
【石垣院長による挨拶】 

 

石垣院長 

『今年最後の健康講座となります。今年からの健康講座は次への発展となるように企画しております。 

現代医学の素晴らしさを生かしつつ、新たな発展の形態を目指すことを目標にしてきました。 

その視点は「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態＝上腹部がやわらかい状態＝「呼吸・循環・

自律神経・人体力学・内臓全般の動き」がよい状態を基本にして、現代医学の素晴らしさを生かしつつ、次の発

展した段階をなしていこうというものです。今までは「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態を

基準にするという考え方がありませんでした。結果としての病気というものは海面から見える氷山の一角であり、 

底にある生活の中にある原因を現代医学はなかなか捉えられていません。そして一人の人を細分化された医学が

循環器内科や消化器内科などの様々な視点から捉え、全体を大きく診ることはありません。 

生活そのものをみると、病気に至るまでの原因が必ず見つかります。8 月に体験発表された前島さんの場合、結

果としての病気ではなく、生活を含めたその原因となるもの全体をとらえることで、ペースメーカーをつける必

要がなくなったり、心房細動がなくなったり、信号の色が見えるようになったり、耳鳴りがなくなったり、 

オムツを外せるようになったり、その他あらゆる症状が改善していきました。 

細分化された視点から結果としての病気を診ているだけでは解決できないということです。 

また、非常に大きなことですが「生きて、成長して、子を育て、老化して、死にゆく」これは 

「いのち」をつなぐ大きな役割です。 

しかし現代人は老化と死を嫌います。これを嫌って介護や医療に問題を丸投げしても解決はしません。』 



 

石垣院長 

『これは根幹の「しくみ」です。40億年前の原始の単細胞も 60 兆の細胞を有する我々の人体も 

細胞だけでは生きてはいけません。外から必要なものを取り入れ、不要なものは体外へ排泄する必要があります。

この根幹の「しくみ」が上手く働くと必ず体は整います。そういう面では西口先生がライフワークにされている

ものと一致するのではないかと思います。 

【静脈経腸栄養の発展】ついて西口先生に少しお話していただきたいと思います。』 

 

西口先生 

『私は外科医ですが若いころから勉強していたことです。手術がうまくいく人とうまくいかない人がいました。 

どこに原因があるか考えたところ、体力をつけないといけないということで栄養面に着目しました。 

色々な先生に聞いてみると、高知大学の先生が「栄養だけで治療することはできないが、栄養というものはすべ

ての治療のもとになるのではないか」』とおしゃっていました。それはすべてに当てはまると思いました。 

根本を元気にしないとどんなに良い手術・治療をしても治りません。実践していてもそうだなと思い、 

外科医ですけども、栄養素はどうすれば良いかを常に考えて仕事をしていました。』 

 

石垣院長 

『ありがとうございます。3 月に講演していただいた時も「万病に効く薬はないが栄養は万病に効く」と言って

おられましたね。この話は西口先生の師匠にあたる方ですか？』 

 

西口先生 

『師匠ではありませんが、同じ学会で、発表するたびに意見を言ってくれる方でした。』 

 

石垣院長 

『そうですか。必要なものを取り入れて、不要なものを排泄することができないと生きてはいけません。 

しかし最近は食べ過ぎにより体調を崩すこともありますね。』 



 

 

石垣院長 

『これは循環器系の構成と血流分布ということで 4 月度の健康講座の東京医科歯科大学の古川先生とも 

関わりがありますが、血液は左心室から全身へ流れ、肺から左心房には酸素を含んだ動脈血が肺静脈を通って流

れます。脳梗塞を引き起こす心房細動の起因（トリガー）とされている場所がこの肺静脈です。』 

 

石垣院長 

『肺には空気だけでなく血液も入っているので、呼吸だけでなく血流も横隔膜の動きに左右されます。 

横隔膜が上がると肺は縮みますので、肺から空気と血液が出ていきます。逆に横隔膜が下がると肺は下がります

ので空気と血液が流れ込んできます。つまり横隔膜の上下動が確保できる状態＝上腹部が柔らかい状態を 

作っておくことで呼吸と循環がよくなります。』 



 

石垣院長 

『無顎類→魚類→両生類→爬虫類→哺乳類と進化しましたが、「入りと出」という生命の仕組みは今も昔も変わ

りません。共通です。』 

 

石垣院長 

『3 月の健康講座は紳士で明るい西口先生に来ていただきました。今年の餅つきはぜひ来ていただきたいです。 

講座の内容として、臨床現場の立場から言うと、オミクロン株が重症化の直接的な原因になることは少なく、 

元々あった誤嚥性肺炎がコロナにより体調が悪化して重症化や死に至ることがほとんどということでした。 

コロナに関しては高齢で基礎疾患のある人が危険であると言われていました。この人達は上腹部がかたいのです。

しかし、そこに視点があたっていません。太っている人も薬の副作用が出ている人も同じく上腹部がかたく、 

危険な状態です。（詳しくは河内新聞 3 月 15 日号をご参照ください。たまごビルのHP から閲覧可能です） 

結論、誤嚥性肺炎を予防することが重要であるとお話されました。 

そして発展的には ROB治療で呼吸と循環を整えておくことです。』 



 

石垣院長 

『4 月の健康講座は「心房細動からくる脳梗塞の予防」を古川先生に講演していただきました。 

上腹部の柔軟性を維持して心房細動を予防し、どうしてもの時はカテーテルアブレーションや抗凝固薬でカバー

する。現代医学のすばらしさを生かしつつ、「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態を生かす。 

共同研究もしていきますが、東京医科歯科大学と東京工業大学が合併することになり、忙しくされています。』 

 

石垣院長 

『6 月は中谷先生に講演していただきました。長年の救急での経験を踏まえてお話していただきました。 

たまご理論ではこの老化と死は忌むべきものではなく「いのち」をつなぐ尊ぶべきものであるということ。 

こういう根源的なことを知っておかないと、なんでも助けてくれると思っていてはいけないということです。 

また、救急の裏舞台をお話していただきました。』 



 
石垣院長 

『8 月は前島さんです。脳梗塞の再発を予防してほしい。ペースメーカーを入れたくない。その両方を達成でき

ました。前島さんこそ、先ほど話した氷山の一角の話です。ペースメーカーを入れなければならない原因・脳梗

塞の原因はどこにあるか考えてみると、前島さん自身の体質と生活にありました。8 月の忙しい時期も息子さん

に助けられながら生活の中から改善していこうということになりました。 

年をとれば上腹部がかたくなり、病気になります。お迎えが来るまでは、自分の事は自分でできるように、人生

を楽しめるようにということが一番の目的です。本質である生活の中から改善するということに興味を持たれ、

わざわざ東京から福井先生・八王子から別府先生がご自分の担当講座でもないのに来られました。 

ありがたいことです。さらに医療を発展させようとの意欲がフツフツと湧いてきました。』 

 

石垣院長 

『9 月は患者さんの立場になって日本の医療のあるべき姿についてお話していただきました。 

非常に幅の広く深いお話でした。その見識の深さと患者さんサイドに立った姿勢に感服しました。 

しかし、例えばランダム化比較試験を経ないと医療のガイドラインとは認められません。これでは条件が狭すぎ

るため、狭い医療になってしまいます。氷山の一角だけでなく生活の中にある原因を確認し、全体を診る必要が

あります。今後これを改善するため、福井先生とも別府先生ともお話をして、次のステップへ進んでいきたいと

思います。医療だけでなく、生活そのものを改善できるように持っていきたいと思います。 

別府先生は 60年前にスモンの薬害の原因を海外に行って学び、スモン病の予防に努められました。 

そんな先生が今日は精神薬・睡眠薬として使用されているベンゾジアゼピン系の薬に関して 

効能効果や薬を減らしていく方法についてお話していただきます。』 



【別府先生による講義】 

  

こんにちは。 

今日は「睡眠薬・精神安定薬・抗不安薬との付き合い方」というタイトルでお話させていただきます。 

私には河内長野に住んでいる姉がいまして、ちょうどこの撮影中に 

「何かいつもと違う。立っているのが落ち着かない。ふらふらする。」と電話がかかってきました。 

脈が速くはなっていることはありませんが、ドキドキする感じがあって、 

息が苦しいという状況が 4時間も続いているということでした。 

これを聞いたとき、これはベンゾジアゼピンが原因ではないかと思い、聞いてみると、間違いなく服用していました。 

そういうこともありましたので、この話は是非、みなさんにも知っておいていただきたいと思います。 

 

昔から睡眠剤とか安定剤とか文士がよく好んで服用していましたし、実際に小説の中にも出てきます。 

例えば太宰治です。芥川龍之介の場合は実際に睡眠薬で自殺しましたし、 

坂口安吾などの大勢の文士がこういった薬を服用していました。 



 

しかし、1960年代ごろになりますと、市場に新しい薬が登場します。それがベンゾジアゼピンでした。 

安全性・有効性・利便性が宣伝されて世界中に広く浸透しましたが、間もなくその副作用や依存性が問題となります。 

1980年代には依存性のリスクが発見され、英国では 1万人を超える患者、 

1,800の法律事務所から史上最大の集団訴訟が起き、被害者を治療・支援するための専門施設が準備されました。 

そのような施設で様々な経験をしたアシュトン教授という方がどうすればこのような危険から逃れることができる

のか、どうすれば依存に陥った患者さんを救うことができるのか治療法を普及していきました。 

 

日本でもそれほど遅れることなく、承認されて処方されるようになりましたが、ヨーロッパで依存性や離脱反応が 

問題になっていることには目を向けませんでした。厚労省が乱用に注意喚起を行うようになったのはつい最近です。 

それでも、このような対策はもっぱら処方期間の制限・量の制限・多剤投与に関する注意喚起のみで、 

現在被害を受けている患者への救済策はほとんど行われず、依存治療用の専門施設も準備することはありません。 



 

ここにあるのは一部です。日本で売られている薬はこの 2～3倍はあります。 

睡眠剤・安定剤・自律神経調整剤・抗てんかん剤など、いろいろな項目がありますが、 

すべて共通して依存性の問題、それ以外にも共通する副作用を持っています。 

黒い字が一般名。赤い字がブランド名、商品名です。見たことある薬がある方も多いと思います。 

 

実際、ベンゾジアゼピン系の薬の消費量において、日本は世界で 1・2を争うほどとなっております。 



 

日本で被害にあった人達は数十万人と言われていますが、被害実態調査はおろか、実質的な救済措置は何一つ 

とられていない現状です。今年の 2 月になりまして、厚労省は「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の治療薬依存」に対

するマニュアルを作成し、医療機関に向けて配布しましたが、実際の患者に対する救済措置はおろか、 

新たな被害者の発生予防においても有効かどうかは疑問の残るところです。 

 

症例を紹介します。４月にコロナによるテレワーク・派遣でのストレスにより円形脱毛症となりました。 

更年期も加わって気分が沈み、眠れなくなりましたので、9 月に心療内科を受診し、抗うつ薬やベンゾジアゼピンを

処方されましたが、11月になっても改善せず、ベンゾジアゼピンについての不安も訴えると、「嫌なら、やめてもよい」

と言われ、十分な説明もされませんでした。12月には転院し、自分で減薬しましたが、 

正しい減薬方法や薬の原理も理解していなかったので、うまくいくはずがありません。 

手が震え始め、台所仕事にも支障が現れ、食欲も低下しました。それでも少しずつの減薬で精神症状は少し落ち着き

ましたが、不随意運動は口の周りにも出現し、手の震えも続いています。 

これ以上の改善が困難と思い、私のところへ相談に来ました。家族の理解や支えがないことでも悩まれています。 



 
次の方は 2009年末に仕事のストレスから精神科を受診し、うつ病の 1歩手前と診断されました。 

向精神薬・ベンゾジアゼピン・抗うつ薬などを 9年に渡って複数処方され、焦燥感・不安感が現れてきました。 

性格まで変わり、そのことを伝えると薬のせいではない否定され、一気に断薬することに決めました。 

その直後、頭部の硬直・不眠・思考力の低下などの激しい離脱症状が出現し、仕事も日常生活も困難となりました。 

一方では抗うつ薬を止めたことで異常な自信過剰や、金遣いの荒さが消えて、薬のせいだったと悟ったそうです。 

他の精神科も受診しましたが、薬のせいにする人はお断りと言われ、結局薬はすべて止め、サプリ・漢方薬・マッサー

ジなど自分で努力して、多少改善しましたが、いまだに後遺症に悩まされ、職もなく、妻も子も離れていきました。 

 

この方の服薬歴をグラフにしてみましたが、9年間で 10種類以上の薬を服用していました。 

薬で症状が悪くなったことを伝えると突然受診を断られるようになりました。 



 

薬というものは服用直後は当然血中濃度が上がり、体の隅々で効果を発揮するわけですが、その過程で分解され、

薄まっていくので薬は毎日飲み続けるものとなっています。例えば 6時間経過すると半分になる。 

さらに 6時間後には空にその半分（1/4）になります。さらに 6時間経過すると 1/8にまで薄まります。 

つまり最初は早く薄まり、徐々にそのスピード落ちていきます。 

 

長期間の服用や過量接種をすると、最初は不眠が改善し、不安症状も軽減したように感じますが、 

同じ効果を得るためにだんだん多量の薬を必要とする依存状態になっていきます。 

このような依存が形成された状態で急激な減薬・断薬を行うと、薬の作用とは相反する奇妙な離脱反応が起きます。 

例えば深刻な睡眠障害・不安や緊張が走り、パニック発作を起こし・震え・発汗する・集中力や思考力や記憶力低下・

吐き気や嘔吐があり、体重も減少します。動悸もすれば頭痛も起こり、筋緊張やしびれ・痛み出すこともあります。 

視覚や聴覚が過敏になったり、幻覚を見ることもあります。他にもてんかん発作や錯乱など様々な症状が起こります。 

これらの症状の出現には個体差があり、全く症状なく断薬できる人もいれば長く重い症状に悩まされる人もいます。

いつどのような症状がどのレベルで現れるのか予測することは困難です。 



 

それでは依存症や離脱反応を予防・治療するにはどうすればいいか。最初の方に紹介したアシュトン教授が作成した

マニュアルのまとめはこのようになります。まず力価の強い薬。つまり効果の強い薬や長時間作用するような薬ほど、

依存・離脱反応を生じやすいということです。次に服薬を中止する場合はできるだけゆっくり行い、細心の注意を払

うこと。何か変わったことが起きれば、減薬による離脱反応を察知して原因となる薬の服用を再開すること。 

そして鎮静された後はこれより効果の短い薬に置き換えてから少しずつ減薬し、中止にもっていきます。 

そして先ほど説明した通り多彩な症状が起こる可能性があるので患者やその家族には十分な説明が必要です。 

 

依存や離脱反応はなぜ起こるのか。抜け出すためにはどうすればいいのか。 

1から説明していきます。 



 

私たちの脳は大きく分けて興奮性の神経系と抑制性の神経系に分かれ、巧みにバランスを保っています。 

しかし嬉しいことがあると興奮しますし、悲しみから沈み込むこともあり、少しのバランスの崩れがあります。 

そんな時、神経系の力の配分を変えて、できるだけきれいにバランスを保とうとします。 

 

ストレスは興奮性の神経の働きを強めてしまいますが、正常であればバランスをとり、抑えることができます。 

それができず眠れなくなったり、不安を引き起こしたりすることがあります。そんな時にベンゾジアゼピンにより抑制

性の神経の働きを強め、バランスを取り戻すことができます。 



 

ストレスがあるからと言って飲み続けていると、だんだんストレスが収まってきたときに薬の力で抑制している分、

抑制性の神経が働かなくなっていきます。そうすると薬を増やさないと今までの安心感や熟睡間を維持できません。 

これが依存の形成ということです。非常に便利な薬ですが、薬だけに頼ってしまうとバランスを崩してしまいます。 

 

薬でバランスを保っている状態のときに、ストレスがなくなったからと急に薬を完全にやめてしまうと、 

薬で保っていたバランスが崩れ、興奮性に傾いてしまいます。つまりこれが離脱反応です。離脱反応が起こった時は、 

もう一度薬を再開することで離脱反応を抑えることができます。 

 

 

 

 



 

というわけで、ベンゾジアゼピンを徐々に少しずつ減らしていきます。そうすると、 

次第に脳も自分の力を回復しながらバランスを保っていけるわけです。この方法がアシュトン教授の公式です。 

 

ここで気を付けるべきところは先ほども言った半減期の違いについてです。 

同じベンゾジアゼピン系でも体から薬が消えていく速度は薬によって異なります。 



 
例えばここに 2つの薬があります。レンドルミンはすごく早く作用しますので、7時間で半分の濃度になります。 

セルシンは 200時間以上たって半分の濃度になります。最初の濃度は同じでも薬によって違い出てくるわけです。 

 
では減薬のために置換をする意味をお伝えしてきます。緑の尖った山がレンドルミンのような作用の早い薬です。 

オレンジ色の急激に濃度が下がらない薬がジアゼパムなどの薬になります。グラフにある赤い線は最小有効濃度と

言って血中濃度がこの線を下回れば必要な濃度を満たせていないので、薬が足りていないと体が慌ててしまいます。

緑色の薬を飲み続けていると、頻繁に最小有効濃度を下回ることになるので、それだけ離脱反応も多くなります。 

そこで徐々に半減期の長い薬に置き換えることでだんだん最小有効濃度を下回らないようになっていきます。 

そうすると脳が安定した状態になります。そして 40日くらいのラインで薬自体を少しずつ減らしていきます。 

こうして徐々に減薬することで安定した状態で次第に自分の力を取り戻してバランスをとるようになります。 

これがアシュトン教授の概念です。一言でいえば簡単ですが、個人差や薬の種類もありますから簡単にはいきません。 



 
一方で、最近はネット上に患者さんがいろいろなことを書くようになりました。ネットは非常に便利ですけど、反対に

生半可な知識を持つ人が専門家のような口調で書き込むと、それに引っ張られてしまう人もいます。例えば 

「ジアゼパムに置き換えたが改善しなかった。」「ジアゼパムに置き換えたら体調が悪化した。」書き込みを見る人には

医師よりも書き込みを信じてしまう人もいます。非常に厄介なことですが、最近行っている対策として、 

同じような症状を持つ患者さんを集めてネット上で意見交換をしてもらいます。そこで間違えた意見がでてくると、

説明をして正しい方向へ導いていきます。診察室での 1対 1の会話で解決できないこともグループを作ることで 

解決できることもあります。コロナでグループでの会話も難しいですが、このようにネットにも良い面がありました。 

 

細かい話になりますが、ついでにお話させていただきます。ブロチゾラムやコンスタンという薬は力価が非常に高く、 

0.25ｍｇでジアゼパムの 5ｍｇと同じ力を発揮します。このように薬にも大きな違いがあるので、 

置換をするときにはどの薬をどの量で置き換え、減薬するときも力価や半減期といったことが大きく左右します。 

このことを理解して患者さんの同意のもと、置き換えや減薬をするといったことが非常に大事になってきます。 

 



 

ネットでもこのような薬剤ごとの半減期や力価がどれくらいか閲覧することができます。 

 

 

 



 

失敗をしないためには 1 回の置換量を大幅に上げないことです。しかし、小刻みに置換しすぎると、全体の服用期間

が長引いてしまうため、離脱反応を強めてしまうことになります。適度な置換量が必要です。もう一つ大切なことは、

遺伝的な体質も関与しています。例えば薬の代謝が悪い人ではジアゼパムなど半減期の長い薬ではいつまでも血中

濃度が下がらない人もいます。ネットの悪い書き込みに関してはこのような人が書いている場合もあります。 

実際は減薬・置き換えを始める前に自分がどのような遺伝的体質があるのかを検査してから始めることが理想です。 

しかしこのようなことを全然知らない医者があまりにも多すぎます。勝手に減らして大丈夫と思っていたり、自分の

処方に意見があるなら他の病院へ行きなさいと言ったりする医者もいます。 

 

次に、副作用として不随意運動があります。意図せず手足が動いたり、痺れたり、首や肩に緊張が走ったりします。 

つまり自分の意志にない運動です。少し見ていただきます。 

 

 



 

実際こういう状況になって困っている患者さんは大勢います。その中でも自分でどうすれば抜け出せるかを 

勉強したい患者さんもいます。最近は本も出ていますので、本を読んだりネットで調べたりすることも良いですが、 

できればこの薬に関してよく理解している医師に相談して抜け出す努力をすることが理想です。 

一人一人で個人差がありますので、医師と患者がどうすればうまくいくかを話し合いながら進めていくことです。 

以上がベンゾジアゼピン系の睡眠薬・抗不安薬による離脱反応や依存性に困っている方へのお話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別府先生と石垣院長の対談】 

石垣院長 

『よろしくお願いします。お忙しいところ、ありがとうございます。 

私が質問をして、別府先生にお答えしていただくという形で進めさせていただきます。』 

 

別府先生 

『こちらこそよろしくお願いします。』 

 

石垣院長 

『まず、日本はどうして世界でも突出してベンゾジアゼピン系の消費量が多いのでしょうか。』 

 

別府先生 

『結局、一番の責任は国ですよ。二番目は精神神経医学会を中心とする医師たちの責任です。三番目はメーカーです。 

なぜかと言うと、イギリスやアメリカでは 30年前には研究している医師の団体も気づいていました。 

そして被害を避けるための方策がとられていたのに、日本がこのことに気づき始めたのは、ここ数年のことです。』 

 

石垣院長 

『ここ数年ですか！？』 

 

別府先生 

『ここ数年、警告・制限が出ました。量の制限や経済的制限をしても医師の教育ができていなければいけません。 

医師の教育・患者さんへの情報提供・国のシステムを変える必要があると思います。 

今までの精神科の患者さんというのはまとめて入院させておけばいいという考え方でしたので、今でも患者さんの

発言をまともに聞こうとしません。どうしても上から目線になっています。もうひとつはメーカーなどの宣伝を信じ

込んでしまう問題です。利益を出すための宣伝を行っていることに気づくべきなのに、何もしない。 

それは学会の責任であり、学会を運営してきた人が一番の問題だと思います。』 

 

石垣院長 

『それは精神科だけでなく、いろいろな分野でも起こっていることですね。』 

 

 



別府先生 

『そうですが、精神科の患者さんは一番弱いですので、声を上げることもできません。実際の患者さんの話では、 

少しでも薬の副作用の話をするとそれではやめてしまいましょうとなりますし、ひどい場合ではもう来ないでくれと

言われることもあるそうです。良心的な精神科医もいますが、一般的にはこういう状況です。 

そして、これは医師全般に言えることですが、まず患者さんの最初の言葉が医学の最初のきっかけになっています。 

頭が痛い・お腹が痛いと言われた時、それをどうにかしようという謙虚な気持ちが医学を生み出したわけです。 

医師は患者さんが発言をしないと何もできないので、そこをもっと大切にするべきだと思います。 

教科書に書いてあることだけが事実だと思い、自分はそれをよく知っているからと上から目線になっています。』 

 

石垣院長 

『別府先生の Dipex-japan の目的・方向性が見えてきます。それに関連して質問ですが、どうして医師は副作用の

対応に弱いのでしょうか。やはり、患者さんの言葉をよく聞くという訓練ができていないのでしょうか。』 

 

別府先生 

『もちろんそうですが、今話したことと違う話をしますと、私はよく善意の陰謀という言葉を口にします。 

善意、つまり人を助けてあげたいという善意はありますが、そればかりだと自分の不完全さに目がいかなくなります。 

善意を相手に押し付けることは間違いであり、役に立たないものだということです。 

自分は不完全であるということ、科学そのものが極めて不完全なものであるということを知らないといけません。 

昔、冲中重雄という医者の最後の講義であった「目の前で苦しんでいる患者の中にこそ未来の医学がある。 

すでに書かれている教科書は過去のものである」というのは、まさにこのことだと思います。』 

 

石垣院長 

『本当に基本中の基本ですね。患者さんの声を聴き、その病気の特徴を捉え、どこに原因があるかを 

一人一人探求する必要がありますね。根が深い問題ですが、その根は底で通じているような気がしますね。 

被害者の救済が進まないことも同じような理由でしょうか。』 

 

別府先生 

『国の責任が一番大きいと思います。これだけ被害が広がっているのに、きちんとした基礎調査を何もしていない。 

被害者がどれだけいるのか、どんな被害なのか、そんな全国的な調査を一つもやる気配がない。 

本来、国が明示して学会や医師会にデータを集めるための仕組みを作る必要がありますが、全然できていません。 

救済が進まないのは、まずここにあります。今の日本は患者がきちんと診てくれる医者を探し回っている状態です。』 

 

石垣院長 

『なるほど。それがインターネットなどの曖昧な情報に惑わされる原因の一つですね。』 

 

別府先生 

『インターネットはまだ救いです。彼らは一生懸命に探しているのでインターネットも利用するのは当たり前です。 

その中できちんと被害者のことを考えると、どうしてこういうことが起こるのか・どういう治療が必要か、たくさんの

患者を診ないといけません。つまり責任あるきちんとした施設があれば、そこに患者さんも集まるので、正確で頼り

になる医療が受けられるはずです。現にイギリスなどは 30～40 年前から行っています。だからこそ、イギリスでは

このアシュトン教授のマニュアルのような世界中で利用されるガイドラインができたわけです。 

日本は患者がよい病院を探し回っている状況ですから、それはまず国の責任です。そして学会の責任です。』 



石垣院長 

『国の責任。学会の責任ですね。先生が目指している Dipex-japan では各病気の患者を 30 人ほど集めて、患者

さんの声にアクセスできるような仕組みを作っていましたね。民間での解決方法になればという思いからですか。』 

 

別府先生 

『もちろんそういうことにも役立つと思いますが、これは患者さんの生の声がどれだけ大切か医師に理解してほしい。 

そういう思いで作成しています。しかし、現時点で我々が作成できているのは十数種類の疾患だけです。 

イギリスではすでに 100以上の病気で作成されています。』 

 

石垣院長 

『そういうことですか。10 年ほど前にお話したときにそういう方向性を求めて普及していきたいと言っていたのは、

まさにこのことですか。』 

 

別府先生 

『それも大きな理由の一つですが、もう一つの理由は、病気にかかったり障害をもったりするということは、 

決してマイナスの面ばかりではないと思います。そういう体験を通じて、それぞれが大きなものを得るわけです。 

闘病している患者さんは病気と無関係と思っている人たちにも色々なすごい力をくれますので、 

病気は決してネガティブな面ばかりではなく、戦う中で得る大きなものもあるということを知ってほしいです。』 

 

石垣院長 

『そうですね。例えば障害があるから違う視点から見えるものがあるということですね。 

それでは患者さんの立場になったとき、現在の症状が、その薬の副作用なのか病気による症状なのかというのは、

どう判断すればよいと思いますか。』 

 

別府先生 

『これは医者もよくわかっていません。ですが、病気があって薬を飲んでいるのですから、薬を飲んで症状が軽くなる

ことが一般的です。そこで症状が重くなるようなら、何かがおかしいと考える必要があります。自然な思考です。 

時には、一見そう見えても違うことがあるので、その判断は非常に慎重にならなければなりません。』 

 

石垣院長 

『お医者さんも絶えず客観的に診て状況を判断していく必要があるということですね。 

それが、ガイドラインや基準値にばかり目が行ってしまうと大変なことになるということですね。』 

 

別府先生 

『基準値を気にすることが悪いのではなく、基準値だけに頼らず、それが本物か見定めることが大切です。 

疑うということはサイエンスの基礎ですね。』 

 

石垣院長 

『このまえもおっしゃっていたことですね。別府先生に 2020 年 11 月に講演していただいた時に「1 粒の薬を飲ん

だだけで治ってしまうのは現代医学の素晴らしい発展ですが、それと安全性を一緒にしてはいけません。薬を出すと

きはいつも疑わないといけない。それがとても大事だと思います。」という表現をされていましたね。薬を出すとき

はその安全性も同時に考えないといけないということですね。これも難しい話ですね。』 



別府先生 

『難しいです。難しいですけど、心があれば必ず何とかなります。だから、大切なものは心だと思います。』 

 

石垣院長 

『そうですね。今回の講座は医師の参加も多いので言いづらいこともあると思いますが、 

例えば精神疾患に限定して医師に対してのアドバイス・提案などはありますか。』 

 

別府先生 

『私もこうして偉そうなことを言っていますが、いつどこで間違えるかわからないわけです。だからこそ自分はまだま

だ分かっていないと思って、フラットな視点で患者さんと向き合って話をすれば見えてくることもあると思います。』 

 

石垣院長 

『そうですね。別府先生がいつもおっしゃっていますね。「近代科学というのは素晴らしいものですが、すべてが分か

っているわけではない。だからわかっていないということを前提にして対応する必要がある。」という話でしたね。』 

 

別府先生 

『そうです。まさにその通りです。でも、今わかっていることも先人たちの努力のおかげです。 

ですので、それを一つ一つ積み重ねていくしかありません。』 

 

石垣院長 

『わかりました。最後となりますが、他に意見やアドバイスはありますか？』 

 

別府先生 

『私は今、ZOOMで患者さんたちのミーティングに参加しています。私も参加者の一人としてです。 

そういう輪が色々な場であればいいと思います。誰でも文献や論文にアクセスできて、それが読みやすい言葉で書

かれていると良いですね。そういう共有できる場があると良いと思います。 

SNSやブログが混乱を招いている場面もよく見かけます。だから、何かを頼りにするときにスタンダードになるよう

な場所が必要です。コロナのおかげで ZOOMなどが使いやすくなりました。 

そういう会議をそれぞれの思いを持った人たちが開いていければ良いと思います。』 

 

石垣院長 

『なるほど。子宮頸がんワクチンについても SNSでありましたね。』 

 

別府先生 

『裁判もきちんと行われるには国民の目が集中することが大事ですので、専門家のみに任せていてはいけません。 

例えば原子力にしても気候変動にしても、専門家のみに任せていてはいけないと思います。必ずそこに利害関係を

持たない一般人としての視点をもって我々も発言をしないといけません。』 

 

石垣院長 

『なるほど。その代表として薬害オンブズパースンのような組織があるということですね。』 

 

 



別府先生 

『これもどちらかというと弁護士や医療者などが集まっていますので、普通の患者さん達にも参加してほしいです。 

それが民主的に・オープンに運営されることが非常に大切だと思います。』 

 

石垣院長 

『今日はありがとうございました。非常に本質をついたお話でした。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【石垣院長の症例報告】 
『別府先生も 84 歳になられ、8 月の講座では生活の中の原因を探求して病気を治すということに興味

を持たれ、5 時間かけて八王子から来ていただきました。しっかりとした考え方と芯を持っておられる

方です。もちろん福井先生もそうです。これからどんどんやり取りをしていきたいと思います。 

そして今から当院の症例をお話していきたいと思います。』 

 

『41歳男性は大学 4 年生 22 歳の時に発病しました。発病という言葉はあまり好きではないので、 

体の調子を崩したという表現にしていきたいと思います。心療内科などに行くと、うつ病などの「診断」

がされてしまいます。そうすると薬が処方されますが、楽になる場合もあれば依存問題に苦しめられる

ことになる場合もあります。この依存問題は止めようがないので、自分でコントロールできる状態を作

っていくことが大切になってきます。この北海道からの患者さんは17年間闘病生活を送ってきました。 

その間に 2回就業するも続きません。初診日は 2016 年 12月 3日でしたね。』 

 



 

『お薬が出ていますが、心療内科では同じようなパターンで薬が出ていることが多いです。セルトラリ

ン錠は SSRI と言われ、選択的セロトニン再取り込み阻害剤としてうつ病に対して処方されています。 

そしてベンゾジアゼピン系の睡眠薬であるプロチゾラム OD錠も処方されている状態でした。 

その後、追加で選択的セロトニン再取り込み阻害薬としてレクサプロ錠も出ていました。 

それでは具体的にどう対応していったのかお話します。初診が 2016 年 12 月 3 日で、まずは「からだ」

を整えるところから始まりました。上腹部の柔軟性を作り、「呼吸・循環・人体力学・自律神経・内臓全

般の動き」を良くすることで、必ず精神的にも安定してきます。遅い早いはあります。 

アメリカでの銃乱射事件の殆どの原因は SSRI の副作用で攻撃性が高まった結果ですが、SSRIとベンゾ

ジアゼピン系睡眠薬も服用は続けていました。いろいろな副作用があり、この人の場合は金縛りがあり

ました。朝起きても動けないという状態だったのです。 

最近はインターネットなどで副作用について知ることもできるので、薬をやめていきたいと思う人もい

ますが、その減薬方法というものが難しいものです。 

それでは具体的にどのように減薬していったのかお話させていただきます。 



 

セルトラリン錠 50ｍｇは 1 年 3 か月かけて段階的に減らしていきました。別府先生のお話にあったア

シュトン教授のマニュアルなどは使っていませんが、体の状態を診ながら段階的に減らしていきました。 

ピルカッターという薬を半分に切る道具を使って 1/2 錠や 1/4 錠など微調整していきます。 

最初は 5/6 から始まり、1か月ごとに減らしていきましたが 2017 年 7 月から一時停止しています。 

この間、少し体調が良くないということで減らしていくスピードを落としています。 

2018 年 7 月からはしっかり上腹部が柔らかい状態になってきましたので、 

スピードを上げて中止にまでもっていきました。 

 

セルトラリン錠 25ｍｇの方に関しては先ほどの 50ｍｇを服用していたので先に中止しました。 



 

次はベンゾジアゼピン系の薬についてです。初診日 2016 年 12月 3 日から 2 か月で減薬を開始します。 

まず主治医の先生に薬を減らしていいか聞いてもらうと、50％に減らしてみましょうと言われましたが、

当院では 75％にしておきましょうとスタートしました。調子を崩した日に主治医の先生に薬を 1 錠に

戻しましょうと言われましたが、当院で上腹部の状態を診て、変わらず 75％となりました。 

そして順調に 1か月ごとに減薬し、3 か月で中止までいきました。SSRI もベンゾジアゼピンも両方服用

していたので、急にはいきませんでした。副作用も人それぞれですので、いろいろなケースがあります。 

 

減薬の途中でレクサプロ錠という薬が+αで処方されましたが、これは服用せずという形で進みました。 

今は会社も復帰し、活躍されています。もちろん今でもケアはさせてもらっています。現代医学的に着

目されていない体質が弱いということがありますので油断はできません。やはりこのことを理解してい

ただきたいです。氷山の一角。現代医学は氷山の一角である病気しか診ていないことが多いのですが、

氷山の底にある体質・生い立ち・現在の生活環境を診ていないことが殆どです。 

現代医学的検査・薬が必要なときは利用します。しかし、ずっと服用させるべきではなく、 

やめることを考えて処方をだします。』 



【最後に】 
石垣院長 

『たまごビルでは、NHK テレビの「見逃がされる高齢者のクスリの副作用」を毎日放映しています。 

こういうことを行っているクリニックはないと思います。このことを含め「いのち」をつなぐ役割であ

る人生、「生まれ、成長し、子を育て、老化し、死にゆく」ことも含めて伝えていきたいと思ってます。 

今の現代医学の素晴らしさを生かしながら、内臓調整で上腹部の柔軟性を作って「からだ」の「しくみ」

がスムーズに「はたらく」状態にし、精神疾患もまず予防していく。調子を崩したときは一時的に薬を

使う。「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態になれば、薬を段階的に減らす。 

これが非常に大きなどんな病気に対しても言えることです。最後に四方先生、今日はどうでしたか。』 

 

四方先生 

『今日の別府先生のお話の中でも特に印象的だったものは、ガイドラインは画一的に当てはめると、 

逆にすべての人に当てはまらないということです。遺伝的素因が違うことなどもありますので、 

本当に医者のさじ加減というのは難しいものだと思います。 

ストレスがあると興奮系神経に傾くため、抑制系の神経を強めるために薬が必要になることですが、 

石垣院長のお話でもあった通り、氷山の底にあるストレスをどうにかしないといけないと思います。 

原因を診てから段階的に薬を減らしていくということが大切だと今回の講座でよくわかりました。』 

 

石垣院長 

『なるほど。治療はもちろんのこと家でも迷走神経反射・手の末梢神経α・足の末梢神経β・静脈還流

体操を１日３回は行っていただくことがいいと思います。それでは今日の講座を終了します。』 


