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器質力動諭の現在- しなやかな病態把握 と治療に向けて

加 藤 敏 (自治医科大学精神医学教室)

は じ め に

フランスの精神病理学者Ey7)が提唱した器質

力動論 (organo-dynamism)は,身体面 と心理

(･社会)面の双方に目を配 りながら精神障害を

包括的に理解しようとする萌芽的な試みの一つと

いえる.こうした複眼的視座を理論の中心に据え

ている点では, ドイツの精神病理学者Janzar-

iklO)が説く構造力動論 (SrukturdynamisherAn-

satz)はEyの器質力動論の系譜の延長線上にあ

り,これを洗練させた方法論と位置づけることが

できる.二つの理論はともにフロイトの精神力動

論を重要な視座としている点で共通している.し

か し,EyはHulingJacksonとPierreJanetの

理論に立脚して ｢意識の病理｣に光を当てるのに

豊かな観点を提出したのに対 し,Janzarikは現

象学的精神医学の成果を取り入れながら ｢人格の

病理｣に注目して内因性精神病の病理に豊かな観

点を提出した.

著者は,これら2つの方法論をともに継承する

形で,生命力動 (Dynamik)の視座 と人格構造

(Struktur)の視座の双方から精神障害の病態把

握を導く視点を示したい.DSMの精神障害分類

には,それぞれの精神障害を個別の独立した臨床

単位として規定しようとする考え方が明確に見て

敬れる.そのため,各臨床単位は重なりがないよ

うに診断基準が設けられている.実際の臨床事例

は,横断的にも,縦断的にもきわめて多様な症状
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を呈するだけに,この診断分類は臨床の実際には

不向きで,硬直した印象をぬぐえない.われわれ

臨床に携わるものはこの行間をうめる柔軟な視点

を持つ必要がある.

1 遺伝子の世界内存在性

シ二フイアンとしての遺伝子

まず,最近の分子生物学,遺伝研究に目をやり,

かつて現象学一人間学的精神医学,ひいては構造

言語学 (構造主義)が論じていた人間 (主体)モ

デルを支持する成果が提出されていることを述べ

たい.生物学の進歩につれ,結果として,人間,

また病気を理解する上で心理 ･社会的次元の重要

性を再認識させるよう促す知見が出されているこ

とは興味深い.

2004年にヒトゲノムの解読がひととおり終了

し,｢人間の多様性に関する驚 くべき結論｣が出

された4).ヒトゲノムプロジェクトが開始された

2001年の時点では,ヒトゲノムの99%は同じで,

残 りの1%が違うという見方が支配的であった

のだが,この予想は見事に覆されたのだった.ヒ

トゲノム研究者によると,現在,健常者の3.5%
に塩基の欠失や挿入,逆位,コピー数の多型など

からなる構造的変異があるということがわかって

い る.Eichler29)の研 究 チー ム は,分 節 重 複

(segmentalduplication)と呼ばれる反復 DNA

の比較的長い領域がヒトゲノムの約5%を占め
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ていることを明らかにした.この領域は,塩基の

欠失や逆位といったヒトゲノムの構造的変異の生

じやすい場所であるという.こうした所見は,ヒ

ト遺伝子に決定的な ｢標準版｣があるという見方

に異議を唱えるものである.また構造的変異の部

位は,病気だけでなく,人間の創造性ないし人類

の発展性にかかわる部位 ということができる.

アイスランドの研究チームは,ヨーロッパ人の

20% で遺伝子 17q21.31に逆位 (inversion)が

認められたとする興味深い研究を発表している32).

この構造的変異はアフリカ人ではごく稀にしかな

く,東アジア人では認められなかったという.

このようにヒト遺伝子が民族によって違いがあ

る点についてもさまざまな知見が出されていく機

運にある.逆位の遺伝子変異をもった女性はより

多くの子供をもつことを示し,このことから逆位

は人間の進化にかかわる部位で,進化に有利に働

くことを論じたこの研究は,遺伝子変異が病気だ

けでなく,人類の進化,発展にかかわることを示

唆し,正常と異常の違いが相対的なものであるこ

とを遺伝子レベルで実証しているだけに貴重であ

る.

スペインからは,双生児の遺伝子調節にかかわ

るエビジェノム (epigenome)に注目した啓発的

な研究が発表された9).それによると,双生児の

年齢があがるにつれ,また二人が離れて別々な環

境で生活するほど,エビジェノムの違いが増加す

ることがわかった.この知見は,精神障害を含む

病気一般に関連する遺伝子情報の発現に,日照時

間や環境汚染といった物理的環境と並び,個人的

な人間関係や家族状況,職場での仕事などの環境

変化 といった社会 ･文化因子が無視できないこと

を示唆している.

進 化 生 物 学 に お け る ア メ リカ の 論 客

Lewontin22)は,人間を理解する今日的パラダイ

ムとして,二重らせん (doublehelix)に加えて

環境 をもうひとつのらせん とする三重 らせん

(triplehelix)を提唱しているが,この考え方の

有効性は最近の分子生物学の諸研究によって一層

支持されているわけである.
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遺伝子が環境との相互作用のなかにおかれてい

るとの認識は,カナダの発達システム論のグルー

プが強調 しているところである.例えば哲学者

Robert27)は,遺伝子がすべてを決定するという

一般に流布している考え方を前形成説の現代版と

みなされる ｢遺伝子アニ ミズム｣と批判 し,

DNAは,それがおかれている内部環境,外的環

境などのコンテキスト,システムとは無関係には

機能もプログラム,情報も持たないと説 く.つま

り,別々の遺伝子が同じ環境条件で同じ表現型を

発現する (例えば,季節で色が変化する蝶)とい

う例から明らかなように,1つの遺伝子は1つの

表現型をもつという遺伝子と表現型の1対 1対応

の関係は成立せず,1つの遺伝子は環境のなかで

多様な表現型をとる可能性をもつ.こうして

Robertは,遺伝子は周囲から完全に独立してあ

らかじめ形成された不変の実体ではなく,坐体の

発展において後生的に (epigenetically)構成さ

れる生成途上の存在である点に注意を促し,遺伝

子と内部環境,外的環境の相互作用のなかで表現

型が結実する有様を創造的発達 (creativedeveト

opment)と呼ぶ.

たしかに遺伝子が発現して受精卵ができ,そし

て一連の細胞分裂を経て,器官の分化がなされ,

生体が生み出されること自体,目を見張る創造と

いえる.その際,遺伝子と環境との相互作用を重

視する考え方は,遺伝子を究極の (生物学的な)

決定因とみる安易な遺伝子還元論,あるいは生物

学的な原子論に修正を施す.現象学にひきつけれ

ば,遺伝子は世界 (環界)と不断の交流をしなが

ら微妙に形を変えていく可能性をもつ一種の世界

内存在といえる.

他方,構造言語学 (構造主義)にひきつければ,

個々の遺伝子は他の遺伝子との関係のなかで多様

な意味作用をする点から一種のシニフイアンとみ

ることが可能で,主体は無意識を含めシニフイア

ンとしての遺伝子によって構成されるといえる.

かつてDawkins6)は言語をミーム (meme)と呼

び,人間の第2の遺伝子とみなす姿勢を示した.

言語を遺伝子の派生体 とみることは不可能ではな
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く,ともに大きな自由度を持つ.このようにして,

人間を,ともにシニフイアンのあり方をする遺伝

子一言語複合体 としてとらえることができるだろ

う.

遺伝子研究の成果は,｢われ考える,ゆえに我

あり｣という自我中心主義に対して,生物学の側

からラディカルな修正を迫るものである.こうい

ってよければ,人間を理解する上でふさわしいの

は,自我を中心にした中央集権的な階層モデルで

はなく,多数の中心がそれぞれネットワークを形

成して,つながっていくリゾーム (根茎)モデル

(G.Deleuze)であることが示唆されるのである.

フランスの神経学者Changeux3)は,人間の脳に

つき,環境へ開かれ,コラージュ,あるいはブリ

コラージュ (器用仕事)の仕方によって組織され

る ｢ニュウロン集合体｣であると述べる.この発

言は,最初に明確な考え,計画があって,脳神経

がそのとおりに組織されていくわけではなく,

様々な生物学的かつ,心理社会的な脈絡のなかで,

その場その場で,こういってよければ場当たり的

に組織されていく有様を言い当てたものとみなさ

れ,リゾームモデルといいかえても良い.また,

Changeuxの言い方を借りれば,人間は生物学的

レベルで遺伝子集合体の様態をとり,そこでは遺

伝子は他の遺伝子,また環境との相互作用におい

てブリコラージュの仕方で発現するということが

できる.そうした遺伝子,脳神経のパッチワーク

における,くるいと可塑性から,病気羅愚の危険

性,ならびに病気を修復する自己調節機構が基礎

付けられる.

ここで,ヒト遺伝子の最新の知見が精神医学に

もたらしてくれる意義をまとめておきたい.第 1

に,摂食障害が現代社会にはいり激増したといっ

た,精神障害が時代によって頻度,病像などに大

きな変化,多様性を示すという比較精神医学の知

見について,ヒト遺伝子が構造的変異をもちつつ,

世界 との相互作用において発現しているという世

界内存在性は,その生物学的な基礎を与えてくれ

る.精神障害が各個人において,少なくとも微細

にみるなら,様々な表現形態をとるという知見に
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ついても同様に考えられる.第 2に,遺伝子が心

理 ･社会的因子と不可分の相互作用をしていると

いう知見により,件の心身二元論は明確な限界を

示され,心と体はそれぞれ独立した別々の実体で

あるとはもはや考えることはできず,相互に入れ

子構造をなしている,あるいはキアスム (交差配

列,M.Merleau-Ponty)の関係にあるとみる

べきである.

第 3に,単純な遺伝子還元論,決定論は成 り立

たないという見地からすると,厳密に考えるなら,

uわゆるストレスモデルは成 り立たず,たとえ微

細にみれば非可逆的とみなされる慢性の経過をた

どる病気においても,絶えず可塑性の機制が働い

ていることからして,外部から人間に加えられた

歪み,つまりストレスに抗し,これを跳ね返し,

回復の方向へ導いていこうとする動き,つまりレ

ジリアンス (resilience)を重視するレジリアン

スモデルが支持される.参考までに英語とフラン

ス語の辞書にあたると,ストレスの語は英語由来

(1393年)で古 く,外力による物体の歪みを意味

し,当初物理学,力学の領域で用いられた.これ

に対 し,レジリアンスの語 はフランス語 由来

(resilience,1911年)で新 しく,物体への衝撃

にたいする跳ね返り,回復能力を意味し,やはり

当初物理学の領域で使用されたようである.八

木34)が精神薬理学の実証的知見を援用して提唱

するネオヒポタラテイズムは,このレジリアンス

モデルに組する理論 といえるだろう.

2 脱疾患単位化 (denosologisation,

Denosologisierllmg),疾患の中間 (移行)領域

精神障害は縦断面でも横断面でも実に多様な病

態を呈する.実際,臨床の現場ではひとつの精神

障害では捉えきれず,複数の精神障害を横断する

ような複雑な病態を呈する症例に出会うことがよ

くある.Kraepelinによる操 うつ狂 (気分障害)

と早発痴呆 (統合失調症)のデイコトミー (二分

法)以降,今日にいたるまで,操うつ病なのか,

統合失調症なのか診断に苦慮する症例をめぐり議

論が絶えなかった.近年,あらたな知見をふまえ,
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精神病理学,生物学的精神医学の双方で,一旦,

操うつ病,統合失調症といった疾患 (臨床)単位

を括弧入れする脱疾患単位化 (denosologisa-

tion)を進 め,｢精神病性連 続体｣(psychotic

continuum)を考えようという動きがある23).こ

れに先鞭をつけた代表的な研究として,セロトニ

ンが関与する一連の病態をとりだし,精神薬理学

の見地か ら精神障害の組みなお しを提唱 した

Praagら33)による ｢生物学的精神医学の脱疾患

単位化｣(denosologisationofbiologicalpsychi-

atry)の論考があがる.今後,精神薬理学に加え

て遺伝子の見地から精神障害の分類に関し新たな

考え方が出されることが期待されるところである.

筆者自身12)は最近,精神病理学の見地から,明

確な境界 をもつ疾患単位を想定するKraepelin

の硬直した観をぬぐえない体系を一旦括弧にいれ,

急性期と慢性期を疾患横断的に捉え,状態像診断

に重きを置 くGriesingerの柔軟な体系に立ち返

る必要を説いている.DSM は基本的な大枠は

Kraepelinの体系,考え方を踏襲していることか

ら,ネオクレペリズムと特徴づけられることがあ

る.この言い方になぞらえれば,筆者の立場はネ

オグリージンガリズム (neogriesingerism)とい

えるものだが,それは,あくまで方法的通路とし

ての呼びかけである.

現代社会において,時代の動きによる病像の変

化を反映する形で,臨床の現場で問題になる中間

(移行)領域 として,1)操うつ病一統合失調症中

間 (移行)領域に加え,2)うつ病一不安障害 (パ

ニック障害)中間 (移行)領域,および3)うつ

病一認知症中間 (移行)領域がまずあがると思わ

れる. くしくもうつ病が扇の要に位置する形で,

他の精神障害との境界が不鮮明になる病態が問題

になることがわかる.これらの病態を主題的に考

察することは,不断のあらたな生成を続けるであ

ろうDSM の更新にささやかな寄与をすることに

なると思われる.以下,それぞれの病態について

論じたい.
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3 操うつ病一統合失調症中間 (移行)領域

今日,統合失調症の軽症化とあいまって,操う

つ病像を呈する統合失調症が増えている事情もあ

り,気分障害と統合失調症の中間 (移行)領域を

検討することは無意味ではない.この領域におい

て主たる病像が展開する症例に対して,統合失調

症 と操うつ病へのデイコトミー (二分法)による

間隙を埋める形でドイツ精神医学で用意されたの

が非定型精神病のカテゴリーであった.かたや,

フランス精神医学ではこの領域の病態は,元来,

疾患横断的に急性錯乱 (boufeesdelirantes)と

呼ばれていた.Eyは急性錯乱ないし急性精神病

(psychosesaigues)を意識野の急性かつ挿間性

の解体による ｢意識の病理｣と位置づけ,病像は

意識野の解体の程度に対応する形で規則性をもっ

て段階的に変遷することを説いた.つまり,急性

精神病はまず 1)操うつ状態に始まり,ついで2)

離人症状態,3)幻覚妄想体験の出現をみ,最後

に4)腰臆一夢幻状態,5)錯乱一夢幻状態へとい

たる.こうした規則的に連続する病態変遷は,局

期性精神病で最も特徴的に示されるが,てんかん

を含む ｢身体に基礎づけられた精神病｣でも,操

うつ病 と統合失調症を含む内因性精神病でも原則

として認められることが指摘される.

さまざまな精神障害における急性期病像を意識

解体による ｢意識の病理｣として疾患横断的に捉

えるEyの視点は,あらためて評価してよいと考

えられる.確かに,統合失調症の急性期は操うつ

病様症状で始まり,極期には夢幻状態,ひいては

意識障害を思わせる錯乱状態を呈することがある.

また,操うつ病でも病態が深 くなるにつれ幻覚,

妄想が出現したり,ひいては夢幻状態など意識障

害を思わせる病態が出現する.経過のなかで,意

識解体の程度,様態に変化がみられることもある

はずである.

参考までに,われわれの教室24)で20年間あま

りの経過を調査した非定型精神病の長期経過研究

を紹介する.まず明らかになったのは,非定型精

神病の各病相での基本的な症状単位 として 1)う

つ病,操病を考えさせる気分変動からなる操うつ
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病性症状,2)幻覚,妄想などの統合失調性 (陽

性)症状,3)意識障害を考えさせる錯乱性症状

の3つが取 り出され,微細にみると多くの場合,

少なくとも当初は,この順番で症状が出現し,そ

して回復期においては再び操うつ病性気分変動が

出現して病相が終結する.この知見はEyの意識

解体の理論の正当性を証拠だてる.

縦断的に経過を見ると,1)病相のたびに錯乱一

夢幻状態に及ぶ深い意識解体を繰 り返す ｢錯乱病

像反復型｣,2)当初みられていた錯乱-夢幻状態

がみられなくなり,次第に操うつ病像が前景化し

て くる ｢操 うつ病近縁型｣,そして3)以前に比

べ元気がなくなったり,感情表出が乏しくなると

いった人格の変化が目立ってくる ｢残遺症状出現

型｣の3型が区別された.操うつ病近縁型の場合,

錯乱性病像が出現しなくなる段階では,操うつ病

と診断するしかない操うつ病に典型的な気分変動

の症状が出現してくる.この型は操うつ病が基本

病態とみたほうがよいのかもしれない.また錯乱

病像反復型を非定型精神病の中核型とみてよいだ

ろう.残遣症状出現型は,はげしい急性の意識解

体が反復した末の,Griesinger,また初期Krae-

pelinの意味での精神の二次性衰弱状態 (Sekun-

dareSchwachezustande)12)とみることが可能で

あろう.

また統合失調症の長期経過について述べると,

当初,急性幻覚妄想のエピソードを繰 り返してい

た患者が中年に達する頃,横断的には蹄うつ病と

診断するしかない気分変動中心の病像が出現する

症例が少なくない.こうした統合失調症の操うつ

病 (様)化は病相性の経過をとる妄想型に多く,

この症状変遷には薬物療法の影響に加え,人播の

円熟化の要因の関与が考えられる13).面白いこと

に,エジプト,カイロで開催され世界精神医学会

にてこの発表をしたところ19),カイロの病院で働

く複数の精神科医からこの都市でも同じような経

過をとる統合失調症例が多いというコメントをも

らった.

他方,操うつ病の患者でも長期経過のなかで自

発性,感情表出が少なくなり,病前と比較して明
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らかな人格変化をきたす症例がある.Janzarik

は操病相を呈する場合に人格欠陥をきたしやすい

ことを強調するが,確かにわれわれの臨床でもこ

の現象が観察され,錯乱性病像に至るようなはげ

しい操病相を反復する症例で人格変化が出現しや

すいように思われる.それは非定型精神病におい

て述べた ｢残遺症状出現型｣に通じる二次性の精

神衰弱 とみることができるか もしれない.Jan･

zarikの理論を援用するなら,これらの症例は生

命力動の拡張 (ExpansionderDynamik)が反

復する病態をもつということになる.この現象が

どうして二次性の精神の衰弱をきたすのかを考え

る上で,脳神経細胞の生物学的変化を想定するこ

とが不可能ではない.

あくまで推論の域を出ないのだが,最近,精神

障害を含め様々な疾患の分子生物学的理解で注目

されている小胞体ストレスという観点にひきつけ

てこの間題について考えると,繰 り返される操病

性興奮といった生命力動の拡張という事態によっ

て,脳神経細胞内の小胞体機能に混乱が生じ,脂

神経細胞の機能不全がもたらされるとみることが

できるかもしれない.興味深いことに,加藤 (忠

史)ll)は双極性障害患者において,小胞体機能を

回復させるための神経可塑性にかかわる小胞体ス

トレス関連遺伝子ⅩBPl,及びHSPA5の反応

が低下 してお り,(少な くとも日本人 で は)

ⅩBPlの-116多型が双極性障害の危険因子であ

るという知見を出した.加えて,双極性障害の治

療薬パルプロ酸は小胞体ストレス関連遺伝子のひ

とつⅩBPlと関係があることが明らかにされた.

この知見は,双極性障害において小胞体機能に混

乱が生じること,これがパルプロ酸によって修復

されることを示唆する.この種の研究は,精神病

理のレベルの動きを分子レベルの振る舞いによっ

て基礎づける展望を開いてくれるもので,精神病

理症状と器質的変化の隔たり,つまりEyのいう

器質一力動懸隔 (ecartorgano-dynamique)を多

少なりとも埋めることに資する貴重なものといえ

る.

Eyが明らかにした規則性を持った意識解体の
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双極型

図 1 統合失調症一棟うつ病中間 (移行)領域

病理を呈する急性精神病は,Janzarikの見地か

らすると,それぞれうつ病,操病,統合失調急性

期に対応する生命力動の収縮 (Restriktion),拡

蘇 (Expansion),不 安 定 化 (Unstetigkeit)か

らな る生 命 力 動 の逸 脱 (Entgleisung der

Dynamik)の事態と捉えられる.加えてJaI㍑arik

は,操うつ病者と統合失調症の人格構造に関し,

前者では共同社会 と深い結合性をもち,安定した

堅固な人格構造が特徴的考のに対し,後者では元

莱,社会 との結合性が希薄で,不安定な人格構造

が特徴的であると捉え,大きく質を異にする点に

注意をはらう.筆者はJanzarikのこうした生命

力動の視座と人格構造の視座をふまえ,これを敷

術する形で,生命力動の視座は疾患横断的なもの

であり,この点においてこそ単一精神病論が正当

性をもち,操うつ病と統合失調症の病態は連続性

を呈する一方,人格構造の視座からすると操うつ

病と統合失調症は不連続であると考え,2つの視

座からする臨床スペクトラムを提唱した.すなわ

ち生命力動スペクトラムとしてメランコリースペ

クトラムとマニースペクトラム,人格構造スペク

トラムとして統合失調スペクトラムと操うつスペ

クトラム,および神経症スペクトラムである.こ

の見方からすると,操うつ病一統合失調症中間領

域は,図のように段差をもった統合失調スペクト

ラムと操うつスペクトラムが重なる場所にプロッ

トできる (図1).したがって,非定型精神病,

あるいはDSMや ICDでいう分裂感情障害には,

さしあたり原理的に,人格構造が操うつスペクト

ラムの場合と統合失調スペクトラムの場合の2型

が区別される.

単極型

4 操うつ病一不安障害中間 (移行)領域

今日,パニック障害をはじめとした第-選択薬

としてSSRIが盛んに使用され,一定の効果をみ

ている.歴史的にはKleinら20)によってパニッ

ク発作を反復する症例に対 し,imipramineない

しMAO阻害薬が効果的であることが明らかに

されてから,もともと神経症と考えられた不安障

害が内因性うつ病に近づけて理解されるようにな

った.例 えばKlein21)は,imipramineが奏効す

る広場恐怖を仮面うつ病とみる姿勢を示した.ま

た,抗 うつ薬が効 く不安障害は非定型 うつ病

(atypicaldepression)と呼ばれ ることがあっ

た28).さらにSheehanら30)は,抗うつ薬に反応

する不安障害の不安を内因性不安 (endogenous

anxiety)と呼んだ.このように不安障害に対す

る抗うつ薬の治療反応性は,不安障害をうつ病の

病態に引き寄せ,うつ病スペクトラムに不安障害

を位置づける考え方を導いた.

他方,臨床症状に注目すると,パニック障害も

抑うつ症状を合併することが少なくないし,うつ

病でパニック (樵)発作を呈する症例もあり,パ

ニック障害とうつ病はあい重なる病態をもつ.実

際,うつ病の患者でパニック障害と診断され,治

療 を受 けていることも散見される.ちなみに

DSM による操作診断を厳密に行うと,パニック

障害をもつ人の実に50-60%が大うつ病の診断

基準を満たし,また両方の障害をもつ症例につい

て,それぞれの出現時期を見ると,約3分の1で

大うつ病性障害に引き続いてパテック障害が出現

し,残 りの3分の2では大うつ病性障害とパニッ

ク障害が合併していたという1).この統計知見は,
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図2 うつ病一不安 (パニック)障害中間 (移行)領域

現代アメリカ,ひいては日本を含む先進国のうつ

病と不安障害の実情を反映していることが考えら

れる.

更年期,老年期のうつ病においては,以前から

焦燥とならび不安症状が際立つことは成書に記載

されていた.例えば,Specht31)は ｢操 うつ病に

おける不安情動について｣と題した1907年の論

文で,操 うつ病 を不安 メランコ リー (Angst-

melancholie)と呼び,このタイプは高齢の人に

多いと指摘しつつ,更年期に特徴的であると述べ

る.この論文では不安発作についての言及はない.

うつ病における不安発作の最初のまとまった記述

は,1841年Flemming8)によりなされ,心臓部の

痛みや脈の不穏な動きをともなう不安感情を前胸

部不安 (Pracordialangst)と名づけ,メランコ

リー患者に出現するとした.今日,高齢社会には

いり高齢初発のうつ病が増えたのに伴い,この種

の古典的なうつ病が増加している印象もある.

加えて,筆者14･15)が指摘しているように,現代

のグローバル化する社会においてふえている,主

に30歳代から50歳代の勤労者の職場関連性のう

つ病においては,制止症状よりも不安 ･焦燥症状

が前景化する傾向がある.そのなかにはパニック

(様)発作を呈し,救急部を受診する症例が少な

くない.このように現代において,うつ病も不安

障害近縁の病像を呈し,不安障害への歩み寄りを

みせている.

このようにうつ病と不安障害が相互に歩み寄り

をみせるのは,さしあたり生命力動の視座におい

てのことである.人格構造の視座からは事情を異

にする.筆者としては神経症概念,また不安神経

症の概念は捨て難 く,これは従来の意味での (内

因性)うつ病に吸収されることのできない独特な

質をもっていることに留意したい.それは人格構

造にかかわる事柄で,Freudをはじめとした精神

分析が神経症について明らかにしたのはその人格

構造の側面に他ならない.特定の異性に対する強

い愛の感情,またその裏返しとしての憎しみ,攻

撃の感情の併存,また自己愛傾向などは,神経症

スペクトラムの人の人格特性にあげることができ

るだろう.筆者16)は人格構造面において,神経

症の病態を呈する人に親和的なこうした人格を神

経症スペクトラムと呼んだ.これは操うつスペク

トラム,統合失調スペクトラム17)に並ぶ人格構

造の視座からする臨床スペクトラムである.容易

に察せられるように,いわゆる健常人の ｢正常

な｣人格は神経症スペクトラムにプロットされる.

要するに,神経症性うつ病と内因性うつ病は生

命力動の観点からすると連続性をもつのだが,人

格構造の視座からすると双方は区別され,不連続

性を呈するのである.ちなみに,Clayton5)は,

不安うつ病 (anxiousdepression)と題した論文

集のなかで,DSM-ⅠⅠⅠのはなばなしい登場 と普及

によって,臨床精神医学のコモンセンスが忘れら

れ,不安神経症とうつ病という2つの特徴的な疾

患群が失われることについて強い危供の念を表明

していた.この危供が半ば現実のものとなってい

ることについては,あらためて述べるまでもない
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図3 うつ病一認知症中間 (移行)領域

だろう.

こうしたことから,我々は,うつ病と不安障害

(ないしパニック障害)の中間 (移行)領域を次

のように想定することができる.それは気分障害

(操うつ病)-統合失調症中間 (移行)領域に類似

して,共通の病態を分かち合いつつ,一定の段差

をもって質を異にする病態をもっている.すなわ

ち生命力動の視座からは,抗うつ薬の疾患横断的

な作用から裏付けられるようにうつ病と不安障害

は連続性を示す.しかし,人格構造の視座からは,

神経症スペクトラムの場合と操うつスペクトラム

の場合の2型が区別される.

5 うつ病一認知症中間 (移行)領域

最近,我々の大学病院精神科病棟に入院してく

る高齢患者でうつ病なのか,認知症なのか判断に

迷う症例が増えている.ある症例は抗うつ薬によ

って ｢認知症｣の症状がすっかり消失して健常な

状態に戻る仮性認知症であり,ある症例は抑うつ

を辺縁症状 として呈した認知症である.長期経過

を追っていくと,加齢にともないうつ病から認知

症へと移行する症例 も少なくない.わが国では,

少なくともプライマリーケアの現場では,高齢者

については介護保険福祉制度の普及も手伝ってか,

認知症の診断がうつ病よりも幅を利かせ,仮性認

知症の概念が忘れられている印象がある.アメリ

カのうつ病ガイドラインでは,仮性認知症を見逃

さないことがはっきり診断の項で書かれているこ

とを付け加えておきたい2).

うつ病性仮性認知症は初老期,老年期に生じる

ことが多 く,20,30代ではまずない.そこで,

われわれ18)はうつ病において仮性認知症が生 じ

る機制として次のような仮説をたてた.つまり,

こうした患者において潜行性の認知症がはじまっ

ており,健常な状態においてはこの潜行性の認知

症は絶えざる代償機構により露呈が阻止されてい

るのだが,うつ病擢患により代償機構が停止し,

潜行性の認知症が露呈したのが仮性認知症と見る

ことができる.Janetの概念を援用すると,心的

緊張 (tensionpsychologique)を高めることに

より潜行する認知症の露呈が回避されるのだが,

一旦うつ病により心的緊張が低下してしまうと認

知症が露呈すると考えることができる.その意味

では,仮性認知症は認知症の前駆症状 と見ること

も不可能ではなO.

その一方で,とりわけ認知症の初期段階でうつ

病が出現することが認められている.アメリカで

は,アルツハイマー病の15-50% にうつ病を合

併するというデータが出されている26).2002年

にアメリカのアルツハイマー病研究グループ25)

から,アルツハイマー病におけるうつ病診断のた

めの暫定的診断基準が提出された.そこでは,ア

ルツハイマー型認知症であるという診断がつけら

れ,かつ大うつ病性障害 (DSM)の診断基準は

満たさないという付帯条件のもとで,臨床的に明

らかな抑うつ気分,社会的接触や日常行動に応じ

た肯定的感情や喜びの低下,食欲,睡眠の乱れな

どがあげられている.アルツハイマー型認知症の
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部分症状として積極的に ｢うつ病｣を認めようと

するこの提案は,高齢社会をよく反映した時宜に

かなった動きといえる.アルツハイマー型認知症

で明確なうつ症状が出現する以上は,Janzarik

のい うメランコ 1)-能力 (Melancholiefahig-

keit)が残っていることを裏付ける点から,人格

構造面ではまだかなり保たれている部分があり,

病態は認知症としても初期段階にあることを示唆

する.

こうしたことから,我々はうつ病と認知症の病

態がせめぎあううつ病一認知症中間 (移行)領域

を想定できる.この中間 (移行)領域においては,

うつ病性の仮性認知症とアルツハイマー病初期に

おけるうつ病は生命力動の視座においては基本的

に連続性をなし,人格構造面においては,前者で

は認知症が潜行性の状態にとどまっているのに対

し,後者では認知症が顕在化している点で一線を

画すといえる.もっとも,両者は脳の器質性ない

し老年性変化という点では量的な差である可能性

があることを断っておかなければならない.いず

れにせよ,うつ病一認知症中間 (移行)領域 とい

う観点は,認知症もうつ病や統合失調症と同様,

微細にみるなら,患者が置かれた状況との関係の

なかで絶えざる動的平衡のなかにおかれており,

認知症はこういってよければ,DNAの二重らせ

んに心理 ･社会状況をもうひとつらせんに加えた

三重らせんによって事例化するとみるほうが肯紫

にあたる.
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