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ような場所とするため,内装に留意 したこと.

サ電話での予約受付が原則ではあるが,要望に対 して

は迅速に対応すべく,臨時の相談日を設けたりして

柔軟に取 り扱っていること.

書行政が架施 していることで有利な点,例えば,立場

LT)中立性 ･費用は無料など,を最大限生かLている

こと.

･医療機関では克く.あくまでも相談室である点を前

面に打出 し,病気t')1'ト ∵ノを払拭 しているこ上

ここ数年間の発施架鱗の中で,目立った点をみてみる

ど:

･相談対象者における女性cT)増弧 特に･10歳ftにおい

て著 しい.

･相談対象者を年齢蝕 男女別にふてムる上 男性で

は20歳代号女性では嶺0歳代をこそれぞれのピークが認

められる.

･相談内′紬 ま.心身不調の訴え,職場での人間関f乳

配転 ･転職 ･出向などが目立つ.

･予約の電話は自宅から掛ってくるものが殆んどであ

り, しかも阜くは女̀性が申し込′L_てくる.

･個人ばかりでたく∴企業や職場か吊T)問い合わせも

みられる.

なお,当相談室ではこれまでの実績をふまえ､｢働 く

丸のメンタル-ルス事例集｣を発行 したりして,心の健

康についての啓発をこも努めている.

5)経過中に軽躍状態を呈した逃避型抑 十 ~→の

1例

碧昏 叢 書田中 敏恒 を髪聖太学齢 医学)

ユ1トートサラリー-てンに見i.〕わた抑制が主体L/')逃避的

色彩の強い抑 うつ状態に対 して,広瀬は ｢逃避塾抑 うつ｣

という概念を提唱し,その特敬として次のことを挙げた.

物質的にも知的にも恵渡れて育ち,葛藤の少ない盤活史

を送るため絶入を押 しのけて上に行きたいという欲望が

乏 しくなるが,-方で努力無 しに対面を保ちたいという

願望が強 く存在する.発病は仕事の変化を聖顔とし,病

魚は抑制を主体とし,蒸発などの逃避規制が目立つ,そ

して病棟内では模範的な患者として振る舞う,などであ

る書今回の症例は38歳男性で生活歴では一流高校を卒業

後,一流私立東学に進み卒業後は地元の売手銀行に就職

した. 現病歴では,1983年春の父親の死,配置転換を

きっかけとして抑 うつ気分や意欲減退が出現 し,そして

に気分が高揚 し教師を志 したが手続きミスから断念 し,

それ以来,抑 うつ的になった.1984年 6月 は9歳)再

就職先に馴染めずにさらをこ落ち込むようをこなり再び失綜

し,同年7.f吊Ik田にて保護された.N大学精神科を初診

し そのまま入院 した,Å院時は抑制が強く見られたが,

抑 ･'7つ症1出土徐々に改善 し9,F725日に退院 した.1985

年2月 (29歳う現在の会き.i-.に就職 し.そしTl後は特に問題

なく過 ごしていたが.1992年6月 (37歳1会蔓l-.て部署

の移動があり,同年1姻 頃から気分の高まりを感 じ始め

た.ま993年 1月第 2子が生まれたが, 子供の車名をめ

ぐる争いで夫婦関係が悪化した.そ(:･')後6日まで気分か

さらをこ高操 し 対人関係の トラブルが頻発 した.また多

札 易怒性が見i■-1Il.金遺し､も荒く.睡眠時間も減少し

た.そして同年7月頃 (38歳)から気分が落ち込み始め,

仕事の ミスをきっかけをこ3日間会社を無断欠勤 し,0病

院心療内科を受診 した,この時,麟 うつ病の診断にて薬

物治療を受けたが-ヶ月で通院を止めて しまった.復職

した時には会社は業績不振のため仕事が無い状態で,過

勤を宰く感 し丁始めた_.そして11'J:j13H会社に行＼∴〔し､つ

て家を出てきそのまま衆院 した.衆院中,何度か自殺を

考えたが結局,試みる車はなく12月25円に帰宅 した. し

かし既に泰子は棄家に帰っていた,毎分は無駄な入閣で

あると考えて0病院で処方された薬物を大量服周 し自殺

を囲った.同月29日自宅を訪れた母親に発見され 旦月4

RN大学精神科を再受診 t即 日.入院 した.入院時所見

では軽い抑 うつ気分と不安感がみとめられたが,礼儀正

しく問題行動は見られなかった.泰症例は ｢逃避塾抑う

り｣の概念を満たすものと考えられるが,特数的と言え

るのは,軽疎状態を示す時期が存在 したことである.こ

のことは,かつて単極性 うつ病と退却性 うつ病の車間的

な病態として考えられた逃避塾抑 うつが,うつ病相には

逃避磯鵠gjを宥 しながら,蹄病相を伴ううつ病へと変化す

る症例が存在することを示 していると考えられる.今後,

症例を績み重ねて,逃避塾抑 うりの意味を検討 して行き

たい.

6)-卵性双生児の播神分裂病不一致例

帝藤 功 ･佐藤 新
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発端者が就戦後に幻覚妄想状態を巣 した-卵性双生児

の精神分裂病不一致例について報告 した.症例は24歳の

男性で,発症 したのは兄 (A)のほうである.弟 ほ )
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は現在のところ稗神症状の徽駿はない.卵性診断は DNA

て､リL-:ンγにて行′い､た.

家系内に精神疾患の過伝包囲はたい.父親は双子が高

校2年の時に肺癌で死亡.母親は健康である.双子i二は

兄がおり3人兄弟である.双子の出産は帝王切開で行な

われ,出生時ふたりとも仮死状態,体黍はAが 3100g,

Bが 1900宮であった.

幼児期からふたりは,出生順位にしたがって,兄,莱

として育てられた.Bのほうが体が弱かったため両親は

AよりもBの養育に気を配った.Aは皆に迷惑をかけな

い模範的な子供で,目立たなく,非社交的であった.B

は少 し落ち着きがなく,わがままではあるが,明るい子

供で社交的であった.

Bよりも学業成績のまきっていたAは,高校卒業後,

推薦で地元の大学に進学 し,金融検閲に就職した.一方

Bは専門学校を中退 して木工の組み立てや酒額運搬など

肉体労働i･こ従事 している.

就職後Aは,職場で対人関係に悩み,強い自棄感と自

殺念慮が生 じ,仕事に支障をきたすようになった.翌年

の10月下旬 ｢体の車に,沢山の人がいて話をしている,

自分の名前を呼ぶ声がするMj等の異常体験が始まり,

｢家での人格,会社での人格ナ病院での人格が分断 して

し､る_.上L_も訴えた.Aは11†吊こ入院.Haloperidolを中

心に処方し.症状は著明iこ改善 した.豊年1円若干LT)残

適症状が認められるが通院可能な状態となり退院 した.

検査所見では,脳波は,ふたりとも低振幅徐波が混入

する異常を示 し,頭部 CT では,Aに脳萎縮が認めら

れたが,Bに特別の所見は認められなかった.ふたりの

I.Q.はともに 6OLWAISIRlである.Rorschach等

の心理検査により,Aは自我赦能の低下,精神内界の貧

困化がうかがわれ Bは細やかな情感が未発達で思考内

容の幼さが目立っていた.

ふたりには,出生時の障害,出生体重,家庭内での位

置付け,対人関係や殻二会適応,頭部 CT 所見,人格等

に稽適が認められる.奪回われわれは,ふたりの生活史,

病前性格,病歴,脳波,頭部 CT,心理検査の結果を比

較 しながら,症例報告を行った.現在も治療を継続中で

あり,ふたりの不一致の要因をこついては,資料がさらに

集まった段階で,濠たあらためて分析する予定である.
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71失院 と憩俵をきた した 1症 例

触 誠 濁 済 生 病 院)

山田 治 (東大分院神経科1

症例Y.17歳.女性.高校3年生.成績は中位. 2人

同胞の第 2子で,父母,兄,祖父ず凱 Yの6人家族.逮

伝歴に特記すべきこと_はたい.陽気で節操欲の強い性格

であるが.目立つことは無 く.やや不良かかった少数の

友人がいた.

Yは,高校 3年生をこなり ｢こっiりさん｣をするよう

になった.夏休み軌 同級生から ｢あなたのせいで,め

なたの好 きな人が通学 した,｣と言われ 塞ぎ込むよう

になった.登校日に ｢友達に会う.1と言って下校 した

きり,翌朝まで帰らなかった.帰宅時,衆駐車の記憶は

欠落 していた.その後,再び塞ぎ込む毎日だったが,め

る日.母に向い,常とは別の表情と声色で話 し始め.敬

時間に亘 り,｢レイコ｣,｢タカシ｣,｢マサミ｣と称する

守護霊が交替で渡依し,Y本人を擁護 し,母親を攻撃ず

る内容の発言を続けた.

外来診察時,Yには守護霊達が憩依し.恰も,数人の

人が会話 しているようだった.

入院後,守護霊の ｢レイコ｣は,Yの守護霊で何年も

見守ってきたと女性的な声と柔和な寮情で語り,｢タカシ｣

はYを気違い扱いせず早 く家に返すようにと男性の声音

と恐い褒情で語 り,｢てサミ｣は,幼椎な英語を繰 り返

していた.

Y自身は,母がYを家をこ縛 り付けること (母に対する

攻撃),高校を卒業 したら英語の専門学校-行きたいこ

ど (将来-の希窒),好きな人にバレソタイソ･デーに

チョコレー トをあげようとしたが断られ 夏の花火の日

に町に行ったら彼と逢えるのではないかと考え何時間も

町を紡建ったが逢えなかったこと (失恋のエピソ- ド)

などを語った.

入院後加療により,守護霊の出現は徐々をこ減少 し,約

2週間で消失 した.外出 ･外泊を経て,約 7週間で退院

となった. 退院時も,失際から入院までの間の記憶は不

明瞭なままであった.

｢こっくりきん｣をしていたこと,Y由身が愚依 して

いる r守護霊Jを認識 していること.憩依しているもの

が動物ではなく r霊,｣であること,憩俵がYの願望充足

や葛藤解消cT)手段であることなど,日本の現代的な憩供

の症例iこ合致 していた.DSM-Ill-R の ｢奉養人格性障

害､H,=は合致 したが.ICD…10の ｢トラン~Ztおよび憩依

状態｣や 訂多墓人格障害｣には合致 しなかった.今後,


