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白血球数,あるいは リンパ球数の変動などの差がござい

の うつ病 とか,それか ら心身症の発生に関わ って来まし

ませんか.

て,一応喪失体験が主体のものは, うつ病, しかも身体

須賀 発熱を呈 した患者の うち入院 したのは, 2例 し

症状に乏 しい うつ病が発生する傾向があ ります.一方,

かあ りませんので,詳 しい検査データは得 られないので

負荷的ス トレス,役割の増大 とか過労状態,葛藤状況等

すが,CRP 等の炎症所見は全 くあ りません.それか ら

の負荷的状況が関与 した場合には,生活習慣の変動 も引

赤血球.白血球等の血球変動 もないよ うです.ほとんど

き起 こします.たとえば,飲酒パ ター ンの変動あるいは

検査上は異常がな くて,発熱だけが続 くとい うパ ターン

食餌等の変動を引き起 こすと,結果 として, うつ病 も発

が多いよ うです.まあ入院例では 2人ですので,詳 しい

生す るし, さらに同時に身体病,たとえば,高血圧とか,

データはあ りません.

胃炎,それか ら胃 ･十二指腸漁場等が発生す るとい うこ

青未 熟型は どうで しょうか.

とになると思います.それか ら病前性格で不安心気傾向

須賀 熟型ですか.夕方だけ出るとい うパ ター ンで,

が強いと, うつ病, しか も身体症状が多い うつ病が発生
するよ うです.この場合には身体疾患と しては, 自律神

朝は3
6
度 5分位です.

経失調症が多いとい うよ うな印象を持 ってお ります.こ

青木 就眠前では下がるのですか.
須賀

そ こまで細 くは見ていません. 1日 2回の測定

で見てますと,夕方の方が上が っているということです.
司会

他に ございませんか.身体病とうつ病の時間的

な関係は,大変面白 く思 ったのですが,その関係の意味
づけには,須賀先生な りの仮説があると思 うのですが,

れは3
2
例 とい うわずかなデータで分析 した結果ですので,
大きなことは言えないわけですが, これはほとんど僕 自
身の印象としてまとめたものです.こんなところです.
有難 うございました.
司会

この辺の所が一番面白い所で,身体病 とうつ病

その辺はいかがですか.従来 うつ病 と身体病 とは等価症

がどうか らみあ うか,一元論でい くか.
二元論で行 くか,

であるとい う見方 もあ りますが,それ とは別の見方をさ

須賀先生は二元論でい く立場のよ うですが,更に症例を

れているよ うですが.

増や して,あるいは,症例の詳細な分析を行 っていかれ

頚賀

(ス ライ ドを写 して)等価症 とい う見方ではな

た ら,面白い結果が得 られ るのではないかと思 っていま

くて,心身症素因 とうつ病素因とは別物であるとい う前

す.他に何かござい ますか.ど うも有難 うございました.

提 に立 った場合 の, これが両者の関係を示す模式図で

それでは 3席の木村先生お願いいた します.

す.これでいいますと,病前ス トレスの内容が,その後

3) 内科診療 における抑 うつ状態
‑消化器疾患と抑うつ状態‑
新潟市民病院消化器科

木村明

担当す る内科診療,特に消化器疾患診療における ｢
抑

な例 も少な くない.又,一般的には内科医はそのよ うな

うつ状態｣患者の臨床について述べる.ここでは精神症

病態に対する関心の低いこと及び診断能力の低いことか

状が前面に出ておる典型的病態を示す ｢うつ病｣の患者

ら担当する医師による病態把握に個人差が大 きい点 も問

は大部分が精神科受診となるので言及 しないこととする.

題である.適切な表現ではないが,現状では内科診療の

軽症 うつ病 (
内因性 )｣
,脳動脈硬化症等の身
従 って ｢

現場におけるうつ病は個々の医師の感性に依存 している

体的疾患に伴 う ｢うつ状態｣,神経症 の‑症状 と しての

状況と言 うことが出来 る.従 って,内科診療全体の中に

,

｢うつ状態｣
,心身症 としての ｢うつ状態｣等が対象とな

占める うつ病又は うつ状態の患者数及び病態の統計学的

るが,その鑑別診断は精神症状が顕在 していない軽症で

検討は必ず しも正確 と言 いがた く容易ではない. 更に

あるため必ず しも容易ではない.次に家族歴,既往歴,

｢
仮面 うつ病｣と言 う概念 に包括 され る病態 も明確で

誘因等について も問診時に患者本人或いは付 き添いの家

な く,どの よ うに定義 してあつか うかについても混乱

人の頑の中で選択 されて表現 される為 もあ り看過 される

があると考え られる.今回はそれ らの点に触れず.筆者

場合が多 く,現実には長期観察によ りようや く診断可能

自身の経験 した症例の提示を行い,最後に一般病院内科

うつ病の臨床 と研究をめ ぐる最近の トピックス
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診療の過程でみ られ る本病態の診断,治療上の問題点を

要する例が多い.或いは身休的疾患について各種検索の

指摘 してみたい.

結果異常な しと診断 され,通院必要な しと宣告 された結
果幾つかの病院を転々とする患者 も少な くない.消化器

1. 消化 器 疾 患 に合 併 す る うつ病
各種の消化器疾患に うつ病が基礎にある,或いは合併

薬が無効で,抗 うつ剤が著効を示す ことで確定診断とな
る場合 も多い.

す ることは既に広 く知 られている事実で あ り.両者の間

症例 Ⅲ 頑固な腹痛を主訴 とした患者,3
2
歳男性,ガ

の因果関係又は相関関係に言及 している文献 も多い臨床

ソ リンスタン ド勤務,過去に 2回のアル コール過軟に起

の場では うつ病が消化器疾患の症状を修飾する点で確定

因す る急性肺炎の診断による入院歴がある,
頑固な腹痛 .

診断を困難にす る一方 ,自覚的訴えが身体的疾患固有の

胸痛で入院,若い主治医によ り診療 され各種身体的検索

症状と解離す る点でその合併が発見 され ることが多い.

の結果,軽症の糖尿病 と時々の尿ア ミラーゼの上昇が確

症例 Ⅰ 胃漁場 と合併 した うつ嵐 5
6歳女性,家婦,

認 されたのみで特記すべ き身体的異常はな く,一応既往

胃浪痔の吐血で入院を したが,問診の際気付いたことは

歴を参照 した慢性肝炎の診断で治療を行 うも全 く腹痛は

総ての質問に対 して回答が否定の形をとる‑ 今 日は腹

軽快せず, 3カ月をこえる入院加療にもかかわ らず頑固

痛があ りませんか と言 う質問には腹痛な しと答えず,倭

に同症状を訴える状況が持続 しました.抗精神薬,抗 う

秘で苦 しいと返事す る等‑

つ剤の併用を試み るも効果な く,退院の上主治医交替 と

の点を奇異に感 じ 心身科

医師の助けを借 りて うつ病の合併 と診断 し 抗 うつ剤と

した.外来にて抗 うつ剤 (ア ミトリブチ ン)を増量 し,

抗潰療剤の併用で軽快 した.その後 5回の うつ状態の再

他の薬剤を中止 し,根気よ くコンサルテーションを続け

発があったが,毎回の主訴は食欲不振 .便秘,不眠であ

ることによ り約 2年の経過で略治の状態 とな りました.

ります.いづれ も抗 うつ剤のみの処方で軽快 してお り,
内視鏡検査で胃潰壕の再発を認めてお りません.本人の

症例Ⅳ

持続する吐 き気を主訴と した患者,
2
1
歳男性,

大手スーパー店員,吐き気,唾液が多い,胃部重圧感を主

表現による自己の性格は真面 目人間で融通がきかないで

訴に来院,各種身休的検査で全 く異常を認めず,若い主

あ りました.

治医は職場のス トレスに起因する心身症の診断で種々の

症例 Ⅱ 潰癌性大腸炎と合併 した うつ病,7
0歳男性,

精神安定剤,抗 うつ剤の処方を行 うも 6カ月間まった く

元教師,粘血便で来院 し.注腸 Ⅹ線,内視鏡検査で診断
確定 し,SASP 剤 とステロイ ドホルモ ン剤 の併用で原

症状の改善を認めることが出来ず主治医交替 といた しま
した.ア ミトリブチ ン,I
'
‑
オ リザノールの併用に治療を

病の経過は順調とな り.退院を予定 していた所 ,次第に

変更 し根気よく患者の訴えを支持 した結果,更に 6カ月の

食欲不振 .不 眠 が出現 した. ステロイ ドホルモ ンに関

経過でよ うや く軽快 しました.本例では既往歴には うつ

係する精神症状 と当初考えま したが,同剤減量によ り発

病を考えさせ るものはな く,経過中も軽度の不眠以外は

症 した点が不審で家人に過去の状態を くわ しく聞いてみ

精神,感情の抑 うつを考えさせ る症状はな く,只吐 き気

ましたところ, うつ病を考 うさせ る精神情緒の周期的変

が頑固に持続 し,それに日内変動があること,消化器薬

動のあった ことが判明 し, 抗 うつ剤 の追加で軽快 した

が全 く無効である点 が特異 的であ りま した .いわゆ る

現在 までに 4年の経過観察を しているが,抗 うつ剤を中

｢
仮面 うつ病｣の典型例 と診断いた しま した.

止す ると不眠となるので維持量を長期服用中である.家

症例 Ⅴ 食欲不振 とやせを主訴 とした患者,72歳男性,

人によれば性格は真面 目で頑固であるとの事,年齢を考

無職, 5年前よ り年 1回位食欲不振で当院受診胃Ⅹ線検

慮すると脳動脈硬化に伴 ううつ状態 とも考えられるが 4

査等の身体的疾患診断のための請検査を受けた上異常な

年間に進行性が見 られない点で鑑別可能 と考えている.

しとして開業医に紹介 されていたが,今回 も食欲不振,
やせ及び無気力で就寝はか りしているとの主訴で来院,

2
. 消化 器 症 状 を主 訴 とす る うつ病
(
仮 面 うつ病 )

一応器質的疾患の除外診断の上, うつ病 と診断 して抗 う
つ剤のみの投与で次第に自覚症状の改善 したので,開業

うつ病患者の示す身体症状は多彩であるが,中で も消

医に詳 しい検査経過所見を付 して紹介 したが,6カ月後に

化器症状を示す例の多いことが指摘 されている.口渇,

再び低栄養状態と脱水状態で再来 した.外来で抗 うつ剤

吐 き気,腹痛,食欲不嵐

やせる.便秘,下痢等がある

を含む補液をおこない順調な回復を見ることが出来た.

が,不眠を除いては精神,情緒面における障害は明確で

本例は現在 も引続 き外来で抗 うつ剤による治療を継続 し

ないので臨床の場では身体的疾患の除外診断に時間 を

ているが,開業医に再度紹介す ることは本人 も希望 しな
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い,年齢か ら考えて脳動脈硬化症にともな ううつ状態 と

対す る知識 と視点を持つな らば比較的簡単に診断 され,

の鑑別診断は困難であるが,抗 うつ剤が有効であ り,過

治療に も良 く反応する事実を追加 して指摘す る.

行 しない点か ら仮面 うつ病 と診断 している.

5. 内科 診 療 にお け る うつ状 態 を もつ
3. 消化 器 疾 患 が うつ病 を基礎 と して
惹 起 され る もの
病態は明確な消化器疾患であるが,その背景に うつ病

患者 の診 断 治 療 の間 零 点

A. 治療者の問題点
器質的疾患に対す る分析的手法を重視する診断法のみ

が存在することを想定 Lなければな らない患者は少な く

を教育 されて来た内科医 (
特に若い医師)においては,

ない, これ らの症例においては身体的疾患の治療が有効

総合的観察を始めに患者 の精神 , 情緒上の問題 を含め

であるが完全に回復 しない,或いは回復 して もす ぐに再

て患者全体像を把握 しよ うとす る意識が低いため,訴え

発することが特徴で長期経過観察で診断確定にいたる.

があ って も身体的所見に乏 しいあるいは身体的所見 と解

症例Ⅵ 慢性 アルコール性肝炎,4
3
歳男性,家具販売
店勤務 .過去に 3回当院にアルコール性肝障害の診断での

離 した訴えのある患者の診断が困難であ り, しば しば異
常 な Lと して患者をつきはなして しまう.うつ病或いは う

入院歴があ り,外来で治療を継続 していたがアルコール

つ状態にたいする理解不足に原因する本疾患と神経症 と

飲用を完全に止めることが出来な く,最終的に精神病院

の鑑別不充分及び抗 うつ剤使用経験,知識の不足か ら治

アルコールセ ンターに禁酒の 目的で入院してお りました.

療に成功 しない例が多 くみ られ る.これは勤務医のみな

同セ ンターに入院中はアルコールを全 く飲んでいな く,

らず,多 くの開業医において も同様で,患者を病院か ら

肝機能 も正常であるにもかかわ らず食欲不振,吐 き気,

開業医に診断確定の上で紹介 して もしば しば維持療法に

腹痛等の症状が出現 L,同セ ンター退院後再び当院を受

失敗 して病院に戻 って くる.

診 しま した.試み抗 うつ剤の服用せ しめたところ著明に

B. 診断治療環鏡の問題点

臨床症状が回復 したので,再度詳 しい病歴聞取 りを行 っ

現行の病院診療体制及び健康保険制度の もとでは,一

たところ,アルコール過軟のきっかけが不眠にあ ったこ

般的に外来での診断 ･治療に充分の時間を割 くことが出

とが判明 し,基礎疾患がうつ病であったと考えられました.

来ない状況がある.このよ うな状況下では うつ病或いは

現在 も通院中で抗 うつ剤の使用でアルコールスムの再発

うつ状態患者の診療に必須である充分な問診や コンサル

はあ りません.厳密な意味では約 8年前に私共が誤診 し

テーションを行 うには多 くの困難があ り.改善の必要が

ていたと判定すべ き症例であ ります.

あることを指摘 したい.
一般病院における精神科専門医の コンサルテーション

4
. うつ状 態が 合 併 してお り, 抗 うつ薬 が

機能及び他科医師に対する教育機能は医師充足が不充分

経過 に良 い効 果 を示 すが うつ病 と診 断

であること,及びいわゆるリエゾン精神医学的視点の不充

困#例
外傷後神経症等の診断で治療を うけているが,腹部症

分に起因すると考えられるが,不足であ り,上記問題の
解決を一層困難 としている.

咲 (
腹痛 ･下痢 ･食欲の極端の変化)等を合併 して くる
患者の中に器質的疾患の存在を諸検査の結果否定出来て
も, 自覚症状が持続することを頑固に訴えるものがある.
各種精神安定剤の効果は不定で (
同一処方が時に有効,
時には全 く無効)ある場合に抗 うつ剤の併用が 自覚症状
の軽減に非常に有効な例がある.神経症に伴 ううつ状態
と診断す るには殆んど精神,情緒障害の症状を示す こと
がない点で特異と言わなければならない. しか し.仮面
うつ病 と診断す るにはため らわ ざるを得ない症例 もある
ことを指摘 したい.症例は省略.
以上 4つのカテゴ リーに分けて筆者の経験 した症例を
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の訴えを分析 してい くよ り,総合的に判断 してい くこと

の指導 ･管理の実践)
,治療,Vo164,No.7,7:

が主要 と考えますが,それが不得意なので,若い医者が

年.
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みて も, もてあま した患者が私の所へ来ているわけです.

7) 大森健一: 高齢者の うつ病,医学のあゆみ, 第 1
3
6

巻 ･第 1
1
号,84
5:昭和 61
年.
8) 広瀬徹也: うつ病の昨今 ‑

その概念 と病像 の変

たとえば,食欲がないと訴えてい るが,それに対応す る

or
gani
cな変化 がない とい うことで まわ されて来 るの
です. したが って,分析的なプロセスは最初に行われて

遷‑ ,医学のあゆみ,第 1
3
6巻 ･第 6号,41
6:昭

お り,その分析的なプロセスで診断に到達で きなか った

和6
1
年 2月.

患者について,私が総合的な判断を最後にす るとい うう
つ病診断と しては,変則的な形にな っているのが現実で

司会

貴重な興味深い症例を提示下 さい,ど うも有難

あ ります.

うござい ました.また,内科医の立場か らの精神科医に

広川

対す る注文や,
′
】現在の医療に対 しての批判などもござい

司会 他に ご意見 ございませんか.

まして,示唆の多い御発表で した.何か御意見 ご質問 ご
ざい ました ら.はい, ど うぞ.

ど うもあ りがとうござい ました.

須賀 小 さな病院で内科外来に混 じってや っているの
ですが,うつ病の患者に対 しては,もっと積極的に,あな

広川 と申 します.外科をや ってい ます.私は臨

たは うつ病であるとい うふ うに宣言 してや ってい ます.

床ですか ら,食欲不振が患者 さんの自覚症状である場合

患者に うつ病の自覚を もたせた方が,割 と休息 もとれ ま

に,患者 さんが言 った ことが,す ぐ事実なのかど うか.

す し その方がいいとい う印象を もってい るのですけれ

たとえば,患者 さんは希望を言 っているのか.こうした

ども,その辺ど うお考 えにな りますか.

広川

いか らこ うい うふ うに,たとえは,食欲不振の話ですが,

木村

先生のお っしゃるとお りだと思い ます.ただ問

これだけ食べたいのに,食べ られなか ったとい うのを食

題は,それを本人に理解 させ るに必要な時間であります.

欲不振 と言 うのか,その点についてどうお考えにな りま

3分間に 1人の割合で外来患者を診てい ますので, とっ

すか.

て も最初にそれはで きません.ですか ら,抗 うつ剤を処
入院患者です と,患者の訴えの内容,事実 と違

方 し,経過を見ておる間に,患者が抗 うつ剤の有効であ

うことは,簡単にわかるわけですが,外来診療では うま

ることを具休的に判 った時点で, こうだ と説明す るとよ

木村

くつかめ ません. しか し 今 までに5
0
例 ぐらいの食欲不

く理解 して もらえるのでそのよ うにや ってい ます.本当

振を中心 と した, ma
s
ke
d‑
de
pr
e
s
s
i
onの患者 さんをみ

は先生の言われ るとお り,やるべ きだと思い ますが,覗

てい ますが,大部分が体重減少を していますので,やは

実にはなかなかで きません.

り,実際の食事摂取量が減 っているのだと考えています.

司会

"うつ"の診断上の観点 か らは,む しろやせてなければ,

青木 他覚的にそれは.r
out
i
neの検査で,おっしゃっ

内科医 も気がつ くわけですが,実際にやせが来 ると,我

他に.ど うぞ.

てお られるのだろ うと思い ます.私 もやは り外来や入院

我内科医の頑は,器質的な疾患を追 っかける形になる点

患者で,同 じケースがた くさんあ りますので,アプ ロー

が問題 と考 えます.

チの仕方を変えていきます.たとえば,私の専門の免疫学

よ く発表を聞 きます と,統計をと ります と,負

的なアプローチでやっていきますと.どこかに他覚的な所

欲がある,食欲がないとい うふ うに,いわゆる二進法的

広川

見が出て くる.それを改善 してい くと,治 ってい く.そ

の表現があ りますけど, しか し, よ く考えてみ ます と,

うします と,先生 が,お っしゃるように,精神的な面だ

その食欲があると言 って も,たとえは,ぜんぜん食べ ら

けで考 えるとい うよ りももっと他覚的な c
r
i
t
e
r
i
a に注

れなか った人が,1
はち 2はち食べて も,患者 さんにとっ

目す ることがで きるのではないか.その点,先生の方で

て食欲があ りますね.その点はどうい うふ うに考 えます

は, まだ系統的に検索をな さっておられないで,r
out
i
ne

か.

だけの検査結果で ,ものを言 ってお られ る.その辺が,

木村

その答 えになるか どうかわか りませんが,私が

発表の中で触れ ましたよ うに,今の内科医の一番大 きな

ち ょっと私には･
‑･
･
木村

外来では,先生の指摘の とお りの面 があると思

問題は.器質的疾患を診断のための色々な分析の手法に

います .ただ問題は,外来で診断 しきれず,入院の上,

基づ くプログラムが,頑の中にたたきこまれす ぎている

免疫学的検査を含めて, さらに細いチ ェ ックを して も,

5
7
2
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分析的なプロセスでは,総合的な病態の把損がで きな く

の症状でこられた患者 さんの身体的な面を c
he
e
k して

なる症例があるわけです.私は,消化器医者であ ります

いますと,異常が発見 されることも多いのです.

から,消化器症状をもっている患者 さんを,最初から精

木村 おっしゃる通 りだと思います.今別 王,省略 し

神科的心身科的アプローチをしているわけではないので

てお りますが,大部分の例は,r
out
i
neの治療を,経過

す.私共の病院の中では,特に若い先生が.身体的疾患

i
̲
した上で,問題になったもので,御指摘のように,ant

を目標とした r
out
i
ncの分析をや って判断 しきれない

depr
es
santは,色々な使い方が出来ると考えています.

例を私の所にまわ して くるとい うプロセスをとっている
立場で申し上げているのです.内科全体として,あるい

しか し 内科医が. a
nt
i
‑
de
pr
e
ss
antを f
ir
s
tchoi
c
e
として,痛みに使 うとい うことは,まずないのであって,

は,消化器科全体 として,すべての症例にそ うい うプロ

今 日の症例 もそ う考えていただきたいと思います.

セスをや っているわけではないのです.

司会 私は,今, うかがっていて,先生がたとえば,

青木 外来,入院とか関係な く,私どもは外来で も,

うつ状態の患者 さんが同 じことを何回 もがんこに くり返

c
he
ek して,pi
c
kup で きますので, もう少 し,広い
意味での検査所見を検討 して頂きたいと思います.

ことをおっしゃいましたが,その辺の所は,特に精神科

木村

どうも有難 うございました.

司会 他に.市民病院で御一緒にお勤めにな っている
伊藤先生,何か,いかがで しょうか.
伊藤

うつ病の身体症状には,もちろん抗 うつ剤が,

した り,否定的な答えが,別の表現で返 って くるとい う
医の臨床体験と共通するように思いました.それを先生
の臨床的な感性でつかまえていらっしゃるのかなと思 っ
て感心 したわけです.いずれにせよ,特に精神科医もご
一緒に協力 して,先生がご発表にな‑
･
'たような患者 さん

効果を発揮するわけですが,痛み,単なる身体疾患の痛

に対 しても,手を尽 くしていかなければならないと思 っ

みに対 して も,抗 うつ剤は,単なる身体疾患の痛みに対

ています.また,先生のお話から,先生の精神療法家と

しても,抗 うつ剤は,効果を発揮するので,その点につ

しての一面を知 ることができ,敬服 した次第です.以上

いての鑑別を慎重にやらなければならないと思います.

が私の印象です.

そ して.私達は.一応,精神科医ですか ら,こられた う

木村 どうも有難 うございました.

つ病の患者 さんは,大体わかるのですが,逆に うつ病棟

司会

どうも有難 うございました.

4) 逃避型 うつ病の概念について
新潟大学精神科

1
. 逃避 型 うつ病 の概念 につ いて

は,笠原 州 ,西園
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戦後 日独を中心に盛んに行なわれた精神病の発病状況

にある.逃避型 うつ病の位置づけに関する諸家の意見は

論は, うつ病に親和的なメランコリー型性格 24Iを記載

一致 している.すなわち,メランコリー型性格やアパシー

してきた.それは,凡帳面.秩序愛.対他配慮 13)などを本

シンドローム (
笠原)171と共通の根をもっこと,そ して

質とする性格であるが,最近では,凡帳面等の性格特徴

それ らの中間に逃避型 うつ病は位置することが言われて

の背後にある ｢
権威への幻想的な一体化｣9)｢
他者に認め

いる 7)8日 5).これ らは, うつ病の慢性化などの臨床的な

られよ うとする異常な欲求｣18)など社会的役割に過度に

観察

一体化 している面の記述に重点がある.また, これと同
様の性格は英米圏 2川

1にも広 く記載がある.

5123

一方,メランコリー型性格とは異な り,社会的に少な

1
0J
にもとすいた知見である.

以下では,送避型 うつ病の臨床的特徴を.メランコ
リー型性格や7パ シーシンドロ‑ムとの比較を通 じ 発
達史的側面から浮彫 りにしてみたい.

からずひきこもり傾向を示す うつ病が最近報告 されてい
る.広瀬 8)紘,男性のエリー トサラリーマンに見 られる,
抑制を主たる病像 とし 蒸発など逃避的色彩を認めるう
つ病を逃避型 うつ病と呼んでいる.同様の うつ病の報告

2. 症

例

2
9
才の銀行員 (
症例 1)と3
3
才の新聞記者 (
症例 2)
.
いずれ も男性である (
詳細省略)
.

