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編集だ より

} 編集だより
薬好 きの精神科医
精神薬理学 を専攻 していなが らこんな ことを書 くのはおこが ましいのであるが,
本当に精神科医 は薬好 きなのだな‑ と感 じることが多い.かけだ しの精神科医であ
った ころ,ある先輩か ら ｢アルコール中毒の治療 は大変です よね.だか ら, それ を
のめばアル コール を飲 みた くならないような薬 を開発すれ ばいいんです よ.｣ とい
われた ことがある. まあ,そんな薬 があれば,今度 はその薬 に依存す ることにな る
であろうし,あ まりに楽観的 といえばそれ までである. もちろん先輩 はその ような
ことは先刻 ご存 じで発言 されたのであるが. もうひ とつ.ある歴史 ある精神科病院
に当直 に行 った夜,高齢 の院長が半分酔 っぱ らいなが ら ｢
外科医の武器が メスな ら
ば,精神科医の武器 は薬です よ｣ とおっしゃった ことがある. どち らも切 れ味が よ
いか ら気 をつけろとい う意味 なのか,精神療法な どというのはあてにな らないか ら
薬 の知識 をまず身 につ けろという意味なのか,今 になってはわか らない.思 えば,
精神科 の医局で先輩が治療の産雷 を語 っていたのは, ほとん ど薬物療法であった.
｢そうい う症例 にはね‑‑, こうい う薬 をち ょっ と加 えるといいんだ よ｣ な どと聞
いて, さっそ く試 してみた ものである.
昨年 は精神科 の専門医試験 で面接官 とい うのを 2回担当 した.面接官 3人 の うち
では一番若かったので, もっぱら司会役 を担 当 して補足的な質問をす るのに とどめ
たが,2回 とも他の先生の口火 を切 る質問が, ほ とん ど薬の使 い方 についての こと
なので驚いた. そういわれる と,薬 を上手 に使 うのが専門医の条件 とも書 いてある.
また,初対面の同業者 に対 して,最初 に聞 きやすい質問 とい うこともあろ う.1月
には今度 は面接 される側 になった. ここで も案の定, はじめの質問 は薬 の使 い方で
あった.
た くさん出版 されている精神科医向けの雑誌で も,症例報告 は薬物療法 について
の ものが多い.薬 を直接扱っていない症例報告で も,薬物療法で督戦 している姿が
その記載か らかいま見 える. もっ とも工夫 しやすいのが薬物療法であるのは間違い
ない.毎 日多数 の患者 さんが押 し寄せ る外来 の治療で,精神療法 をしてい るな どと
は恥ずか し くていえない とす ると,薬 を とりかえひっかえして,その うちによ くな
ることを期待 して しまう. まさに治療的楽観主義である. しか し本 当にこれで よい
のか.
最近 は患者 さんのほ うも薬 に詳 しい. ｢うつ病 の薬 は脳 の成長 を促す物質 を増 や
すんですってね｣ と聞かれて,びっ くりした ことがある.抗 うつ薬 の作用 として新
聞 に載 っていたのだそ うで ある.｢この SSRIで は効果が今 ひ とつなので,SNRI
に変 えて くれませんか｣ と, ごくまじめなうつ病の患者 さんか らいわれた こともあ
る.

今の精神科治療体制 の中で,薬 をあやつる以外 に精神科医のす ることが あるのだ
ろうか.精神療法 とか認知療法 とか大上段 に構 えな くて も,個人 の生活や考 え方の
中か ら,何 らかの問題点 を探 し出 して提示す ることくらいは,や らな くて はな らな
いので はないか. とはいえ, こんな ことを考 えている と, もう待合室が混 み始 めて
いる.｢
次の人がい らい らしてお られ ます よ｣ と受付の看護師 さんが教 えて くれ る.
まずい, まずい.｢じゃあ,お話 は これ くらいにして,いつ ものお薬 を出 してお き
ますか ら‑‑｣
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