines/made). 

• 電子処方については、地域のガイダンスに従う( Oxford Health NHS Foundation Trust  
http://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2020/05/remote-prescribing-guidelines-Oxford-
Health.pdf を参照). 

• 規制薬物など、特定の薬物については追加の処方要件が必要になる場合がある。 
• 処方に影響する可能性のある他の資格制限を考慮する（例：クロザピンは特定の薬局からのみ調剤される必

要がある、など）。 
 
 

米国：   
FSMB（Federation of State Medical Boards）  （連邦医事委員会） （米国の州によって異なる資格および支払い規制

に関する一般的なガイダンスを提供）：  
• 49 の州委員会（およびコロンビア特別区、プエルトリコ、およびバージン諸島の医療委員会）は、遠隔診療に従

事する医師に、患者がいる州での免許を取得することを義務付けている。 
• 12 の州医事委員会では、遠隔診療の実践を許可するために、特別ライセンス、遠隔診療ライセンスまたは証

明書、州の境界を越えて医療を実施するための遠隔診療ライセンスを発行している。 
• 6 つの州委員会では、州の境界を越えて診療を行う場合、医師に登録することを求めている。 
• 遠隔診療の支払いの取り決めは、州によって異なる。 

さまざまな州における遠隔診療に関連する米国の法律は下記 URL にて記載されてしている。
https://track.govhawk.com/reports/2Nzd2/public 

FSMB は COVID-19 中における資格要件を免除した–各州における詳細は下記 URL にて記載されている。
https://www.fsmb.org/siteassets/advocacy/pdf/states-waiving-licensure-requirements-for-telehealth-in-response-
to-covid-19.pdf 

 

CMS（Center for Medicare＆Medicaid Services）は 近になって、COVID-19 感染症の短期的かつ緊急性のある状

況に鑑み、感染環境のメディケア遠隔診療サービスへのアクセスを拡大した。   
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これにより、2020 年 3 月 6 日以降全国で、患者の自宅を含めて、職場・病院・その他の場所に、全国の医師・看護師・

臨床心理学者・ソーシャルワーカーが遠隔診療でサービスを提供することに対して、メディケアで費用の支払いが可能と

なった。これまで、メディケアでは限定された範囲（指定された農村地域などで）の遠隔診療にのみ支払うことができた。
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/blog/apa-resources-on-telepsychiatry-and-covid-
19 

アメリカ精神医学会（APA） 遠隔精神科診療について：特定のガイダンスは提供していないが、遠隔精神科診療の一般

的な方法に関する実用的な「ツールキット」を提供している（COVID-19 固有のものではない）（この表の関連するセクシ

ョンを参照）。 
 
アメリカ疾病予防センター（CDC） （一般ガイダンス）：   
対面によるトリアージや訪問の代替案を検討。 例：   

• 発熱、咳、息切れなどの症状が出た場合に、利用可能な相談先、患者向けポータルサイト、オンライン自己評

価ツールの利用、もしくは電話で医療スタッフに連絡するよう、患者に指示する。 
• 患者と電話および遠隔診療の調整を行う専門スタッフを設ける。スタッフが患者のトリアージと評価を迅速に行

えるようにプロトコルを作成する。 
• 電話相談で対応できる患者か、家で待機すべき患者か、直接診察すべき患者かを判断できるアルゴリズムを

決めておく。 
• 呼吸器症状のある患者は家を出る前に電話を前もってかけなければならないので、事前にスタッフが病院でケ

アの準備をすることができる。 
 

アメリカ医師会（一般ガイダンス）：   
一般的な遠隔診療の使用に関するオンラインコース（証明書なしのオープンアクセス）を公表した。   
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シンガポール： 

シンガポール医師会（一般ガイダンス）：   
• 年齢、教育レベル、社会支援、機能的能力（認知機能を含む）、技術的能力を含む患者の適合性を評価し、患

者が遠隔診療を心地よく感じ、使用する意思があるかどうかを評価する。 
• 遠隔での診療継続に同意を得る前に、遠隔診療の限界について説明する必要がある。 
• 身体診察なしで患者の症状と状態を評価する際の難しさと制限を認識する。 
• 遠隔診療を始める前に患者の身元を適正な手順により確認し、診療録に記載する。 
• 徹底した包括的な病歴聴取を行う。 
• 身体診察による追加情報が、臨床診断や治療方針を変える可能性が低いと思われることが確信できる場合の

みに実施する。 
• 他科への紹介や、対面診察、または緊急の医療処置が必要となる可能性がある臨床的な「危険信号(レッド・フ

ラッグ)」に注意する。 
• 遠隔相談における診療録は、対面診察と同じ基準で記載する必要がある。 

カナダ： 

カナダ王立内科医会は、各州の具体的なガイダンスを下記 URL で提供している。   

  http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/about/covid-19-resources-telemedicine-virtual-care-e 

オーストラリアとニュージーランド： 

情報源とガイダンスは以下で利用可能である。 

 RANZCP (https://www.ranzcp.org/practice-education/telehealth-in-psychiatry), Government of New South 
Wales - Agency for Clinical Innovation (https://www.aci.health.nsw.gov.au/make-it-happen/telehealth/telehealth-
for-nsw-health-clinicians), NZ Telehealth (https://www.telehealth.org.nz/), Medical Council of New Zealand 
(https://www.mcnz.org.nz/assets/standards/06dc3de8bc/Statement-on-telehealthv3.pdf) and Australian 
Government – Department of Health 
(http://www.mbsonline.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/Factsheet-TelehealthPrivChecklist 
A practical guide to video consultations is available here (https://www.mentalhealthonline.org.au/pages/video-
mental-health-consultation) 

 
https://www.sma.org.sg/
UploadedImg/files/ncov2
019/LeveragingTelemedi
cineInfectiousDiseaseOu
tbreak20200212.pdf 
(page 4) 
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2b. どのよう

な情報ガバ

ナンスの問

題を考慮す

べきか。 

NHSX（イギリス国民保健サービス [National Health Service: NHS] のデジタル戦略部門）は、COVID-19 パンデミック

の発生以降の情報ガバナンスに関する実用的な手引を公開している。その手引では、患者やサービス利用者とのコン

サルテーションを実施するためにテレビ会議システムの使用を推奨している。 
その手引の概要は下記の通りである。 

• Skype、WhatsApp、Facetime などのビデオ会議ツールを、遠隔診療のために特別に設計された製品と同様

に使用することは何ら問題ない。 
• 患者およびサービス利用者の同意は、会議システムへ招待され診療が開始される際に暗黙のうちに得られる。 
• 他のあらゆる診察と同様、患者の個人情報保護および守秘義務を遵守しなければならない。 
• イギリスの公衆衛生局では、70 歳以上の患者、基礎疾患のある患者、妊婦については、NHS および基本的な

サービスにおいて、オンラインサービスの利用を強く推奨している。 
 
 
PCPsych と PIPSIG は、下記の点についても考慮するように提案している。 
• 使用しているアプリケーションは、精神科医の診察における秘密の保持に適しているだろうか？ 
• 安全なシステムを使用すること。理想的には電子カルテとリンクしたものが良い。 
• 日常利用のアカウントとは別に、プロフェッショナルとして使用する診療用アカウントを使用すること。 
• 医師と患者の双方が必要なデバイスを持っていることを確認すること。 
• 医師と患者の双方がシステム利用に必要なスキルを持っていることを確認すること。 
• 保護者[擁護者]または介護者がいるか尋ねること。 
• 手続きにおける早い段階で連絡に関する詳細を確認しておくこと。その準備により、接続や技術面の問題で診察中

に接続できなくなった際に、再度連絡を取ることが可能となる。 
• 接続が切れてしまった際に誰と連絡を取ることになるかを取り決めておくこと。 
• カメラの向こう側に映る環境について配慮すること。たとえば、リビングや寝室など、診察室[オフィス]以外でのシス

テム使用は控えること。 
• 治療者の部屋の中に、ビデオに映っていない人（学生など）はいないだろうか？もしいるのであれば、彼らを紹介し

説明すること。 
• 患者の部屋には、患者以外に誰かいないだろうか（親族、介護者、保護者など）？いる場合には、彼らに自己紹介

をしてもらい、彼らがその診察に同席する目的を明確にする必要がある。彼らが診察に同席する場合、カメラの前

への移動をお願いする（そうしなければ彼らに声が聞こえない可能性がある）。 

https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 
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• スピーカーの音量に配慮すること。そして患者にも音量に気をつけるよう伝えること。その際は守秘義務について

強調しておく。 
• ヘッドホンの使用を検討すること：ヘッドホンはプロフェッショナルらしい見栄えをもたらし、また治療者が守秘義務を

重く捉えていることを伝えることができる。 

地域の IT 技術担当部門の援助を受けることもできる。下記のリンクも参照されたい（https://www.nhsx.nhs.uk/covid-
19-response/data-and-information-governance/information-governance/covid-19-information-governance-
advice-health-and-care-professionals/ .）。 

 

精神科遠隔診療で用いるテレビ会議システムのゴールドスタンダードである、すべてのプラットフォームに共通する様々

な機能がある。 

• ブロードバンド回線を使用すること。少なくとも５Mbps 以上のアップロード・ダウンロード速度が必要である。HD（訳

註：高精細ビデオ）機能など新しい技術を使用する場合、より高速の回線が必要かもしれない。 

• 居住地域や国のガイドライン（アメリカ HIPAA 法*への準拠を含む）に準拠するソフトウェアを選択すること。人気が

ある無料ソフトの多くは満たしていないのが現実である。安全で信頼できるビデオ会議システムを使用すること。 

• [訳注] HIPAA 法 : Health Insurance Portability and Accuntability Act of 1996。医療保険の携行性と責任に関す

る法律。プライバシールールとセキュリティルールが策定されている。 

• 音声とビデオの送信が暗号化されていることを確認すること（地域および国の規定に従うこと）。 

• 使用するデバイスに、パスフレーズ[訳注: 使用される文字数が長大であるパスワード]や二段階認証等のセキュリ

ティ機能があることを確認すること。デバイスが、患者データをローカルに保存しないことが望ましいが、もし保存す

る必要がある場合は暗号化する必要がある。アメリカでは HIPAA 法に準拠している必要がある。 

• デバイスとソフトウェアが 新のセキュリティパッチとアップデートの使用を確認すること。デバイスには 新のアン

チウイルスソフト、マルウェア対策ソフト、ファイアウォールソフトをインストールすること。所属機関に IT 担当スタッ

フがいる場合、IT スタッフはデバイスを承認し管理する必要がある。 
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3. 診察前に実施すべきこと 
3a. 診察前

に患者と準

備しておくべ

きことは？ 

• 患者がインターネットアクセス等といった遠隔診療利用に必要なものへのアクセスでき、それを使用するための

スキルを確保すること。管理者がビデオ通話の設定をする際、この点について、あるいは患者が以前に家族と

のビデオ通話、オンラインでの買い物、休日の予約、インターネットバンキングの利用をしたことがあるかどうか

を確認するとよい。 

• 遠隔診療がどのように機能するか説明しておく。RANZCP(王立オーストラリア・ニュージーランド精神医学会)
には、COVID-19 流行下における患者・介護者向け精神科遠隔診療に関するウェブページがある

(https://www.yourhealthinmind.org/psychiatry-explained/seeing-a-psychiatrist-online).。 

• アクセシビリティについて検討する（難聴、手先の器用さ等）。これらの問題に可能な限り対応できるプラットフォ

ームを選択すること。患者がヘッドセットを利用することは、ニーズによっては役立つ場合がある。 

• オンライン診療の実施に困難を伴う可能性がある際、診察をサポートできる介護者がいるか？ 

• 特定のグループに関する一般化に注意すること。患者のニーズと状況についての現在の理解に基づいて、ケ

ースバイケースで検討すること。 

• 初の連絡が取れない際のバックアップ計画について同意を得る（例：誰に電話をかけるか、固定電話・携帯

電話番号の交換など）。 

• 下記に挙げるようなリスク管理に備えた情報を取得する（詳細はセクション 4e を参照）：患者に連絡する電話番

号や他の手段、自宅の住所（地域のサービスを調べたり、差し迫った危険が生じた際に支援するため）、近隣

の精神科開業医または GP の詳細、その他プライベートな介護者等の連絡先など。 

 
 

 

https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 

https://www.mentalhealth
online.org.au/pages/vide
o-mental-health-
consultation 

3b. 治療者

は事前に準

備しておくた

めに何をす

るべきか？ 

使用する予定の IT システムについて、習熟しておく。 
• 組織内で利用可能なプラットフォームに関する具体的な手引は、組織内のイントラネットまたは IT 担当チーム

から入手できるよう整える必要がある。 

• 利用可能なビデオ診療システムのプラットフォームについて習熟し、全ての「ボタン」やオプション機能がどう動く

かについても把握しておくこと。 

https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 
 
 



• プラットフォームとその機能を、予め同僚と試しておく。 

• 使用してみたい機能は予めメモしておき、必要時にすぐ参照できるよう要約シートを作成しておくこと。 

 

コンピュータ／デバイスの準備 

高性能なカメラ、マイク、スピーカー、高速インターネット回線があれば、治療者はほぼ全てのパソコンやタブレット端末

を使用可能である。 

• できるだけ効率的に性能を発揮させるため、毎日（あるいは少なくとも数日毎に）パソコンを再起動することが好

ましい。 
• 不要なプログラムやアプリケーションは全て終了させること。これらはパソコンの余分なメモリを消費するためで

ある。 
• 自身のパソコンに表示されているものを「編集」すること。セッション中に不要なプログラムを終了または 小化

しておくことで、特に画面共有をしている場合は尚更である。この作業により、セッション中のナビゲーションが

容易になり、プライバシーを保護する。 
• セッション中に使用するであろうリソースを事前に準備しておく（文書共有や画面共有機能など）。セッション前

に、アクセスしやすいフォルダ等に、診察前にファイルをアップロードしておくこと。 
• 気が散らないよう、メール通知などの通知類を無効にすることを検討すること。 
• マイクロソフトやアップルなど、信頼できる推奨アップデートをインストールしておくこと。常に 新の状態にソフト

を保つことで、デバイスのパフォーマンスと互換性を確保できる（これには時間を要することがあり、診察前の時

点で実施することを忘れないこと。更新によって生じる機能の変更について理解しておくこと）。 
• デバイスの音量調節ボタンの位置を確認すること。音量を調整したりミュート設定をする必要があるだろう。可

能であれば、無線 LAN ではなく有線ネットワークを接続し、 良のインターネット回線接続を確保すること。 

環境を整える 

• 患者が治療者の顔や声をよく見聞きできるよう、カメラと適切な距離を取って座ること。 
• 背景に窓や明るい照明がない場所に[逆光にならないよう]座ること。 
• デバイスは、スピーカー／マイクが邪魔されることのないよう注意し、正面を向けて机の上に置くこと。診察中に

デバイスを持たないこと。 
• ノイズをなるべく減らすため、ドアや窓は全て閉めること。 

 
 
 
http://www.mghtelehealth
.org/patients/best-
practices  
 
https://www.mentalhealth
online.org.au/pages/vide
o-mental-health-
consultation 
 
 
 
 
 
 



• 患者があなたの後ろに見るだろう空間をプライベートで快適な空間にするよう準備しましょう。 
• 画面上であなたの服装がどう映るか確認すること（専門家のように映る服装をするだけでなく、カメラによっては

錯覚を引き起こす縞模様や模様のある服を着るのは難しい場合があることに留意する） 

4. During the consultation 
 

4a. どのよう

に診察を開

始すればよ

いか？ 

患者とのオンライン診察を開始する冒頭に、表 A に記載されているような台詞を用いて、重要な情報を確認し文書化し

ておくこと。 
 
1. 氏名の確認  
例：「こんにちは、私は医師の AB です。そちらは鈴木さんですか？そちらの部屋には誰か他に同席者がいますか？」  
 
2. 患者の場所の確認 
例：「今どこにいるか教えていただけますか。重要なことなので、毎回の診察毎に教えて下さいね」 
 
3. 診察者と患者の緊急連絡先の確認  
例：「何らかの理由で通信が途切れた場合、他にどのようにして連絡を取ることができますか？緊急事態の時は、○○○へ

連絡するとこちらに繋がります。」 
 
4.次回診察までの連絡について 
例：「今現在リアルタイムで接続していますが、このオンライン診療以外での連絡方法について確認したいと思います。

【本人へ治療計画を説明する：オンライン診療以外ではリアルタイムに対応できない点に言及しておく】 
 
5. 緊急時の対応について  
      例：「もし受診と受診の間に緊急事態が生じた際は、我々は□□という方針の予定です。よろしいでしょうか？」 
 

必要に応じて定型入力シートを使用し、上記の要素を全て満たしていることを確認すること。 

有用な要約および定型入力シートは、下記リンクから入手可能である。 
https://www.digitalpsych.org/uploads/1/2/9/7/129769697/session_start.pdf  

https://www.nice.org.uk/guidance/ng163/resources/bmj-visual-summary-for-remote-consultations-pdf-

8713904797. 

https://www.digitalpsych.
org/uploads/1/2/9/7/1297
69697/session_start.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full details at: 
https://www.bmj.com/con
tent/368/bmj.m1182 
 
https://www.cfp.ca/news/
2020/03/26/3-26-1 
 
 



カナダ家庭医学大学でも簡易ガイドを作成している。 

https://www.cfp.ca/sites/default/files/pubfiles/PDF%20Documents/Blog/telehealth_tool_eng.pdf 

 
4b. 診察を通

して考慮す

べきことは？ 

コミュニケーション 
非言語的コミュニケーションが、出来る限り映像に映るように努める。頭、首、上半身、腕が画面上に映るように

する。患者にも同様にするよう勧める。 
• 会話のスピードを遅くして、接続が遅い場合の問題に対応する。また顔を合わせて会話しているときより、文章

と文章の間を長くする。 
• 映像通信を通しても、表現が明瞭に伝わるように、はっきりと発語をする。 
• 見るのはカメラであり、患者の目ではない。こうすることで、直接目線を合わせてくれる、と患者が印象を持つ。 
• あなたが使い慣れている機能、例えば共有する「ホワイトボード」機能などを使い、情報共有を円滑にする。 
• 背景の明かりは重要だ。シンプルで、暗く静的でオブジェクトの少ない背景に、光が当たったあなたの顔を映

す、というのが役に立つ。通信回線が遅く、質が悪い場合には特に役立つ。 
• 患者さんが自分と初対面の場合、お互いの紹介と、これから何を行うのかの道標の確認を行うのに時間をより

かける。 
• 姿勢を配信前に調整し、通信先に映る自身の映像を、手元で確認できるビデオシステムを使用する。 
• カメラ以外のところを見ないようにする 
• 診察者の質問や発言を聞く時間を患者に十分に与える。 
• 患者の返答にも、十分な時間を与える。 
 

• セッション中にメモを取る場合（電子的であれ紙であれ）は、画面上でも明らかである。患者さんにその旨を伝えるこ

と。アイコンタクトを再開し、積極的に耳を傾けることを忘れないこと。コンピュータのマイクを使用している場合、キ

ーボードのノイズが非常に目立つことがあるため、別のヘッドセットマイクを使用した方が良い場合がある。画面共

有/ホワイトボード機能を使用して、患者と一緒にメモを取ることもできる。 
• タイムラグへの対処：これは通常、帯域幅の不足が原因である。ダウンロード速度よりもアップロード速度の方が遅

いため、通話中の相手にはより目立ちやすい。接続不良の通知を受け取った場合は、品質が患者にとって問題な

いかどうかを患者に確認すること。選択肢としては、ビデオ通話の画質を下げる（または音声のみに移行する）、イ

ンターネットを使用している他のプログラムを終了する、別回線への接続に切り替える、会話のペースを遅くしてお

互いの会話を減らす、バックアッププランに切り替えるなどがある。 

不慮の事態 
技術的、臨床的理由からコンサルテーションが上手くいかなかった際にするべきことについて、はっきりと理解しておく。 

https://www.rcpsych.ac.u
k/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-for-
clinicians/digital-covid-
19-guidance-for-
clinicians 
 
https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/visual
-nonverbal-aspects 
 
https://www.mentalhealth
online.org.au/pages/vide
o-mental-health-
consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 技術的困難（例えば接続が切れる）に対処するための支援計画を立てておき、この計画を患者に予め、あるい

は通話の 初数分にメールで送信しておく。あなたが患者を支援できるように正しい電話番号を知っていること

も確認する。接続が切れた際に、誰が誰に連絡をするのか、についても合意をとる。 
• もし適切な評価を完遂できないと感じた場合、次に実行する手段について話し合うということについて患者に説

明する。現在の状況において顔と顔を合わせることのリスクとケアが遅れる可能性があることを説明する。 
• 理想的には、あなたが慣れてくるまでは見えるところにこのプロセスを表示しておくことがよい。 
• 不慮の事態に対処するために使う「原稿」を練習する。そして「もしこんなことが起きたら」の対応方法がクリアに

記述されていることを確認する。 
• 自分のデバイス（ノートパソコン、スマホ）が充電されている、あるいは電源につながっていることを確認し、可能

であれば患者にも同様のことをするよう勧める。さらに可能であれば、使える緊急用のデバイスを持っておく。 

守秘義務 
• 患者と初めて会う際は、本人であることを確認する。また診察がメンタルヘルスに関するものであることを期待

している、ということについて相違がないか確認する。 
• 患者と同室にいる人（親類、保護者、介護者）が誰かを確認し、その人たちに自己紹介をお願いする。そして可

能であればカメラで見えるところにいてもらう。 
• 患者が公共の場にいる場合、このまま続けるか、あるいは予定を再調整するかを患者と一緒に考慮する。 
• 自身の環境を調整し、機密性の高い、個人的な情報を背景に映さないようにする。中断を避けるために、可能

であれば部屋のドアに鍵をかける。 
• ビデオ通話ソフトによっては背景をぼかす機能がついている。使い方に慣れておくこと。 
• もしビデオ通話ソフトを、仕事用だけでなく社交的にも使っている場合は、診療専用のアカウントを使う。 

同意 
• 評価や観察には限度があるということを患者と確認し、それについて何か懸念がないか確認しておく。 
• 使っているビデオ通話ソフトのセキュリティ面について理解しており、そのソフトが合目的的であることについて

確かめておく。そして患者が求めればこの点について議論ができるようにする（詳細は上記）。 
• 会話セッションを録画することについて患者に話して確認する。録画を利用する際には、動画を撮ることで何に

役立つのか、使う場合でも診察者の個人的利用に限られる、ということについて合意しておく。 

自信 
• ビデオ通話ソフトを使うこと（そしてその限界）に自信を持ち、何かおかしい時にどうするかの計画を明確に描く

ことで、自信を持って患者への対応ができるようになる。 
• 十分な観察や評価が完遂できない場合、その旨を伝え、患者とともに次に何をすべきかについて明確なプラン

を立てる。 
• 特に一般診療/家族診療のコンサルテーションに関するガイダンスは RCGP（王立一般家庭医協会）

（https://www.rcgp.org.uk/about-us/rcgp-blog/top-10-tips-for-successful-gp-video-consultations.aspx）で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



概説されている。王立内科医師協会(RCP)は、一般的な遠隔コンサルテーションの実施における実践的な考慮

事項を説明した短いビデオ（https://www.rcplondon.ac.uk/education-practice/courses/effective-remote-
consultations）を公開している。 

 

 
 
 
https://www.rcgp.org.uk/a
bout-us/rcgp-blog/top-10-
tips-for-successful-gp-
video-consultations.aspx 
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practice/courses/effective
-remote-consultations 
 

4c. 身体的

診察はどう

すれば良い

か？ 

身体的診察は制限されているが、かなりの量の情報はリモートでも得られる。 
 
 
例えば、神経学的診察は下記のように十分な所見が得られる (https://www.youtube.com/watch?v=Pw-Jdy3-T9g)： 
 

• 脳神経：瞳孔の対光反射、眼球運動、顔面の感覚、顔面筋の動き、聴覚、眼振の存在、軟口蓋の挙上、肩すく

め、舌の動き、 
• 上下肢：運動機能（上肢の回内運動、片足起立）、感覚、協調運動、歩行 

家族やスタッフの助けが必要な評価項目もある。 
 
 身体的特徴のいくつかについて電話で評価するガイドは、下記動画で見ることができる。 
(https://www.youtube.com/watch?v=Wrl1T5VRqdw&feature=youtu.be) 

 

https://www.youtube.com
/watch?v=Pw-Jdy3-T9g) 

4d. 遠隔精

神科診療を

他のデジタ

ル技術とどう

統合する

か？ 

対面の精神医学と同様に、臨床家は関連する様々な技術の統合を、教育プラットフォームとして、あるいは補助療法とし

て使うことができる。例えば、健康情報のウェブサイト、チャットルームやソーシャルメディアを通して他人と繋がること、メ

ンタルヘルス用の携帯アプリ・メール・他のテクノロジーを使うこと、などがあげられる。 

 
遠隔精神科診療の臨床現場に他の技術を組み入れるときに一般的に考慮されること 

• 患者がその技術を使用することができるかについて評価する時間を取ること 
• 何を使うか、頻度はどの程度か、そしてどうしてあるタイプのものを好むのか、ということを患者に尋ねる。すべ

ての患者に対して、この情報をスクリーニングする標準的な方法を考える。 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/teleps
ychiatry-integration-with-
other-technologies 
 
 
 
 
 
 



• 患者が技術を使うことで、一般的に患者の生活にどう影響し、現在の問題を理解するのにどのような影響を与

えるだろうか。 
• 治療関係にどのような影響を与えるだろうか。例えば、思春期の患者であれば相手を知ることが容易になるだ

ろうか、あるいは、今まであまり明らかになってこなかったその人の一面が見えるだろうか。 
• 安全だろうか。例えば、患者はオンラインではなく直接希死念慮について話すものであるということを知っている

だろうか。 

 
ウェブサイトでの健康情報、SMS（ショートメッセージサービス）などのテキストメッセージや電子メールを使用する際の主

要考慮項目： 
• インターネット上の一般向けの健康情報は、滅多に規制されない。可能な場合は、何かしらの監査・専門性を持

ち合わせた、組織、機関、あるいは企業からの情報を手に入れるべきだ。（例：国立衛生研究所、米国のうつ病

および双極性サポート同盟、NICE ガイダンス、英国の Bipolar UK などの特的の障害支援機関） 
• 技術を通して情報を伝える受信側の人について、身元を確認することを忘れない。（例：安全な e-mail やメッセ

ージを送るアプリを使う場合） 
• プライベートな、守秘義務のある話題について注意する。一対一の新しいオンラインコミュニケーションツールを

使うことについても注意が必要だ。（例：電子メール、SMS のテキストメッセージ、MMS（マルチメッセージング

サービス）、インスタントメッセージ、ツイッターのダイレクトメッセージ、Facebook のメッセンジャーなど）これら

は安全とは言えないからだ。 
• 受診と受診の間にテキストや e メールなどの連絡法を取るようにお願いするのは、ある目的のためには良いが

（例えば、はいかいいえの質問に答えるとか、ちょっとした情報交換をするとか）、目的によっては良くないことも

ある（例えば緊急事態、非常に複雑な判断を要する場合） 
• 電子メールやテキストメッセージなどを使うのは、対面でのフォローアップを維持している患者にのみ使う。 

ソーシャルメディアとプロフェッショナリズム 
• プライバシー、プロフェッショナルとしてのイメージ、守秘義務、そして期待に注意を向ける。プロフェッショナリズ

ムとソーシャルメディアに関しての推奨事項に沿う（例：アメリカ医師会、カナダ医師会、英国医師会） 
• 検索エンジンやソーシャルメディアを通して患者の情報を集めることについての賛否両論を考慮する。（情報に

内在する）意図と使用について意味を理解しておく。 
• 臨床家によるブログや小記事、コメントについては、臨床家や医療職について一般大衆に何が伝わるかを考慮

するために、「投稿する前に立ち止まり」そして「一旦引く」こと。 
• できる範囲で、個人の生活とプロフェッショナルとしての生活を分ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.jmir.org/2020
/1/e15188/ 
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medcentral.com/articles/



. 
アプリや他のデジタル技術は遠隔精神医療と組み合わせて使用できるかもしれない。例えば、True Colours mood 
monitoringhttps://oxfordhealth.truecolours.nhs.uk/www/en/ や一般的に健康にフォーカスしたアプリなど。 

: 
一般的に、どのアプリが適切か考慮しておく。 

 
モバイル健康アプリは、潜在的な利点を多数持ち合わせている。例えば 

• 簡単に使うことができる（スマートフォンがどんどん普及しているから） 
• 精度が向上 
• 治療的可能性 
• 身体、認知行動についてのユニークな洞察 

 
: 
潜在的な不利益の可能性も持ち合わせている。 

• .素早く開発され共有されるので、臨床的効果、身体的社会的安全性を評価しづらい。 
• アプリはそのユーザーに左右されるので、研究用の設定で効果があるように見える対象に対しても、臨床現場

では同じだけ有用とは限らない。 
 
 どうすれば臨床家は助けになるツールと有害なツールを見分けられるだろうか。 
 
 規制機関 

• 米国食品医薬品局（FDA）は、モバイル医療アプリを規制している

（https://www.fda.gov/media/106331/download）。ただし、FDA が優先するのは、医療機器を直接制御、機

能させるモバイルアプリの監視と承認である。これにより、ほとんどのメンタルヘルス関連のリソースが評価され

ていない。 FDA はそのアプローチを修正し、2017 年に先行して「事前認定」プログラムを導入した。ソフトウェ

ア設計の信頼性/卓越性がすでに示され、標準テストと認定レビューが免除されているデジタルヘルス開発者を

「事前認定」する。これによりプロセスがスピードアップするが、偏りが生じる可能性がある。それに応じて、FDA
は、テクノロジー自体ではなく、開発者とソフトウェア会社を認定するプログラムを試験的に導入した。 

•  
• NHS アプリライブラリ（https://www.nhs.uk/apps-library/?page=4）には、推奨されるデジタルヘルスツールが

記載されているが、開発の規制や、データセキュリティ基準の適用はしていない。2013 年の 初のバージョン

は、批判の後に 2015 年に撤回された（たとえば、20％には個人情報保護方針が掲示されておらず、個人情報

10.1186/s12916-019-
1447-x 
 
 
 



保護方針を備えた情報送信アプリケーションの 78％はどのデータが共有されるかを特定していなかった）。ライ

ブラリは 2017 年に再開され、3 段階のプロセスと一連のデジタル評価質問（DAQ）でリソースを評価し、包含基

準に当てはまるか自動的にテストするエンドツーエンド (通信を行う二者を結ぶ経路全体もしくは両端) の評価

ソフトウェアを使用した。ただし、そのウェブサイトは規制というより、助言を提供していることに注意することが

重要である。 
•  
• NHS は NICE とも協力して、デジタルヘルスツールまたは「Digital Health Technologies」（DHT）の認定プロ

グラム資格を確立した（https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence -standards-
framework-for-digital-health-technologies）。 NICE は、ツールの医学的根拠とその財務履歴を評価する。こ

れらの基準により、開発者は経済的影響を考慮しながら、ソフトウェアをテストし、医療技術を構築することがで

きる。 
 
評価ウェブサイト 

• ORCHA などは、同じアプリでもレーティングが一致していないことが多く、また評価する新しいアプリが多数あ

るため、評価としては古くなっていることがよくある。多くの場合、評価指標は定性的である。例：「主観的品質」

とか「知覚的効果」 
• アメリカ精神医学会（APA）アプリ評価フレームワーク

（https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/mental-health-apps）は、ユーザー（患者と臨床家）が 4
つの領域にわたって重要度の高い順に疑問を持つことを推奨している：安全性とプライバシー、根拠、使いやす

さ、相互操作性（https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/mental-health-apps/app-evaluation-
model）。これには、開発者またはボランティアが頻繁に記入する自己認証チェックリストが助けになることがあ

る。理想的には、これは公的で双方向的なアプローチとなり、それによって、患者はプライバシー、エビデンスレ

ベル、ピアレビューに基づくユーザビリティ、および臨床的統合といった観点の基準に合うアプリを選ぶ上で必

要な分類を抽出できるようになる。(例：https：// apps .digitalpsych.org /）。 
 

4e. 安全と緊

急時の考慮

事項は？ 

• - 臨床リスクが高くなった場合の管理は対面での作業と同じ原則に従うが、(a)クライエントが物理的に対面して

いない場合に、クライエントとの接触を失うリスク、(b)クライエントが遠方にいて治療者がサービスに慣れていな

い場合があることが追加の考慮事項である 
• .何かしらのリスクについて懸念がある場合(section3a および詳細を参照)、診察の前に、それぞれの患者につ

いて全ての詳細が記録されていることを確認する。 
•  
• 患者の安全を評価する際には、患者の興奮レベル、自傷他害のおそれ、その他、診察中に患者におこる安全

上の問題についての評価を行う。 
• どこに患者がいて、臨床的な危機の際に誰か駆けつけられる緊急スタッフがいるかどうか、緊急時の手順、患

者の付帯情報を手に入れる方法なども含めて習熟しておく。 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/patien
t-safety-and-emergency-
management 
 
https://www.mentalhealth
online.org.au/pages/vide
o-mental-health-
consultation 
 



• 診察中の動画における画像と音声の調整を技術を用いて行い、患者を見ながら、患者の興奮、および安全に

関与する他の潜在的要素について言語的、視覚的ヒントを得られるようにする。 
支援者（家族、友人）を診察中に、あるいは緊急事態時に利用することを考慮する。 

• 児童思春期精神科に関連する安全性問題については（もっともより広い状況に当てはまるが）表 C のセクショ

ン９を参照。 
 
家庭内虐待の可能性がある場合、 
https://static1.squarespace.com/static/5ee0be2588f1e349401c832c/t/5ef4549bae574d50c6650d02/1593070749
637/COVID-19+Guidance+-+Health.pdf の詳細なガイダンスに従う。 
 
その患者がまさに今家庭内暴力の被害を受けている懸念がある場合は、あなたの上司、安全管理部門に報告し、緊急

事態としての行動計画を作成してもらう。  
 
電話/ビデオ通話中に家庭内暴力が発生する場合、以下に挙げる点が役立つ場合がある。（詳細はガイダンス 
https://static1.squarespace.com/static/5ee0be2588f1e349401c832c/t/5ef4549bae574d50c6650d02/1593070749
637/COVID-19+Guidance+-+Health.pdf を参照。） 

1. あなたの話している言葉が、患者と同じ言語かどうかを確認する。必要があれば、独立した電話通訳サービス

を使用する（可能ならば女性が望ましく、友人、家族ではいけない） 
2. 何か質問をする前に、患者は今一人かどうかを確認し、現在いる場所（詳細な住所）を特定しておく。一人でな

いならば、患者に後日電話をかけることを伝え、４８時間以内に連絡する。 
3. 合い言葉を予め作成しておく。これにより、患者がもう会話するのに安全ではないから電話を終了する、という

内容を暗示できるようにする。 
4. 患者が安全に会話できる状況であれば、家庭内暴力について安全に聴取する。 
5. 安全に聴取するために、以下のステップをふむ：守秘義務と情報開示の手順を説明し、問診の根拠を説明する

質問を組み立て、暴力に耐えてきたサバイバーかどうかを明確に尋ねる質問をし、その経験を確認し、サバイ

バーに自分があなたを信じていることとあなたが今受けている暴力はあなたの責任ではないことを安心させる。 
 

6. 下記の情報を集める。 
o 次回、どうすれば患者と安全に診察をはじめられるか尋ねる 

テキストメッセージや電子メールを送ることは安全か 
患者が何に怯えているか、心配しているものが起こり得るのか、実際に起こるのかについて見極める 
処方箋や薬剤などの基本的なものを手に入れられるか確かめる。 
彼らの子供、あるいは他の人々などに関して何か懸念はないか 
家に居続けて安全か、緊急時に警察に電話する事は安全にできると感じるかについて確認する 
次に何が起きて欲しいか、何をしたいかを見つける 

 
 
 
 
 
 
https://static1.squarespa
ce.com/static/5ee0be258
8f1e349401c832c/t/5ef45
49bae574d50c6650d02/
1593070749637/COVID-
19+Guidance+-
+Health.pdf 



どの生活必需品店が常に開いているかについて伝える（緊急事態において避難する安全な場所になるか

もしれない。） 
7. 専門家による家庭内暴力対応サービスについての情報を提供することが安全かどうか確認する。また患者にと

って、国内の家庭内暴力ヘルプラインの電話番号を（異なる名前、例えばヘアサロンや内科の診療所の名前な

どで）控えてもらうことが安全かどうか確認する。 
8. もし患者に危害が及ぶ緊急のリスクがある場合、現場での COVID-19 隔離の状況に関係なく、警察に連絡す

る、あるいは家を出て安全な場所へ行くべきであることを、患者に思い出させることが重要である。安全な場所

とは、地元の救急外来かもしれず、COVID-19 の制限に関係なく暴力のリスクを感じる場合はここを訪れて良

い。 
9. もしサバイバーが、警察に電話することを聞いた上でも、さらなる危険や暴力の増幅を恐れているならば、サイ

レントソリューション(https://policeconduct.gov.uk/news/if-youre-risk-domestic-abuse-remember-silent-
solution)を用いて救急サービスを使うこともできる。 

家庭内虐待および／または現代的な奴隷制の兆候の評価に関する看護師のためのガイダンスは、RCN 
(https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/domestic-violence-and-abuse/assessment-tools-and-guidance)やこちら 
(www.rcn.org.uk/clinical-topics/modern-slavery)にも掲載されている。 
 

5. 診察の後、どうすべきか。 
5a. 診察中

およびその

後に、何を記

載する必要

があるか。 

 

 臨床文書の作成は、外来診察の場合と同様に重要である。また、以下記載すべきである。 

 

・時間・日付・遠隔診療を行った場所 

・患者さんとの向かい合って（オンライン上で顔を見て）面談・検査に使った時間。 

・場所と職員 

・対面の診察で行う場合と同様の、詳細な病歴、精神状態の検査、診断、治療計画。 
 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/clinica
l-documentation 
 

6. サブスペシャリティおよび特別な状況について 
6a. 児童・青

年期の患者

さんに対して

特に考えるこ

とはあるか。 

詳細は表 C を参照 
 
 
 

 
 



6b. 高齢の

患者さんに

対して特に

考慮すること

はあるか。 
 

詳細は表 D を参照 

 

 

6c. 文化的な

問題につい

てどう考える

か。 

遠隔精神医学は、さまざまな集団やコミュニティで使用されている。多様な集団へアクセスしやすくなり、ケアの質を向上

させることができる。異文化間の場合、精神科医がすべきことは 

・ケアを提供している文化や環境についての知識と教養を身につけていること。 

・文化の違いは、患者と提供者の立ち位置によって強調されることがあることに注意する。 

・患者の文化的背景が、患者の快適さとテクノロジーの使用にどのような影響を与えるかを評価し、モニタリングする。 

・患者のコミュニケーションスタイルと臨床プロセスをどのようにマッチさせるのがよいのか検討する。 

 

また、表 C の８「児童・青年期精神科診療における文化的な問題」も参照。より広範な場面でも活用できるであろう。 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/use-
of-telepsychiatry-in-
cross-cultural-settings 
 

6d. 他にもチ

ームメンバー

が参加して

いる場合、患

者との関係

をどのように

マネジメント

するか。 

違うチームのメンバーが診察に関わる際に、一緒に関わり合う事が重要である。 

・発信元にいる、もしくはリモート先にいるチームのそれぞれのメンバーが、自分の名前、職名、役割を紹介するべきで

ある。 

・患者が診察の本質を理解していることを確認する。 

・面接・検査ののち、各チームメンバーの意見を確認する。 

・治療計画の実現可能性と診断的な印象を、各チームメンバーとともに明確にする。 

 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/team-
based-integrated-care 
https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/team-
based-models-of-care 
 



7. 必要なトレーニングサービス 
7a. よい遠隔

精神科診療

医になるた

めにどのよう

な準備がで

きますか？ 

過去に経験しておけば有用なものには、人前で話すこと、演技、コーチング、ビデオ会議、メディアでの経験などが含ま

れるが、これらに限定されるものではない。これらには、場面や聴衆、目的に合わせた基本的なコミュニケーションスキ

ルが必要となる。 

全体的な考慮点 

・練習と自己観察（患者の同意を得た上で録音を利用して） 

・患者中心であること、尊重すること、積極的な傾聴、共感の表現、文化的配慮、非言語的行動（アイコンタクトなど）の

使用、身体的な接触（握手など）を歓迎の言葉に置き換えること、などに力を入れる。 

・チームの評価では、紹介を覚えておき、他の人を巻き込み、方向性や基本となるルールを確認し、枠組みを設定する。 

・良い演説のテクニックを活用する：メッセージの準備、プレゼンテーションのスタイル、および内容、聴衆を魅了する方

法など。有用な場合は、（スライドなどの）文章化された情報も。 

・セッションを計画し（目標、覚え書き（事前確認事項）、要約など）、セッションをとりしきり、（人、部屋の設営、服装、振る

舞い、声の出し方、限られた動きなど）、身支度を整えることで準備をする。新しい面談のためにはじめに伝える内容の

草稿を検討する。 
 

臨床的考慮事項 

・ケアの水準とサービスの質の維持 

・インフォームドコンセントの記載。それのみならず、患者さんを治療に巻き込み乗り気にさせ、安心させる。 

・診察開始前の準備は有用である。例えば、聞こえにくさ・患者の態度や主訴（訴え）、オンライン診療の情報源などにつ

いて情報を仕入れておくことなどである。 

・十分な時間を割り当てる：オンライン面接は対面よりも時間がかかり、集中力が必要である； 5 分追加し、対面と比べ

て細かいところが何か捨象されていないか考える。 

https://www.psychiatry.or
g/psychiatrists/practice/te
lepsychiatry/toolkit/learni
ng-telemental-health 
 



・場所・部屋：治療者、患者両方がプライベートの保たれた場所であり、安全な場所であることを確認する。 患者に見え

ない人の存在についてはアナウンスしておく。照明・装置についてはチェックしておく。 

・診察の 後に、患者がその構成に満足しているかどうかを確認する。 

・中断を 小限に抑え、省かれる情報量を削減します。 

・適切な服装（例えば、めまいの原因となるストライプのない服装を着る）をし、声とジェスチャーを対面よりも 15％程度

大きくする。 

・年齢に合わせて調整する（例：子供へならおもちゃやテーブル、高齢者へならサポート役など） 

・必要なら、臨床検査をアレンジしなければならない：例えば認知機能検査では、時計の絵を描く検査や文章を書く検査

を、カメラを通じて見えるようにしたり、アップロードしたりできない場合は、項目を代用しなければならない場合がある。

身体検査では、震えや小字症などの異常を検出するために、広角、接写、焦点を合わせられるようなファーエンドカメラ

コントロール（訳注：相手側のカメラ制御を発信元から行える）が必要になることがある。 

・患者が賛成し、可能なら、家族にも出席してもらうようお願いする。 

 

また、児童・青年期精神医学に関連したトレーニングの問題については、表 C の第 10 節を参照。さらに幅広い範囲で

役に立と推測される。 

 
 

7b 看護スタ

ッフのための

特有のアド

バイス 

保健師、助産師、看護助手を含む看護職のための、王立看護協会作成の遠隔診療のガイダンスは、下記のウェブサイ

トに概要が掲載されている。 

 



 
  

https://www.rcn.org.uk/professional-development/publications/rcn-remote-consultations-guidance-under-covid-

19-restrictions-pub-009256 

患者と難易度の高い会話（看取りを含む）を遠隔で行う必要がある看護スタッフは、下記のウェブサイトでガイダンスを

得ることができる。https://www.rcn.org.uk/professional-development/publications/rcn-courageous-conversations-

covid-19-uk-pub-009-236 

看護師による処方における遠隔処方のアドバイスは、王立看護協会のウェブサイトに掲載されてい

る : https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/medicines-management/covid-19-remote-prescribing 
家庭内暴力や隷属を強要されるような強制労働・拘束労働のサインを評価する看護師のためのガイダンスは、王立看

護協会のウェブサイトに掲載されている。 

 



表 C 児童・青年期精神医学における遠隔精神科診療とデジタル技術 
 

表 C では、児童・青年期を対象とした遠隔精神科診療において特有の考慮すべき点を要約している。一般的な手引は表 A、表 B にも示されており、関連する部分は表

中に相互参照を示している。 
 

1.一般的な手引

はどこを参照すれ

ばよいか。 

手引は以下に要約されていますが、詳細は米国児童青年精神医学会（American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry：AACAP）および APA(アメリカ精神医学会)を参照。 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/toolkit/child-adolescent/ 

若年者や家族向けの遠隔精神科診療に関する情報は、下記 URL から入手できる。 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Telepsychiatry-and-
Your-Child-108.aspx 

米国児童青年精神医学会（AACAP）の遠隔精神科診療に関する施策声明（2017）は、下記 URL から入手できる。 

https://www.aacap.org/AACAP/Policy_Statements/2017/Delivery_of_Child_and_Adolescent_Psychiatry_Se
rvices_Through_Telepsychiatry.aspx 

米国児童青年精神医学会 AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)米国児童青年精

神医学会 
http://www.aacap.org/（AACAP）の遠隔精神科診療委員会および品質問題委員会が発表する臨床の 新情報

は、下記 URL から入手できる。 

 https://jaacap.org/article/S0890-8567(17)30333-7/fulltext 

 

表 B の 2a-b にまとめられた遠隔精神科診療に関する指針も参照すること。 

 

 
 



2.若年者におけ

る遠隔精神科診

療のエビデンス

は？ 
 

•   
• 遠隔精神科診療は、様々な診断（うつ病/ ADHD /チック/ OCD /自閉症/精神病、など）や様々な環境（都市

部/農村部、地域社会/学校/家庭/入院/司法を含む）に対してもうまく活用されてきた。 
• 自閉スペクトラム症の児童や青年では、対面診察が望ましいかもしれない。 
• 遠隔精神科診療を通して子供たちや家族に様々な治療を提供することが実行可能であることが、複数の

研究で実証されている。 
• 紹介元、精神科医、家族は、遠隔精神科診療に高い満足度を報告している。 
• 遠隔精神科診療を通して若年者や家族とラポールを築くことができるということは十分に確証されている。 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/evidence
_based.aspx 

https://www.psychiatry.o
rg/psychiatrists/practice/
telepsychiatry/toolkit/clin
ical-outcomes 
 

3.遠隔面接をど

のように設定して

実施すればよ

か？ 

 

•はじめに、診察を通して参加者全員がずっとカメラに映るよう家族に指示し、照明が適切であることを確認します。

必要に応じてズームやワイド機能を使用します。 

•適切な照明を確保します。平均して、対面式の面談よりも 1 つ多い光源が必要です。また、側面や背面からではな

く、正面から照明を当てることを確認してください。 

•自分の目の位置が、画面の上から 3 分の 1 の高さになるようにします。 

•画面上の患者の映像をできるだけカメラの近くに配置します（相対的にアイコンタクトを可能にするため）。 

両者のカメラを固定して下さい。診察者と患者がカメラを安定した台の上に置いていることを確認してください。 

診察者が見ている患者の部屋の状況を伝えて、映像と音声が届いているかを伝えます。 

•患者に挨拶する。「お元気ですか？」「見えますか？聞こえますか？」 

•握手の代わりに手を振ったりグータッチのしぐさをする。 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Tel
epsych_Articles/Roth-
Ramtekka-AACAP-
News-web.pdf 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Tel
epsych_Articles/Roth-
Ramtekka-AACAP-
News-pt2-web.pdf 
 



•非言語的コミュニケーションを使用する：顔の表情、ジェスチャー、アイコンタクト、声のトーン。頷きや笑顔を頻繁に

行って下さい。 

•身体的な快適さ-プライバシー、温度、照明などについて尋ねます。 

•診察者の声を以下のように調整します。 

•ゆっくり、はっきりと話す。 

•質問の後には長めに間を置くことで、お互いの発言が重なってしまわないようにします。 

•アイコンタクトを維持します（カメラを見ること）。 

 

遠隔精神科診療での診察の設定に関する一般的な考慮すべき点も参照してください（表 B の 3a-b）。 

Please also refer to general considerations for setting up a telepsychiatry consultation (Table B, sections 
3a-b). 
 

4. どのように治

療的な空間を作

り出し、ラポール

を形成すればよ

いか？ 

 

一般的なアドバイス： 

・遠隔精神科医はすぐに患者の注意を引いて、信頼でき、有能で、共感的であり、患者のニーズに対応できる

ことを患者に納得させる必要があります。患者にとって も重要なのは、やりとりの内容というよりも、やりとり

の方法である。 

・診察の効果の 3 分の 2 は非言語的コミュニケーションに由来するため、画面上でお互いがどのように見える

かは非常に重要である。 

ラポールを形成するために、独創的な方法を活用すること。： 

表現力を豊かにする必要があります。ピクチャー・イン・ピクチャー機能（訳註 

https://sdmobile.jp/telework/meeting.php WEB 会議における PIP 機能は、複数の画面を示す機能）を利用

することで、患者が診察者と患者自身を見ることができますし、両親や兄弟といった部屋にいる他の人と治療

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/virtual_th
erapeutic_space.aspx 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too



者がラポールを築くことを確かにしてくれます。一般には面接中は患者が面談に使用する電子機器を使用する

ことを制限しますが、柔軟に対応します。10 代の若者は、コミュニケーションの方法として共有して使用したいと

思うかもしれません。 

 

定型の臨床経験となるように患者の部屋と精神科医の部屋を設定します。 

・診察者の部屋： 

o 重要でないものは 小限に抑える（カメラのフォーカスを容易にし、患者の注意がそれにくいよう

にするため）。 

o 部屋の中を案内してプライバシーが保たれていることを示し、患者と家族に歓迎の意を表します。 

o 治療者は全ての非言語的コミュニケーションが見えるよう、（ニュースキャスターのように）上半身

を映す。 

o 使用するツールや小道具も画面内に収める。 

 

患者の部屋： 

o •患者、家族、世話をする人やスタッフ皆が参加するのに十分な大きさであること。 

o •患者の体格、運動能力、行動、精神状態の検査、粗大運動能力および微細運動能力、感情、ラ

ポールを評価するのに十分な大きさであること。 

o •遠隔の場に参加者が 1 人しかいない場合、その参加者はカメラと画面から 2〜4 フィート離れて

座る必要がある。追加の参加者ごとに、カメラからさらに 2 フィート後ろにさがると、すべての参加

者が画面の枠内に収まる。 

lkit%20Videos/participan
t_arrangement.aspx 

 



o •幼い子供はよく動くので、たとえ床に移動して遊んだとしても、常に映るようにカメラは十分に離れ

ている必要がある。 

o •おもちゃは考えて選ぶこと：世話をする人と話すときの気晴らしとして、また行動を評価する手段

として役立ちますが、騒々しいおもちゃや、部品の多いおもちゃは避けましょう。理想的には、小さ

なテーブルに紙とクレヨンを用意すると、集中力、巧緻運動、愛着の評価に役立ちます。画面に絵

をかざしてもらうことで絵を確認できます。 

o •子供のために様々な座席配置が活用できる。子供は、親の隣、両親の間、親の膝の上、または

親の前に座ることができますし、自分の椅子でも床の上でもよいです。 

o •多動または自閉症の子供がカメラの枠内に留まらない場合があります。親はフレーム内に留まる

ようにし、質問に答える必要があるときは子供をカメラの前に呼び戻します。子供の運動能力、遊

び、探索行動、動きを評価する場合、部屋はこれらの活動がカメラ内に収まるのに十分な大きさで

ある必要があります。 

o •時折、不安の強い子や反抗的な子は、カメラに映る場所に座ることを拒否します。行動管理戦略

がうまくいかない場合は、親にセルフモニター画像をオフにして、子供をカメラから離れているけれ

ど映る範囲の場所に座らせるように依頼することを検討してください。もう一つ方法としては、子供

が面接の一部またはすべてについて、よりプライバシーを確保できるようにすることです。 

遠隔精神科診療評価の実施方法に関する一般的な考慮すべき点も参照すること（表 B、4a〜d）。 

５．学校における

遠隔精神科診療

は？ 

 

・学校における遠隔精神科診療には多くの利点があります：精神科医が出張する時間、保護者の欠勤、子供の欠

席を減らすことができる。精神科面接への参加が増え、早期介入とより良いコンプライアンスを伴う、チームでの取

り組みが促進される。 

・特別に考慮すべき点は以下の通り。 

 ・人目につかない安全な空間を見つける。 

 ・学校の職員、その方針や構造を理解し、尊重する。 

 ・既存の学校での支援や学習支援に関する知識。 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/school_b
ased.aspx 

 



 ・学校外での継続性を考慮する（夜間、休日など）。 

 ・理想的には 初何回かは直接対面で面談を行うなど、オンラインと対面と両者を用いるやり方を利用する。 

 ・必要に応じて、実際の取り決めや、会議においてサポートしてくれる職員を特定しておく。 

 

６．司法の場で

は？ 

 

・特にサービスが行き届いていない対象であり、対面での面接が難しい中でサービスを提供するという重要な役割

を、遠隔精神科診療が果たす可能性がある。 

・遠隔精神科診療は困難な場合がある。特に、面接がレクリエーション活動への参加の妨げとなってしまう場合や、

スタッフが同席することや機密保持が懸念される場合には、若年者は参加することに消極的となるかもしれない。 

・遠隔精神科診療を行う精神科医は、若年者のケアと治療のシステムにおける自身の役割を明らかにしておく必要

がある。つまり、司法における役割と、直接ケアにおける役割を明確にする必要がある。 

・現場のセラピスト（矯正スタッフではなく）が、精神科医が適切な患者情報を入手したり、臨床ケアを促進したりする

ために、面接に参加することもよくある。 

・背景情報や報告書が事前に手に入る場合があり、これらは面接で積極的に使用するとよい。 

・遠隔精神科診療医は、司法場面での未成年者に対する薬物療法への同意に関する規制に精通している必要が

ある。 

・遠隔精神科診療医は、プライバシーやセキュリティ、メンタルヘルスに関する記録の管理、その他の懸念事項を評

価したり保証するために、モバイルデバイスを用いて施設内の「仮想ツアー」を提供していただくように職員に依頼

することができる。 

 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/juvenile_j
ustice.aspx 

 

７．行動管理 

 

・エビデンスに基づく行動管理トレーニングを、診療所や家庭の場で遠隔精神科診療を介して提供できる。 

・精神科医は、行動管理の概念に従いリアルタイムで両親の手本になることも、両親を指導することもできる。 

・診療所でスタッフはオンライン会議でははっきりとわからない子どもの行動の微妙な点を明らかにすることができ

る。 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/behavior_



・治療は家庭などの自然な環境で提供できるので、より環境に適した評価と介入に繋がる可能性がある。 

・面接中に子供の行動が管理できなくなったり、安全でなくなる場合に備え、 初に安全・危機管理計画を作成する

ことが重要である。（表 C,９「安全上の問題」を参照）この計画には信頼できる家族や友人、地元の開業医および救

急サービスの連絡先リストを含む必要があります。 

 

management_training.a
spx 

 

８．文化的な問題 

 

以下を考慮すること。 

・社会、経済、収入、地理、人種、民族、文化的背景の違いを憶測で決めるのではなく、分かりやすく説明してくれる

ように尋ねること。 

・マイノリティのコミュニティの中にも、不均一性があることを忘れないこと。 

・患者側の場所にいるスタッフもまた助けになる。 

・患者側の場所のチームとの強い協力関係を確立する。 

・家族構成は文化によって異なる場合がある。尋ねることで明らかにすること。 

・家族に通訳を頼むのではなく、専門的な通訳を活用する。 

・表 B, 6C「遠隔精神科診療に関する一般的な文化的考慮点」も参照すること。 

 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/telepsych
iatry_across_culture.asp
x 

 

９．安全上の問題 

 

・臨床医は患者毎に、どのような医療資源や緊急時対応プロトコルが利用できるかを決めておく必要がある。このプ

ロトコルは遠隔精神科診療にも適応できる。 

・地域精神保健医療チーム（CMHTs:Community Mental Health Team）では、これらのプロトコルは十分に確立さ

れるだろう。 

・例えば家族と子供のためのシェルターなど従来と異なる場面では、遠隔精神科診察を開始する前に、上記を作成

し、決めておく必要がある。 

・遠隔精神科診療の際の緊急時対応はチームで協力して取り組む。 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/patient_s
afety.aspx 

 



・緊急時に身体的に介入して支援できる現場のスタッフを特定しておく。緊急時対応プロトコルと患者のケアプラン

に組み込むため、地域における資源を知っておく必要がある。 

・患者側の現場での安全および安全に必要な人員を動員するための手順については、スタッフが確認しやすくして

おくべきであるし、トレーニングの中の不可欠な一部として組み込んでおくべきである。 

・精神科医は必要に応じて、興奮、物質使用、治療薬の副作用の兆候を評価するために、ビデオとオーディオの質

を 大化するよう遠隔精神科診療のテクノロジーを操作できるようになっておく必要がある。 

・通信が行き詰った場合、精神科医は事前に決めておいた代替となる緊急時対応計画をすぐに始められるように準

備しておくべきである。例えば現場で調整役を指名して呼び出し、入室させ安全を確保する。 

・表 B, 4e の一般的な遠隔精神診療における安全上の問題も参照すること。 

 

１０．医療者のト

レーニングに必要

なものは？ 

 

・児童・青年期の遠隔精神科診療における能力向上のための公式なガイドラインはまだ確立されていない。 

・優れた遠隔精神科診療によるケアのための主要なスキルの分野は、技術能力、コミュニケーション、評価能力、専

門職間の協働・連携能力、管理能力、法医学の能力、地域精神医学と地域に特有の知識、文化精神医学の能力、

保健医療制度の知識である。これらは全て児童・青年期の診療に特別に応用される。 

・臨床医はオンライン上で効果的に活用できるよう、非言語コミュニケーションを約１５％～２０％増やすよう習得す

る必要がある。（例えば、張りのあるよく通る声を出す、応答する時間をゆっくりとる、表現を豊かにする） 

・専門分野や職種を問わず患者側の現場にいるすべてのスタッフと協力する。直接会うことは無いかもしれないの

で、遠隔からチームとしてまとめ上げる必要がある。 

・文化的な問題や地域での問題に気を配る。 

・スタッフが遠隔精神科診療を心地よくできるよう支援する。 

・子供のケアシステムにおける自分の役割を柔軟にしておき、患者の現場で利用可能な資源に応じて役割を変化さ

せる。 

・法律／方針／規制のガイドライン（表 B,2a 参照）を理解する。（アメリカでは、国、州および郡のレベルで必要） 

https://www.aacap.org/A
ACAP/Clinical_Practice_
Center/Business_of_Pra
ctice/Telepsychiatry/Too
lkit%20Videos/training.a
spx 

 



・表 B,7a の遠隔精神科診療に関する一般的なトレーニングにおいて考慮すべき点も参照。 

 

 

  



表 D 老年精神医学における遠隔精神科診療とデジタル技術 
 
表 D では、高齢者を対象とした遠隔精神科診察において特有の考慮すべき点を要約している。一般的な手引は表 A、表 B にも示されており、関連する部分は表中に相

互参照を示している。 
 

臨床疑問  ガイダンス 作者 
高齢者の遠隔

診療の一般的

ガイダンス 

•対面治療と比較して、満足度、妥当性/信頼性、および予備的な臨床転帰に関して、良好な結果だ

った。 
•患者、家族、介護者、医療提供者にとって満足度は優れている。 
•この集団では、うつ病、不安症、認知症/認知障害、および関連する行動の問題など、さまざまな疾

患において高い治療効果が出ている。 
 
遠隔精神医学において考慮すべき事項は成人患者の場合と似ているが、いくつかの重要な変更点がある。 
- 一般的な出来事、及び患者の態度、コメント、訴え、情報源、臨床家の観察（例：嗅覚/視覚/聴覚の制限、歩

行/バランスの問題）について来院する前に考慮しておくことが有用である。 
- 臨床検査にはスタッフや家族の介助が必要な場合がある。身体診察の修正版が可能であるが（表 B のセ

クション 4c を参照）、対面における診察よりも範囲が狭くなることがある。 
 
 
メリットは以下に挙げる通りである。 
- 標準的なケアと同様に、家族（特に介護者）を巻き込むことが重要であり、家族はサービスに感謝する。 
- 臨床家は、遠隔診療を通じてすべての人をつなぐことができる多職種チームの一員である。 
- 評価、認知介入、臨床的転帰は対面診療でのケアと同様である。 
- 介護施設や在宅アウトリーチのための専門知識を提供するための非常に効率的な方法である。 
 

https://www.psychiatry.org/psychi
atrists/practice/telepsychiatry/tool
kit/geriatric-telepsychiatry 
 

1b.  
どうすれば、遠

隔的に記憶、認

知機能を評価

できるだろうか 

:メモリークリニックの評価 
 
遠隔認知機能評価の前の課題には以下がある： 
- トリアージプロセスを用いて、ビデオ相談と電話相談のどちらを利用するのが適切かを確認する。  
- 遠隔相談が適切でない可能性がある例 
o 患者がビデオや他のテクノロジーを使用することができない、あるいはそのためのサポート受けられない場

合 
o 介護者や親族が会話を支配する懸念がある場合、特に保護上の懸念がある場合。 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-
source/members/faculties/old-
age/guidance-on-remote-
working-for-memory-services-
during-covid-
19.pdf?sfvrsn=ef9b27a9_2 
 
 
 



o 患者が電話やビデオでコミュニケーションをとることができない場合（一部の人は、口頭で読み上げたり、ビ

デオ相談のチャット機能を使用したりすることができるかもしれない。）。 
o 患者がテクノロジーを使うことに深刻な不安を抱いている場合。 
o 入手可能な情報から、患者が身体診察を必要としている場合、または現在のところ対面でしか評価できな

い認知障害（視空間障害など）があることが明らかな場合。 
- サービスはまた、診断に適した時期が今なのか、それとも対面診察による評価が可能になる時期を待った

ほうがいいのかを検討すべきである。今診断を受けることで、患者とその家族にとって意味のある変化が生

まれ、診断後のサポートを受けることができるのだろうか？  
- 患者が遠隔でアセスメントを受けることができず、アセスメントと診断の利点が対面での面談のリスクを上

回る場合は、地域の方針、手順、および PPE などの感染予防対策に従うべきである。 
- 電話での事前アセスメントの話し合いが有効なこともあろう。 
- 患者に家族や友人の診察への同伴を希望するかどうかを尋ねる。 
- かかりつけ医、他の専門家、情報提供者からも含めて、できるだけ多くの付随情報を得る（電話やビデオ相

談で提供できる IQCODE（訳註：Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly)などの有

効なツールを使用することもできる）。 
 
 
認知評価を遠隔で完了させるための実践的なガイダンスは以下の通りである。 
- 会議の準備、会議中の活動、および会議後の活動について、表 B に記載されているすべての一般的なア

ドバイスを考慮する。 
- 視覚刺激を伴う認知評価の場合は、少なくとも標準的な iPad（9 インチ）と同じ大きさのデバイスを使用す

る。 
- 縦置きよりも横置きの方が、対面での体験をより詳細に感じられるため、横置きを推奨する。 
- 診察を 始める前に視力と聴力を確認し、患者が快適に話ができることを確認する。 
- 声の合図は 小限にとどめる。ゆっくりとしたうなずきや微笑みがベターである。 
- アイコンタクトや表情を通して、興味や注意を示す。 
- 中断する必要がある場合は、手を挙げるなどの視覚的な合図をしてみる。 
- 急なジェスチャーや体の動きは気が散ることがある。ゆっくりとした動きを心がけること。 
- 視覚空間の失認や幻視がある人は、ビデオ会議が特に難しいと感じるかもしれない。 
 
電話による認知機能検査 
 
- MoCA（モントリオール認知評価）。MoCA のブラインド版（訳註：視覚障害者に使える版）は電話での提供

が可能で、脳卒中/一過性脳虚血発作(TIA)後の軽度認知障害(MCI)診断に有効であることが確認されてい

ます。対面式 MoCA と比較して、視覚空間課題や複雑な言語課題の評価には限界がある。 

www.yhscn.nhs.uk/media/PDFs/
mhdn/Dementia/Covid%2019/MA
S/2020%2005%2027%20MSA%
20-%20A%20New%20Way%20o
f%20Working%20-%20Remote%
20Memory%20Clinics%20FINAL.
pdf 
 
 
 
 
 
https://canadiangeriatrics.ca/wp-
content/uploads/2020/05/Virtual-
Approaches-to-Cognitive-
Screening-During-
Pandemics_FINAL.pdf 
 
 



- TICS（The Telephone Interview for Cognitive Status）およびその修正版である TICSM（Mini Mental 
State Examination (MMSE)と相関する）は、MCI および認知症の電話ベースのスクリーニングツールとして

広く翻訳され、有効性が確認されたスクリーニング検査である。TICS は 10-15 分で完了する。時間/場所見

当識、注意力、短期記憶、文章の復唱、即時想起、言語的記述の呼名、単語の反対語、そして言語指示を

評価する。28 点以下のスコアは、脳卒中後の認知症の診断に対する感度と特異性が高い。民族的に多様

な高齢者の認知症において高い診断妥当性がある。一部の設問は国別に調整する必要があるかもしれな

い。 
- TYM (Tele-Test Your Memory, http://www.tymtest.com/)1 枚のカードの両面にある 10 のタスクを行う。

標準的な認知テストのスコアと相関している。所要時間は約 5 分で、患者は親族や医療専門家の監督の下

で行うことができる。また、ビデオコンサルテーションでも実施可能である。.  
- 認知検査の個々の構成要素は、電話を介して完了することもできる。この方法では、有効なテストスコアは

得られないが、臨床的な意思決定を支援するための認知機能障害を把握できる。時間、場所、人に対する

見当識、算数能力、言語記憶、 近のニュースの知識、単一の単語や文の繰り返し、単語の定義、流暢さ、

前頭葉機能検査（認知推定やことわざの解釈など）はすべて電話で評価することができ、自発的な発話や発

話性失調や構音障害などの運動性失語の要素も評価することができる。 
 

- これらのツールの多くは著作権上の制限がある（詳細については 
https://www.parinc.com/products/pkey/445 を参照）。 
- NICE は、エビデンスに基づいた検査を概説している（https://www.nice.org.uk/guidance/ng97、50-52 ペ

ージ）。 
- プライマリケアでは、認知障害を検出するための簡単な検査を電話で行うことができる。例えば、GP Cog
（http://gpcog.com.au/）（時計描画テストは省略）や 6 項目認知障害テスト（6CIT）

（https://patient.info/doctor/six-item-cognitive-impairment-test-6cit）などがある。 
- 詳細は以下のレビューを参照：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933813/ 
 
ビデオ診察における認知機能検査 
  

- MoCA：テレビ会議(https://www.mocatest.org/remote-moca-testing/)での完全版の施行が可能

である。患者に白い紙、鉛筆、消しゴムを用意してもらう。視覚的検査のパートについては、可能で

あれば以下のように画面共有機能を使用する。 
o 彼らに手本を見せ、こう言う：「私が見せているパターンを考慮して、矢印が次にどこに行くべきか教えてく

ださい」。 
o 立方体を見せて、「この図形をそのまま書いてください」と言う 
o "時計を描いて、すべての数字を入れて、11 時 10 分の針を書いてください。" 
o "これらの動物の名前を教えてください" 



o 見当識 "カメラをまっすぐに見て、今日の日付、曜日、月、年を教えてください」（画面右下に日付が表示さ

れているところを見られないようにするため）、「どこのクリニック/診療科から私はご連絡差し上げています

か」、「当クリニック/診療科はどこの市/町にありますか」。 
 
- アデンブルックの認知検査 III (ACE III): ビデオを介して施行できる。患者は紙数枚、鉛筆、消しゴムを用意

する必要がある。カメラでペンと紙を配置する作業をしている患者を見ることができるようにする。可能であれ

ば、写真、単語の点、崩れた文字を PDF または PowerPoint 形式でコンピュータに保存し、カメラに紙をか

ざすのではなく、画面を共有して提示する。 
- 臨床医は、従来の方法での施行に非常に慣れていても、遠隔診療で実施する前にこれらの評価について

十分な練習を積む必要があります。 
- 対面検査と同様に、これらの検査はいずれも診断的なものではない。これらの検査は認知機能を測定する

ものであり、感覚障害、教育レベル、文化や言語による誤差などの影響を受けやすい。 
- これらのテストの中には、教育歴の短い人には適切ではないものもあり、BAME（訳註：黒人、アジア人、少

数民族の頭文字をとった略称）の人々や英語が第二言語である人への使用については検証されていない場

合があります。 
 

1c.  
 
遠隔精神医療

を用いた神経

心理学的検査

についてのガイ

ダンスはある

か？ 

神経心理学的アセスメント 
  
- 高齢の患者には受け入れられにくいかもしれないが、しかしバーチャル神経心理学を提供し、試すべきで

ある。 
- 検査をどれにするかは、患者が使うことができ、認知機能へのさらなる負担をかけない技術、という観点に

より左右される。 
- 検査によっては第三者の援助が必要な場合もある。 
- 電話による連絡は、スクリーニングの目的で用いる場合もあり、現在のリスクと脆弱性を評価するために推

奨されている。 
- 英国心理学会（BPS）神経心理学部門（DoN）は 近、神経心理学的評価の遠隔施行に関するガイダンス

を発表した（https://www.bps.org.uk/membermicrosites/division-neuropsychology）。 
- リスクとメリットを検討する。電話ではなくビデオ会議システムを利用することには大きな利点がある。検査

の遠隔施行に精通していること、患者が遠隔評価に参加することができ、意欲的であることを確認する。神

経心理学的検査の遠隔施行によって有効な結果が得られることを示す心強いエビデンスも存在する（例：the 
Repeatable Battery for Assessment of Neuropsychological Status、RBANS、

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718188/）。 
- 現在、正式な評価を行うことができない人のためには、患者と情報提供者との電話による包括的な神経心

理学的臨床面接を行うことは、評価プロセスを開始するのに妥当かもしれない。 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-
source/members/faculties/old-
age/guidance-on-remote-
working-for-memory-services-
during-covid-
19.pdf?sfvrsn=ef9b27a9_2 
 
 
 
www.yhscn.nhs.uk/media/PDFs/
mhdn/Dementia/Covid%2019/MA
S/2020%2005%2027%20MSA%
20-%20A%20New%20Way%20o
f%20Working%20-%20Remote%
20Memory%20Clinics%20FINAL.
pdf 
 



1d. 遠隔診療を

使いながら、認

知症の診断を

下し、議論する

にはどうしたら

良いのだろう

か？ 

 
 遠隔で認知症診断を下すこと 
 
 
- 診断を確定するのに十分な臨床情報が得られたと判断した場合、同意が得られているならば、患者さんと

その近親者（必要に応じて）に診断を伝えるべきである。 
- 電話で診断を伝える際には、お互いが見えないので、患者さんのボディランゲージを見ることができないこ

とを患者さんに説明することが重要である。 
- 通常は顔を合わせて伝えられることが多いであろう、苦痛な情報について伝達を行う必要があるかもしれ

ないことを説明する。 
- 患者や介護者に対して、治療者が彼らを見ることができず患者の反応が見えないことから、情報を伝える

間に少し話を止めて、続けてもよいかどうかを尋ねることを伝える。 
- 王立看護協会では、難しい状況だが勇気づける会話を遠隔で開始するためのガイダンスを提供している

（https://www.rcn.org.uk/-/media/royal-college-of-nursing/documents/publications/2020/april/009-
236.pdf?la=en）。 
 
 
  
  

 
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
efault-
source/members/faculties/old-
age/guidance-on-remote-
working-for-memory-services-
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19.pdf?sfvrsn=ef9b27a9_2 
 
www.yhscn.nhs.uk/media/PDFs/
mhdn/Dementia/Covid%2019/MA
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f%20Working%20-%20Remote%
20Memory%20Clinics%20FINAL.
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1e. 作業療法の

評価について

特にアドバイス

はありますか？ 

 
 作業療法士の考慮事項 
 
- 機能評価を遠隔で行うことは困難であるが、バーチャル技術を用いて観察することは可能である。これは移

動能力の評価、特に移乗の評価に有用であろう。 
- 介護者は、ライブストリームビデオで困難な状況について配信することもできる。 
- いくつかの日常生活動作の評価は、電話で行うことができる（例：ブリストル日常生活動作評価、ロートン機

器型日常生活動作評価）。 
- 可能であれば、電話/ビデオリンクを介して機器（家庭用機器および支援技術）を継続して注文し、検討す

る。 
- 作業療法士は、人々がある程度の自律性と自立性を保ちながら、日常生活を確立し、介護者が介護の役

割を創造的に行えるように支援することができる。 
- 作業療法士は、難しい行動を管理するためのサポートやアドバイスを提供することができる（例えば、キン

グストン標準化行動アセスメントは電話で実施できる）。また、社会的に孤立してしまっていても参加できる有

意義な活動についてのアイデアを提供することができる（可能なリソースについてはセクション 1g を参照）。 
 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/d
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source/members/faculties/old-
age/guidance-on-remote-
working-for-memory-services-
during-covid-
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1f. 介護施設に

おける遠隔メン

タルヘルス評価

について、何か

特別な考慮事

項はあるか？ 

介護施設における考慮事項、記銘力評価および診断 
 
 
- 介護施設にいる人は、認知症の進行例である可能性が高いので、介護スタッフや家族からの付随的な病

歴が診断の確立に役立つ。重度認知症の診断には、DiADeM（Diagnosing Advanced Dementia 
Mandate）ツール（https://www.alzheimers.org.uk/dementia-professionals/resources-gps/diadem-
diagnosing-advanced-dementia-mandate）を使用し、介護施設スタッフのサポートを受けながらテレビ会議

で診断し得る。 
- まさに今診断することの利点を考え、それが利用者の 善の利益になるかどうかを検討する；例えば、診断

を受けることで入居者のケアプランが更新され、介護施設のスタッフが利用者の世話をするのを支援するこ

とができるようになるだろうか？ 
- 可能であれば、認知症サービスや地域のメンタルヘルスチームは、目的を持って歩くことが可能な人が隔

離されてしまっている事や、認知症の行動・心理症状を持つ人への支援など、重要な課題について助言や指

導を行い、介護施設を支援すべきである（リソースについてはセクション 1g を参照のこと）。 
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1g.  
患者や介護者

に対して、ある

いは認知症を

抱えていたり自

己隔離を行なっ

ている高齢患

者を支援する多

職種チームに

対して、どのよ

うな C O VID−
１９下でのリソ

ースについて推

奨できるだろう

か。 

1 COVID-19 に特化した、患者と介護者へのガイダンス 
: 
イギリス特有リソース 
 

• https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/faculties/old-
age/dementia_leaflet_coronavirus-(1).pdf?sfvrsn=8d3bf150_4 

• https://www.ageuk.org.uk/scotland/information-advice/health-and-wellbeing/coronavirus/your-
wellbeing/ 

• https://www.alzheimers.org.uk/get-support/coronavirus/dementia-risk#content-start 
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/coronavirus/about-coronavirus 

• https://www.dementiauk.org/dementia-uk-coronavirus-advice/ 
• https://www.dementiauk.org/get-support/coronavirus-covid-19/ 
• https://www.leedsth.nhs.uk/assets/e7843f5988/Dementia-Carer-Pack-A4-Flyers-230420-

4.pdf  
• https://www.thehelphub.co.uk/ 
• NHS Volunteers Service  - can also provide a telephone ‘check in and chat’. 
• https://www.giveusashout.org/ 

 

 



 
一般的なリソース 

• https://www.dementiability.com/resources/6-COVID-Book-stay-at-home-UK.pdf 
• https://www.dementiability.com/resources/5-COVID-A-Book-for-Dementia-on-the-Global-

Pandemic-of-2020.pdf, (with Canadian and Australian versions at 
https://www.dementiability.com/COVID-19-Resources)  

• https://www.alzheimer-europe.org/Living-with-dementia/COVID-19 
• https://www.alz.org/help-support/caregiving/coronavirus-(covid-19)-tips-for-dementia-care 

 
2 スタッフ向け（多職種チーム） 

 
• http://www.yhscn.nhs.uk/media/PDFs/mhdn/Dementia/Covid%2019/Supporting%20People%

20with%20Dementia%20During%20Covid%2019%20NHSCT%20final.pdf 
• http://www.yhscn.nhs.uk/media/PDFs/mhdn/Dementia/Covid%2019/2020.05.20-FINAL1.0-

Leeds-walking-with-purpose-guide.pdf 
• https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Member%20Networks/Faculties/Older%20

People/Supporting%20older%20people%20and%20people%20living%20with%20dementia%
20during%20self-isolation.pdf 

• https://www.bgs.org.uk/resources/covid-19-dementia-and-cognitive-impairment 
• https://raredementiasupport.org/wp-content/uploads/2020/04/Living-with-dementia-and-

COVID-19-an-emergency-kit.pdf 
• https://freedementiatraining.files.wordpress.com/2020/03/useful-resources-if-you-are-

supporting-someone-living-with-dementia-or-their-family.pdf 
• https://healthinnovationnetwork.com/wp-content/uploads/2020/04/Maintaining-Activities-for-

Older-Adults-during-COVID19.pdf 
• https://www.youtube.com/watch?v=blJjUwBhVpk&feature=youtu.be 

 
 

 

 

 



B: 入院病棟（臨床医のためのガイダンス）;COVID-19パンデミック時の終末期ケアの在り方。 
(このアドバイスは医療関係者のためのものであることに注意してください。一般の読者にとっては苦痛を与えうる状況や手順を説明しています） 
 
検索した情報源: Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), The National Association of Intensive 
Care and Low Secure Units (NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Royal College of Physicians, 
Healthcare Improvement Scotland, Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), US 
Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), 
UNICEF, WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), 
Canadian Psychiatric Association, Australian Government Department of Health, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, National 
Hospice and Palliative Care Organisation, USA, Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, Hospice UK, Marie Curie, 
European Association for Palliative Care, Palliative Care Australia, Scottish Government. 
使用した情報源: Public Health England, RCPsych, Royal College of Nursing (RCN), The National Association of Intensive Care and Low Secure Units 
(NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Health Improvement Scotland, SLAM NHS Trust, WHO, 
Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, Scottish Government. 
This guidance should be read in association with the most up to date advice on PPE (personal protective equipment - 
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-personal-protective-equipment-ppe; see also this video for guide for mental health staff) and 
on reducing the risk of transmission in hospital settings (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-
control/reducing-the-risk-of-transmission-of-covid-19-in-the-hospital-setting). 
Please note there is increasing evidence of significant asymptomatic transmission of COVID-19 (see https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758 
and https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf for further details). Therefore, staff should 
assume that even asymptomatic patients are capable of transmitting COVID-19 and take appropriate precautions if COVID-19 testing is not immediately 
available. 
 
病棟で COVID-19 陽

性が疑われる／確認

された患者の終末期

ケアをどのように行う

のがベストか？ 

一般に、COVID-19 に苦しむ患者の身体症状の治療は、以下の対応を行います： 
• 対症療法  ― 例：点滴や酸素の投与 
• 標的治療 ― 例：肺炎を治療するための抗菌薬の投与 
• 臓器サポート ― 例：人工呼吸器サポート、腎代替療法など 

 
これらは、生命の維持と延長を目的としています。 COVID-19 患者のほとんどの人が生存し、回復する

ことを覚えておくことが重要です。 
 
また、患者が自ら「COVID-19 アドバンスケアプラン」（https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04/C0485-appendix-acp-template-110520.pdf ）を記入しておくことも

選択肢の一つです。これは、COVID-19 の症状が重症化した場合のケアの希望をまとめたものです（こ

れは通常のアドバンスケアプラン、治療拒否の事前決定（advance decision to refuse treatment：
ADRT）、もしくは「リビングウィル」に代わるものではないことに注意してください）。事前の治療を拒否す

https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04
/C0081-AMENDED-Speciality-
guide-Palliative-care-and-
coronavirus-v2-2020-04-22.pdf 
 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04
/C0485-appendix-acp-template-
110520.pdf 
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る決定は、個別に行う必要があります。ADRT や心肺蘇生を行あない選択（Do Not Attempt 
CardioPulmonary Resuscitation：DNACPR）の詳細については、こちらをご覧ください： 
https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/advance-decision-to-refuse-treatment/ ）) 
 
ただし、急性増悪や心停止の危険性がある場合は、（訳者注：予期せぬ心停止を防ぐために急変の前

兆を）早期に発見すべきです。心停止を防ぎ、（訳者注：感染に対して）無防備な心肺蘇生を避けるため

の適切な対応を行うべきです。生理機能トラックアンドトリガーシステム（NEWS2 など）を使用すること

で、急性疾患患者の早期発見が可能になります。 
 
「心肺蘇生を試みない」（DNACPR）および／または他の同様の判断が適切な患者も早期に特定すべ

きです。 
 
CPR が適切かつ必要と判断される場合は、COVID-19 状況下での蘇生手順について、特定のガイダン

ス（https://www.resus.org.uk/_resources/assets/attachment/full/0/36100.pdf ）に従ってくださ

い。 
 
COVID-19 の結果として死期を迎える人や、積極的または侵襲的な治療を望まない人にとっては、人生

の 期に質の高い、思いやりのある、緩和ケアに焦点を移すことも同様に重要です。 
 
以下の場合に専門的な緩和ケアへの紹介が適切かどうかを検討してください： 

• 患者がすでに専門緩和ケアを受けていることがわかっている。 
• 症状が臨床ガイドラインの治療に反応していない（患者の死期が迫っている場合を含む）。 
• 症状が複雑で専門家の助言が必要である。 
• 症状が悪化または予後が不確かな場合には、積極的な治療をしない決定がなされている。 
• 幼い子供や扶養家族の存在など、その他の複雑な事情がある。 

 
COVID-19 の も一般的な症状の管理は英国保健省公衆衛生庁（Public Health England;PHE）ガイ

ダンスに従って対応すべきである： 
• 呼吸困難感 
• 咳嗽 
• 発熱 
• せん妄 

 

 
 
 
 
https://www.resus.org.uk/media/s
tatements/resuscitation-council-
uk-statements-on-covid-19-
coronavirus-cpr-and-
resuscitation/covid-healthcare/ 
 
 
 
 
https://www.resus.org.uk/_resour
ces/assets/attachment/full/0/3610
0.pdf 
 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04
/C0081-AMENDED-Speciality-
guide-Palliative-care-and-
coronavirus-v2-2020-04-22.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04
/C0081-AMENDED-Speciality-
guide-Palliative-care-and-
coronavirus-v2-2020-04-22.pdf 
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痛みを含む他の症状の対応は、個別のガイドラインや方針に沿って行う。 
 
症状管理のための薬物療法の中には、精神科病棟では不可能であるか管理が困難なものがある（例え

ば、シリンジポンプを使った持続皮下注射および輸液など）。代替の投与経路や投薬計画を検討すべき

である（オックスフォード大学病院 NHS 財団トラストのガイダンスが参考になる： 
https://clinox.info/Commissioning/Prescribing/COVID/Community%20EOLC%20Symptom%20Ma
nagement%20During%20COVID%2019%20Final.pdf?UID=9231343482020422111441 ）。 
以下の要約は、Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland（2020/03/22、

19-20 ページ）からの引用である。 
 
脚注 1 に WHO ガイダンス（2020/03/24）からの情報を記載する。 
 
要約： 
全体の要点： 

• 感染管理手順を常に維持し、他の患者、訪問者、スタッフの安全に 大限の配慮と注意を払う

必要がある。 
• 死別室、霊安室、検死官事務所に連絡して、追加のサポートとガイダンスを受けることができ

る。 
• 明確かつ完全な文書化が必要である。 
• 同僚や故人の家族や重要なつながりのある人々に対して、オープンに正直で明確なコミュニケ

ーションを行う。 
• 故人とその家族や重要なつながりのある人々の感情的・精神的・宗教的なニーズを考慮する。 
• SWAN モデルに基づくケアを検討する。 (https://www.pat.nhs.uk/patients-and-

visitors/swan-model-of-care.htm ) 

 
死を迎える前に 

• 積極的治療に関する決定は、ケースバイケースで行うべきである。 
•  関連する倫理的な考慮事項（例えば https://www.bma.org.uk/news/2016/january/end-of-

life-essentials-a-question-of-ethics ）および患者と家族の好みや希望を考慮に入れる。 
• 適切な症状管理と投薬を検討する

（https://elearning.rcgp.org.uk/mod/page/view.php?id=10389 を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04
/C0081-AMENDED-Speciality-
guide-Palliative-care-and-
coronavirus-v2-2020-04-22.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
(https://apmonline.org/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-
19-and-Palliative-End-of-Life-
and-Bereavement-Care-20-April-
2020-2.pdf ) 
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• 死が差し迫っており、家族が愛する人と一緒にいたいと希望する場合は、個人用防護具を着用

すべきであることをスタッフが伝える必要がある。 

 
看取りの際に 

• 家族や近親者に知らせ、サポートする。 
• 適切な訓練を受けた専門家が個人防護具を着用し、感染対策を維持した上で、死亡確認プロ

セスを完了すべきである。 
• しかるべき医師が死亡診断書を速やかに提出する。 

o COVID-19 は、死亡診断書を記載する際に、直接または基礎となる死因として認めら

れる。 
o COVID-19 は、2009 年の検視官法に基づき検視官に死亡を照会する理由にはならな

い。 
o COVID-19 は、2010 年健康保護（届出）規則の下で届出義務のある疾患ではありま

すが、その事自体が検視官への照会が必要であることを意味しない。 
• 故人が火葬される場合、COVID-19 感染の危険性があるため、医師は物理的に故人に会うこ

とができない。  
• 近親者または情報提供者の可能性がある者が自己隔離手続きを行っている場合は、患者と接

触していない別の情報提供者が死亡診断書を回収し、登録のための情報を提供するために立

ち会うように手配をする必要がある。 
• 何らかの理由で王室検視官への紹介が必要な場合は、できるだけ早く王室検視官事務所に電

話で相談し、死後ケアポリシーのガイドラインに沿って、このガイダンスに従う必要がある。 
• 思い出の品／形見（髪の毛、手形など）は、死後ケアの際に提供し、持ち帰るべきです。これら

は後日提供したり、引き取ったりすることはできない。死後のケアにおける形見は、病棟で提供

することができる。これらは密閉された袋に入れ、親族は 7 日間以上は袋に入れたままにし、

その間は開封してはいけない。 
• 故人の身体的ケアを行う際には、個人防護具を着用する必要がある。 
• 故人を病院の台車に乗せて霊安室に搬送する際に、肺から少量の空気が排出される場合があ

り、軽微ながらも感染のリスクがある。故人を移動させる際には遺体収納袋を使用し、対応者

はこの時点で個人防護具を使用しなければならない。 
• 控室を出る直前に遺体収納袋の外表面を消毒する必要があります。これには、少なくとも 2 人

の個人防護具着用者がいる必要があるかもしれない。 
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• 病棟の登録看護師は、死亡届フォームに COVID-19 の詳細を含んでもれなく記入し、記入用

紙と一緒に遺体収納袋のポケットに入れ、ジッパーのループに患者の基本情報が記載された

ID バンドを入れ、例えば塩素系消毒剤で遺体収納袋の外表面を拭き取り、霊安室に移動する

ために運搬係に連絡するべきである。 
• 故人の所有物は、ポリシーに従って、スタッフが個人防護具を使用して慎重に取り扱い、宝石

類など安全に拭き取ることができるものは、例えば、塩素系消毒剤を使用して洗浄する必要が

る。  
• 衣類、毛布などは処分することが理想です。家族に返さなければならない場合は、二重袋に入

れてしっかりと縛り、家族に感染リスクを知らせるべきである。 
• 病院のリネンはカテゴリーB（感染のリスクのある）の洗濯物として扱う必要がある。 
• プロパティバッグ（小物入れ）は、適切に清掃および袋詰をして、引き続き使用する必要があ

る。 
• 他の活動的な全身性ウイルス感染症と同様に、臓器・組織提供者になる可能性は非常に低

い。 

 
脚注 1：WHO ガイダンスによる死亡後の対応に関する一般的な見解 (2020/03/24) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-
lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf 
 

• 現在までのところ、COVID-19 で死亡した人の遺体に接触して感染したという証拠はない。 
• COVID-19 による死者を急いで処分しようとすることは避けるべきである。 
• 関係当局は、家族の権利、死因究明の必要性、感染の危険性のバランスをとりながら、ケースバイケースでそれぞれの状況に対応すべきである。 
• 遺体と接触する職員（医療スタッフ、霊安室スタッフ、埋葬チーム）が、遺体と接触する前後の手指衛生や環境を含む標準的な予防措置を確実に適用し、遺体

との接触のレベルに応じて適切な個人防護具を使用するようにすべきである。 
• 体液や分泌物が飛び散る危険性がある場合、スタッフはフェイスシールドやゴーグル、医療用マスクなどの顔面保護具を使用する必要があります。 
• 開口部から体液が漏れ出ていないかを確認すべきである。 
• 遺体の移動と取り扱いは 小限にとどめる。 
• 遺体を布で包み、できるだけ早く霊安室に移す。 
• 霊安室に移す前に遺体を消毒する必要はない。 
• 遺体収納袋は必ずしも必要ないが、他の理由（体液が過剰に漏れた場合など）で使用する場合もある。 
• 特別な搬送機器や車両は必要ない。 



A:入院病棟; COVID-19蔓延期において、精神科病棟でいかに COVID-19のリスクを最小化するか 
 
検索した情報源: Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), The National Association of 
Intensive Care and Low Secure Units (NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Royal College of 
Physicians, Healthcare Improvement Scotland, Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust, CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention), US Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency 
Standing Committee), UNICEF, WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health 
Canada (Government department), Canadian Psychiatric Association, Australian Government Department of Health, Royal Australian and New 
Zealand College of Psychiatrists, National Hospice and Palliative Care Organisation, USA, Association for Palliative Medicine of Great 
Britain and Ireland, Hospice UK, Marie Curie, European Association for Palliative Care, Palliative Care Australia, Scottish 
Government. 
使用した情報源: Public Health England, RCPsych, Royal College of Nursing (RCN), The National Association of Intensive Care and Low Secure 
Units (NAPICU), NICE, RCPsych with British Geriatric Society and European Delirium Association, Health Improvement Scotland, SLAM NHS Trust, 
WHO, Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, Scottish Government. 
This guidance should be read in association with the most up to date advice on PPE (personal protective equipment - 
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-personal-protective-equipment-ppe; see also this video for guide for mental health 
staff) and on reducing the risk of transmission in hospital settings (https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-
prevention-and-control/reducing-the-risk-of-transmission-of-covid-19-in-the-hospital-setting). 
Please note there is increasing evidence of significant asymptomatic transmission of COVID-19 (see 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758 and https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-
73-covid-19.pdf for further details). Therefore, staff should assume that even asymptomatic patients are capable of transmitting COVID-19 and take 
appropriate precautions if COVID-19 testing is not immediately available. 
 
クリニカルクエスチョン ガイダンス 著者 

詳細についてはウェブリンクを参

照 
病棟で起こりうる

COVID-19 感染をど

のように管理するか? 

最も一般的な症状は発熱と持続的な乾性咳嗽である。2020 年 5 月 18 日から、 
• 英国保健省公衆衛生庁（Public Health England;PHE）は、「通常の味覚または嗅覚(アノスミア)

の消失または変化」をそれ単独もしくは他の症状と組み合わせ、症状として含めている。 
• ほとんどの人は軽度から中等度の症状であり、一般的な医療環境での管理を必要とする症状を

有する人は少数である。 
• 病棟での感染管理は、感染拡大防止や感染症の管理のために、より広いコミュニティで行われて

いる手順を反映する必要がある。 

 
 
https://www.rcn.org.uk/clinical-
topics/mental-health/covid-19-
guidance-on-mental-healthcare-
delivery 
 
https://www.gov.uk/government/
publications/wuhan-novel-



• 病棟では病棟全体でソーシャルディスタンスの原則を行使する必要がある。これは、接触を最小

限にすること、2 メートルの対人距離を保つことである。 

(感染リスクが再評価されると、推奨される対人距離が変化しうることに留意が必要である。最新

の見解を得るために、各地域や国での方針を参照していただきたい。   
例）https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-
prevention-and-control/reducing-the-risk-of-transmission-of-covid-19-in-the-hospital-setting)
。 

• 個人間の接触を制限する必要性は、患者とスタッフに明確に伝えるべきである。 
 
NHS イングランド(2020 年 4 月 27 日)のガイダンスに従い、全ての入院で COVID-19 のスクリーニ

ングが行われるべきである。これには、検体採取の徹底と症候性患者の隔離が含まれる。隔離の要

件は、症状のある患者と COVID-19 陽性確定患者に限られる。検体検査の結果を待っている無症候

性の患者は、結果が得られるまで自主隔離し、ソーシャルディスタンスのガイダンスに従うことが勧め

られる。(より詳細な情報：https://napicu.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/NAPICU-
Guidance_rev4_11_May.pdf)。 
 

coronavirus-initial-investigation-
of-possible-cases/investigation-
and-initial-clinical-management-
of-possible-cases-of-wuhan-
novel-coronavirus-wn-cov-
infection#preparing-for-an-
assessment 
 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about
-us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
(入院管理、病棟での感染をどうす

るか？) 
 
疑い例への評価や診断に対して 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/secondary-
care/assessment-diagnosis/ 
 

疑い例/確定例をどの

ように隔離するか? 
• 一般的な助言 

• 精神科病棟を完全な隔離ユニットに変えることは不可能だが、病棟で軽症患者を隔離するために

適切な措置を講じる必要がある。 
• 症状が 7 日経っても改善しない場合や患者の症状が悪化した場合は、その病棟での安全性の見

直しが必要になる。 
• 各地域で、一般科への転院を含む重症例の管理に関する地域協定を策定する必要がある。その

場合、チームは一般科の医療スタッフへサポートとアドバイスを提供し、状態が改善した場合は病

棟に戻すことを視野に入れて患者の病状をモニターし続ける必要がある。 

 

RCPsych and RCN 
 
https://www.rcn.org.uk/clinical-
topics/mental-health/covid-19-
guidance-on-mental-healthcare-
delivery 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about
-us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-



• 全ての入院患者に対して 
• 専用設備を備えた個室を用意できる病棟では、患者が可能な限り部屋にとどまることを奨励すべ

きである。これは病棟の通常の運営に反しており、スタッフと患者はこれに適応する方法を工夫す

ることが奨励される。携帯電話と同様に、患者が部屋で食事や、電話、テレビの視聴をできるよう

にするなど、ルールや制限を緩和する必要がある。 
• トイレやシャワー設備のない個室がある病棟では、積極的に個人衛生管理を計画する必要があ

る。ポータブルトイレや計画的な入浴やシャワーの使用を必要とするかもしれず、監督下での機器

の定期的な清掃が検討される必要がある。このような計画はすべて患者に明確に伝えるべきであ

る。 
• 大部屋がある病棟では、大部屋での感染制御の管理のため、具体的な計画を立てる必要がある

。大部屋の患者に症状が現れた場合は、個別対応エリアに移動する必要がある。地域サービス

は、この不測の事態に対する暫定的な計画を確認する必要がある。 

•  
• 患者に COVID-19 の症状がみられた場合 

• 患者は地域の感染制御ガイダンスの下、個室で管理する必要がある。何らかの理由でこれが不

可能な場合は、直ちに上級管理職に報告し、緊急事態として扱う必要がある。 
• 患者に症状が出現し、病棟に隔離された場合は、家族や介護者にできる限り早く知らせる必要が

ある。症状が出現する 7 日前までに患者を訪問した人もその事実を知らされ、現在の国のガイダ

ンスに従った自主隔離が助言されるべきである。 

 
サービス提供者へのガイダンス 
•自己隔離に関する英国保健省公衆衛生庁（PHE）のガイダンスに従うために、COVID-19 の患者は

、一人部屋の宿泊施設と専用のトイレ・お風呂へのアクセスを必要とする。このためには、設備への

柔軟なアプローチと所有施設の配置換えが必要である。こういったことは独立セクターを含むプロバイ

ダーのグループをまたがって、プロバイダーの共同作業や地域の地理的な拠点の中で行われる可能

性がある。 
 
• サービス提供者は、次の点を考慮する必要がある。 

COVID-19 患者のため、追加の個室を、独立したセクターと提携してどのように提供できる

か(より高い割合で個室を提供する可能性がある)。 

clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
(入院管理、病棟での感染をどうす
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一方で、自発的に隔離を希望する患者のために、安全で利用可能な場所の収容能力を再検

討することが可能であるかどうか。 

• そのため、サービス提供者は以下の問題を想定している。 
現在の入院病床を分析し、記録する 
重要なギャップ、リスク、圧迫を特定する 
地域の他の入院サービス提供者と提携して、起こり得る状況に一致する多くの危機管理計

画を策定する。 
この段階で、以前に廃止予定であったベッド(例えば、サービス提供者の協力的アプローチに

よる再配置と回帰の一環として)を保持できるかどうか、または活用されていない病棟を再利

用する機会があるかどうかを検討する。 
 

§ (パンデミックの間、より緊急の臨床的必要性を持つサービスのために、臨床研究分野を含

む臨床分野を作り変えることが検討される。例)NIHR によって、NIHR オックスフォード認知

健康臨床研究施設 が推奨するとおりに作り変えられた。） 

面会/面会者にどのよ

うに対処するか? 
NHS イングランド（2020 年 6 月 5 日）(https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/C0524-visiting-healthcare-inpatient-settings-5-June-
2020.pdf)では、以前のガイダンスの下で行われた面会の全国的な中止は解除された。これは現在、

信託やその他の国民保険サービスによる現地の裁量に従っているため、地域のガイダンスをもとに

協議していただきたい。 
 
面会をサポートするための実際的な考慮事項(例: 面会者数、個人用防護具、オンライン面会) は 
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0524-visiting-
healthcare-inpatient-settings-5-June-2020.pdf で入手できる。 

NHS England visitor guidance:  
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/publication/visitor-
guidance/ 
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(入院で、面会/面会者にどのように

対処すべきか？) 
 

病棟のコミュニティ感

覚をどのように保つか

？ 

一般的な助言 
• 現時点では「いつも通りの業務」は期待できない。各病棟は、主な優先事項として身体の安

全性と感染制御に焦点を当てる方法を見つける必要がある。これを管理する鍵は、病棟の

結束、コミュニケーション、地域社会の中のコミュニティとしての適応である。 

 
活動に関する助言 

• 人々が密集する全ての活動は、完全に中止するか、国のガイダンスを満たすように調整する

必要がある。病棟の集団、病棟巡回、食事時間、面会時間は、できるだけ接触を少なくでき

るように見直されるべきである。このルーチンの多くは、病棟で近い将来へ延期されるべきで

ある。 
• しかし、全ての病棟活動を中止することは逆効果になる可能性がある。諸々の制限を受ける

と、患者は退屈して動揺し、拘束やその他の行動制限を必要とすることがある。 

• 病棟は、時間を短縮し、不必要な参加を減らし、個人のスペースを増やすように、共同活動を

適応させることを検討すべきである。 マインドフルネス、リラクゼーショングループ、ダンスや

エクササイズ、カラオケ、1:1 ミーティングなどの活動は全て、推奨される 2 メートルの距離を

維持しながら行うことができる。このような活動は、スタッフと患者の士気を保ち、病棟の結束

を高める上で利益をもたらすだろう。 
• 各病棟のコミュニティでは、掲示板、書面によるコミュニケーション、小規模なグループまたは

個々の会議、さらには病棟内のテキストおよびデジタルメッセージを通じて、スタッフと患者の

コミュニケーションが可能な限り良好であるよう取り組むべきである。前述のように、個人的な

接触が回避され、十分な距離が維持されていれば、会議を行うことができる。最新の政府や

国のガイダンスは全てのスタッフと患者が簡単に利用できるようにするべきである。また、ガ

イダンスが更新される度に病棟全体に情報共有されるべきである。スタッフは、国の通知に
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基づくルールについて明確に理解するべきであり、全てのスタッフと患者はそれに従わなけ

ればならない。スタッフは常にこういった通知のモデ模範になる必要がある。 
• 患者は病棟の主体的な存在であり、、活動および病棟ルーチンの再構築にできる限り力を

貸すよう一員に含まれるべきである。。多くの患者は、どんな情報が必要かや意思決定に参

加するために何が必要であるかについて助言することができ、また、助言するべきである。 
• 現在の状況では、高いレベルの不安が予想される。優れたメンタルヘルスケアスタッフは、自

分自身と他者への両方の、不安への対処に非常に熟練している。自分の能力に自信を持ち

続け、相互支援とチームの結束の原則をケアの土台として持ち続けることが重要である。 
 

どのように日常のケア

を提供するか？ 
 

作業療法、心理療法、薬物療法のような専門的サービスの提供は、現在の状況においては,身体的

健康の維持に比べると優先度は低い。 
 
しかし、病棟の性質上、患者はこれまでと変わらず基本的な精神保健的支援を必要とするだろう。 

l ケアの基本原則は、患者ごとのニーズに合わせて最低限の支援を提供する、というもので

あるべきである。 
l つまりこれは、多くの患者の場合、一般人と同程度の情報を提供され、与えられた助言に

従いながら支援を受ける、ということを意味する。これまでに多く議論されてきたこととして、

コミュニケーションとネットワークへのアクセスによって精神的健康の悪化を緩和できる、と

いうことがある。患者を現在社会の中で経験する不安から守るのではなく、そうした状況へ

の計画や対処に患者を含めることに尽力する。  
l 精神保健的支援を受けている患者は、再評価を受ける必要がある。繰り返しになるが、病

棟は利用可能なリソースに応じて、電話あるいはビデオを通してケアミーティングの開催を

検討すべきである。精神保健的支援には、現在実施されているいかなる 1 対 1 の心理療

法も含まれている。 

• もし患者が COVID-19 の症状を示したら、身体的ケアが優先される。 
これによって、治療の延期や薬剤部の助言に基づく薬物治療の再評価が必要となるかもし

れない。患者が遠隔地にいる場合、可能な限り電話を通して治療を継続するべきである。  
• 個々の治療における全ての合併症にガイダンスを提供することは不可能だが、病棟のスタ

ッフは、問題が生じた際、より広い多職種チームにサポートされながら問題の対処にあたる
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べきである。各患者は、最低限の週 1 回の多職種チームのレビューを受けるべきである。

症状が出た場合は、治療に対して 1 日 1 回のレビューを受けるべきである。  

現状では、スタッフや見舞者は患者に同伴して喫煙や「気分転換」をすることはできない。こうしたこと

には、患者に対する丁寧な周知が必要であり、ポスターなど書面でも周知するべきである。COVID-
19 は肺に悪影響を及ぼすため、喫煙患者は現在の優先事項として禁煙を推奨される。 

病棟からの外出はど

のようにするのか? 
一般的助言: 

• 現時点での最新の政府の助言と個々の患者のリカバリーに対するリスクとベネフィットの分

析に基づいて外出を決定する必要がある 。 
• 患者の病棟外への外出の際には、同伴であれ単独であれ、患者の COVID-19 への暴露に

ついてのリスク評価が追加で必要である。  
• 可能であれば病棟からの外出は継続すべきである。もし可能でないならば、再検討プロセス

も含めて患者に分かりやすく伝えるべきである。 

法セクション 17 による外出: 
• 法セクション 17 による同伴ありの外出の調整は、病院の立地とその地域のリスク評価に左

右される。同伴ありの外出は個別的に対応し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う。

例えば、スタッフは一度に 1 人の患者のみとの同伴に限定し、2 メートルの距離をあけるよう

助言されている。一部の病院で全ての外出を 30 分間かつ周辺の地域のみに限定し、患者

が気晴らし程度の外出をすることは可能だが人との接触の機会を制限することもありうる。 

 
• 国のガイダンスに合わせて、各医療機関は地域倫理委員会を設置し、外出制限を含め

COVID-19 感染リスクに対処するための制限的な介入を考慮できるようにすべきである。 
 

• 外出は、国の通知に合わせてリスクとベネフィットのバランスを取り、精神科病棟運営本来の

問題も 考慮して実施する必要がある。 
• 法セクション 17 による外出を含め、屋外に出ることは、政府が日ごとに変更しながら発表しう

る国のガイダンスに合わせるべきである。  
• 同伴・単独外出から帰棟する際の期待される手続きとして、例えば感染スクリーニングや衛

生対応に関しては十分に説明し実行 すべきである。 
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• 法セクション 17 による外出（同伴であれ非同伴であれ）の際には、ソーシャルディスタンス、

訪問に推奨される場所、推奨されない場所（混雑するエリアは回避）を明確に特定する必要

がある。  
• コーヒーショップや食堂施設が備わった地方総合病院ではいくつかのサービスが提供されて

おり、普段、精神科入院患者の集いの場となっている。パンデミックの期間は、こうした場所

は避けるべきである。 
• 疑問がある場合は、地域の倫理委員会に照会すべきである。 

(page 4) 
 
 
 

COVID-19 陽性の可

能性があり混乱した患

者への特記事項は？ 
 

一般的事項:  
• 多くの患者やスタッフは、COVID-19 を恐れている可能性がある。そのような不安は非常に

伝播しやすくもある。注意喚起は、現在すでに困難となっている状況を悪化させないように行

うべきである。 
• 武漢やイギリスの病院の経験から、精神科病棟の患者の多くは病棟外のコミュニティで起こ

っていることから比較的断絶される可能性があることが示唆されている。  
• このため、さらなる問題を生じさせるような恐怖や不満が起こらないよう協力・従事しながら、

スタッフは状況の深刻さを伝えるよう努力する必要がある。  
• 入院時、あるいは理想的には入院前に、患者あるいは同居人が COVID-19 への感染、発

熱、最近のまたは持続的な咳嗽がみとめられるかどうかを問診するべきである。患者は検温

を受けるべきである。 
• 患者は、COVID-19 感染リスクに関する議論や情報共有をするべきである。感染リスクがみ

とめられた患者は隔離される可能性があることを説明するべきである。  
• これらの議論に関する患者の意思決定能力評価をきちんと実施し、患者カルテに記載する

べきである。 
• 地域での、感染リスクを示す患者の療養場所を同定し、それに関して患者と議論をするべき

である。隔離手続きに関する簡単な患者への説明は、可能な範囲内で、手続きが必要な場

合に協力を得たり、抗議を最小限に抑えることを目的とする。これは、事前指示書を作成する

際の手続きと類似している。  
• 準備すべき個人防護具の想定必要数をはじめ主要な問題を伝える情報提供リーフレットも含

まれる。  
• 他の感染制御対策も含まれる。例えば、国や地方の感染制御プロトコルに合わせた食事・水

分摂取用の個人配布食器の提供など。 

NAPICU, Page 3 
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• 小ユニットごとの活動プログラムは混乱の最小化と感染制御の協力を得るのに有用である。  
• 感染制御対策は国または 地域ガイダンスと合致しているべきである。 
• ユニットから離れた施設区域への立ち入りは制限されてしまうので、ユニット単位の活動に提

供されるリソースは、他の優先事項と同等に扱われるべきである。 
• 物資、物品、器具の使用は、洗浄・消毒できるものや使い捨てのものに限定する。  
• 小グループごとの介入は、ソーシャルディスタンスの条件を満たす広さの場所で実施する。例

えば、屋外や、定期的に清掃されている十分大きな部屋など。 
• 個人隔離中の患者には、各人の力で達成可能なレベルであることを確かめながら、病室でで

きる活動セットを提供する。 

二次的介入: 
• 感染した場合に、自分自身や他人に、リスクがあると思われる患者を明確に識別する方法を

持つべきである。これは、可能な限り、症状についての堅牢なチェックリストと COVID-19 検

査に基づいて行われるべきである。 
• 患者が不必要にクラス分けされたり、有限なリソースが非効率に使用されたりすることを防ぐ

ための系統的アプローチをとる。  
• 毎日の発熱モニタリングや咳嗽の有無を確認するための訪室/見守りも含まれる。基準を満

たす場合、必ず COVID-19 テストをおこなう。  
• Public Health England で述べられているように、「ハイリスク」や易感染性の患者を同定す

る際、身体状態のモニタリングやマネジメントプランの指示のためにグレード分けを行うことを

推奨する。 
• 感染リスク（他者やハイリスクグループに対するリスク）が明らかとなった場合、患者に特異

的な精神行動病理を考慮した、特殊な治療介入プランを考案すべきである。  
• これには、レスポンスの階層も含まれる。（詳細はリンク参照）  
• 指令や協力に基本的に従うことの出来る患者は、地域手続きに合わせたエリア・区画で処遇

を受けられる。 
• 患者が持込可能な物品を評価することで、隔離されている患者に協力を促し、隔離生活をよ

りよいものにしたり混乱の可能性を減らす  
• 通常病棟ユニットによって管理されている対象物品や制限物品リストは再評価する必要があ

る。 
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• 隔離中に時間を過ごすために持ち込んだ物品は個人用とし、クリーニングが済むまで共用部

に持ち込んだりせず、感染制御マニュアルに基づいて破棄する。  
• 使用後破棄可能な物品は、感染制御についての通知に基づいて破棄する。 
• 隔離用の治療計画では、COVID-19 感染経過として判明している身体状態の悪化などに対

する対処も準備しておく。COVID-19 陽性/疑いの場合の身体的ケアに関する地域政策もフ

ォローするべきである。 

NICE ガイドラインに従い、まずは非薬物療法を優先することが重要だが、以下の場合は薬物療法が

必要である。 
 
急性期の混乱に対する薬物療法: 

• Trust, NICE or Joint BAP NAPICU など各種ガイドライン 
(https://doi.org/10.20299/jpi.2018.008) に従いながら、COVID-19 やその他感染症に特異

的な禁忌や副作用に配慮するべきである。患者の現在の身体状態が、選択において重要な

要因であることに留意すること。  
• COVID-19 陽性/疑いの患者に急性期の混乱をみとめた場合、呼吸器系の異常（呼吸数の

増加/減少）、循環器疾患や意識レベルの低下などのサインがないならば、十分注意した上で

薬物治療を行ってよい。COVID-19 による薬物療法への影響はまだ十分に分かっていない。  
• 患者の全身状態が急激に悪化する可能性を考慮し、短時間作用型の薬物を使用する。急性

期の混乱に対しては、不十分な量では再注射を要するので十分量を使用する。  
• 可能な場合は経口投与を優先し第一選択とすべきである。非経口投与は呼吸困難、起立性

低血圧、QT 延長症候群、錐体外路症状のような副作用を起こしやすい。  
• COVID-19 は、患者の呼吸機能に影響を与えると知られている。特にベンゾジアゼピンのよ

うな向精神薬は呼吸困難を引き起こす可能性がある。患者が急性期の呼吸不全に陥ってい

る場合、ベンゾジアゼピンを使用しない。  
• ロラゼパムは半減期が短く比較的好ましいベンゾジアゼピンである。オランザピンとベンゾジ

アゼピンの同時注射は血中濃度が高くなり心肺機能低下を引き起こす可能性があるので、

少なくとも 1 時間は間隔をあけて投与する。ベンゾジアゼピン投与時は、フルマゼニルをすぐ

に投与できるよう必ず準備する。  
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content/uploads/2020/06/NAPIC
U-Guidance_rev4_11_May.pdf 
 
 
 
 
 

 



• QT 延長症候群を含めた心血管疾患がある、または直近の心電図がない場合は、ハロペリド

ール筋肉注射とプロメタジン筋肉注射を同時に行わない。オランザピンまたはロラゼパム筋

肉注射を考慮する。  
• てんかんの既往がある熱発者は、薬物療法によっててんかん閾値が変化する可能性があ

る。何らかの疑いがある場合は、薬物治療に関し助言を求めるべきである。 
• あらゆる抗精神病薬は、悪性症候群（NMS）を引き起こす可能性がある。悪性症候群が起こ

った場合は、直ちに抗精神病薬や原因疾患につながる薬剤を中止し、症状のモニタリング・

治療と付随する重大な医学的問題の治療を行う。  
• 吸入ロキサピンは、急性期の呼吸器疾患や発症中の気道疾患がある、または気道疾患の

治療のために内服中の患者には禁忌である。したがって、吸入ロキサピンは避けるべきであ

る。  
• 特に呼吸数や意識レベルを含めた身体モニタリングは、経口あるいは非経口の急性期鎮静

薬の投与下で行われるべきである。 
 

薬物投与のための身体的な介入は慎重におこなわれる必要がある。様々な状況に応じた個人防護

具に対する国のガイドラインの詳細は、Public Health England (2020) に記載されている。 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/879107/T1_poster_Recommended_PPE_for_healthcare_workers_by_secondary_care_cli
nical_context.pdf 
 
指示に抵抗するおよび/または身体的介入を要する状況下で実行可能であると示されているアプロー

チ、防具とともに、チームメンバーへの助言は、下記に記載されている。https://napicu.org.uk/wp-
content/uploads/2020/06/NAPICU-Guidance_rev4_11_May.pdf, pages 13-17. 
 

考慮すべき法的・倫理

的事項は？ 
次の指針は、イングランドとウェールズに特有のものも含まれる。（必要に応じて、各国のガイダンスを

参照すること）。 
 

• 可能な限りどの場所においても最小限の制限的な選択肢に留めなければならず、感染のリ

スクを完全になくすことはできない。 
 

NAPICU, Page 6 
https://napicu.org.uk/wp-
content/uploads/2020/06/NAPIC
U-Guidance_rev4_11_May.pdf 
 
 
 
 



• ある程度のリスクは避けられない。各国で要請された倫理委員会は感染リスクと制限的介入

とのバランスをとる必要がある。 
 

• COVID-19 の感染リスクを制御するための制限的介入について検討できるようにするため、

各国の指針に従って、倫理委員会がそれぞれの地域で設置される必要がある。隔離につい

て疑問がある場合は、地域の倫理委員会に問い合わせること。 
 

• メンタルヘルス法 の運用指針（https://www.gov.uk/government/publications/code-of-
practice-mental-health-act-1983）の第 26 章は、制限的介入について規定している。 
 

• 可能な限りどの場所においても、運用指針を遵守するべきである。運用指針からの逸脱が許

されるのは、正当な理由がある場所においてのみである。 

 
 
メンタルヘルス法の運用指針 2015（MHA CoP 2015）の適用は、コロナウイルス法 The 
Coronavirus Act 2020（http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7 
/contents/enacted/data.htm）、の中でもその Schedule 21「Powers relating to potentially 
infectious persons」に照らしあわせて検討する必要がある。Schedule 8 は、メンタルヘルス法の一

時的な変更を取り扱っている。詳細については、 
https：//www.gov.uk/government/publications/coronavirus-bill-what-it-will-do/what-the-
coronavirus-bill-will-do）に記述されている。 
 
 
COVID-19 感染リスクを抑えるために、MHA CoP 2015 を逸脱することが正当化される可能性のあ

る領域については、右記（page7-8）および関連す法的通知（https://napicu.org.uk/wp-
content/uploads/2020/03/Advice-Note-revised-v2-c-1.pdf）に詳述されている。 
 
意思決定支援法（MCA）は、ある患者が特定の意思決定を行うための意思能力が欠けている場合に

使用される。 COVID-19 の例では、呼吸補助目的の酸素療法を行う必要性を理解していない等の場

合である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://napicu.org.uk/wp-
content/uploads/2020/06/NAPIC
U-Guidance_rev4_11_May.pdf 
page 7-8 
https://napicu.org.uk/wp-
content/uploads/2020/06/NAPIC
U-Guidance_rev4_11_May.pdf 
page 8-9 



スタッフは患者に代わって最善の決定を行うことができる。（意思決定を依頼できる保健福祉に関する

弁護士または法廷任命代理人に連絡がつかない場合に限る）。 
 
緊急事態において、正当な相反する事前決定を認識していない限りは、まず治療を行う。 
 
「自由の剥奪」に該当しない相応の制限または拘束は、意思決定支援法（MCA）の下で個人の保護

のために許可されているが、他者の保護のためには許可されていない（例えば、他者を保護するため

の隔離の必要性を患者が理解していない場合、公衆衛生法（2020 年コロナウイルス法など）が適用

され、患者の臨床記録に記載する。） 
 
 
 
 
英国保健省公衆衛生庁（PHE）は、COVID-19 流行時の意思決定支援法（MCA）の使用と自由保障

条項（DoLS）の剥奪に関する指針を発行した。 
（https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-
lack-mental-capacity?utm_source=a4a3d322-fbe7-424e-bc47-
ed85741782a8&utm_medium=email&utm_campaign=govuk -notifications＆utm_content = 
immediate） 
ともに発行された臨床家向けのフローチャートは下記である。 
（https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/888311/annex-a-decision-making-flowchart.pdf）。 
 
スコットランドについては、スコットランド政府から提供されている指針

（https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-adults-with-incapacity-guidance/）を参

照すること。 



エリア外への移動につ

いてどうするか？ 
•医療資源はパンデミックの影響を受ける可能性が高く、場合によっては、独立した施設を追加で使用

するなど、エリア外への移動が必要になることがある。 
 
•エリア内の全ての人の治療を継続すべきである。 ただし、患者の安全が最も重要であり、急激に体

調が悪化した人が入院治療を必要とする場合は、その人を帰し、まったく入院させないよりは、エリア

内でケアが可能になるまで、エリア外のベッド（独立部門を含む）に入院させるほうが安全である。 

https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/0
3/Managing-demand-and-
capacity-across-MH-LDA-
services_25-March-final.pdf
（Page 8） 
 

「感染者専用」病棟を

設定する必要がある

か？ 

 下記を検討する必要がある： 
• 特定の身体的リスクの高い患者への接触感染リスクを減らすために、入院施設を再構成し

て「感染者専用」病棟を作成することが可能かどうか。（その患者には、虚弱な高齢者、BMI
が 40 以上の患者、妊娠中の女性、摂食障害の患者、英国保健省公衆衛生庁（PHE）のガ

イダンスで身体的リスクが高い集団として概説されている身体併存症の患者が含まれるが、

これらに限定されない） 
• 「感染者専用」病棟への部外者立ち入り禁止など、監視の強化と感染制御のための対策を

講じること。 
• 病棟が患者の緊急度に応じて柔軟に対応できるかどうか。例えば、リスクの高い患者が病

棟間を移動するのを防ぐため、高度治療室を病棟に導入できるか。 
• 病棟の種類についての通常の制限を緩和できるかどうか。（例えば、病棟の種類は、年齢、

性別、または診断グループなどケースバイケースである）。意思決定と倫理的な検討事項の

記録は保持しておかなければならない。 
• 隔離の影響を緩和し精神保健を促進する場合、社会的交流を維持するためのデジタルテク

ノロジーが使用可能かどうか。 

たとえば、成人対象の安全なサービスを提供するには、綿密な計画を作成し、患者、スタッフおよび一

般市民の安全を維持しながら、感染者を集めまわりから区別するための最善の方法を検討する必要

がある。これには、まず、感染が確認された患者が隔離される特定の病棟と、感染の疑いがある人の

ための別の領域を区別し、それと同時に適切な個人用防護具に簡便かつ適時にアクセスできる必要

がある。 
 
全ての入院環境において COVID-19 患者のための計画を作成する必要がある。 

https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/0
3/Managing-demand-and-
capacity-across-MH-LDA-
services_25-March-final.pdf 
(Page 7-9) 
 
 
 
 
 
 
Public Health England  
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/0
3/Managing-demand-and-
capacity-across-MH-LDA-
services_25-March-final.pdf 
 
(Page 18) 
 
Public Health England 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/0



• 緊急入院を必要とする COVID-19 患者を最も効果的に隔離し、ケアすることができる領域を

決定する（たとえば、個室、トイレ・バス付病室、または急性期精神科病棟など）。 
• 封じ込めと隔離に関する指示に従わない患者がいる場合は、臨機応変な対応が必要にな

る。 
• スタッフは、身体的管理、バイタルサイン、および悪化している患者についての研修を受ける

必要がある。その結果、必要に応じて、急性期治療へ移行させるべき徴候について理解を深

めることができる。 

 

3/20200317-NHS-COVID-letter-
FINAL.pdf 
 
Next steps on NHS response to 
COVID-19: Letter from Sir 
Simon Stevens and Amanda 
Pritchard 17 March 2020 (page 
4). 
 

高齢者入院病棟につ

いてのアドバイスはあ

るか？ 

感染が疑われる、または実際に感染している高齢者とその親族は、集中治療室という環境にいるこ

と、および感染予防策を講じているスタッフに強い不安や、苦痛を感じることがある。環境への恐怖心

を低減させ、より親しみやすくするために何ができるかを検討し、可能であれば検査の数を減らす。 

スタッフが、苦痛を示す行動に対する非薬理学的な介入方法を理解しているかを確認する。 
高齢者はせん妄のリスクが高い。スタッフは、栄養、水分補給、便秘、痛みなどについて、リスク低減

させるための方法を早い段階で検討するべきである。 
 

• 入院施設における手順と計画を確認する。 
• 酸素ボンベが利用可能であり、スタッフの知識とスキルが可能な限り更新されていることを確

認する。 
• ケアプランに最新の委任状と事前指示書が反映されていることを確認する。 

 
コロナウイルスのため精神的に不調をきたしている、学習障害、自閉症、認知症、および専門の入院

施設のあらゆる年齢の患者に対するサポートについては下記に記載がある。 
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/04/C0290_Supporting-patients-who-are-unwell-with-COVID-19-
in-MHLDA-settings.pdf。 
 
Health Innovation Network と Academic Health Science Network for South London は、タブレット

での活動からマスメディアやライブストリームまで、高齢者のためのオンライン活動の有用なリストを

提供している。 

RCPsych 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about
-us/responding-to-covid-
19/responding-to-covid-19-
guidance-for-
clinicians/community-and-
inpatient-services-covid-19-
guidance-for-clinicians 
 
(入院管理、高齢者) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.yhscn.nhs.uk/media/
PDFs/mhdn/Dementia/Covid%2
019/Maintaining_Activities_for_
Older_Adults_during_COVID19.
pdf 



COVID-19 感染の疑

われた/確認されたケ

ースにおけるせん妄へ

の対策は？ 

一般的なアドバイス： 
せん妄は、COVID-19 の状況の中で重要である。なぜなら、（a）せん妄は、診察時および/または管理

中にみられる可能性のある症状であり、（b）せん妄で一般的にみられる行動の変化、特に興奮は、治

療の提供や交差感染のリスク低減を含めた病棟管理をより困難にする可能性があるためである。 

推奨事項の要約（詳細は右のリンク） 

1. せん妄発症のリスクがある集団に対するスクリーニングの強化、および推奨されるツール

（4AT など）を利用し、せん妄の定期的な評価を行う。 

2.一般的な危険因子を回避または削減すること（例えば、定期的な指導、便秘の回避、痛み

の治療、重複感染の早期発見と治療、酸素化の維持、尿閉の回避と内服薬の見直しなど）に

よりせん妄のリスクを軽減する。 

3.行動障害については、直接的な要因（痛み、尿閉、便秘など）を探して治療する。効果がな

い場合、またはより迅速な対応を要する場合は、通常の想定よりも早期に薬物治療に移行

する必要があるかもしれない。これらの状況では、SIGN ガイダンスが推奨されるが、より緊

急の場合には、暴力と攻撃に関する NICE の指針を参照すること。 

4. NICE による、急速に精神状態を安定化させる介入方法を選択した場合は、副作用、バイ

タルサイン、水分バランス、意識を少なくとも 1 時間ごとに確認し、問題が消失するまで経過

を注意深く観察する。ベンゾジアゼピンの使用による呼吸抑制には注意する。高齢者では、

英国国民医薬品集によるハロペリドールの最大用量は 24 時間で 5mg であることに注意す

る。ガイドラインでは、まず 24 時間で最大 2mg と、より低用量の投与を提案している。さらな

る高用量が必要な場合は、専門家の助言を求める。 

5.高齢者に対する薬物使用、そしてパーキンソン病またはレビー小体型認知症患者に対す

る特定の薬物使用（例：抗精神病薬）には、十分注意する。 

6.せん妄は、スタッフ、家族、および患者に苦痛をもたらす可能性がある。各施設で利用可能

な資料、もしくは下記の冊子を利用して情報を提供する。https://www.sign.ac.uk/pat157-
delirium 

RCPsych with British Geriatric 
Society and European Delirium 
Association (25/03/20) 
 
https://www.bgs.org.uk/resource
s/coronavirus-managing-
delirium-in-confirmed-and-
suspected-cases 
 
www.the4AT.com 
 
 
 
 
 
https://www.sign.ac.uk/pat157-
delirium 
 
 
 
https://www.nice.org.uk/guidanc
e/ng10/resources/violence-and-
aggression-shortterm-
management-in-mental-health-
health-and-community-settings-
pdf-1837264712389 
 
 



 
この指針は、意思決定支援法（MCA）の法的枠組みと並行して使用する必要がある。 

入院患者にビタミン D
製剤を処方すべき

か？ 

入院患者および外来患者には、ビタミンＤの補充を考慮すること。 
 
一般的に 
観察研究によると、ビタミンＤの欠乏は精神疾患や呼吸器疾患を含む骨外性の疾患に関係している

可能性が示されている。しかし、これらの障害に対してビタミンＤの補充に効果があると一貫して示し

た RCT のエビデンスはない。 
 
さらに最近のシステマティックレビューによると、ビタミンＤの補充は呼吸器感染が進行するリスクを減

少させるかもしれないが（MNB=33）、COVID-19 の治療および予防においてビタミンＤの効果を示し

たエビデンスはまだない。 
 
 
英国保健省公衆衛生庁（PHE）（PHE）およびスコットランドの政府は、すべての人が健康を保つため

に 1 日 10μg のビタミンＤを摂取することを考慮すべきだ推奨した。これはとりわけ、一日のほとんど

を屋内で過ごし、日光を浴びて十分なビタミンＤを産生していない人たちに関係している。PHE による

ビタミンＤ摂取の推奨量（10μg もしくは 400IU）は、ビタミンＤ欠乏だけを予防するには適切な量であ

る。 
 
CEBM（The Centre for Evidence-Based Medicine）のラピッドレビューによると、COVID-19 にかか

りやすい素因とビタミンＤの欠乏の関連を示す臨床的なエビデンスはなく、COVID-19 を予防したり治

療したりするためにビタミンＤを補充することに関する研究もなかった（調査期間は 2020 年 4 月 4 日

までの期間で、clinicaltrials.gov が 4 月 23 日に調査した）。レビューによると、ビタミンＤ価が低いもし

くは非常に低い人々においては特に、ビタミン D3 の補充を毎日行うことで他の急性呼吸器感染症を

予防するかもしれない、といういくつかの（限定的な）エビデンスは見つかった。 
 
王立内科医協会、英国糖尿病学会および内分泌学会が合同で声明を出した（2020 年 5 月 26 日）内

容には、一般人口に対して高用量のビタミンＤを推奨するに足るエビデンスは現在のところないと結論

付けている。骨や筋肉を健康に保つためにすべての人が 1 日 10μg（400IU）のビタミンＤを摂取する

ことを考慮すべきであるとする英国の公衆衛生部およびスコットランド政府による通知を、声明は支持

している。 
https://www.gov.scot/publications/vitamin-d-advice-for-all-age-groups/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nhs.uk/conditions/vit
amins-and-minerals/vitamin-d/ 
 
https://www.gov.scot/publication
s/vitamin-d-advice-for-all-age-
groups/ 
 
https://www.cebm.net/covid-
19/vitamin-d-a-rapid-review-of-
the-evidence-for-treatment-or-
prevention-in-covid-
19/?UID=432835070202061394
143 
 
 
https://www.rcplondon.ac.uk/proj
ects/outputs/joint-statement-
covid-19-and-vitamin-d 
 
 
https://www.gov.scot/publication
s/vitamin-d-advice-for-all-age-
groups/ 



 
 
この通知はとりわけビタミン D 欠乏のリスクが高い人々にとって重要である。 
・BAME（黒人、アジア人、マイノリティの民族）の背景をもつ人々にとって重要である（皮膚のメラニン

量が高いと、ビタミンＤを活性化する紫外線の吸収量が少なくなる）。 
・すべての妊婦および授乳婦 
・乳児と 5 歳以下の幼児 
・日光に少ししかあるいはまったく当たっていない人、例えば文化的理由で皮膚を覆っている人、外出

できない人、長期にわたって屋内に閉居している人、ケアホームのような施設に住んでいる人 
すでにビタミンＤ欠乏があることが分かっている人々、吸収不良や腎不全のような特定の医学的状態

にある人々は、十分な水準のビタミンＤがあることを保証するため、高用量のビタミンＤ投与や特定の

ビタミンＤ製剤が必要かもしれない。 
ビタミンＤが COVID-19 の進行するリスクを減らしたり、その臨床経過を変えたりするというエビデン

スはない。このことは CEBH による最近の Rapid Review（Systemic review の一部を省略しタイムリ

ーに出したもの）および以下のレビューでも支持されている：
https://nutrition.bmj.com/content/early/2020/06/10/bmjnph-2020-000089 
 
入院患者に対して 
臨床家は、入院期間中は一般的なビタミンＤの補充（上述の通り）を続けることを考慮すべきである。 
 
注意すること：10μg（400IU）は予防に寄与するためだけの量である。ビタミンＤ欠乏を治療するには

より高用量が必要である。 
 
ビタミンＤの補充をしていない患者や COVID-19 パンデミックにより屋内にとどまり続けている患者た

ちは、ビタミンＤが不足しているかもしれない。 
 
入院した際は、臨床家はビタミンＤ欠乏の検査を考慮すべきである（地域の医療サービスの流れに従

って）。欠乏が判明した場合は、治療用量によって治療されなければならない。用量に関するさらなる

助言は UKMI のガイダンス https://www.sps.nhs.uk/articles/what-dose-of-vitamin-d-should-be-
prescribed-for-the-treatment-of-vitamin-d-deficiency-2 と https://cks.nice.org.uk/vitamin-d-
deficiency-in-adults-treatment-and-prevention#!scenario を参照すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静脈血栓塞栓の予防

についてはどうか？ 
COVID-19 の状況下で、精神科入院患者の静脈血栓塞栓症（VTE）の予防に関する明確な指針はな

い。 
 
 



 
しかし、より重篤な疾患を合併する患者においてはとりわけ、COVID-19 の患者で静脈血栓塞栓のイ

ベントの有病率が上昇するというエビデンスが多く出てきている（詳しくは以下を参照すること）。 
 
加えて、精神科入院患者の静脈血栓塞栓症のリスク評価と予防に関する一般的な指針を、NICE は

示している： 
 
臨床家は、すべての精神科入院患者が静脈血栓塞栓症のリスク評価を日々更新されていることを保

証すべきである。 
 
・入院後可能な限りすぐ、もしくは最初の専門医による再評価のときまでに。 
・national UK body や専門的なネットワークもしくはピアレビュー雑誌に掲載されたツールを用いて行

う。最も良く使用されている入院患者のためのリスク評価ツールは Department of Health VTE risk 
assessment tool である。 
・専門医の再評価の時点あるいは患者の臨床的状況が変化した場合は、急性期精神病棟に入院し

た患者すべてにおいて、静脈血栓塞栓症および出血のリスクを再評価すること。 
 
もし患者が COVID-19 の症状を呈した場合、疾患の重症度、脱水、運動低下などによる更なるリスク

要因を考慮した上で、臨床家は患者の静脈血栓塞栓症のリスクを再評価すべきである。薬物によって

静脈血栓塞栓症のリスクを管理するためには、地域および国の指針に従うべきである。以下に、精神

科入院患者における静脈血栓塞栓症の薬物による管理に関する現在の NICE の指針を挙げる。 
 
・静脈血栓塞栓症のリスクが出血のリスクを上回るような急性期精神病棟への入院患者に対しては、

LMWH（低分子ヘパリン）による薬物的な静脈血栓塞栓症予防を考慮すること。 
・もし低分子ヘパリンが禁忌であれば、静脈血栓塞栓症のリスクが出血のリスクを上回るような急性

期精神病棟への入院患者に対しては、フォンダパリヌクスナトリウムによる薬物的な静脈血栓塞栓症

予防を考慮すること。 
・急性期精神病棟への入院患者に対しては、静脈血栓塞栓症のリスクが高い状況でなくなるまで、薬

物による静脈血栓塞栓症の予防を考慮すること。 
 
加えて、静脈血栓塞栓症のリスクを評価する上で、以下の要素を考慮せよ。 
・塞栓症と血栓症は抗精神病薬の副作用として知られている。 
・喫煙、肥満、入院もまた静脈血栓塞栓症のリスクである。 

https://www.brit-
thoracic.org.uk/about-us/covid-
19-information-for-the-
respiratory-community/ 
https://thrombosisuk.org/downlo
ads/T&H%20and%20COVID.pdf 
https://www.hematology.org/covi
d-19/covid-19-and-vte-
anticoagulation 
 
 
https://cks.nice.org.uk/deep-
vein-
thrombosis#!backgroundSub:2 
 
https://www.nice.org.uk/guidanc
e/ng89 
(section 1.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
抗凝固療法をすでに受けている患者に対しては、COVID-19 パンデミックの間は、NHS England の

通知に従い管理すること（https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/C0077-Specialty-guide_Anticoagulant-services-and-
coronavirus-v1-31-March.pdf） 
 
静脈血栓塞栓症と COVID-19 の感染： 
 
以下の助言に従うこと。 
1．英国胸部学会（Guidance on Venous Thromboembolic Disease in patients with COVID-19） 
・英国胸部学会は COVID-19 の重症患者における血栓予防について指針を発表した。 
・より重篤な疾患を合併する患者においては、COVID-19 で静脈血栓塞栓のイベントの有病率が上

昇するというエビデンスがある。 
・静脈血栓塞栓のリスクが高い患者においては、中等量の低分子ヘパリンの方が標準的な予防量よ

りも利益があるかもしれない。しかしエビデンスが不足しているため特定のアプローチを提唱すること

はできず、COVID-19 患者のリスクの層別化に関するその地方特有のプロトコールを作成することが

求められている。 
 
2. Thrombosis UK（https://thrombosisuk.org/downloads/T&H%20and%20COVID.pdf） 
・静脈血栓塞栓症のリスクはすべての入院患者に対して評価されなければならず、医療が必要な患

者に対する血栓予防の国際的指針に従って、すべてのハイリスク患者に対して予防がなされるべきで

ある。 
・急性発症の酸素濃度低下、呼吸困難、血圧低下の患者に対しては、肺血栓塞栓症（PTE）の可能性

を考慮すること。 
・心房細動や以前発生した静脈血栓塞栓症による脳梗塞を予防するため、直接経口抗凝固薬

（DOACs）もしくはビタミンＫ阻害剤（例：ワーファリン）を服用している患者においては、低分子ヘパリ

ンへのスイッチングを考慮すること。 
・必要であれば、血液学の専門家に相談すること。 
 
3．アメリカ血液学会 
・COVID-19 患者における静脈血栓塞栓症の発生率はまだ確定していない。 
・より重篤な疾患（とりわけ、さらなるリスク要因を持つ患者 例：加齢、男性、肥満、癌、静脈血栓塞栓

症の既往、合併症、集中治療室での治療）を合併している患者では静脈血栓塞栓症のリスクが高い。 

 
https://bnf.nice.org.uk/drug-
class/antipsychotic-
drugs.html#sideEffects 
https://pdfs.semanticscholar.org/
06b2/7d419ca40fce89e6467414
d433b189bf1036.pdf 
 
 
https://www.england.nhs.uk/coro
navirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/0
3/C0077-Specialty-
guide_Anticoagulant-services-
and-coronavirus-v1-31-
March.pdf 
 
https://www.brit-
thoracic.org.uk/about-us/covid-
19-information-for-the-
respiratory-community/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://thrombosisuk.org/downlo
ads/T&H%20and%20COVID.pdf 
 
 
 
 
 



・外来患者や、集中治療室以外の入院病床における患者での静脈血栓塞栓症の割合に関しては研

究がない。 
・出血のリスクが血栓症のリスクを上回るような場合を除いて、すべての COVID-19 の入院患者は低

分子量ヘパリンもしくはフォンダパリヌクスによる薬物的な血栓予防を受けるべきである。 
・肥満に対する用量の調整は、施設の指針に従って行われうる。 
・ヘパリン起因性血小板減少症の既往がある患者には、フォンダパリヌクスを使うこと。 
・抗凝固薬が禁忌もしくは使用できない患者においては、機械的な血栓予防（例：静脈血栓予防用ポ

ンプ）を行うこと。 
・薬物的な血栓予防と機械的な血栓予防の両方を行うことは一般的に推奨されていない。 
・明らかな静脈血栓塞栓症もしくはその疑いがない状況においては、危篤状態の COVID-19 患者に

対して、治療域の抗凝固療法を行うべきかどうかは定かではない。 
・急性期の医学的疾患で入院した患者は、退院後 90 日までは静脈血栓塞栓症のリスクが高い。デ

ータはまだ集まっていないが、この事実は COVID-19 患者に対しても当てはめるべきであり、退院後

も血栓予防を継続することを考慮すべきである。 
・退院後の血栓予防を決める上では、実現できるかどうかに加え、運動低下や出血のリスクといった、

個々の患者の静脈血栓塞栓症のリスク因子を考慮すること。 
・整形外科術後のリスクの低い患者に対して、アスピリンが静脈血栓塞栓症の予防として研究されて

おり、もし必要であれば COVID-19 患者の退院後の静脈血栓塞栓予防に考慮されて良いかもしれな

い。 
 
4．最近の報告（https://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(20)30109-
5/fulltext）によると、COVID-19 の状況下で静脈血栓塞栓症と出血のリスクを定期的に評価すること

が必須であり、静脈血栓塞栓症のリスクが高い COVID-19 の患者では、リスクが低い患者よりも転

帰が悪い。 
 
地域の指針に従うこと（http://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2020/05/OUH-
COVID-19-VTE.pdf 参照。） 
 

 
 
 
https://www.hematology.org/covi
d-19/covid-19-and-vte-
anticoagulation 
 

 



 
リチウム治療-新型コロナウイルス感染症（COVID-19）蔓延時における患者対応 
 
各セクションに含まれる全ての疑問は相互に関連しているため、繋がりの中で読みすすめるべきであることに留意せよ。 
各疑問の右にはこのガイダンスにおける推奨を支持するエビデンスの情報源へのウェブリンクを記した。 
(https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance)以下の助言はイギリスの防護/個人隔離の助言と組み合わせて読むこと。
(https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance) 
 
検索した情報源：Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), Royal College of General Practitioners 
(RCGP), The National Association of Intensive Care and Low Secure Units (NAPICU), NICE, British Association of Psychopharmacology, Royal College of 
Physicians, Health Improvement Scotland, Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), US 
Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), UNICEF, 
WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), Canadian 
Psychiatric Association, Australian Government Department of Health, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Specialist pharmacy service 
 
 
使用した情報源：Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Prof D Taylor (Director of Pharmacy), SLAM NHS Trust, RCN, RCGP, 
Specialist pharmacy service. 

 
臨床疑問 ガイダンス 詳細、参照 
リチウム開始  
自分の患者にリチ

ウムを開始できる

か？ 
 

可能である、しかし NICE ガイドライン(QS95 – Quality statement 5 https://www.nice.org.uk/guidance/qs95)
に記されているように、臨床上の必要性と期待される標準的なリチウムモニタリングを維持するための利用可能

な資源を勘案し、慎重に考慮される必要があるだろう 
 
臨床家はリチウム開始における通常のスケジュールに従う必要があるだろう（詳細は脚注１

https://www.nice.org.uk/guidance/cg185)。これは初期には頻回な血中濃度測定が必要なので、可能な代替手
段に対しては慎重に重みづけされる必要があるだろう（疑問２を見よ） 
 
患者が COVID-19により自主隔離中、または COVID-19の症状がある場合、導入は延期されるべきである。-以
下の Q&Aに詳述されているアドバイスを参照せよ 
 
概して、全ての向精神薬治療について 

https://www.rcpsych.ac.
uk/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-
for-
clinicians/community-
and-inpatient-
services/providing-
medication 
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• 抗うつ薬、抗不安薬あるいは抗精神病薬治療を受けている患者においては、今が中止か変更のベストな
タイミングであるかどうかを慎重に考慮するべきである。臨床上の必要性のため、このことが避けられな

いかもしれないが、臨床的な合理性は注意深く検証されるべきであり、その是非を観察する準備がなさ

れるべきだろう 
• 多くの患者において、対面での面接でいつも通りの投薬内容を見直し、かかりつけ医あるいはヘルスケア
プロバイダーとの共同意思決定に関与できるようになるまで、これまで通りの投薬内容を継続するべきと

いう助言が与えられるだろう、これには、不安、抑うつ、精神病症状は全て過度のストレスや社会的崩壊

の間増悪する事実を考慮するべきである。患者は感情障害、精神病圏の疾患の再燃、再発のリスクが

増大していることだろう 
• COVID ｰ 19流行の中で必要とされたヘルスケアの提供が元に戻るまで、患者には現行の用量を継続
するよう助言する、そしてその後、かかりつけ医との相談で減量するか中止するのが適切か検討する 

 
自身の患者にリチ

ウムを開始できな

い時、どのような選

択肢があるか？ 

リチウムあるいは他の介入を行う決定は精神的診断と利用可能な代替治療に基づいて決定されるべきである、

COVID-19の流行の間、対面でのモニタリングや血液検査に制限が生じうることを考慮に入れるべきである。 
 
更なる助言に関しては地域、国家のガイダンスを参照せよ 
  
国家のガイダンスの例として 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg185 
https://www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Guidelines-Bipolar.pdf   
https://www.bap.org.uk/pdfs/BAP_Guidelines-Antidepressants.pdf 
 
その他の関連する情報源として 
https://www.bmj.com/content/346/bmj.f3646.long (Cipriani et al) 
http://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/Smith-2017.pdf (Smith et al) 
http://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/Zhou-2015.pdf (Zhou et al) 
 

 

COVID-19感染の可能性が存在する際のリチウム濃度の測定と評価の意義  
既に安定したリチ

ウム用量を確立し

た自分の患者にど

のように助言すべ

きか？ 

概して、全ての患者で確認すること 
• 助言なしにリチウムを突然中止しないこと 
• 調剤が遅れてしまう可能性があるため、処方をうける前に余裕をもって受診し、処方してもらうように気を
つけてもらうこと 

• 下痢や嘔吐あるいはいかなる理由であれ急性の不調を感じたら医学的な配慮を求めること 
• 水分摂取の維持を確立すること、特に発熱時、長期間動けない時、胸部の感染症や肺炎を発症した時 

http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Covid-19-and-Lithium-
policy-final.pdf 
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• 薬物治療のいかなる変化もケアチームに情報を与えること 
• 市販の NSAIDs（例えばイブプロフェン）を摂取しないこと。痛みやインフルエンザ様症状に対して必要で
あれば、患者はパラセタモール（アセトアミノフェン）をリチウムと併用して用いることができる 

 
臨床家はリチウム治療の開始と維持における国家や地域の手続きにおけるガイダンスに従うべきである、患者は

一つ以上の脆弱な集団（以下の脆弱な集団における疑問を見よ）の基準に該当しないことを想定して 
脚注１はこれらのガイダンスを含む（https://www.nice.org.uk/guidance/cg185) 
 
可能な場所では、提唱された間隔でのルーチンのリチウムモニタリングは続けられるべきである、しかしながら、

低リスク（1年以上のリチウム投与で安定していて身体的にも問題のない）患者においてはモニタリングの頻度は
延長することができるかもしれない 
 
患者は良い身体的健康と適切な飲水を維持しなければならない、そして安全になり次第速やかに通常のモニタリ

ング間隔に戻すべきである 
 
通常臨床におけるルーチンのモニタリング（向精神薬含め）の優先順位付けの助言は次のリンクを参照のこと 
https://www.rcgp.org.uk/-/media/Files/Policy/A-Z-
policy/2020/covid19/RCGP%20guidance/202003233RCGPGuidanceprioritisationroutineworkduringCovidF
INAL) 
 
臨床的な意志決定をする上でメンタルヘルス、身体的、社会的ケアの必要性のバランスをとるために有用なアル

ゴリズムは次のリンクで使用可能である 
https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/mental-health/covid-19-guidance) 

https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973 
 
http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 
https://www.sps.nhs.uk/
articles/lithium-drug-
monitoring-in-primary-
care-during-covid-19-
for-stable-patients/ 

より頻回なリチウ

ム濃度のモニタリ

ングを必要とする

も脆弱な集団は

どういった人か？ 

 
ハイリスク患者は、3か月おきのモニタリングが推奨されるが、以下を含む 
 

• 高齢者 
• リチウムと相互作用する薬（例えば、NSAIDS、ACE-I、ARB、利尿薬）を始めたり中止したりした人 
• 確定した慢性腎不全 
• 甲状腺機能低下 
• カルシウム濃度の上昇 
• 症状のコントロールがうまくいっていない 
• アドヒアランス不良 

o リチウム血中濃度 0.8 mmol/Lを超えている 
 

https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973 
 
https://www.nice.org.uk/
guidance/cg185 
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http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 

リチウムを使用し

ている患者が感染

あるいは COVID-
19の症状なしに自
主隔離したとき何

をするべきか？ 

 
• リチウム治療を継続せよ 
• 自主隔離中の患者はルーチンのリチウムモニタリングのためにクリニックや一般診療所を受診できない
だろう 

• 後日予約を取れるかどうか考慮せよ。モニタリングを延長する決定は原則症例ごとに考慮されなければ
ならないが、一年以上他のリスク因子なく安定している患者において考慮されるかもしれない 

• 患者が上記に記したようなハイリスクカテゴリに一つ以上当てはまるようになった場合、ルーチンのモニタ
リングを行うよう全力を捧げるべきである 

• ハイリスクかつ延長したルーチンのモニタリングを施行することも困難という稀なケースでは、臨床家は 
o リチウムの代わりに開始できるかもしれない代替治療について考慮し議論せよ 
o 少なくとも一か月以上かけてリチウムを漸減中止するよう努力せよ 

 

https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973  
 
http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 

リチウムで維持し

ている患者が一般

的な感染症あるい

は COVID-19を疑
わせる症状を呈し

た時はどうするべ

きか？ 

以下に注意せよ 
• 継続する治療と使用される用量はリチウム血中濃度によって管理されるべきである 
• 発熱患者は脱水を呈し、リチウム血中濃度が上昇する可能性があり、中毒のリスクを高める 
粗大な振戦や筋力低下あるいは攣縮、消化器系症状（下痢、腹痛、嘔吐）、落ちつきのなさ、構音障害、

かすみ目、錯乱など潜在的な中毒の特徴を探せ 
 
COVID-19感染症の軽度の症状を認めた場合 

• リチウム治療を継続せよ 
• ガイドラインの中にはこの時点でリチウム濃度の測定を考慮すべきと示唆するものもあるが、可能な場合
には通常のモニタリングを継続せよ（COVID-19陽性または疑い患者における身体的健康モニタリング
に対する地域の手順を参照せよ） 

https://www.rcpsych.ac.
uk/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-
for-
clinicians/community-
and-inpatient-
services/providing-
medication 
 
https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
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• 十分な水分摂取の維持、発熱にイブプロフェンを使用しないこと、そして COVID-19症状のいかなる増悪
も報告するよう患者に助言せよ 
あらゆる合併症に注意せよ。特に発熱あるいは経口摂取不良に関するものは用量変更なしにリチウム中

毒を引き起こすかもしれない。 
・リチウムの副作用あるいは中毒を示唆する症状に関して尋ね、あらゆる新規の副作用がおきた際には即

座に報告するよう患者に助言せよ 
 

COVID-19の中等症から重症の症状が発現した場合あるいは感染した患者が高リスクグループ（上記参照）であ
った場合 
 

• 緊急でリチウムレベルを測定し腎機能も測定せよ- これは地域の準備状況によってプライマリケアで施行
されるかもしれないしセカンダリーケアサービスで施行されるかもしれない 

• 十分な水分摂取を維持するよう、発熱にイブプロフェンを使用しないよう、そして COVID-19のいかなる
症状の増悪も報告するよう患者に助言せよ 

• リチウムの副作用あるいはリチウム中毒を示唆する症状に関して質問せよ 
• リチウムを一時的に中止する、あるいは用量を減らすよう助言する決定は個別の患者の状況に依存する
かもしれない、そしてリチウムの突然の中止は再発のハイリスクと関連することに留意する必要がある 

• あらゆる合併症に注意せよ、特に発熱あるいは経口摂取不良に関連するものは用量変化なしのリチウ
ム中毒を引き起こすかもしれない 

• 血液検査の結果によって、臨床家は用量を修正するおよび/または次のリチウムモニタリングの頻度を増
やす必要があるかもしれない。リチウム濃度が上昇するあるいは 腎機能が損なわれれば緊急で専門家
の助言を請うこと 

 
顕著なインフルエンザ様症状あるいは COVID-19の症状を呈する患者において、脱水および/または腎機能障害
のハイリスクがある場合、あるいはリチウム中毒の症状を信頼性をもってモニタリングすることが不可能である場

合 
• リチウムを中止せよ 
• 緊急でリチウム血中濃度、尿素、電解質を測定せよ 

 

/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973 
 
http://www.oxfordhealthf
ormulary.nhs.uk/docs/Lit
hium%20monitoring%20
-%20information%20for
%20health%20care%20
professionals%20-%20C
OVID%2019%20memov
2.pdf?UNLID=43283507
020206139558 
 
http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Covid-19-and-Lithium-
policy-final.pdf 
https://www.sps.nhs.uk/
articles/lithium-drug-
monitoring-in-primary-
care-during-covid-19-
for-stable-patients/ 

 
症状を和らげる為

にイブプロフェンを

イブプロフェンが COVID-19を増悪させる強いエビデンスは現在のところないが、患者はパラセタモールを摂取し
症状に対処するよう助言されるべきである（パラセタモールがふさわしくないと助言されるまでは） 
 

https://www.rcpsych.ac.
uk/about-us/responding-
to-covid-19/responding-
to-covid-19-guidance-
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摂取することはで

きるのか？ 
リチウムと NSAIDsの併用はリチウム中毒の危険性を増大させ得るので医学的な助言なしにリチウムを使用して
いる患者が NSAIDsを開始しないことは特に重要である 
 
現在のガイダンスでは、他の医学的状況に対して処方された通常の NSAIDsは中止しないように言っている 
リチウム血中濃度が調整されていて頻繁にモニタリングされている場合（3ヶ月ごと）（詳細は地域あるいは国家
のガイダンスを参照せよ）、NSAIDsはリチウムとともに規則的に処方されるかもしれない 
 

for-
clinicians/community-
and-inpatient-
services/providing-
medication 
 
http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 
https://www.gov.uk/gove
rnment/news/commissio
n-on-human-medicines-
advice-on-ibuprofen-
and-coronavirus-covid-
19 
 
 

リチウム血中濃度

は COVID-19感
染症によって影響

されうるか？ 

腎機能に対する影響の可能性 
 
中国武漢からの 近の報告 (https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005)によると、COVID-19の患者において
入院時の腎臓病と入院中の急性腎障害 は入院中の死亡リスクの増大と相関する 
したがって、腎機能に対するリチウムの影響の可能性は COVID-19を発症した患者の治療においては念頭に置
かなければならない。 
 
薬物相互作用の可能性 

• NSAIDsとアンジオテンシン変換酵素に作用する薬物（例えば ACE阻害薬）は COVID-19感染症にお
いてあらゆるガイダンスにおいて推奨はされていないが、必要であれば中止されるかもしれない。 
規則的な NSAIDsあるいは ACE 阻害薬を中止することはリチウム血中濃度の低下を引き起こしうる 

• リチウムと COVID-19を治療するのに用いられる新規薬剤との相互作用が多く存在することは念頭に置
くべきである。 
関係する薬物相互作用のチェックのため幅広く利用可能な情報源を参照しておくべきである 

脱水、水分摂取と食事 

http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Covid-19-and-Lithium-
policy-final.pdf 
 
https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973 
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• 脱水あるいは水分摂取の減少はリチウム中毒のもう一つの重要な原因である。COVID-19の患者は発
熱を呈しているかもしれないので脱水のリスクがあるかもしれない。嘔吐下痢そして感染（特に発汗過

多）は減量あるいは中止を必要とするかもしれない（上記参照） 
• 全ての患者に水分摂取を維持するよう注意せよ、特に発熱している場合、長期間動けない場合、胸部の
感染症あるいは肺炎を起こしている場合 

• 限られた供給の中、自宅で隔離生活を送っている患者は顕著に食事が変化するかもしれない、従って、 
塩分の摂取もまたリチウム血中濃度に影響を与えうる 

 

http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 

リチウム治療患者

では COVID-19の
リスクが増大する

か？ 

呼吸器系感染症あるいは肺炎のような合併症といった感染症を発症するリスクをリチウムが増大させるといったエ

ビデンスはない 
https://www.rpharms.co
m/Portals/0/RPS%20do
cument%20library/Open
%20access/Coronavirus
/CMHP%20Monitoring%
20Lithium%20during%2
0Covid-
19%20Pandemic-
RPSendorsed.pdf?ver=
2020-03-31-103408-973 
 

推奨される血液検査の頻度を保つ困難さにどう取り組むか？  
血中濃度モニタリ

ングの頻度を変え

られるか（つまり、

予定されていた血

液検査を省略ある

いは延期させるこ

と） 
 

リチウムモニタリングの標準的な血液検査は NICE Guideline 185,（2020年 2月に更新）に概略が示されている 
(https://www.nice.org.uk/guidance/cg185)サマリーの脚注１を見よ 
 
モニタリングを延期する決定は原則症例ごとに決められるべきであるが、1年以上他の危険因子なしに安定して
いる患者において考慮されるかもしれない 
 
リチウムを使用している患者の大半はプライマリケアでモニタリングされているだろう、そして可能な場合にはいつ

でも継続されるべきである。 血液検査のための通常の場所にいけないような出来事が起きた場合、代替となる場
所での血液検査の再設定あるいは地域の整備に依存するセカンダリケア資源を使用するための考慮がなされる

べきである 
 
リスクのあるあるいは脆弱な患者（上記参照）においては 3ヶ月ごとの通常のリチウムモニタリングを続けなけれ
ばならない 

http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Oxford-Lithium-COVID-
Guidance.pdf 
 
http://oxfordhealthbrc.ni
hr.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/04
/Covid-19-and-Lithium-
policy-final.pdf 
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スタッフトレーニン

グに関して何らか

の変化を考慮する

必要があるか

義務の血液検査（例えばクロザピン、リチウム、ADHD治療薬）を請け負う事の出来る十分なスタッフを確保する
ため、身体的ヘルスケアの重要な側面からスタッフのトレーニングと技術の向上を考慮せよ、これには薬剤スタッ

フが静脈切開トレーニングを受けたり、感染制御における知識、技術、実践を新たにすることも含むかもしれない

（地域と国家の助言を参照せよ）https://www.england.nhs.uk/coronavirus/primary-care/infection-control/ 

https://www.england.nhs
.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52
/2020/03/Managing-
demand-and-capacity-
across-MH-LDA-
services_25-March-
final.pdf 

リチウムの異なる剤型

自分の使っている

ブランドのリチウム

製剤が不足あるい

は入手困難となっ

た時に異なったブ

ランドの製剤に変

えることは出来る

か？

調剤がバイオアベイラビリティの点で明らかに異なるので、リチウム製品間でスイッチングをするときは注意するべ

きである。

調剤の変更は治療開始と同程度のモニタリングを要する

調剤の変更が必要であれば、地域のガイダンスに従うこと、しかし一般的には

• 至適血中濃度にあることを確かめよ

• もともとの調剤を中止し、標準的な調整計画に基づいて新規の調剤を開始せよ

• 血中濃度を定常状態において（大抵開始 5-7日後）チェックせよ
• 至適血中濃度に達し安定するまで、用量を調整し血中濃度を再測定せよ

https://bnf.nice.org.uk/dr
ug/lithium-citrate.html 

https://bnf.nice.org.uk/m
edicinal-forms/lithium-
carbonate.html 
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脚注１：非脆弱集団におけるリチウムの開始と維持の国家ガイダンスは次のリンクで利用可能(https://www.nice.org.uk/guidance/cg185) 
 
 
ベースライン 

• eGFRとカルシウムを含む尿素と電解質、甲状腺機能検査。心電図は心疾患の既往あるいはリスク因子のある患者に推奨される。 
 
開始 

• リチウム開始の標準的に認められた推奨に従う事（これは製品によって異なる）、血中濃度と臨床的効果によって用量を調節すること 
• 開始一週間後と各用量変更の一週間後にトラフのリチウム血中濃度を測定すること（前回投与の 12時間後） 
• 安定するまで一週間ごとに血中濃度をモニターすること 
• その後 初の一年は 3か月ごとにモニターすること 

 
維持 

• 一年後、6か月おきに血中リチウム濃度を測定すること、次のハイリスク患者においては 3か月おきのモニタリングが推奨される 
o 高齢者 
o リチウムと相互作用する薬剤（例えば NSAIDS、ACE-I、ARB、利尿薬）を開始あるいは中止した人 
o 確定した慢性腎不全 
o 甲状腺機能異常の証拠 
o カルシウム濃度の上昇 
o 症状のコントロール不良 
o アドヒアランス不良 
o 血中リチウム濃度>0.8 mmol/L 



長時間作用型の注射可能な抗精神病薬（COVID-19感染症拡大下において長時間作用型の注射可能な抗精神病薬（LAIまたはデポ剤）使用中
の患者をどのように管理するか？） 
 
個々のセクション内の全てのクリニカルクエスチョンは、互いにリンクしているので、一括りで解釈すること。個々のクリニカルクエスチョンの下部にエビデンスのウェブリンクがあり、

このガイダンスの補足事項が記載されている。 
 
以下のアドバイスと、イギリス政府の保護/自己隔離に関するアドバイスを組み合わせて解釈すること。(https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-
guidance). 

 
このガイダンスは、現在イギリスで認可されている LAI（Xeplion®, Trevicta®, Abilify Maintena®, Risperdal Consta®, Zypadhera®）に関する情報を含んでいる。 
このガイダンスは、薬物の剤型が異なる場合、正確ではないかもしれない。その場合、詳細に関しては、製造元の情報を参照すること。 
 
個々の薬剤のガイダンスは、用量や投与間隔に関して公式添付文書を参照している。 

 
 
検索した情報源: Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), Royal College of Nursing (RCN), The National Association of Intensive Care and Low 
Secure Units (NAPICU), NICE, Royal College of Physicians, Healthcare Improvement Scotland, SLAM NHS Trust, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
US Department of Labor, American Psychiatric Association, Massachusetts General Hospital Psychiatry, WHO, IASC (Inter Agency Standing Committee), UNICEF, 
WPA, Singapore Ministry of Health, Singapore Psychiatric Association, Singapore Medical Association, Health Canada (Government department), Canadian Psychiatric 
Association, Australian Government Department of Health, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. 
 
使用した情報源: Public Health England, Royal College of Psychiatrists (RCPsych), SLAM NHS Trust (via RCPsych), medicines.org.uk, North East London NHS 
Foundation Trust (NELFT), Camden and Islington NHSFT, NHS Specialist Pharmacy Service, Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). Lloyd-Reinhold 

 
 

クリニカルクエ

スチョン 
ガイダンス 詳細、参考文献 

LAIまたはデポ剤による抗精神病薬の開始に際して 
新たに LAIや
デポ剤の投与

を開始して良

いか？ 
 

良いのだが、導入に関する地域の整備状況を確認する必要がある。 
 
また、以下の全ての抗精神病薬に関する一般的な助言も考慮すべきである。 

• 抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬を中止または変更するのにベストなタイミングであるかどうかに注
意深い検討がなされるべきである。ある状況においては、臨床的必要性からどうしても避けられない

かもしれないが、臨床的妥当性を注意深く記載し、モニタリングの準備が整えられるべきだ。 

 
 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-19/responding-to-
covid-19-guidance-for-clinicians/community-
and-inpatient-services/providing-medication 
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• 多くの患者に対して、実際に面接して評価でき、また、かかりつけ医やヘルスケアプロバイダーとの

共同意思決定の場がもたれるまで、絶えず定期薬の服薬継続に関するアドバイスがなされるべき

だ。この中で、過度なストレスや社会的混乱の中で不安、抑うつ、精神病症状が悪化しうることも重

要視すべきである。気分障害や精神疾患患者の再発・再燃のリスクが高まるだろう。

• COVID-19感染症の拡大下において必要なヘルスケアの提供状況の変化がもとにもどるまで、現
在の用量を継続するように助言すべきであり、そうした状況においても、かかりつけ医との相談で減

量や中止が適切かもしれないことも慎重に検討すべきだ。

すでに LAI抗精神病薬を使用している患者の管理に関して 
COVID-19感
染拡大の状況

下で、LAI/デポ
剤の抗精神病

薬の投与スケ

ジュールを一

般的にどう管

理すべきか？

• 多くの患者にとって、長期間薬物療法を中止あるいは延期することは自分自身や他者に対する精神症

状の悪化という事態を招きかねない。これは、同時に、COVID-19感染伝播や拡大の減少に関わる予防
策を遵守する能力にも影響しかねない。

• 従って、LAI使用中の患者は、実現可能であれば、継続すべきである。
• 長時間作用型の注射剤は、臨床的に必要不可欠な治療法であり、慢性的な精神疾患には継続されるべ

きである。経口剤に変更可能な患者がいる一方で、それでは安定しない患者もいる。特に重篤な患者

は、継続的で安定的な治療を受けていても、罹患率、致死率上昇のリスクがより高くなってしまう。具体

的には、これらの治療の中断によって身体・精神双方の破綻のリスクが高まる。こうしたリスクは、薬剤

サービスなどの外来支援サポートやアクセスの減少のため COVID-19感染症の拡大下では高まる。
• こうした薬剤の投与に際して、必然的に患者と近接するかもしれないスタッフは十分配慮すべきだ。

• デポ剤投与という処置そのものが感染伝播のハイリスクであることも検討すべきだ。

• 以下の個々の薬剤に関する具体的な助言を含めて利用可能な選択肢に関して熟考し、以下のような一

般的な行動も検討すべきだ：

o 薬剤投与間隔を伸ばすこと。例えば、毎週・隔週投与から４週に 1回
o 投与量が同じであれば、投与間隔の延長は必ずしも薬剤効果の減少につながるものではないこ

とに留意すべき

o パリペリドンを月 1回投与の患者に関しては、可能であれば３ヶ月に１回の形態への変更を検討
すべき

o 全ての患者、スタッフが COVID-19感染症のキャリアになる、あるいは感染するリスクがあること
を考慮すべきである。デポ剤投与のような近接するような状況では個人用防護具を装備してなさ

れるべきである( https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-
infection-prevention-and-control )。患者に警戒されないように、何をしていて、なぜ処置前にそ
うする必要性があるのか、丁寧に説明すべきである。

https://www.sps.nhs.uk/wp-
content/uploads/2020/04/Depot-medication-
guidelines-for-use-during-coronavirus-
pandemic-March-31st-2.pdf 

https://www.psychiatry.org/File%20Library/Ps
ychiatrists/APA-Guidance-Long-Acting-
Injectables-COVID-19.pdf 

https://www.sps.nhs.uk/wp-
content/uploads/2020/04/Depot-medication-
guidelines-for-use-during-coronavirus-
pandemic-March-31st-2.pdf 
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LAI/デポ剤使
用中の患者が 
COVID-19感
染症の有無に

関わらず、自

己隔離をして

いる際にはどう

すべきか？ 
 

• 患者がコロナウイルス感染症の症状があると述べている場合、かつ、デポ剤/LAIの次回の投与時期が
差し迫っている場合、処方医に相談し、２週間先延ばしにする（現在精神的に落ち着いており、早期の再

発リスクが低い場合）、あるいは、経口薬剤に切り替える（詳細は以下を参照し、薬剤の等価換算に関す

るガイダンスを参照すること）など、一時的な短期間の代替案を検討すべきである。 
• デポ剤/LAI投与を延期すべきという決断がなされた場合、精神症状と身体的健康の継続的モニタリング
や次回の受診日とデポ剤/LAI投与時期といったフォローアップに関して明確な計画やリスク評価が患者
の同意の元に決められており、文章化されていることを確認すべきである。 

• 患者がコロナウイルス感染症の症状があると述べているが、デポ剤/LAIの投与が必要な場合、個人用
防護具を装着した上で実施し、感染予防と管理の手続きに従うべきである

(https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-
control)。  

• あらゆる状況においても、デポ剤投与後のフォローアップや身体的・精神的症状のモニタリングに関して
の明確な計画が、患者やケア提供者、コーディネーター、患者のケアの責任者（代理人）らの間で同意の

上、決定され、文章化されていることを確認すべきである。また、プライマリケア医と連携し、薬物療法に

関する些細な変更に対しても共有すべきである。 

時には、デポ剤から経口剤への変更が患者にとって適切な場合もあるかもしれないが、リスクとして何がある

か検討することが重要である： 
• 経口剤の量が少なすぎる場合または、患者の経口剤へのアドヒアランスが減少した場合の再発または
病状不安定化 

• 薬剤変更からくるストレスや不安による精神状態の増悪 
• 変薬中に生じうる薬剤調整上の問題： 

o 用量調整に必要な期間からみた等価換算が困難であること 
o 変薬中の複合的な副反応や経口剤が高用量であることに伴う副反応 

 
あるいは、より長時間作用型のデポ剤への切り替えを考慮しても良い（詳細は下記の個々の薬剤に関するセ

クション参照）。 
 
患者の LAIの変更や投与間隔の変更が生じた場合には、いかなる副反応や症状の出現・再発のいかなる
兆候をモニタリングするために変更後少なくとも１週間後には状態を確認すべきである。適切な場合、電話に

よる確認でも良い。 
 

https://www.rcpsych.ac.uk/about-
us/responding-to-covid-19/responding-to-
covid-19-guidance-for-clinicians/community-
and-inpatient-services/providing-medication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ncl-mon.nhs.uk/wp-
content/uploads/Guidelines/0_covid19_depot.
pdf 
 

他の懸念事項はあるか？ 



 4 

デポ剤/LAIを
使用している

患者において、

COVID-19感
染症のリスク

はより高くなる

のか？ 
 

具体的な指針は存在しない。 
しかしながら、LAIやデポ剤使用中の患者は併存疾患のため、COVID-19感染症のリスクが高いかもしれな
い。精神病そのものや抗精神病薬（特に、長期間の服薬歴）は肥満、心疾患、呼吸器疾患（喫煙含む）の罹

患率と関連している。これらは、 Public Health Englandによると COVID-19感染症による重症化のリスクと
関連している。 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/people-with-
medical-
conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%
2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F201
9-ncov%2Fneed-extra-
precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html 
 

個々の薬剤別のマネジメント方法 
（用量や投与間隔に関する公式添付文書を参照した個々の薬剤別のガイダンス） 
パリペリドン１

ヶ月投与 
(PP1M) 
 

パリペリドン（PP1M）は、一月の同日に一回投与されるべきである。 
 
投与間隔はどのくらい延長可能か？ 
当初の１ヶ月後の投与予定日の前後７日間以内には投与されるべきである。 
 
パリペリドン１ヶ月投与が遅延した場合、一年を通しての患者の投与回数を正確に確認し、以下を実施すべき

だ。 
• １月のみ投与日の遅延がある場合、翌月には元々の投与日に戻すべきだ 
• 例えば、1月 1日に投与され、2月 8日に遅延して投与された場合、次回投与は、3月 1日になさ

れるべきである。 
 
患者が投与のための受診を逃してしまった場合、どうすべきか？ 

• 終投与から６週以内の場合：以前に安定していた用量をできるだけ早期に投与し、以後は、１ヶ月

間隔で投与を続ける 
• 終投与から６週以上６ヶ月以内の場合：一月の用量が 50-100mgの場合、できるだけ早期に通常
量を三角筋に投与する。１週間後に同量を繰り返し投与し、以後は月一回の投与を続ける。一月の

用量が 150mgの場合、100mgを三角筋に投与し、１週間後に同量 100mgを繰り返し投与し、以
後は通常用量（150mg）の月一回投与を続ける。 

 
どのように経口剤に変更するか？ 
まず、経口のパリペリドンが使用可能かどうかを検討する。そうでない場合、経口リスペリドンかこれまでの忍

容性に基づいて他の経口抗精神病薬への変更が必要かもしれない。次の PP1M投与予定日から経口薬を
開始すべきだが、パリペリドンは 長６ヶ月まで有効成分が血中で維持されるので非常に緩徐な調整が必要

である。 

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/31
329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-
source/improving-care/better-mh-
policy/managing-depots-during-
covid.pdf?sfvrsn=fdaffc8b_2 
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安定しており PP1Mの半年間の使用歴のある患者に関しては、パリペリドン３ヶ月投与（PP3M）への変更を
検討すべきである。 
PP3Mは、PP1Mの次回投与予定日（前後７日間）で投与開始すべきである。投与量に関しては、PP1Mの
前回投与量の 3.5倍の量に基づくベキである。 

パリペリドン３

ヶ月投与 
(PP3M) 
 

パリペリドン３ヶ月投与（PP3M）は、３ヶ月ごとに同日に投与すべきである。 
 
投与間隔はどのくらい延長可能か？ 
当初の３ヶ月後の投与予定日の前後１４日間以内には投与されるべきである。 
 
患者が投与のための受診を逃してしまった場合、どうすべきか？ 

• ３.５ヶ月から４ヶ月まで：以前に安定していた用量をできるだけ早期に投与し、以後は、３ヶ月間隔で
投与を続ける 

• 終投与から４ヶ月以上９ヶ月以内の場合：製造元の再投与レジメに従う。これには、投与初日と８

日目に三角筋への投与を行うという PP1Mのレジメに関わる。使用すべき PP1Mの用量は、元々
の PP3Mを下に決定されるべきである。２番目の用量の投与後１ヶ月で以前の３ヶ月投与方式を継
続する。 

 
どのように経口剤に変更するか？ 
まず、経口のパリペリドンが使用可能かどうかを検討する。そうでない場合、経口リスペリドンかこれまでの忍

容性に基づいて他の経口抗精神病薬への変更が必要かもしれない。次の PP3M投与予定日から経口薬を
開始すべきだが、非常に緩徐に調整すべきである。具体的には、目標用量の半量かそれ以下から開始し、

終投与から半年かけて目標用量に達する〜６週毎に漸増していく。 
 

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/32
050 
 
 
 
 
 
 
 

アリピプラゾー

ル LAI 
アリピプラゾール LAIは月 1回、前回の注射後 26日以内に投与する必要がある。 
投与できなかった場合はどうすべきか？ 
もしも初回投与から 2回目、あるいは 3回目の投与ができず、時間が経過している場合 

• ４週間から５週間の場合:できるだけ早く予定用量にて投与し、月 1回スケジュールを再開する。 
• ５週間以降:次回注射時に４日間経口アリピプラゾールを併用する。 

 
もしも初回投与から４回目以降の投与ができず、時間が経過している場合は？ 

• ４週間から６週間の場合:できるだけ早く予定用量にて再開する。 
• ６週間以上の場合:次回注射時に４日間経口アリピプラゾールを併用する。 

どのように経口薬に切り替えるか？ 

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/31
386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

次回の注射が予定されているタイミングで、アリピプラゾール 5～10mg、または他の抗精神病薬を低用量で
開始する。必要があれば、1～2週間後に増量する。 Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 

Lloyd-Reinhold Publications 

リスペリドン
LAI 

リスペリドン LAIは 2週間に 1回投与する。薬物動態として、初期放出は少量（投与量の 1%未満）であるた
め、約３週間タイムラグが出てしまう。リスペリドンの主な放出は 3週目以降に始まり、4～6週目に維持さ
れ、7週目には消失します。 

投与できなかった場合はどうすべきか？

できるだけ早期に投与を行い、その時点から 2週間に 1度の投与を継続する。経口薬を LAI投与後 大３

週間は暫定的に使用しても良い。

どのように経口薬に切り替えるか？

血中濃度は LAI 終投与から約 5週間後に定常状態を下回り始め、7～8週目にベースラインまで低下す
る。経口薬のリスペリドンまたは他の抗精神病薬は、LAI 終投与の 5週間後より慎重に漸増し、再開して
いく。

代替としてパリペリドン LAI（PP1M）へ切り替えてもよい（GFRが 50ml/min未満の患者には切り替えるべ
きではない）

リスペリドン LAIから切り替えるときは、次回予定されている注射剤の代わりにパリペリドン LAI（PP1M）を開
始する。パリペリドン LAI（PP1M）は月に 1回の間隔で投与を継続していく。筋肉内注射（それぞれ 1日目と
8日目）を含む 1週間の投与開始療法は必要ない。以前にリスペリドン LAIの異なる用量で安定していた患
者は、以下に従ってパリペリドンの月 1回の用量を投与することで、同様のパリペリドンの血中濃度が保たれ
る。

以前のリスペリドン LAI用量 パリペリドン LAI（PP1M） 
2週間ごとに 25mg 1ヶ月ごとに 50mg 
2週間ごとに 37.5mg 1ヶ月ごとに 75mg 
2週間ごとに 50mg 1ヶ月ごとに 100mg 

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/30
449 

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-
source/improving-care/better-mh-
policy/managing-depots-during-
covid.pdf?sfvrsn=fdaffc8b_2 

オランザピン
LAI 

オランザピン LAIは臨床に応じて、2週間ごと、または 4週間ごとに投与することが可能である。 http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21
361 
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オランザピンの LAIは、注射後 3時間は適切な資格を有する者が注射後症候群（注：オランザピンの過量投
与と一致する徴候や症状）のモニタリングができるように、医療機関で投与されるべきであることがライセンス

要件となっている。 COVID-19の間はこれが不可能なこともあり、実臨床では自宅での投与のリスクと利点
を検討し、モニタリングの時間を短くする必要があるかもしれない（多くの副作用は注射後 1時間以内に報告
されている）。可能であれば、患者は投与後 3時間一人でいないことを確認し、その日の残りの時間は症状
に関して注意してもらう。 車の運転や機械の操作を行わないように指導を行う。 
 
投与できなかった場合 

• 2週間ごと投与している場合：次回以降 2回は 大 25％まで増量し、投与を行う。 
• 4週間ごと投与している場合：次回投与時に 大 25％まで増量し、投与を行うが、必要であれば数
日間経口薬にて補充することを検討する。 

 

どのように経口薬に切り替えるか？ 
オランザピン LAIは投与後に約 6～8か月持続的にゆっくりとオランザピンを放出していく。次回投与予定日
に、非常に低用量な経口薬のオランザピンまたは他の抗精神病薬へ切り替えが可能だが、オランザピン LAI
投与中止後 2か月間は特に注意して経過観察が必要である。目標とする臨床用量まで 3～6か月間以上か
けて徐々に増量していく。 

 

 
 
 
 
http://www.oxfordhealthformulary.nhs.uk/docs/
Olanzapine%20LAI%20-%20guidance%20for
%20managing%203%20hours%20of%20PIS
%20monitoring%20v1.pdf?UID=43283507020
2061394143 
 
Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 

ズクロペンチキ

ソールとフルペ

ンチキソール 
 

ズクロペンチキソールとフルペンチキソールのデポ剤は１～４週間間隔で投与することが可能 
投与間隔を延長する場合は投与量を増やす必要がある。ズクロペンチキソール単剤での一度に投与できる

大投与量は 600mgである。フルペンチキソール単剤での一度に投与できる 大投与量は 400mgであ
る。 
 
投与できなかった場合はどうすべきか？ 
毎週投与の場合：血中濃度に大きく変動はなく、1日、2日は遅くまたは早く投与が可能である。 1週間投与
できなかった場合には、次の投与日に約 50～75％増量し（ 大用量以内で）翌週には予定用量で再開す
る。 
 
2週間に 1度投与の場合：1週間遅れて同用量で投与し、可能ならばその投与日から 2週間ごとの投与に
移行する（前回の 2週間ごとのルーチンとは異なる週になる）。 
代わりに、予定投与日の 1週間後に予定用量の 75％で投与し、1週間後にも 75％の用量で投与。その後 2
週間ごとの元の投与量に戻す。または、次の 2週間後の投与予定日（ 終投与から 28日後）に予定用量の
50％増量し、投与を行う。これらは 大用量を考慮して選択する。 

https://www.medicines.org.uk/emc/product/64
14 
 
 
 
 
 
 
Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 
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3週間に 1度投与の場合：次回投与時の用量を予定用量から 33％～50％増量し、次回投与時にはもとの
予定用量に戻す。

4週間に 1度投与の場合 
• 1週間遅れ – 1週間遅れで、同用量で再開し、以前と同じように投与を継続する。
• 2週間遅れ – 2週間遅れで、同用量で再開し、2週間後に予定用量の 50％で投与。その後以前と
同じように投与を継続する。

• 3週間遅れ – 予定用量で再開する。

どのように経口薬に切り替えるか？

毎週投与の場合：次の予定投与の日に、経口同用量の半分で再開し、その用量を 1週間継続したのちに、
同等の用量に増量する。

2週間に 1度投与の場合：次の予定投与の日に、経口同用量の半分で再開し、1週間後に同等の用量に増
量する。

３、4週間に 1度投与の場合：次の投与予定日の日から経口同用量で再開する。 

Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 

ハロペリドール
LAI 

ハロペリドールは通常 4週間に 1度投与されるが臨床ニーズに応じて投与頻度を調整することができる。単
剤での 大用量は 300mgである。 

投与できなかった場合どうすべきか？

毎週投与の場合：血中濃度に大きく変動はなく、1日、2日は遅くまたは早く投与が可能である。 もし、1週間
投与できなかった場合、次の投与予定日に予定用量の 50～75％増量し（ 大用量以内）、翌週には予定用
量で再開する。

2週間に 1度投与の場合： 
• 6日以内遅れ – 予定用量の全量を投与した後、通常通り予定用量で再開する。
• 7日遅れ – 予定用量の 50％を投与し、翌週に予定用量で再開する。

3週間に 1度投与の場合：次の予定投与日に予定用量から 50％増量し投与し、次回以降は予定用量を継
続する。

https://www.medicines.org.uk/emc/product/96
8 

Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 
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4週間に 1度投与の場合：次の予定投与日に予定用量から 大 50％まで増量し投与し、次回以降は予定
用量を継続する。 
 
どのように経口薬に切り替えるか？ 
毎週投与の場合：次の投与予定日から経口同用量の 25％で開始し、1週間後に経口同用量の 33％へ増
量。さらに 1週間後に経口同用量の 66％に増量し、その 1週間後に経口同用量の 100％へ増量する。 
 
2週間に 1度投与の場合：次の予定投与日から経口同用量の 25％で再開し、1週間後に経口同用量の
50％へ増量。さらに 2週間後に経口同用量の 100％へ増量する。 
 
３、4週間に 1度投与の場合：次の予定投与日から経口同用量の 50％で再開し、1週間後に経口同用量の
100％へ増量する。 
 

 
Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 

フルフェナジン フルフェナジンは 大 4週間に 1度投与することができる。単剤の 大用量は 100mgである。 
注：フルフェナジンの販売は 2018年に世界的に中止となっている。ジェネリックはいくつかの国で使用可能で
あるが、英国ではジェネリックも販売していない。 
 
投与できなかった場合： 
毎週投与の場合： 
血中濃度に大きく変動はなく、1日、2日は遅くまたは早く投与が可能である。1週間投与できなかった場合、
次の投与予定日に予定用量の約 50～75％増量し（ 大用量以内）、翌週には予定用量で再開する。 
2週間に 1度投与の場合： 

• 6日以内遅れ – 予定用量の全量を投与した後、通常通り予定用量で再開する。 
• 7日遅れ – 予定用量の 50％を投与し、翌週に予定用量で再開する。 

 
3週間に 1度投与の場合：次の予定投与日に予定用量から 50％増量し投与し、次回以降は予定用量を継
続する。 
 
4週間に 1度投与の場合：次の予定投与日に予定用量から 50％増量し投与し、次回以降は予定用量を継
続する。 
どのように経口薬に切り替えるか？ 
添付文書によると、デポ剤に対する反応は個人差があるため、フルフェナジンの経口同用量を推定すること

は不可能である。経口フルフェナジンは英国では利用できない。 

https://www.medicines.org.uk/emc/product/14
56 
 
 
 
 
 
Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychotropic Drug Directory 2018 (S. Bazire). 
Lloyd-Reinhold Publications 
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フルフェナジンの半減期は複数回投与後、 大 100日だが、治療用量は 4週間後に下回っている可能性が
ある。そのため、経口抗精神病薬に切り替える際には、慎重に経口薬を導入し臨床ニーズ、副作用に注意し

つつ用量を変更する。 



8. 国内におけるCOVID-19に関する資料 (順不同)
●精神医療における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策について ver. 1 (https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/20200
427.pdf), 2020年4⽉, ⽇本精神神経学会
●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流⾏下におけるメンタルヘルス対策指針第１版 (https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activit 
y/COVID-19_20200625r.pdf) , 2020年6⽉, 5学会合同（⽇本精神神経学会, ⽇本児童⻘年精神医学会, ⽇本災害医学会, ⽇本総合病院精神医学会,⽇本
トラウマティック・ストレス学会）
●外出⾃粛要請またはロックダウン指⽰発動時におけるクロザピン検査間隔に関する緊急対応の要望の結果報告 (https://www.jspn.or.jp/uploads/
uploads/files/activity/20200814.pdf), 2020年8⽉, ⽇本精神神経学会
●⽇本感染環境学会（http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328)
●⽇本感染症学会（http://www.kansensho.or.jp)
●国⽴国際医療研究センター（https://www.ncgm.go.jp/covid19.html)
●NITE：独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構（https://www.nite.go.jp/index.html）

●厚⽣労働省 新型コロナウイルス感染症について (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
●厚⽣労働省 新型コロナウイルス感染症に関する⾃治体・医療機関向けの情報（事務連絡等）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny 
a/0000121431_00088.html） 
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監訳: 井上 猛 (東京医科⼤学精神医学分野)、本屋敷 美奈 (東京医科⼤学精神医学分野)
翻訳: 認定特定⾮営利活動法⼈⽇本若⼿精神科医の会 (Japan Young Psychiatrists Organization; JYPO)

安藝 森央 (公⽴豊岡病院組合⽴豊岡病院, JYPO副理事⻑)
⽯井 義隆 (東京医科⼤学精神医学分野)
⼊來 晃久 (⼤阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター, JYPO理事)
川⽵ 絢⼦ (京都⼤学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター)
北岡 淳⼦ (⼤阪精神医療センター)
⽊⼭ 信明 (医療法⼈社団⼼清会浅草ファミリークリニック)
倉持 泉 (埼⽟医科⼤学総合医療センターメンタルクリニック)
⾹⽥ 将英 (宮崎⼤学医学部臨床神経科学精神医学分野)
下島 ⾥⾳ (⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科精神機能病学分野)
⾼松 直岐 (医療法⼈社団新新会多摩あおば病院)
寺尾 樹 (東京医科⼤学精神医学分野)
増⽥ 将⼈ (福岡⼤学医学部精神医学教室)
⼭⼝ 泰成 (奈良県⽴医科⼤学精神医学講座)
⼤⽮ 希 (京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科精神機能病態学, JYPO理事⻑)
澤頭 亮 (北海道⼤学医学院・医学研究院・医学部医学科神経⽣理学教室)
福島 弘之 (医療法⼈(財団)桜花会醍醐病院, JYPO理事, 翻訳委員⻑) (所属: 2020年11⽉1⽇時点)

認定NPO法人であるJYPOの活動は、ひろく市民の皆様

のご支援により運営しております。 

JYPOの翻訳活動は、海外の知見を広く国内へお届けする

ために行っております。今回活動に興味をお持ちになっ

た若手精神科医の皆様におかれましては、JYPOへの入会

をご検討いただければ幸いです。 

JYPOホームページ: http://jypo.org/ 




