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『看護学テキスト NiCE 精神看護学Ⅱ 改訂第 2 版（第 1 〜 5 刷）』
最新情報に基づく補足

本書の一部内容につきまして，最新情報に基づき補足をいたします．

� 2020 年 8月　株式会社 南江堂

■188頁　下から3〜1行目を以下に変更します．（下線部を変更）

……さらに最近では，患者と医療者が共同で治療方針の意思決定を行う共有意思決定（SDM：shared�

decision�making）が推奨されている．

■190頁　脚注1〜2行目を以下に変更します．（下線部を変更）

……治療の対象となる患者からサンプルを抽出し，交絡因子の偏りのない2つの群にランダムに振り分ける，

……
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■192頁　表Ⅷ-1を以下に差し替えます．（下線部を追加）

■192頁　本文中の囲み「服用の中断や飲み忘れを防ぐ工夫」6〜7行目を以下に変更します．（下線部を変更）

……水なしでも服用できる口腔内崩壊錠，経口服薬が困難な患者にも投与可能で貼付の有無を視認できる経

皮吸収型のテープ製剤などが登場し，……

表Ⅷ‒1　主な抗精神病薬
一般名/成分 代表的な商品名 与薬法

第
一
世
代
の
抗
精
神
病
薬

フェノチアジン系 クロルプロマジン ウインタミン
コントミン

内服
内服，筋注

レボメプロマジン ヒルナミン
レボトミン

内服，筋注
内服，筋注

ブチロフェノン系 ハロペリドール セレネース 内服，筋注・静注
ベンザミド系 スルトプリド バルネチール 内服

スルピリド ドグマチール
アビリット
ミラドール

内服，筋注
内服
内服

チアプリド グラマリール 内服
その他 ゾテピン ロドピン 内服

第
二
，三
世
代
の
抗
精
神
病
薬

SDA＊1 リスペリドン リスパダール 内服（口腔内崩壊錠
もある）

ペロスピロン ルーラン 内服
ブロナンセリン ロナセン 内服，テープ貼付

MARTA＊2 クエチアピン セロクエル 内服
オランザピン ジプレキサ

ジプレキサザイディス
内服，筋注
内服（口腔内崩壊錠）

アセナピン シクレスト 内服（舌下錠）
クロザピン クロザリル 内服（入院治療を要

する）
DPA＊3 アリピプラゾール エビリファイ 内服

ブレクスピプラゾール レキサルティ 内服
＊1 SDA（serotonin-dopamine antagonist）：セロトニン・ドパミン遮断薬（アンタゴニスト）
＊2 MARTA（multi-action receptor targeted antipsychotics）：多元受容体作用抗精神病薬
＊3 DPA（dopamine partial agonist）：ドパミン部分作動薬（アゴニスト）
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■194頁　13〜14行目を以下のように変更します．（下線部を追加）　

……ミルナシプランとデュロキセチン，ベンラファキシンがある．大量に服用しても心毒性がなく，安全性

が高い．ベンラファキシンは低用量ではセロトニン系に作用し，高用量ではノルアドレナリン系の作用を強

める．

■195頁　表Ⅷ-3を以下に差し替えます．（下線部を追加・変更）

表Ⅷ‒3　抗うつ薬
一般名/成分 代表的な商品名 与薬法

SSRI＊1 フルボキサミン デプロメール
ルボックス

内服
内服

パロキセチン パキシル 内服
セルトラリン ジェイゾロフト 内服
エスシタロプラム レクサプロ 内服

SNRI＊2 ミルナシプラン トレドミン 内服
デュロキセチン サインバルタ 内服
ベンラファキシン イフェクサーSR 内服

三環系 イミプラミン トフラニール 内服
クロミプラミン アナフラニール 内服，静注
アミトリプチリン トリプタノール 内服
ノルトリプチリン ノリトレン 内服
ロフェプラミン アンプリット 内服
アモキサピン アモキサン 内服
ドスレピン プロチアデン 内服

四環系 マプロチリン ルジオミール 内服
ミアンセリン テトラミド 内服
セチプチリン テシプール 内服

その他 トラゾドン レスリン
デジレル

内服
内服

ボルチオキセチン＊3 トリンテリックス 内服
NaSSA＊4 ミルタザピン レメロン

リフレックス
内服
内服

＊1 SSRI（selective serotonin reuptake inhibitor）：選択的セロトニン再取り込み阻害薬
＊2 SNRI（serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor）：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み
阻害薬

＊3 セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬
＊4 NaSSA（noradrenergic and specifi c serotonergic antidepressants）：ノルアドレナリン作動性・
特異的セロトニン作動性抗うつ薬
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■201頁　表Ⅷ-6を以下に差し替えます．（下線部を追加・変更）

表Ⅷ‒6　睡眠薬
一般名/成分 代表的な商品名 与薬法

バルビツール酸系 バルビタール バルビタール 内服
セコバルビタールナトリ
ウム

アイオナール・ナト
リウム

筋注・静注

ペントバルビタールカル
シウム

ラボナ 内服

アモバルビタール イソミタール 内服
フェノバルビタール フェノバール 内服，皮下注・筋注
フェノバルビタールナト
リウム

ワコビタール
ルピアール

経直腸（坐剤）
経直腸（坐剤）

ベンゾジアゼピン系
（超短時間型）

トリアゾラム ハルシオン 内服

ベンゾジアゼピン系
（短時間型）

ブロチゾラム レンドルミン
レンドルミンD

内服
内服（口腔内崩壊錠）

ロルメタゼパム ロラメット
エバミール

内服
内服

リルマザホン リスミー 内服
ベンゾジアゼピン系
（中間型）

フルニトラゼパム サイレース
ロヒプノール

内服，静注
内服，静注

ニメタゼパム エリミン 内服
エスタゾラム ユーロジン 内服
ニトラゼパム ベンザリン

ネルボン
内服
内服

ベンゾジアゼピン系
（長時間型）

フルラゼパム ベノジール
ダルメート

内服
内服

ハロキサゾラム ソメリン 内服
クアゼパム ドラール 内服

非ベンゾジアゼピン系
（超短時間型）

ゾピクロン アモバン 内服
ゾルピデム マイスリー 内服

非ベンゾジアゼピン系
（短時間型）

トリクロホスナトリウム トリクロリール 内服

非ベンゾジアゼピン系
（中間型）

ブロモバレリル尿素 ブロバリン 内服
抱水クロラール エスクレ 経直腸（坐剤）

その他 タンドスピロン セディール 内服
ラメルテオン ロゼレム 内服
スボレキサント ベルソムラ 内服
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■202頁　「9●発達障害の治療薬」7行目を以下のように変更します．（下線部を追加）
アトモキセチン，選択的なアドレナリン受容体の作動薬であるグアンファシンが用いられている．いずれも

……

■204頁　「12●アルコール依存症治療薬」4行目の後に以下を追加します．
近年では，オピオイドの受容体に作用して飲酒量を減らす飲酒量低減薬として，ナルメフェンが登場してい

る．

■271頁　「A．障害者総合支援法とは」の本文を以下に差し替えます．（下線部を追加・変更）

　第Ⅳ章で学んだように，国は2006年の障害者自立支援法，2014年の改正精神保健福祉法の施行により，

政策的な精神科病床数削減と入院患者の地域移行をさらに推進する方策を展開している．

　「障害者等の地域生活の支援，地域社会における共生の実現」という理念が国民に浸透し，「障害者総合支

援法」は「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」として2013年にその一部が

施行され，2014年4月に全面施行となった．その後，2018年4月の改正により，障害者自らの望む地域生活

を営むことができるよう，「生活」と「就労」に対する支援の充実などが加えられた．

◉基本理念

　障害者総合支援法の基本理念は，障害者の日常生活および社会生活の支援を総合的かつ計画的に行うこと

とされ，その実現のために，①基本的人権を有する個人として尊重されること，②人格と個性を尊重し合う

共生社会の実現，③身近な場所で必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられること，④社

会参加の機会が確保されること，⑤どこで誰と生活するのかの選択の機会が確保されること，⑥障壁となる

社会の事物，制度，慣行，観念などの除去という6つがあげられている．つまり，この法律によって，精神

障害者が退院して自宅にひきこもりとなってしまうのではなく，職場復帰や学業への復帰などの社会参加が

されるような支援を精神障害者に対するサービスの一環として提供すること，地域社会で隣人として暮らす

ことができるように，家族と暮らすことが可能となるように，あるいは単身アパート生活が可能となるよう

に，精神障害をもつ人も社会的な統合ができるようになることを目指している．
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■�271頁　「B．障害者総合支援法に基づくサービス」8〜10行目を以下に差し替えます．（下線部を追加・変
更）

　障害者総合支援法に基づくサービスには，自立支援医療（精神通院医療）と，障害福祉サービスに位置づ

けられる介護給付，訓練等給付，相談支援事業といった自立支援給付，地域生活支援事業がある．これらの

概要を理解しておく必要がある．

■273頁　「2●介護給付」の本文を以下に差し替えます．（下線部を変更）
　介護給付サービスには，居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者等

包括支援，短期入所（ショートステイ），療養介護，生活介護，障害者支援施設での夜間ケア等（施設入所

支援）がある（☞Ⓘ第Ⅳ章1「提供するサービスの対象と概要」（p.146））．

■273〜275頁　「3●訓練等給付」に関する補足
・�「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」（2018年4月施行）により，訓練等給付には「就

労定着支援」および「自立生活援助」が新設されました．

■337頁　下から3〜2行目を以下のように変更します．（下線部を追加）

……治療内容が異なる（日本うつ病学会気分障害の治療ガイドライン作成委員会，2017）．そのため，……

■338頁　図Ⅸ-5内「生物学的」の内容を，以下に差し替えます．

①躁とうつの気分の波がある

②炭酸リチウムを服用している

■339頁　1行目を以下のように変更します．（下線部を変更）

……ある（坂本，2013）．


