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＊映画の中の精神科医療
＊こころ NEWS
＊第６２回こころの医療センター夏祭り開催のお知らせ
＊夏の定番レシピ [ 栄養管理部 ]
＊診療のご案内

アルク西岐波店にて看護の日のイベントを開催しました。
雨の中でしたが、多くの方にご参加いただきました。

こわーい
危険ドラッグ

夏野菜には、水分、カリ
ウムを豊富に含んでいる
ものが多く、暑さで火
照った体を冷やしてくれ
る効能があります。

やまぐちの農作物で作る
夏野菜カレー
＜作り方＞
①レンコンは皮を剥き、乱切りにする。冷

水に放ってアク抜きした後、下ゆでする。
②厚手のなべにサラダ油を熱し、一口大

に切った玉ねぎ、肉をいためる。玉ね
ぎがしんなりしたら、①と乱切りした
なすを加えて軽くいためる。

③②に水を入れ、沸騰したらアクを取り、
材料が柔らかくなるまで、中火で約１５
分煮込む。乱切りしたトマトを入れて、
ひと煮立ちさせる。

④いったん火を止め、ルウを割り入れ溶
かし、弱火でとろみがつくまで約１０
分煮込む。最後に、塩ゆでし半分に切っ
たオクラを盛り付ける。

ラッシー
＜作り方＞
①ミキサーに、ヨールグ

ト、牛乳、砂糖、レモ
ン汁を入れかきまぜる。

②氷を入れたグラスに、
入れたら出来上がり。

夏野菜の効能

ラッシー ・・・・・・
・ヨーグルト　　120
・牛乳　　　　　120
・砂糖　　　　　　18
・レモン汁　　　　5

＜1人当たりの材料 (g) ＞
夏野菜カレー ・・・・
・カレールウ　　　20
・牛肉（薄切り）　40
・玉ねぎ　　　　　65
・なす　　 　　　35
・レンコン　　　　25
・トマト　　　 　25
・オクラ　    　　　5
・サラダ油　　　　2
・水　　　　　　125

夏の定番レシピ   「栄養管理部」

◎やまぐちの農産物で作る夏野菜カレー
◎ラッシー

待合室に
キッズコーナーを設けました。

診療のご案内
外来診察担当医

初診 再診

月
( 物忘れ、一般 )
兼行　浩史

( 一般 )
角田　武久 磯村　信治 兼行　浩史 藤田　　実 宮野　康寛

火
( 児童・思春期、一般 )

村田　由紀 三好　俊彦 吉田奈緒美 青島　真由

水
( 児童・思春期 )
加来　洋一

( 高次脳 )
兼行　浩史 村田　由紀 兼行　浩史 新造　竜也 青島　真由

木
( アルコール依存、一般 )

藤田　　実
( 一般 )

新造　竜也 兼行　浩史 角田　武久 宮野　康寛

金
( 物忘れ、一般 )
宮野　康寛

( 児童・思春期 )
青島　真由 藤田　　実 加来　洋一 吉田奈緒美

初診・再診とも予約制となっております。予めお電話でご予約されてご来院ください。
外来直通電話：０８３６－５８－２３２７

アメリカの一部の州やオランダ等の
ヨーロッパの国では個人での大麻の所
持や使用が認められたと聞いたけど？

　これらの国では、日本とは違い既
にマリファナが蔓延しています。マ
リファナなどをソフトドラッグとし
てある程度認めることで、より精神

毒性の強いコカインやヘロインの闇マーケット
の縮小を狙っています。このようなことをハー
ム・リダクションといいます。
　日本では、マリファナや危険ドラッグはより
危険な覚醒剤などの使用につながるゲートウェ
イドラッグとして考えられており、厳重に取り
締まられています。
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A

こわーい　危険ドラッグ
映画の中の精神科医療

危険ドラッグって何？

　2000 年後半頃から、脱法ハーブ
と言われて世に出回りました。成分は
合成カンナビノイドと言って、大麻成

分によく似た成分でした。国はその都度、成分
を違法薬物として指定してきましたが、イタチ
ごっこで、2013 年からは類似の化学構造を
もつ薬品はすべて違法薬物と包括指定されるよ
うになりました。それらの薬物は 2014 年の
公募により、危険ドラッグと呼ばれるようにな
りました。現在成分が分からず、精神毒性が未
知の薬品が危険ドラッグとして出回っていま
す。文字通り危険で毎年、中毒死や精神錯乱と
なる人のニュースが絶えません。

マリファナが安全と聞いたけど？

　マリファナは大麻の葉や茎を乾燥し
たものです。大麻はアルコールやタ
バコと比較すると健康被害は少ない

という報告がありますが、あくまで精神毒性
を考えていない報告です。
　大麻は統合失調症の発症リスクを上げるとい
う報告もあり、大麻精神病といい、幻覚妄想状
態や長期間の使用で無動機症候群

※
を起こすとい

う報告もあります。
※無動機症候群とは、物事に関する興味・関心が薄

れ、自発的な活動や思考がほとんどできなくなって
しまう状態のこと。

危険ドラッグの怖さは何？

　危険ドラッグの危険性は、もちろん
その毒性にもありますが、ネットなど
で比較的簡単に買え、好奇心から安易

に使用するうちに依存症を形成してしまうこと
です。
　依存症になると、その薬物の効果に強く惹か
れ、もはや他のことでは満足できなくなります。
他のことに興味を失い、ひたすら薬物の効果を求
めます。このような状態を薬物中心の生活といい
ます。薬物依存症者は、薬物を繰り返し使用し、
1 日中その効果に浸り、何もせず無為に毎日を送
ることになります。薬物の連続使用により、やが
て慢性中毒症状として精神病のようになり、身体
毒性から死に至ることもあります。

あなたの知人や家族に
次のような人がいたら要注意です。

１、以前は元気だったのに最近は家に引きこもっていて、よく宅配便が来ている。
２、以前と違いいつも疲れている表情をし、生気がなくなっている。過眠であるまたは逆に不眠である。
３、温厚だったのに車の運転が荒くなり、最近は攻撃的な性格である。
４、金遣いが荒い、最近はよくサラ金で借金をするようになった。
５、学業や就業成績が下がり、出席を求められる集まりにも参加しなくなった。
６、いつも苛々して、疑い深くなった。
７、食欲がなく、家族と食事をしない。知らない人からよく電話やメールがある。

特 集！
精神科医１０年目の角田武久です。さて今回は、

映画の中でとりあげられた精神科医療への評価や風刺
について考えていきます。まずは「７月４日に生まれ
て」。トムクルーズ主演の反戦映画です。トムクルー
ズがベトナム戦争の戦傷で下半身麻痺になります。自
暴自棄になるトムクルーズに軍のお偉方が、「最高の
精神分析医をつけるから」と、精神科医療なんて何の
役にもたたないとの文脈性でとってつけたような提案
をします。実際の精神科医療では、例えば交通事故等
で四肢麻痺になる方を担当することがあります。四肢
麻痺になられてまだ日が浅い内は、ご本人の精神的な
支えになって現実との折り合いをつけていく過程にご
一緒させていただきます。苦悩に耳を傾け、補助的に
薬物治療を行うことは十分意味があるように思えま
す。ある程度ご一緒すれば、ご自身なりに現実的な受
容がすすみ自然と精神科医療を卒業されていきます。
次にとりあげるのは「サイドエフェクト」。精神的な

不調を訴え続ける方に、医師が「XXX がだめなら、
XXX がある。SNRI の XXX もあるぞ。お望みなら
XXX もある。XXX もだ。」と治療に難渋して、治療
薬の選択をゆだねる場面があります。「精神科医は薬
をとっかえひっかえ処方するだけ」との世間の皮肉な
見方をよく風刺しています。実際には薬が効きやすい
病状もある一方で、そうでないと思われるケースもあ
ります。慎重に診たてをし、薬が効きそうなケースで
は 1 種類ずつ大事に大事に薬を試していく、そうで
ないケースでは薬以外の手を一緒に創造的に考えてい
くことになろうかと思います。

時に目にするこのような精神科医療へのネガティブ
な見方を受け止めつつ 我が身を振り返りながら、今
後も粘り強く 楽しく精神科医療に取り組んでいきた
いと思っています。

精神科医　　角
す み だ

田　武
たけひさ

久

第 62回こころの医療センター夏祭りの開催
　暑い夏がやってまいりました。今年もこころの医療センター恒例の夏祭りを開催することとなりました。
当日は風船釣りやかき氷、踊りなどを企画しております。
　多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

日　　時　　平成２７年７月２３日（木）18：00～ 20：00
場　　所　　山口県立こころの医療センター　体育館
バザー等　　かき氷　風船釣り　フランクフルト　
　　　　　　スマートボール　回転輪投げ　ビンゴ大会　他（予定）
当日、受付で無料券（ゲーム・かき氷など）を配布します。[小学生以下のお子様対象 ]

診療部長　藤
ふ じ た

田　 実
みのる

この度、地方独立行政法人山口県立病院機構（山口県立総合医療センター・山口県立こころの医療センター）
は、山口県による「やまぐち男女共同参画推進事業者※」として認証されました。

※「やまぐち男女共同参画推進事業者認証制度」とは、
　山口県が県内で男女共同参画に向けた自主的な活動に積極
的に取り組んでいる事業者や団体等を「やまぐち男女共同参
画推進事業者」として認証し、その活動を支援する制度です。

　当機構の取組事例は、県のホームページにて紹介されてい
ますので、是非ご覧ください。

　http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12800/
company/403.html　

山口県から 
『やまぐち男女共同参画推進事業者』 

の認証を受けました！！ 
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交通のご案内

こころの医療センター 検索
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お車 /山口宇部道路「宇部東 IC」より丸尾方面へ約5分
電車 /JR宇部線「丸尾駅」より徒歩約15分
バス /宇部市営バス「東岐波中学校前」より徒歩約10分

地方独立行政法人山口県立病院機構
山口県立こころの医療センター

〒 755 － 0241　山口県宇部市東岐波 4004－ 2
TEL：0836-58-2370（代表）
　　：0836 － 58 － 2327（外来直通）
FAX：0836 － 58 － 6503
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特集

＊映画の中の精神科医療
＊こころ NEWS
＊第６２回こころの医療センター夏祭り開催のお知らせ
＊夏の定番レシピ [ 栄養管理部 ]
＊診療のご案内

アルク西岐波店にて看護の日のイベントを開催しました。
雨の中でしたが、多くの方にご参加いただきました。

こわーい
危険ドラッグ

夏野菜には、水分、カリ
ウムを豊富に含んでいる
ものが多く、暑さで火
照った体を冷やしてくれ
る効能があります。

やまぐちの農作物で作る
夏野菜カレー
＜作り方＞
①レンコンは皮を剥き、乱切りにする。冷

水に放ってアク抜きした後、下ゆでする。
②厚手のなべにサラダ油を熱し、一口大

に切った玉ねぎ、肉をいためる。玉ね
ぎがしんなりしたら、①と乱切りした
なすを加えて軽くいためる。

③②に水を入れ、沸騰したらアクを取り、
材料が柔らかくなるまで、中火で約１５
分煮込む。乱切りしたトマトを入れて、
ひと煮立ちさせる。

④いったん火を止め、ルウを割り入れ溶
かし、弱火でとろみがつくまで約１０
分煮込む。最後に、塩ゆでし半分に切っ
たオクラを盛り付ける。

ラッシー
＜作り方＞
①ミキサーに、ヨールグ

ト、牛乳、砂糖、レモ
ン汁を入れかきまぜる。

②氷を入れたグラスに、
入れたら出来上がり。

夏野菜の効能

ラッシー ・・・・・・
・ヨーグルト　　120
・牛乳　　　　　120
・砂糖　　　　　　18
・レモン汁　　　　5

＜1人当たりの材料 (g) ＞
夏野菜カレー ・・・・
・カレールウ　　　20
・牛肉（薄切り）　40
・玉ねぎ　　　　　65
・なす　　 　　　35
・レンコン　　　　25
・トマト　　　 　25
・オクラ　    　　　5
・サラダ油　　　　2
・水　　　　　　125

夏の定番レシピ   「栄養管理部」

◎やまぐちの農産物で作る夏野菜カレー
◎ラッシー

待合室に
キッズコーナーを設けました。

診療のご案内
外来診察担当医

初診 再診

月
( 物忘れ、一般 )
兼行　浩史

( 一般 )
角田　武久 磯村　信治 兼行　浩史 藤田　　実 宮野　康寛

火
( 児童・思春期、一般 )

村田　由紀 三好　俊彦 吉田奈緒美 青島　真由

水
( 児童・思春期 )
加来　洋一

( 高次脳 )
兼行　浩史 村田　由紀 兼行　浩史 新造　竜也 青島　真由

木
( アルコール依存、一般 )

藤田　　実
( 一般 )

新造　竜也 兼行　浩史 角田　武久 宮野　康寛

金
( 物忘れ、一般 )
宮野　康寛

( 児童・思春期 )
青島　真由 藤田　　実 加来　洋一 吉田奈緒美

初診・再診とも予約制となっております。予めお電話でご予約されてご来院ください。
外来直通電話：０８３６－５８－２３２７


