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主婦のうつ病と夫婦療法
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男性優位のうつ病診断と治療

我が国におけるうつ病は，DSM（特にⅣ）導

入以前は男性優位の診断名であった感がある．つ

まり，主な稼ぎ手である男性がうつ病になり就業

困難となり，ましてや自殺するという事態は企業

や職場そして家計にとっても大きな痛手となった

からであろう．つまり，精神医学もこうした経済

的損失を優先して対処しようとしてきたのであり，

さらにはその時代の要請やジェンダーへの価値観

に左右されてきたといえよう．たとえば，下田光

造の見出した「執着気質」やテレンバッハの提唱

した「メランコリー親和型性格」といった病前性

格論が我が国の戦後の精神医学界で脚光を浴びた

ことと，これらの性格が戦後の復興の原動力であ

った男性労働者の模範的性格と一致しているのも

偶然ではないだろう．

こうした時代的背景の影響もあり，さらに女性

のうつ病は自殺既遂者が男性よりも少ないという

現象も手伝って，男性のうつ病よりも深刻に扱わ

れてこなかったきらいがある．筆者の印象ではあ

るが，DSM 導入以前の我が国の精神医学の風潮

として，女性に「内因性うつ病」と診断すること

はまれだったように思う．特に心気的訴えが前景

にある場合，「不定愁訴」「心気症」「神経衰弱」

「ヒステリー」「抑うつ神経症」などの診断名がつ

けられやすく，「内因性」からは距離があったよ

うにみえる．

さらにDSM でうつ病を診断するようになった

今日においても，ここ10年の中年男性の尋常で

はない自殺率の高さが，企業およびマスメディア

の注目するところとなり，いまだにうつ病は「男

性優位」であるかのようにみえる．そして男性，

特にサラリーマンにおけるうつ病対策は企業だけ

ではなく国をあげて取り組まれており，その早期

発見の努力，そして治療法の啓蒙と確立は推進さ

れてきているといってよいだろう．

DSM で女性のうつ病は増えた

一方女性，特に主婦（パートタイマーを含む）

のうつ病に関してはどうだろう．DSM 以来，女

性のうつ病は我が国においても男性の約2倍の罹

患率を示し ，啓蒙的なテレビのうつ病者のモデ

ルも主婦らしき女性がみられる．しかし，男性に

比べて主婦のうつ病の治療法は確立されてきてい

るといえるだろうか．

主婦のうつ病の原因

サラリーマンのうつ病の主な原因としては，主

に仕事上のストレスが考えられるが，主婦の場合

はどうであろうか．夫が「仕事がらみ」であるの

に対して，主婦の場合は「家庭がらみ」であるこ

とが多い．それらには「子育て」や「嫁姑」問題

といったものがあげられるが，しかしながら本質

的な主要かつ最大の問題は「夫とのコミュニケー

ション不足」であることが多いように思う．

さらに筆者の臨床経験からは従来の「執着気

質」や「メランコリー親和型性格」といった病前

性格も災いしているように思う．たとえばある主

婦は，家事が強迫的にこなせていないと不安に陥

ったり，家族のピース・メーカーたろうと姑だけ
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でなく家族全員の心情に過剰に気を配る．こうし

た秩序愛や他者配慮が破たんするとうつ状態を呈

しやすくなる．

その典型として筆者が「献立うつ病」と名付け

たものがある．つまり，家事の中でも「献立をた

て，買い物に出かけ，調理する」という一連の家

事は，他の掃除洗濯などの毎日のルーチン・ワー

クと違い，季節や家族の好みによって献立を日々

変えてゆかねばならないという負荷がかかる．さ

らにうつ状態を抱えていても馴染みの食材屋の店

員と会話しなくてはならないという負荷もかかる

場合もあるであろう．したがって，特に執着気質

（毎日の献立をあらかじめ立てるのが習慣となっ

ており，場当たり的に食材を選ぶことができない

など）を背景に持つ主婦の「献立が立てられな

い」という主訴は，その背後にうつ病があり，そ

れが深刻化する可能性が大であると考えてよい．

また，そのような病前性格がなくとも一般的に

「献立うつ病」は主婦のうつ病の早期発見につな

がる概念と考えられよう．

主婦のうつ病の結果

当然のこととして，うつ病が重症化すると献立

だけではなく，他の家事育児に支障が出てくる．

こうした状況は夫にしてみると「怠慢」と映るこ

とが多く，非難の対象となる．こうした夫やこど

もなどからの批判的なコメント（さらには情緒的

な巻き込まれ）は主婦のうつ病を重症化や遷延化

しやすくする可能性がある ．うつ状態に耐え

られなくなった主婦は，こどもにあたってしまっ

たり，いわゆるキッチン・ドリンカーとなったり，

食思不振，全身倦怠感，肩こり，めまい，腰痛な

どの身体症状を呈し，それらを治療しようと内科

等を転々とすることもまれではない．また，その

結果うつ病であることが判明しても，夫やこども

からの非難や姑の冷やかなまなざしに，しばらく

は曝されてしまうこともまれではない．

主婦のうつ病の治療

男性サラリーマンのうつ病の養生法は，ほぼ確

立されていると先に述べたが，その内容は簡単に

言うと職場を離れ，仕事を忘れ，家庭で抗うつ剤

を服用してあせらず回復するのを待つ，という方

法である．さらに妻が夫のうつ病を理解し，決し

て非難したり，叱咤激励しないというのも常識と

なっている．

ところが「家庭が職場」である主婦の場合，同

じような養生ができるとすればどのような方法が

とれるであろうか 「家庭で休む」というのは，

たとえばありえないことではあるが，サラリーマ

ンが「同僚の社員が働いているのを尻目に同じ職

場のソファーでじっと横になっている」という状

況と置き換えてもよいだろう．これでは養生にな

らないのは明白なことである．ではどうすればよ

いか 物理的には，実家に戻るなどして養生す

ることが考えられるが，うつ病とその養生法を実

家の両親などに心理教育することも骨の折れる介

入である．筆者は実家での養生が可能とみた場合，

よく実家の両親も呼んでの合同家族面接の中でう

つ病の説明とその養生法についてよくよく説明し

たりするが，それでも「出戻りのそしり」やさら

には離婚への不安が本人および実家に生じやすい．

しかし実際のところは，本人が実家に戻ること

に抵抗を示したり，実家の理解が得られそうもな

いといった場合，現実に実家が遠距離にあって出

かけられないなど，最終的には現在の家庭の中で

養生しなくてはならなくなるのが大半である．

そこで新たに生じてくる問題として「嫁姑問

題」がある．それが良好な場合（まれなことだ

が）は，問題はない．しかし，たとえば，夫への

家事育児の負担は当然のように増えてくるものだ

が，これを姑がカバーしようとする場合，嫁であ

る妻は気兼ねが生じ，却って養生ができなくなる

ことが多い．

冒頭の「主婦のうつ病の原因」の中で述べたが，

やはり主婦の養生の要は「夫とのコミュニケーシ

ョン」がうまくいくかにかかっている．夫が妻を

非難することなく，妻を根底から支えてくれてい

るというメッセージが，病期の間恒常的に伝わっ

ていれば妻の回復は早い．さらに同じく姑も嫁の
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病状を理解し，夫（息子）の指示にしたがって介

護に当たるのが良いように思う．

われわれ夫婦（家族）療法家は，患者の示す症

状は夫婦あるいは家族関係に何らかの警笛を鳴ら

しているのだという仮説を持つ．まさに妻あるい

は主婦のうつ病は夫に対して「今までの夫婦関係

を見直し，より親密な関係を再構築すべきであ

る」というメッセージであることが多い．治療の

結果，それが達成されると夫も妻もうつ病の治療

を通して夫婦関係が以前よりもはるかに親密で安

定したものになることを感じることもまれではな

い．

うつ病の対人関係様式（Coyne）

ところがうつ病者の発するメッセージには援助

者からの支持を困難にする関係をつくりやすい以

下のような性質があることがわかっている ．

⑴うつ病者の示す苦しみの背後には他者への依存

と攻撃が内包されており，これは周囲の人々に

否定的な気分をもたらす．

⑵周囲の人々は表面的には要求に対して応えよう

とすることでうつ病者に対して抱く嫌悪感を調

整，軽減しようとするが，そこに生じてくる敵

意や拒否は言語的なものであれ非言語的なもの

であれうつ病者に伝達される．

⑶この際に，うつ病者が受ける漠然としたしかし

ながら明らかな敵意や拒否は，彼らの安全喪失

感を強固なものにし，その結果，彼らはさらな

る苦しみを示すようになる．

うつ病の夫婦/家族不和モデル

こうしたうつ病者と援助者におこる「うつ病の

維持あるいは増悪の悪循環モデル」を図1に示す．

英国における治療効果比較

（薬物療法 vs夫婦療法）

以上のように，特に主婦が家庭にいながらうつ

病の治療をおこなおうとすると，男性と違いさま

ざまな困難が生じやすくなる．しかしとりわけ夫

との穏やかで安定したコミュニケーションを終始

とり続けるためには，夫婦療法が功を奏する場合

が多いのは当然のことと思われる．

こうした臨床仮説にエビデンスを示した研究が

ある ．詳しくは原著に譲るが，この研究で筆者

が注目したのは，統制された無作為化試験でふり

わけられた薬物療法群（n＝37）と夫婦療法群

図1 うつ病の夫婦/家族不和モデル
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（n＝40）の両方の群が，結婚して約10年にある

夫婦関係が両群とも悪く，さらにうつ病を呈して

いるのは約半分が妻であったこと．そして，1年

後および2年後のフォローアップで優位に夫婦療

法群の方が改善（Beck Depression Index）して

いた点である（図1）．

また，薬物療法群ではドロップアウトが56.8

％と夫婦療法群（15％）よりも高く，夫婦療法

の方が治療として患者および配偶者に受け入れら

れたという点も注目に値する．

この結果は昨今の薬物療法を中心とした治療に

警笛を鳴らすものになっている．つまり夫婦ある

いは家族環境という人的環境がうつ病の経過に大

いに作用するということであり，とりわけ妻（主

婦業をしているものが多いと想像する）にとって

の夫婦関係の改善が，うつ病に良い結果をもたら

すことが証明されたといってよいだろう．この研

究では夫婦療法群にはいっさい薬物療法は施され

ていないのだが，実際の臨床では薬物療法と夫婦

療法を併用するとさらに良好で安定した改善がも

たらされると考えられる．実際，筆者の臨床でも

薬物療法だけではなかなか改善をみない症例では，

夫婦療法（実際には「夫婦面接」と呼んでいる）

を同時におこなうことで改善する症例が多数ある．

特に主婦のうつ病ではこうした夫を含めての治療

は重要であることは明白である．

また認知療法もこの研究では比 対象とされて

いたが，治療開始時点での認知療法群でのドロッ

プアウト数が多く比 対象にならなかったという

背景もある．すなわち認知療法に反応するうつ病

は比 的軽症で罹患期間も短いものであろうこと

が予想された．

夫婦療法において注意すべき

ジェンダー・センシィティビティー

夫婦療法についての技法的なことは，前述の英

国での比 研究に参加した二人の夫婦療法家のあ

らわした著書 に詳しいが，夫婦療法になじみの

ない臨床家にも是非知っておいてもらいたいこと

として表1 を示しておきたい．

この表が作成されたのは80年代の米国ではあ

るが，現在の我が国の夫婦のジェンダーの差異に

ついて把握しておくには，ちょうど良い指針にな

るかと思う．

主だった差異を要約すると，夫は問題解決志向

的（結果重視），感情閉鎖的であり，一方妻の方

は夫が結果重視なのに対してプロセス重視であり，

感情表出をよしとする傾向にある．つまり妻の方

は治療の結果はともかく，今ここでの夫婦のやり

とりのプロセスを大事にする傾向にある．妻はと

かく夫の気持を知りたがるが，普段気持ちを表現

したり語ったりすることの不得手な夫は困惑して

しまい，かえっていらだちや怒りを募らせるとい

ったパターンに陥りやすくなるものであることは，

こうしたジェンダーの違いも関与していることも

図2 Mean profiles of couple and medical treatment
 

groups

表 1 ジェンダーの違い

・男性

1.独立心，自信，自立心

2.将来の夢，自己充足

3.ルールを学ぶ

4.ゲームで勝つこと

5.競争心の強調

6.感情の隠蔽

7.親密さを避ける

8.親密さは侵害

9.職業上の成功

10.問題解決志向

・女性

1.人間関係を育み保つ

2.他者との絆

3.共感，関係づくり

4.ゲームでの人間関係

5.協調関係の強調

6.感情の表出

7.成功や競争を避ける

8.親密さは「巻き込み」

9.家族の発展

10.問題を話し合う
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夫婦に教育することもある．こうした心理教育的

な説明は夫婦には受け入れやすく，夫婦療法にま

すます関心を示してくれることも多い．

お わ り に

以上，主婦のうつ病の原因とそれに対する夫婦

療法の有効性について紹介した．筆者の多くのう

つ病の妻あるいは主婦に対する夫婦療法の経験で

も，先の英国での結果と同じように時間をかけた

夫婦療法（夫婦面接と実際は呼んでいる）が，有

効と思われる．一方男性サラリーマンのうつ病の

治療も会社の関係者と妻を呼んで合同面接を持つ

などしているが，こちらの方は主婦の場合に比し

て，薬物にも良く反応してくれて期待通りの回復

のプロセスを歩んでくれることが多いように思う．

これをもって「主婦には薬の効きが悪い」とする

臨床医もいるのではなかろうか．しかしながら，

うつ病の経過には薬物だけでなく，患者を取り巻

く人的環境から影響がすこぶる多いという事実も

見逃すべきではない．今回発表の機会が与えられ，

主婦のうつ病をテーマにしてこうした問題に焦点

を当ててみた．
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