
軽症内因性うつ病」の発見とその現代的意義

――うつ病態分類をめぐる単一論と二分論の論争，

1926～1957年の英国を中心に――

大 前 晋

Susumu Ohmae:The Debate Concerning the Classification of Depression that
 

Predominantly Occurred in the United Kingdom from 1926 to 1957:

The Discovery and Reappraisal of“Mild Endogenous Depression.”

かつて英国で盛んだった，うつ病態分類をめぐる単一論と二分論の論争を検討し，その過程で発見

された「軽症内因性うつ病」概念の推移と現代的意義について論じる．

1926年にMapotherは，精神科病院に入院する躁うつ病と，一般医を受診する神経衰弱とに症状

学的な異質性を認めず，そこには重症度の違いがあるにすぎないと断言した．これに対する反論とし

てGillespieは，躁うつ病あるいはメランコリアの基本特徴を「誘発イベントの不在」から発症後の

「気分の非反応性」にシフトさせたうえで，二分論を再提示した．しかしLewisは，治療方針の決定

においては，症状学的な区別よりもむしろ病因，体質，環境などの諸次元を参照すべきと提案し，さ

らに「重症＝急性＝精神病性」，「軽症＝慢性＝神経症性」という対応関係を強く主張した．以後

Lewisのいう単一論と対応関係は，精神科医療界において暗黙の常識となる．

その後1940年代中盤から，けいれん療法の有効性に基づいて神経症とうつ病の診断学を見直すと

いう潮流がうまれ，1950年代にMayer-Grossが，身体的治療の適用を示唆するという意味で，内因

性うつ病の「気分の非反応性」に再び注目をよせた．さらに1957年，一般医Wattsによって「軽症

内因性うつ病」が提言される．すなわち，それまで精神療法の適応とされていた軽症うつ病態のうち

に，身体的治療が優先される内因性うつ病が潜在しており，その多くが一般医のもとを訪れているこ

とが「発見」された．またこれは「軽症＝神経症性」という暗黙の前提から解放された，という意味

でも「発見」だった．おりしも同年にKuhnが，イミプラミンの抗うつ効果をはじめて報告した．

その後，内因性うつ病概念はふたたび拡散へ向かい，現在はDSM，ICDともに単一論が優勢とな

っている．しかしSchneiderの理論やSchulteの精神療法的アプローチも支持する軽症内因性うつ

病概念は，現状の単一論に対する問題意識が高まりつつあるいま，再評価が求められている．

索引用語：うつ病分類，軽症うつ病，神経衰弱，内因性うつ病，メランコリー

は じ め に

かつて英国で盛んだった，うつ病態分類をめぐ

る単一論と二分論の論争を検討し，その過程で発

見された「軽症内因性うつ病」概念の推移と現代

的意義について論じる．論点を要約すれば，「精

神科病院に入院する重症例から一般医のもとを訪

れる軽症例までを含んだ，あらゆるうつ病態につ

いて，症状学的に異質なグループを見出す（het-

erogeneousとみなす）べきか，その必要を認め

ない（homogeneousとみなす）か」ということ
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につきる．本稿では前者の立場を二分論binar-

ian，後者を単一論unitarianと称する．二分論

は，「内因性うつ病態」あるいは「メランコリー」

が，ヒトに一般的な（病的でない）心理状態であ

る「うつ状態」とは異質な症状をあらわすと主張

し，単一論は，これらを同質とみなして重症度の

違いに還元する．

英国は，単一論と二分論の論争がもっとも活発

に行われ，時代に応じてこれらの優勢が入れかわ

った国である．米国では，学界の主流が精神分析

学から生物学的精神医学に移行しても，すなわち

DSM-III以前も以後も，単一論が一貫して主流

をなしている．日本では，DSM-III（1980）が

普及するまでは二分論が前提されていたが，現代

では個別の実地臨床で二分論を採用する医師が少

なからず存在するものの，エビデンスを保証する

臨床研究はDSM（-III以降）の基準に即したも

のが圧倒的多数を占める．そのため，教科書に記

載される「うつ病」治療指針の多くは「大うつ病

性障害」という単一論に沿うものとなっている．

本稿で「軽症内因性うつ病」を主題とする理由

はふたつ挙げられる．ひとつは，1966年にまと

められた平澤による軽症うつ病論 ，1975年の

いわゆる笠原・木村分類 などの影響力が物語

るように，日本の精神科臨床において「軽症内因

性うつ病」は，現在いくぶんその威光を減じたと

はいえ，いまだ「うつ病」「気分障害」理解のプ

ロトタイプをなしていることである．そしてさら

に重要な理由は，この「軽症内因性うつ病」が，

単一論に対する反証であり，二分論の優位性を支

持する鍵概念であるという，理論的な関心である．

以下に，英国における1926年から1957年まで

の論争をとりあげ，「軽症内因性うつ病」の起源

とその後の展開を検討したうえで，その現代的意

義を論じる．なおこの研究の対象は，あくまでも

「症状学的な」異質性であって，遺伝学的，生物

学的，生理学的あるいは生化学的異質性などは考

慮の範囲外にある．

．1920～30年代の「大論争

the Great Debate」

1. Mapotherによるうつ病態単一論の提唱

1926年ノッティンガムで行われた英国医学協

会年間大会において，躁うつ病に関する討論が行

われた．ロンドンMaudsley病院のディレクター

を勤めていたMapotherが冒頭にて，Kraepelin

晩年の思想とMeyer流の精神反応仮説について

紹介したうえで，躁うつ性精神病manic-depres-

sive psychosisにおける神経症性と精神病性――

ここでいう精神病性psychoticとは，現実検討能

力の喪失をあらわしている――という分類につい

て，精神科救護院asylumの治療対象か否かとい

うこと以外に 区別する根拠を認めない，病識も，

治療への協力性も，精神療法への感受性も相互を

区別するにあたって役に立たないだろう とし，

さらに躁うつ病の症候群を， 神経衰弱neuras-

thenia の項目に，（その症状が）誇張されたも

のとして算入することが，最善なようである と

結論づけた ．すなわち，躁うつ病の入院例と精

神科を訪れない神経衰弱とは，単に重症度が違う

だけで本質的には同じものであると断言した．

このあとの討議では，座長のBuzzard をはじ

めRoss ，Gillespie らから一斉に反論が向け

られ，Cole のみが賛意を示しながらも，精神神

経症が明白な精神病状態になりうることについて

は実証が足りないとしている．これらから，当時

の英国精神医学において，この単一論が常識に反

する大胆な提案であったことが偲ばれる．
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＊1：神経衰弱について，Shorterは Beardの当初の定義は，（中略）症状学的なつかみどころに乏しいために，オー

ソリティたちは，その用語のうちに，彼らが求めているものを何であろうと読みとった とし，少なくともそこ

に4種の定義を見出している ．



2. Gillespieによるメランコリーの再定義

――誘発イベントの不在から気分の非反応

性へ

Gillespieは，Meyerの見解に刺激を受けてい

たことについてはMapotherと同様だが ，のち

の躁うつ病25例の研究（1929）では，Krae-

pelinとその後継者Langeの研究を検討したうえ

で， 心因性うつ状態と対照的にメランコリーで

は，個人の状態が環境によって影響されない と

した ．さらに彼は結論にて，いずれの臨床徴候

も診断，予後，治療方針を明瞭に指示する試金石

とはならないことを認めたうえで， この論文で

用いた意味での反応性が，最も実質的価値をもつ

基準のひとつであることは，確実である と，控

えめではあるが「気分の非反応性」を鑑別の基本

原理においた ．

すなわちGillespieは，本来「内因性」という

術語が含んでいる「誘発イベントがなく，ひとり

でに発症する」という病因論的基準を，「発症後

は気分が環境に反応しない」という症状学的基準

にシフトさせたうえで，二分法を再提示したこと

になる．この際彼は，「反応性うつ病 reactive
 

depression」に対立する術語として，病因を示唆

する「内因性うつ病」ではなく，経過像に焦点を

あてた「自律性うつ病autonomous depres-

sion」 を採用した．

3. 二分論者たちの見解

うつ病態の軽症形態は，この時代の英国精神医

学界における大きなトピックのひとつであり，

1930年2月には王立医学協会では討議「躁うつ

病の軽症形の診断と治療について」 が，4月に

はチェルシー臨床協会にて「神経衰弱nervous
 

exhaustion（筆者註：神経衰弱neurastheniaと

ほぼ同義）の治療」 という会合がもたれた．

Buzzardは後者の冒頭討論で， 精神科病院で

見るよりも軽症の躁うつ性精神病症例がしばしば，

あらゆる科の診療従事者のもとを訪れるようにな

っている といい，一般医のもとを訪れる神経衰

弱患者について，過労による一過性の疲弊状態と，

慢性の中毒症によるものを除外したうえで，不安

神経症と躁うつ病を分類してそれぞれの治療方針

に従う二分論を提案した ．この際に彼は，「躁

うつ病」という術語が精神科病院を連想させるこ

とから，Gillespieと同様に「自律性うつ病」と

いう用語を推奨している ．

4. Lewisによる単一論

――多次元的把握の提唱

その頃Maudsley病院にて，Lewisは躁うつ病

61入院例の詳細な検討を行っていた．この研究

は1934年から1936年にわたって公刊され ，

Mapotherによる単一論は症例記述というバック

グラウンドを得て再確認されることとなった．

Lewisは Gillespieのいう気分の非反応性につい

て， 後者（あらゆる状況の変化に対する一般的

な反応）は，あまりにも曖昧すぎて確定しようが

ない と，否定的な見解をとっている．

Lewisの諸論文からさらに，1938年にプリマ

スで催された英国医学協会総会におけるものを引

用する．Lewisはまず， 主に遺伝形質を原因と

する例と，環境因が優勢である例のあいだには，

おそらく真性の相違があるのだろう，またあるい

は，異なった種類の遺伝形質因の相互間にも相違

を認めうるかもしれない，しかしこうして私が述

べたような図表に与えられた臨床上の相違点は，

現在のところ諸病態を識別するにあたって役に立

たない と，病因論の水準では多様性を認めな

がらも，それが臨床像に反映されることはないと

断言する．そして 確実なのは，症状に関するあ

らゆる目録と分類は，急性と慢性，軽症と重症の

あいだを区別しようという試みにほかならないと

いうことである．そこではふたつのカテゴリーが

提示されているにすぎない，ひとつは躁うつ――

急性重症うつ病の特徴を与える――であり，他方

は慢性軽症うつ病である というように，病型

の違いに見えるものは，すべて急性と慢性，重症

と軽症の違いに還元しうると主張した．これのみ

だと雑駁な症状論という印象を与えかねないが，

彼は引き続き 治療は患者の体質と彼が直面して
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いるストレスに関する知識にもとづくべきであり，

図式的で融通のきかない方針や，間違った修復法

へ短絡してはいけない と論じている ．

このことから，Lewisの単一論とは，「躁うつ

病性（精神病性)-神経症性」の症状学的分割は困

難であり，また重症と軽症の違いだけから治療方

針を確定することもできないので，身体医学的あ

るいは心理学的な病因，体質，環境までを射程に

いれるべきであるという多次元的理解の提案を含

んでいると解釈できる ．

5. Lewisの影響力――単一論の優勢

Lewisの見解では，うつ病態の分類にあたって

「重症＝急性」，「軽症＝慢性」の組み合わせが前

提されている．この対応関係と，これら二群間の

境界線上の鑑別が困難なことは，単一論者にも二

分論者にも暗黙の前提として共有されていた．

これらを踏まえたうえで，Yellowleesが メ

ランコリーは精神病であり，その事実によって，

精神療法に影響されない．一方で神経衰弱は，一

般に精神療法に反応し，しばしば特化した分析療

法が有効である と論じたことが示すように，

軽症例（神経症性うつ病）に精神療法が奏功し，

重症うつ病あるいはメランコリーには精神療法が

無効なので身体療法を考慮するという見解が，こ

の時点での二分論の立脚点である．そして，治療

方針についてはむしろ症状学以外の次元を参照す

べしという立場が，単一論を構成することとなる．

1937年にはCurranが 25例のうつ病患者につ

いて，Gillespieを参考にした11項目の調査票を

用いて，神経症性と精神病性の鑑別を試みた．彼

はそこに， 連続した勾配の系列continuous and
 

graded series があるのみで， 鮮明な境界は得

られなかった として，単一論を支持する見解を

提示した ．以後の趨勢についてPartridgeが

二分主義者たちは，ジャガナート Juggernaut

を載せた車にひき殺され，極楽往生したようであ

る とたとえたように ，しばらく単一論の優勢

が続く．

この後の論争についてはPartridgeの紹介

に詳しい．基本的な論点は1938年の段階で出揃

ったといえるが，Partridgeの論文に引用された

Whitehornからの私信は，重要な視点を呈示し

ている． 彼（筆者註：Whitehorn）の見解によ

れば，うつ状態が，既知の情況ひとそろいに起因

すると正当に見なすかどうかを決断するにあたっ

て，精神科医は，患者というよりはむしろ自分自

身を開示している ，すなわち診断にあたって

発病状況に関する知識を得れば得るほど，反応性

の発病に見えていくのは当然だというわけである．

このことは，精神科医の理論的先入見が診断に大

きな影響を及ぼすことと，誘発イベントの有無と

いう基準が，信頼性に欠けていることをあらわし

ている．

．内因性うつ病概念の再輸入

1. 精神科身体療法の進歩

――治療効果に基づいた診断学の見直し

以下に1950年代の「内因性うつ病」概念の広

がりについて論じるが，ここには1930年代の論

争と大きな相違点がある．それは，電気けいれん

療法（以下ECT）に代表される，うつ病態に対

する身体療法の進歩である．Shorterによれば，

この頃の精神科臨床で利用されていた薬物は，ア

ルカロイド系あるいは臭素系，そしてバルビツレ

ートなどであり，Maudsley病院では1920年頃

から持続睡眠療法，1930年頃からインシュリン

昏睡療法などが行われていた ．のちにカルジア

＊2：この時点の英国では「神経症性うつ病」に対置される病態として，「躁うつ病性」「精神病性」「メランコリー性」

が挙げられており，ドイツ語文献に造詣の深いGillespieや Lewisの著作に「内因性」という記述を見るものの，

汎用されてはいない．後述のように，英国で「内因性うつ病」という術語が定着するのはMayer-Grossらの教科

書 以降であり，「内因性」が「神経症性」と対置されるようになるのは，1960年代以降にRothが主宰する

Newcastle病院グループの研究 が，この区分を採用して以降のこととなる．
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ゾールなどによるけいれん療法を経て，ECTが

大陸に広まるのは1940年頃となる ．

1944年にはCookがけいれん療法の総説にて，

感情精神病に対する，けいれん治療の効果が存

在することは疑いえない ， 精神神経症のけいれ

ん治療成功例の多くは，神経症的不安を仮装した

うつ状態の方に，本質的な解消をもたらした報告

である可能性がある とした．後者の問題につ

いてはさらに，同じ1944年に出版された，Sar-

gantと Slaterの教科書「精神科身体療法序説

An Introduction to Physical Methods of Treat-

ment in Psychiatry」において，「不安神経症」

患者のうち，けいれんの恩恵を得ることができる

者は，誤って神経症とよばれていた者に限られる，

彼らは実際のところ，不安と焦燥が前景に立った

うつ病に苦しまされていたのである と論じら

れている．

Cookと Sargantらの論は，以下のようなこと

を物語っている．まず，けいれん療法全般が，う

つ病態に対する身体的治療法として確立され，急

速に広まったこと，第二に，従来の二分論におけ

る「躁うつ病性」あるいは「精神病性」が，あえ

ていえば「精神療法の無効性」という消極的な定

義から，「けいれん療法の有効性」という積極的

な定義を受けるようになったこと，そしてさらに

重要なのは，けいれん療法は精神療法よりも短期

間で容易に有効性が検定できるために，「治療効

果に基づいて診断学を見直す」というフィードバ

ックが，従来と比 にならない迅速さと信頼性で

行われるようになったことである．

2. Mayer-Grossによる内因性うつ病論

――「内因性」という術語の重症度に対す

る中立性と，鑑別ポイントとしての「気分

の非反応性」への再注目

英国にKraepelin由来の躁うつ病ではなく，

Jaspers，Schneiderを経過した当時のドイツ語

圏に正統的な「内因性うつ病」を紹介したのは

Mayer-Grossである．彼は当初ハイデルベルク

大学に所属し，すでに夢幻様状態の研究などによ

って知られていたが，1933年に米国のコモンウ

ェルス財団の交付とMapotherの奨励によって

英国へ移住した ． Maudsley病院において，

すでにLewisとMapotherによって研究の重要

性をたたきこまれていた英国の次世代の精神科医

たちは，当時の精神医学で最も刺激的な教育を

Mayer-Grossから受け，影響を与えられた と

いう ．

1954年にMayer-Grossは，Maudsley病院に

て協同したSlaterと Rothの助けを得て教科書

「臨床精神医学Clinical Psychiatry」 を出版し，

グラスゴウにて催された英国医学協会総会にて，

その一部を「うつ病の診断 the diagnosis of de-

pression」 と題して講演した．そこでは うつ

状態を発展させる外的因子と体質的因子の相対的

な配分を正確に測定することはできない，それに

もかかわらず，予後と治療双方の視点から，たと

えば体質性反復性うつ病と，主として心因性のう

つ状態に苦しむヒステリー性の性格，そして比

的正常でバランスのよくとれた性格の持ち主が，

特定の外的事情に反応したうつ状態，などを区別

することは重要である と，実地臨床における，

うつ病態鑑別の重要性を説いている ．

教科書でさらにMayer-Grossは， 本国（筆

者註：英国）において，軽微な気分の動揺をとも

なう循環病（筆者註：躁うつ病ないし内因性うつ

＊3：同じ1954年にPartridgeも，ECTの適応症を論じる際に 1926年以来ずっと本国では，反応性と内因性うつ病

の区別が誤りである，という信念が素地にあったために，多くの者が鑑別不可能だと思い込むに至っていた ，し

かし いまや多くのオーソリティが，内因性うつ病はこの治療（筆者註：ECT）によって恩恵を受けるが，反応

性の病態はそうでないということに賛同している と，ECT適応の面から二分論をつよく推奨している ．
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病をさす）を，神経症性のものとみなす誤りがし

ばしば起きている．経験をつんだ精神科医ですら，

いつも決まったようにこの種の誤りをおかし，患

者は時間の無駄づかいとなる，実りのない精神療

法を押しつけられる，これは不幸な結末であ

る としている．ここでは，神経症と診断され，

精神療法の対象とされる軽症うつ病態のうちに，

しばしば内因性うつ病が潜在することが示唆され

ている ．Mayer-Grossにとっての「内因性う

つ病」とは，重症度に対してあくまでも中立であ

り，その意味で従来用いられてきた「躁うつ病，

精神病性うつ病あるいはメランコリア」と違って

いた．

Mayer-Grossにとって内因性うつ病症状の本

質は，誘発イベントの有無にではなく，Gillespie

と同じく 反応性患者のうつ気分は，内因性うつ

病よりもずっと現在の環境に反応する，そして数

時間も陽気な友人たちと交友をもつと，徐々に緩

和されていくだろう というように，気分の

反応性の有無に求められている．

Mayer-Grossは，うつ病態分類の必要性を強

く打ち出したことについて，Lewisらの見解と全

く相反したことになるが，Lewisが従来の二分論

者に見たであろう，軽症例すなわち精神療法とい

うような，短絡的な結びつけをいましめている．

Mayer-Grossは，Lewisの経験論に基づいた提

言――症例各自に即した対応をすべき――を擁護

するために，ドイツ流の理論的な精神症状学を加

味したともいえる．彼らについては，共通点のほ

うを重視するべきなのかもしれない．

3. Mayer-Grossへの反論

――内因性うつ病概念の拡散

しかしMayer-Grossの提案はやはり，Lewis

との対立点が注目された．Garmanyはすでに

1951年の王立医学協会においてMayer-Gross

と討論し，自験56例の治療反応性をまとめたう

えで 結論として，反応性うつ病が常に精神療法

に対応し，内因性うつ病がECTに対応するとい

う信念がいかに誤っているかを，これらの連続症

例が示している と断言していた．さらに1958

年Garmanyは，ECTの適応を決める症状学的

特徴として， 私が確信をもっているその本質と

は，診察者の気分の変化に対して，患者が共感的

に応じる際の，反応性と迅速さである とし，こ

の反応性に乏しい例こそがECTの適応となると

した ．しかしまさにこの特徴こそが，Gillespie

やMayer-Grossの重視する「気分の非反応性」

であり，議論は全くかみあわないまま平行線をた

どっていたことが窺われる．

ちなみにGarmanyがあげる内因性うつ病の特

徴とは，誘発イベントの不在，家族歴，うつある

いは軽躁の既往，状態像としては 過去にまつわ

る後悔と自責，将来の回復への見通しに希望を持

たないこと，そして精神運動遅滞 であり ，こ

れに早朝覚醒，食欲不振，日内変動などを加えれ

ば，当時の英国における標準的な内因性うつ病像

が完成する．GillespieやMayer-Grossの重視す

る「気分の非反応性」は，せいぜいこれらと同列

か，しばしば軽視される特徴だった．

これらが示すように，この段階ですでに英国の

「内因性うつ病」の症状論は拡散していた．さら

に，内因性うつ病に対立する「神経症性うつ病」

概念についても，「神経症」という術語の多様性

を鑑みれば理解されるように，カテゴリーとして

の信頼性はきわめて疑わしいものであった．この

ような語義の多様性が，のちの混乱を準備してい

くことになる．

． 軽症内因性うつ病」の発見

1. 一般医による内因性うつ病の治療

Meyer-Grossらによる内因性うつ病の軽症形

＊4：彼は この区別（筆者註：内因性と反応性）が重要で今日的なのは，最近になって反応性のうつ状態が精神科医

の診察室を訪れることが20年前よりもずっと頻繁になっているからである とし，当時精神科受診の敷居が下

がりつつあったことを示唆している．
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態に対する積極的な反応は，一般医 general
 

practitionerから提示された．1956年Wattsは，

1946年から1955年までの10年間に自身の担当

地域で（3人の医師が協同していた）うつ病態を

呈した，529人の569例（再燃例が40回）につ

いて報告した．387例の内因性うつ病のうち，一

般医のみで対応可能な軽症例が230例おり，その

転帰は，満足すべき satisfactory（完全寛解に相

当する）87％，現状維持 in statu quo（部分寛解

に相当する）7％，悪化deteriorated（慢性的な

心気症症状，睡眠薬依存，自殺など）6％と報告

されている ．Wattsは うつ病の重症形態は全

くもって明白だが，軽症形態はしばしば見逃され

る ， 内因性うつ病は本質的には一般医療の対象

となる疾患だといえよう，精神科医が診察した症

例は，せいぜい4分の1にすぎない と誇って

いるが，その背景にはこの高い治療成績が存在す

る．

彼は内因性のうつ気分について， うつ病性の

感覚は通常よりも深遠で，長く続く と論じて

おり，これだけではMayer-Grossが念頭におい

ていた内因性うつ病体験の非反応性が捉えられて

いたかは不明である．しかし 反応-内因性うつ

病 reactive-endogenous depression あるいは

反応性メランコリー reactive melancholia が

採りあげられていることから，彼が誘発イベント

の有無を問わずに症状論から内因性うつ病を診断

していたことが窺われ ，また後述の論文ではさ

らに， 軽症うつ病は，それ自身の異質な「感覚」

をもつ ， 患者は「傷ついた当惑 injured bewil-

derment」の像をみせる というように，内因

性うつ病体験の異質性と当惑については確実に捉

えられていたことがわかる．

2. 軽症内因性うつ病」の発見

1957年Wattsはさらに，論文『軽症内因性う

つ病 the mild endogenous depression』 を発表

した．そこでは軽症内因性うつ病の類型として，

1.明白なうつ病overt depression，2.不安状態

に偽装されたうつ病depression disguised as an
 

anxiety state（不安を主訴とする神経症として

精神療法を受けるが回復せず，問診によってうつ

状態が明らかとなる），3.うつ病等価症 the de-

pressive equivalent（医学的実体に乏しい身体症

状を主訴とする），4.接ぎ木されたうつ病de-

pressive grafts（慢性の身体疾患に付随する）の

4種が挙げられている ．

Wattsの論には，のちに「仮面うつ病masked
 

depression」の名称で広く知られることとなる

「うつ病等価症（もとはKrainesの命名）」が挙

げられているが，さらに注目すべきは，さきの

Cookや Sargantらと同様に，不安などの神経症

症状を主訴とする群のうちに，内因性うつ病が潜

在する可能性が示唆されていることである．一般

医Wattsにとって軽症内因性うつ病の発見とは，

身体的訴えに潜むうつ病を発見することだけでな

く，神経症症状群に潜むうつ病を発見することで

もあった ．

英国での「軽症内因性うつ病」概念の発見はこ

こに求められる．まずMayer-Grossが，自ら精

神科を訪れる比 的軽症のうつ病態のなかに，神

経症性うつ状態だけではなく，重症例と同一のカ

テゴリーに含まれる内因性うつ病が存在すること

を示した．そしてつぎにWattsによって，一般

医を訪れる軽症うつ病態のうちにも，身体的治療

が優先される内因性うつ病が潜在していることが

「発見」された．これは，Lewisが主張した「重

症＝精神病性」「軽症＝神経症性」という単一論

がはらむドグマから解放された，という意味でも

「発見」だった．この時点で単一論は，その理論

的基盤を失ったことになる．

＊5：Weitbrechtの内因反応性気分変調endo-reaktive Dysthymieとは無関係である．

＊6：1958年にカナダにて「仮面うつ病」を提唱したKralも，この術語を神経症症状群に偽装された内因性うつ病の

意味で用いている ．
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． 軽症内因性うつ病」のその後――イミプラ

ミンと統計学的研究，米国そして現在

1. イミプラミンの発見

1957年の第2回国際精神医学会にてスイス在

住のKuhnは，抑うつを呈する（診断は問わな

い）約300例の薬物治験結果を発表し， G22355

は，とりわけ内因性うつ病による生気的うつ性の

不機嫌に，疑いえない影響力をあらわす と明言

した ．その薬物たるイミノジベンジル誘導体

G22355が，のちのイミプラミンである．彼は翌

年に米国で同趣旨の講演を行うが，そこで最も奏

功する病態は， 思考と行動の全般的制止，それ

は疲労，無気力，圧迫感，そしてメランコリック

あるいは絶望的な気分に伴われ，これらの症状は

すべて朝に悪化し，午後そして夕刻には改善する

傾向をもつ とされており，Gillespieや

Mayer-Grossのいう「気分の非反応性」はとり

あげられていない．しかしのちにKuhnは，うつ

病の生気的形態を紹介する際にSchneiderを援

用しており ，やはりドイツ流の内因性うつ病概

念を汲んでいたことが理解される ．

このイミプラミンをはじめとする三環系抗うつ

薬（以下TCA）が奏功する内因性うつ病，ある

いは「生気的うつ病vital depression」という概

念は，ドイツ精神医学に造詣の深いスペインの

Lopez-Ibor や，オランダのvan Praag など

欧州内での広範囲の賛意を得て，欧米に広く膾炙

するにいたった．内因性うつ病に対するイミプラ

ミンの効果は，Rothの主宰するNewcastle病院

のチームによって繰り返し報告され ，内因

性うつ病と神経症性あるいは反応性うつ状態を区

別することの妥当性が，薬効から裏づけを得たか

たちとなった．

2. 統計学的研究，操作的診断基準の隆盛とそ

の限界――内因性うつ病概念の拡散

RothらNewcastle病院グループはさらに，

Hamiltonうつ病評価尺度 ，そして抗うつ薬や

ECTへの治療反応性と，当時医学研究において

汎用されるようになりつつあった，コンピュータ

を用いた因子分析法をもって，内因性うつ病と神

経症性うつ病の二分法の妥当性を追求し，肯定的

な結果を繰り返し得た ．彼らはこれをふまえ

て，内因性うつ病の操作的診断基準の嚆矢といえ

るNewcastle基準 を作成する．

しかしこのNewcastle基準においては，Gille-

spieやMayer-Grossが絶対的な枢軸症状とし，

GarmanyもECT適応を指示するとした「気分

の非反応性」が外されており ，むしろGar-

manyがECTの適応を示唆する指標とはなりえ

ないとして切り捨てた内因性うつ病基準（誘発イ

ベントやパーソナリティ障害の不在，家族歴の存

在など）を積み重ねたものが採用された．このよ

うに，必須症状を設けずに特異性の比 的低い症

状までを並列させた基準では，内因性うつ病の外

延は広くなり，神経症性あるいは反応性うつ状態

との境界が不鮮明となる．

実際にMaudsley病院のKendellは，Rothら

と同様な統計的技法を用いて，内因性うつ病の症

状学的なまとまりとしての妥当性について否定的

な結果を導くことで，単一論と二分論の論争を振

り出しに戻した ．このことは軽症すなわち神経

症性（非内因性），重症すなわち内因性という，

Lewisの見解が再興されたことを意味する．

さらに1970年Eysenckによって，これらの統

計学を用いたうつ病態分類研究における，概念上

の混淆と不適切な統計的技法の使用と解釈が，手

厳しく指摘されることとなる ．Eysenckの批

判を待つまでもなく，内因性うつ病以上に外延が

不明瞭な「神経症性うつ状態」までが単一のカテ

＊7：うつ病の生気的形態にみられる「気分の非反応性」については，第Ⅴ章で論じる．

＊8： 気分の非反応性」の別の側面をあらわす「うつ気分の異質性distinct quality of depression」が採用されたもの

の，重みは低く評価された．
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ゴリーとされていることにまず問題があり，さら

にこの，カテゴリーをいったん数値というディメ

ンジョンに近似したうえで計算を行い，その結果

から再び不連続体としてカテゴリーを取り出すと

いう手法は，アーチファクトの混入を回避できな

いだろう．

統計学的手法を用いたうつ病態分類研究は，

Eysenckの批判と，翌1971年にクラスター分析

をもって参戦したPaykelらによる研究 を頂

点として，ゆるやかに収束へと向かう．1976年

にKendellは，これらの論争を振り返り， 見て

きたように，その結果は落胆させるものである ，

過去の研究の多くが，深刻な方法論的欠陥によ

って台無しにされていることは疑いようもない ，

その上に新しい分類を構築できるような，うつ

病の生理学的あるいは心理学的基盤について充分

な理解が得られるようになるときまで，われわれ

は不確実性と意見の相違に耐えつづけていかねば

ならないのかも知れない と，徒労感にあふれた

結論を下した ．

3. 米国の軽症内因性うつ病研究

―― Kleinの「内因性形態のうつ病」

米国では，精神分析学から生物学的精神医学へ，

Meyer主義からKraepelin主義へというパラダ

イム転換がありながらも，うつ病態分類について

は一貫して単一論が優勢である．ただし米国にお

いても，1960年代以降の生物学的精神医学の勃

興とともに，内因性うつ病概念が大きなトピック

となった時期が確かに存在した ．

とくにKleinは自身の薬物療法の経験から，イ

ミプラミンなどTCAが特徴的に奏功するうつ病

態として，「内因性形態のうつ病endogenomor-

phic depression」概念を提案した（1974）．その

特徴は， 発病因があろうとなかろうと，入院を

必要としようとしまいと，必ず喜びを体験したり，

喜びを期待して感情的に反応したりする能力が全

般的に障害をこうむっている，それは痛切であり

反応性がない とされ，これはのちに「アンヘ

ドニアanhedonia」あるいは「喜びと興味を体験

する能力の喪失」と称された ．

Kleinはこのように，Gillespieと同様に「気分

の非反応性」を再び枢軸症状においたうえで，こ

れもGillespieと同様に，「内因性」すなわち誘発

イベントの不在という先入見を回避するために，

新たな術語「内因性形態」を用いた．さらに彼は，

Wattsが提唱した「軽症内因性うつ病」の存在

が 単一論の視点を除外する充分な証拠である

と論じ，これがLewisによる内因性イコール重

症という先入見を否定する鍵概念であることを主

張した ．

4. 軽症内因性うつ病の現在

――操作的診断基準における単一論の優勢

Kleinの内因性うつ病再論ののちも，米国では

単一論が根底からくつがえることはなかった ．

現代の操作的診断基準において「内因性うつ病」

は，DSM-IV-TRでは「メランコリー性の特徴

melancholic features」を伴う大うつ病性エピソ

ード，ICD-10では「身体性症候群 somatic syn-

drome」を伴ううつ病エピソードというように，

あくまで「うつ病」という大カテゴリーにおける

サブタイプのひとつとして位置づけられている．

そしてDSM-IV-TRのメランコリー性の特徴で

は， 入院患者で多く外来患者と対照的であり，

軽症の大うつ病エピソードでは重症のものと比べ

て起こりにくく，精神病性の特徴を伴う場合に起

こりやすい というように，メランコリーすな

わち重症という単一論が前提されている．さらに

ICD-10では， ここで「身体性 somatic」と呼ば

れている症状は，「メランコリー性melanchol-

ic」，「生気的vital」，「生物学的biological」ある

＊9：米国の内因性うつ病研究については，GroveとAndreasenの総説に詳しい．彼らは内因性うつ病概念が臨床と研

究双方の目的にとって有用な概念であることを認めながらも，内因性うつ病の定義にまつわる混乱を， 泥沼mo-

rass と表現している ．
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いは「内因性形態endogenomorphic」などとも

呼ばれるものであるが，いずれにせよ，この症候

群は科学的にみるといくぶん疑問が残る とい

うように，内因性うつ病の意義そのものに疑問が

付されている．

軽症内因性うつ病概念が，その史的基盤に乏し

い米国だけでなく，日本でもその臨床的価値を失

いつつあるといわれる理由として，先述した概念

の拡散のほかに，うつ病態の身体的治療の第一選

択が選択的セロトニン再取り込み阻害薬（以下

SSRI）に移行したこともあげられよう．現代の

DSM（-III以降）の指示する軽症「大うつ病性

障害」を用いたエビデンスのメタ解析によれば，

SSRIと TCAの反応率はともに54％（16,000

例以上，150の臨床試験）と同等になるが，

SSRI対プラセボでは51％対32％（10,000例以

上，81の臨床試験）とmoderateな差にとどま

っている ．このプラセボの高い反応率は，「大

うつ病性障害」のもとに，多くの病的といえない

一過性うつ状態がリクルートされている可能性を

強く示唆している．さらにこの（寛解率ではな

く）反応率51％あるいは54％という低い水準を

根拠として，薬物の臨床的有用性を主張すること

は困難である．このように，かつて軽症内因性う

つ病と強く結合していたTCAの臨床効果は，現

代では多種多様な状態像を含む軽症大うつ病性障

害のもとに，SSRIと同等の弱い対応関係を示す

にとどまっている．

5. これからの単一論と二分論

現在はDSM-Vの出版を間近に控え，DSM-

IV-TRにおける「大うつ病性障害」がhetero-

genousな集合であり，基礎研究のための診断と

しても臨床上の有用性も不十分であるという見解

が広まりつつある．これらを代表するものとして，

Akiskalら ，Ghaemiら による双極スペクト

ラム理論の提唱 と，Taylor，Fink，Parker，

Shorterら によるメランコリー概念の復

興が挙げられる．前者はDSM が採用する単極性

対双極性という二分法の見直しであり，後者は本

稿で論じてきた内因性対反応性という二分法（本

稿でいう二分論）の復活を要請している．このよ

うに現代のDSM，ICDが採用した単一論に対す

る見直しの動向として，二分論は再び注目を集め

つつある．

．軽症内因性うつ病の理論

1. 内因性うつ病の起源―― Schneiderの

内因性うつ病あるいは生気的うつ病論

内因性うつ病」という術語の起源を振り返り，

理論について検討する．

Schneiderは 1920年に，論文「感情生活の成

層性と抑うつ状態の構造」 を発表した．そこで

彼は，Kraepelinが早発性痴呆（統合失調症）の

限定修飾語として用いていた「内因性」という術

語を，うつ病に対しても適用した ．Schneider

にとっての「循環病」（躁うつ病，気分障害と等

価であり，現代の気分循環症とは異なる）とは，

統合失調症とのあいだに境界をもたない了解不能

な精神病状態である．したがって内因性うつ病は

軽症形態であっても，心理学的に了解不能であり，

身体医学的に説明されなければならなかった．

Schneider による内因性うつ病論は， 彼に

何かうれしいことのあった場合でも，それは彼の

憂うつを少しも減らすものではなく ， 悲しい知

らせが，快方に向かった病人を逆戻りさせること

もない というように，患者が外界の出来事に反

応できないという観察的，経験的事実に基礎をお

いている．

Schneider は「感情生活の層構造」という理

論（Scheler）を援用することによって，「環境へ

の非反応性」と，内因性うつ病体験の身体性を結

びつけた．彼によれば，内因性うつ病において障

害されているのは，身体的あるいは生命的感情

＊10：厳密にいえば，Akiskalの双極スペクトラムとGhaemiのそれとのあいだには，看過できない相違点が存在する

が，ここでは紙幅の問題もあり割愛せざるをえない．
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Leib-oder Lebensgefuhleという感情生活の深い

層であり，それゆえに内因性うつ病者は周囲の出

来事に反応できない．一方で反応性あるいは神経

症性のうつ状態において障害されているのは，よ

り浅く，表面にある心情的感情 seelische Gefu-

hleの層である．この層の障害においては，環境

との反応性は保たれている．

この内因性うつ病における身体的あるいは生命

的感情層の消沈が，Schneiderが診断学上重視し

た「生気的悲哀感vitale Traurigkeit」，すなわ

ち，身体に関係の深い，しばしば明らかに局在す

る憂うつである ．具体例としては， 自分はい

つも憂うつだ という女性の その憂うつの原因

は，主として彼女の胸に根をおろした，内心の落

ち着きなさと興奮だ という状態や， 自分の胸

を示して，「おそろしい気のふさぎがこの中にあ

ります．」 と語る別の女性の証言などが挙げられ

ている．この身体感情，生気的感情の障害は，日

内変動，体重や月経などの生理的随伴症状として

もあらわれる ．

このようにSchneiderは，内因性うつ病と反

応性うつ状態とが症状学的に鑑別可能であること

を示し，内因性うつ病の基盤には身体的病変が要

請されていると主張した．そしてSchneiderに

よる思弁の基礎を支える観察的事実とは，のちの

研究者たちと同じく「気分の非反応性」だった．

2. 内因性うつ病に対する精神療法

―― Schulteの「悲哀不能Nichttraurig-

seinkonnen」

1962年に，Schulte はメランコリー（内因性

うつ病）の精神療法について論じた．Schneider

の論から40年余を経ており，この時点で内因性

うつ病に対するECT，TCAの効果は確立され，

軽症内因性うつ病概念も提示されていた．

Schulte は，Scheneiderの内因性うつ病論か

ら思弁的な側面を排し，「気分の非反応性」を

「（悲しんでいる反応性うつ状態とは違って）悲し

めない状態」と表現した．すなわちSchulteは，

メランコリーと抑うつ的体験反応では根本から

異なっている ， おかされているのは，明らかに

人格の最深部，もっとも身体に近い生命的な層で

ある と，Schneiderの見解に賛同しながらも，

生気的「悲哀感」という言葉に関しては そもそ

もそれは悲哀なのであろうか と疑問をはさむ．

彼はむしろ，「心」的および精神的な感情も揺れ

を起こせなくなってしまう ，すなわち「悲しむ

ことも喜ぶこともできない状態」を，「悲哀不能」

と命名して内因性うつ病体験の本質とした．

Schulte は内因性うつ病の精神療法にあたっ

て， 患者は彼らの状態の了解不能性を沈黙裡に

肯定することのほうが押しつけがましさを混じえ

て感情移入可能を断言されるよりも，よりよく

“了解”され受容されたと思うだろう という認

識が前提されると主張した．さらに彼は， 患者

をはげましたり，説教したり，無理な努力を強い

るという間違ったやり方 を批判している．これ

は「うつ病の人をはげましてはいけない」という

格言のうち，筆者が確認したうちで最も古いもの

である．

3. 軽症内因性うつ病の妥当性

Schneiderが内因性うつ病において要請した身

体的病変は，のちにECT，TCAなど身体的治療

の有効性が確立されたことによって（Mayer-

Gross，Kuhn，Kleinら）再認をうけた．また

「気分の非反応性」は，身体的治療だけでなく精

神療法的アプローチを規定する指針としても

（Schulte）再認をうけたといえる．そしてこの

「気分の非反応性」は，診断の際に言語的問診が

有効な，軽症うつ病態において大きな鑑別診断学

的意義をもっている．

お わ り に

うつ状態分類にまつわる単一論と二分論の論争

史を振り返ったうえで，現代の分類を位置づけ，

最後にSchneiderによる内因性うつ病理論につ

いて検討した．単一論と二分論のあいだの振り子

は，ECT，TCA，SSRIなど治療法の発展と，

旧来の直観的診断法から操作的診断基準への移行
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とともに行き来してきた．二分論の理論的優位性

を指示する「軽症内因性うつ病」概念は，日本だ

けでなく英米においても一時は大きく注目された

が，単一論がふたたび優勢を誇る現在，その有用

性に対する認識は減じつつある．しかし

Schneiderが要請した，内因性うつ病態における

生気性，身体性，そして気分の非反応性が，のち

のECT，TCAの有用性をもって再認されたこと

の意義は決して小さいものではない．

Mapother，Lewisの時代の古典的な単一論と，

現代の単一論とのあいだには，軽症うつ状態治療

のうえで大きな違いがある．すなわち，古典的単

一論においては，精神療法がプライオリティをも

つとされていたが，現代の単一論においては，薬

物療法が根本をなすとされている．こういった軽

症うつ状態に対する治療法の転換をつなぐミッシ

ングリンクとして，軽症内因性うつ病概念が存在

する．すなわち軽症内因性うつ病は，heteroge-

neousな集合である軽症うつ状態のうちで，薬物

療法が優先される一群を指示する概念として呈示

された．しかし現代では，あらゆる軽症うつ状態

に対して薬物療法が考慮されるために，軽症内因

性うつ病概念はその意義を失ったかにみえる．

しかし先述したように古典的な単一論を代表す

るLewisは，軽症うつ状態すなわち精神療法

（あるいは重症すなわち身体療法）という短絡的

な見解を批判し，患者固有のパーソナリティや環

境なども参照したうえで治療方針を立てることを

提案していた．この多次元的見地はMayer-

Grossら二分論者の見解と相互排他的とはいえず，

むしろ相互補完的に把握しうることは本文で論じ

た通りである．現在の操作的診断基準は，薬物療

法の適応を境界づける基準となりえないだけでな

く，また多軸評価の有効性が充分に発揮されてい

るともいいがたい．こういった現況において，精

神病理学的理論と臨床的有用性の双方から妥当性

を示唆されている軽症内因性うつ病は，再評価に

値する概念と考えられる．
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The Discovery and Reappraisal of“Mild Endogenous Depression.”
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Herein,the author reassesses the intense debate concerning the classification of depres-

sion which predominantly occurred from 1926 to 1957 in the United Kingdom as either
 

unitarian or binarian. The main issue under debate was whether all depressions,which vary
 

from severe cases in psychiatric hospitals to mild cases in general practices, should be
 

considered symptomatically hetero-or homogeneous. The former is related to the binarian
 

perspective, which was represented by Kraepelin and was adopted mainly in continental
 

Europe,while the latter, the unitarian perspective proposed by Meyer,was adopted in the
 

United States. In contrast,in the United Kingdom,there was vigorous debate as to whether
 

the Meyerian or Kraepelinian perspective should be adopted.

In 1926,Mapother asserted that the unitarian concept was the most appropriate because
 

there were no qualitative symptomatic differences between manic-depressive psychosis and
 

neurasthenia,only quantitative differences in severity. In opposition to Mapother,Gillespie
 

proposed the binarian perspective,which shifted the essential feature of manic-depressive
 

psychosis or melancholia from etiological(“no precipitating event”)to symptomatic(“mood-

nonreactivity”). However,subsequent to Mapother,Lewis proposed that,in clinical practice,

we must refer to other dimensions,such as etiology,constitution,and environment,rather
 

than only symptoms. Furthermore, he related severity with acuteness for psychosis, and
 

mildness with chronicity for neurosis. Consequently,Lewis’s unitarian concept and relation-

ships became tacit assumptions in psychiatry until the 1950s.

With progress in somatic therapies in psychiatry, the binarian perspective gradually
 

came to the forefront. In the mid-1940s,a new method of reexamining psychiatric diagnosis
 

in accordance with the specific efficacy of convulsion therapy was developed. Mayer-Gross
 

asserted the importance of the symptomatic distinction of endogenous depression in clinical
 

practice and noticed,similarly to Gillespie’s idea,that “mood-nonreactivity”was a sympto-

matic feature of endogenous depression,and suggested the application of somatic therapies.

For Mayer-Gross, the term “endogenous depression”did not necessarily indicate severe
 

forms of depression.
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In 1957,the concept of“mild endogenous depression”was proposed in a paper by Watts,

who was not a psychiatrist but a general practitioner. Prior to the publication of his paper,

Watts had already stated in 1956 that “Endogenous depression is a condition that is often
 

overlooked,”and “Not more than one-quarter of the cases are seen by a psychiatrist.

Endogenous depression is essentially a disease of general practice.”Consequently, it was

“discovered”that a substantial portion of patients with mild depression who had formerly
 

been assigned to receive psychotherapy,had actually required somatic therapies,and many
 

of them had sought help from general practitioners,not psychiatrists. In addition,it was also

“discovered”in the sense that physicians had been released from a fixed preoccupation with
 

the equivalence of mildness and neurosis.

In the same year,Kuhn confirmed the marked effects of imipramine on vital forms of
 

depression,eventually equivalent to endogenous depression. Subsequently,the focus of this
 

debate shifted from clinical intuition to statistical methods, such as factor and cluster
 

analyses. However,some methodological and technical flaws were identified by Eysenck;

thereafter, statistical research on the symptomatic classification of depression began to
 

decrease over time.

In contrast,the unitarian perspective continued to prevail in the United States despite
 

some interesting research by binarians such as Klein, who proposed the concept of “en-

dogenomorphic depression”and insisted that the existence of mild endogenous depression
 

supported the rejection of the unitarian perspective.

At present,the unitarian perspective dominates operational diagnostic criteria,such as
 

those in the DSM and ICD, and little attention is focused on the significance of mild en-

dogenous depression;however,it should be reappraised as a concept that can help to avoid
 

the over-diagnosis of depression and provide guidance for the appropriate prescription of
 

antidepressants.

Author’s abstract

Key words:classification of depression,endogenous depression,endogenomorphic depres
 

sion,melancholia,mild depression
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