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表2

軽症うつ病の治療

■全例に行う基礎的介入
・患者背景、病態の理解に努め、支持的精神療法と心理教育を行う
■基礎的介入に加えて、必要に応じて選択される推奨治療
・新規抗うつ薬（SSRI、SNRI、NaSSA）
・認知行動療法
うつ病治療ガイドライン第２版より引用
（５面へつづく）

（４面からのつづき）
表3

精神病性の特徴を伴わない中等症、重症うつ病

■全例に行う基礎的介入
対人関係療法、力動的精神療法、問題解決技法）
・患者背景、病態の理解に努め、支持的精神療法と心理教育を行う
■推奨されない治療
■推奨される治療
・BZD による単剤治療
・スルピリドや非定型抗精神病薬による単剤療法
・新規抗うつ薬、三環系 / 非三環系抗うつ薬、電気けいれん療法
・中枢刺激薬
・バルビツール製剤（ベゲタミンを含む）
■必要に応じて選択される推奨治療
・精神療法単独による治療
・BZD（ベンゾジアゼピン系）の一時的な併用
・抗うつ薬の多剤併用、抗不安薬の多剤併用など、同一種類の向精神薬を
・Li、T3/T4、気分安定薬による抗うつ効果増強療法
合理性なく多剤併用すること
・非定型抗精神病薬による抗うつ効果増強療法
・治療効果のエビデンスが示されている精神療法（認知療法・認知行動療法、 うつ病治療ガイドライン第２版より引用

