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序 論―本書の内容紹介を兼ねて―

うつ病はまぎれもなく生物学的な問いの対象でもある。であるならば，

Mayr E の言うように，どのような機序でうつ病が起こるのかを解明する近

因に加え，人はなぜうつ病になるのかという遠因（進化的説明）を考えること

も欠かすことができない。

筆者は，遺伝子・細胞レベルから神経生理学的現象・システム回路論にわ

たる近因の研究に加えて，�なぜ�を問う進化心理学の世界にも関心をもって

きた。疾病を進化（系統発生）の視点から考えると，それは自然と個体発生

（ontogeny）への関心をもたざるを得ない。継時性と内的連関を読み解く試み

は，発達が，つねに変化する養育環境，そしてその背景となる社会・時代精

神・文化的環境のなかで生起することへの配慮を求める。なによりも病前性

格の形成から発症の誘因 -状況を含めたうつ病構造の理解を進め，それを復

帰支援へと応用することの重要性は自ずと明らかである。

私は，診察室や企業の健康相談室で数多くのうつ病の治療に携わりながら，

一方で気分障害の生物学的基盤の解明をめざして基礎的な研究に従事してき

た。また，より有効な治療薬の開発をめざして臨床研究にも幾たびか参加し

たことがある。こうした経験のなかで，生物学の対象として，つねにうつ病

の明確な輪郭と定義を求めてきた。しかし精神疾患は実体が未知であり，対

象を捉える手段が精神病理学である以上，この精神病理学にも無関心ではい

られなかった。本書はこうした筆者の過去 10 年にわたる論考と研究と経験

のなかで折々に考察を繰り返し纏めてきた 10 編の論文を載せた論文集であ

る。今回の論文集の出版に当たり，各論文はぎりぎりまで改訂を重ね，新た

な情報や考察を書き加えた。

従来，うつ病と言えば，内因性うつ病が主たる対象であり，メランコリア
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（DSM）の症状を伴い，焦燥感が強く，自殺の危険は高いものの，静養と精神

療法に抗うつ薬療法を組み合わせることで，比較的良く改善するのが常で

あった。周知のように，患者はもっぱら中高年であり，几帳面で責任感が強

く，仕事熱心で，規範的・模範的であると賞賛される人たちである。その性

格特徴は，メランコリー親和型あるいは執着気質と呼ばれる。

執着気質とは，これも周知のようにかつて九州帝国大学教授であった下田

光造（1941）により，うつ病や躁病を一元論とする「躁うつ病」の病前性格と

して抽出されたもので，偏執，熱中・熱狂，強い正義感を 3 徴とする性格の

ことである。厳密に言うと，（単極性の）うつ病に限った病前性格ではないが，

これらの特徴を弱力化し，それぞれ強迫，几帳面，真面目に置き換えると，

Tellenbach Hのメランコリー親和型に近接する。

私は，九州大学精神科に赴任したのち，医局に残された文献と伝承とを頼

りに，下田らの業績を調べ直し，その現代的意義を問い直したことがある。

それが第 1章「下田執着気質論の現代的解釈」である。彼の理論の傑出した

点は，病前性格から病相へと進展する構造の発見にある。すなわち，内因と

呼ばれてきた生物学的基盤を揺るがすほどの心因が生まれる機序に，自らの

性格が関与することを言及したことに他ならない。性格を舞台として，この

内因と心因とが相互構成的に病相を形成する，という解析は，病前性格論で

は下田の先をいく Kretschmer E においても見事に欠失している。下田学派

の先見性はこの当時世界に類をみないのである。

さて内因は，その後神経生物学的研究においては，脳の脆弱性と呼び換え

られ，遺伝子レベル，細胞レベル，回路レベル，脳局在レベルで研究が行わ

れてきた。これらの神経生物学的研究の一端を第 9章「うつ病の生物学―

モノアミン仮説を越えた展開」にまとめた。これは，松下正明，加藤敏とと

もに編集した『精神医学対話』（弘文堂）に寄せた原稿の内容を新たにし，さ

らに最新のエピジェネティックスの知見を盛り込んだものである。生物学の

知見は，次々に報告されては，その多くはいずれ退場していく。そのため，

本章では，読者が生物学的研究の方向と今もって未解決な問題について整理
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することを目的とした。

脳の発生・発達に遺伝子がどのように作動するのか，という分子生物学の

研究はやがて，環境からの入力（感受性期を問題として）の大きいことを見い

だし，精神・行動の表現型を，遺伝子・環境相関を問題として語るようになっ

てきた。第 2章「うつ病の行動遺伝学的構造」は，執着気質の形成と破綻に

おける環境との交互作用から，うつ病の解剖を試みたものである。これは広

瀬徹也と内海健によって主催されたワークショップ（2003 年）において発表

した論文である。前半では，私が傾倒している進化心理学の知見を導入して，

脳の進化と文化・社会環境の急速な変化との不一致に精神疾患の発生する可

能性を提示し，霊長類における「うつ」のもつ意味を考察した。そして後半

では，気質に関わる遺伝子がいくつか見つかってきたこと，さらにはその遺

伝子と環境との相互作用から，大うつ病と定義されるうつ状態の発症が説明

できるというニュージーランド島，Dunedin 市で進行している birth cohort

研究の輝かしい成果を紹介した。このとき既に私は，環境における文化の役

割の大きいことを認め，これについての考察を開始していた。

今日増えているうつ状態の患者は，先に述べたようなうつ病中核群（日本

でのプロトタイプ）だけではなさそうである。むしろ若年者に目立ち，環境変

化に対して上手に適応できず，�苦悩の表現 idiom of distress�としての抑う

つ症状を訴えて医療機関を訪れている人たちである。従来であれば，心因性

うつ病や抑うつ神経症などと呼ばれたであろううつ病周辺群である。DSM-

5 で診断するなら，まれにうつ病に該当するとしても，大半はうつ病の診断

を満たさない閾値下の「他の特定される（あるいは特定されない）うつ病」か

「適応障害」であり，ときに「持続性抑うつ障害（気分変調症）」や「不安症群」

など，さまざまな診断名が下されるだろう。このような若年者におけるうつ

病・うつ状態の増加は，社会問題ともなり，マスコミでも�いわゆる新型う

つ�や�現代型うつ�などとして，しばしば取り上げられている。

時代に応じた症候や診断，治療を最適化するためには，時代的な変容，例

えば企業文化，社会経済構造，民族のパーソナリティを考える必要がある。
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日本は近年，経済的・社会的・文化的に激変の時代を迎えた。若年者のうつ

病・うつ状態の治療もそれにつれて変化することを余儀なくされている。

第 3章「うつ病の多様性と社会学的理解」では，なぜうつ病像が変わった

のか，今どのような治療が求められているのか，を日本社会の変化を読みな

がら考察した。その導入として，そもそも私たちにとって典型的なうつ病と

はなんだったのか，なぜプロトタイプが広く共有されたのか，それがどのよ

うに変わってきたのかを紹介した。

社会全体の潮流が秩序志向性ではなく，自己の利益を既成秩序にとらわれ

ずに追求する方向―近代以降の資本主義社会がまさにそうである―に向

いている場合には，執着気質やメランコリー親和型は成立しにくいだろう。

市川秀夫が指摘したように，特に 1960 年代以降に生まれ，1970 年以降の消

費文化を存分に取り込みながら育った若者たちあるいは彼らの子どもたち

は，この伝統的な規範意識を内面に取り入れることは困難であったと思われ

る。

樽味伸は，こうした若年層の�うつ病�患者の一部に見られる性格をディ

スチミア親和型と名付けた（樽味 2005）。これは，従来から言われている退却

神経症（笠原嘉），逃避型抑うつ（広瀬徹也）と重なる気質をもっている。病前

性格が特徴的で，自己自身（役割ぬき）への愛着が強い。一般的に，若年とは，

誰もが多かれ少なかれ自己愛的で他罰的であることを特徴とする。規制秩序

への否定的感情と漠然とした万能感こそが，時代の革命を起こしてきたので

はなかろうか。これはヒトの進化心理学の問題としてきわめて興味深いこと

であるが，ここで問題としているのは，万能感，ナルシズムの適応的抑制の

未習得であり，規範に対して�駄々をこねる�という程度の未熟な心理であ

る。さらに，もともと仕事熱心ではなく，もともとそれほど規範的ではなく，

むしろ規範に閉じこめられることを嫌い�仕事熱心�という時期がみられな

いまま，常態的にやる気のなさを訴えて�うつ病�を呈することがある。そ

の傾向の全国的な増長は日本の文化的背景と無縁ではない。

治療者も周囲の者たちも，ディスチミア親和型に代表される患者を「うつ

4



001-008_GUJO責高.mcd  Page 5 14/08/20 17:03  v6.10

病」と診断し，従来のうつ病治療を提供することに何らかの抵抗を感じるで

あろう。Hayek FA von が『感情秩序』で書いているように，それは集団とし

て飢餓と隣り合わせに生き延びてきた人類の脳が獲得した�抜け駆けを許さ

ない�部族社会の心性である。彼らが集団から得られる支援は，執着気質者

のそれとは自ずと違いがある。

しかし樽味は，そのような皮肉な視線は，本来，疾患分類に関する学問論

争にこそ向けられるべきであり，受診者に向けられる筋合いのものではない，

と主張した。そして，従来の内因性うつ病とは違う別の診断枠を精神病理学

的に耕す必要があると考えたのである。

章は飛ぶが，第 6 章「うつ病の臨床精神病理学」は，うつ病の臨床精神病

理学でつねに私たちを先導してきた笠原嘉の論文集を精読し，笠原が，うつ

病・うつ状態をどのように考え治療してきたか，を私なりに読解し纏めた批

評文である。若年者のうつ状態の精神病理学的考察は笠原に始まると言って

も過言ではない。その洞察は今日の議論にも共通している。彼らを大きな括

りに入れるならば，�藤反応型ということになろうが，その�藤の内容には，

時代の違いを見ることができる。

かたや樽味のディスチミア親和型症例からは，�藤と呼べるような心の動

きは読み取れない。彼らの�藤を回避する生き方自体に，うつ病の病像を見

ることができる。笠原も，若年者のうつ(病)を単純に�藤反応型に分類して

はいない。「今後の考察が必要である」として，�その他�に仮に配置してい

る。笠原の期待いや予想どおり，若年者のうつ病・うつ状態が，今日では大

いに議論されるようになった。

この書評論文に先立つ章（第 5章）として，笠原嘉と鈴木國文が企画したセ

ミナーで，生物学的研究者の立場から，私がうつ病の精神病理学を語った講

演の梗概を載せた。笠原論文集への評論の思想的背景を知っていただきたい

と思う。振り返ってみると，既にこの時期に，第 2章の論文の骨子はほぼで

きあがっている。

さて第 4章「うつ病の文化論的理解」に戻るが，これは，社会経済変動の
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影響がうつ病・うつ状態の様相にどのように及んだかを考察した論文である。

1991 年以降バブル経済が崩壊し，同時にグローバル化と IT 化の波にも後押

しされ，職場の共同体的雰囲気が急速に失われていった。どの組織も生き残

りをかけて自由競争のなかで目的を追求する，優勝劣敗の時代へと姿を変え

た。企業からは，新人社員たちを以前のようにゆっくりと時間をかけて手厚

く育成する体力がそげ落ち，作業の IT 化と並行してマニュアル化された短

期間の研修で即戦力となることを求められるようになった。社会心理学で言

うところの�正統的周辺参加�の消失である。

以前であれば，執着傾向の者は，ゆとりある職場で，自らと企業とを同一

化し，適応を条件付けられるかたちで，ますますの執着気質を知らないうち

に強化していったに違いない。これが本来の自
•

生
•

的
•

な
•

執着気質の形成である。

やがて職責も大きくなり，勤勉な努力が心身の過労を招くとき，その結果が

徒労に終わるならば，あるいは無事に荷を降ろせたとしても（このため管理職

や中間管理職などの中高年が多かったのだが），うつ病が好発したに違いない。

職場から一方的に執着気質的行動を押しつけられてできる「職場結合型」（加

藤敏）と違うのは，本人にとり自我親和的な強化が働いていたかどうかであ

る。

集合主義的文化と個人主義的文化とが衝突しながら混淆しつつある今日，

文化混淆のマナーの欠如，あるいは�家族的経営の廃止�に見るような文化

装置の喪失にこそ，うつや自殺の急増を説明できるのではないかと考えた。

話は変わるが，日本社会全体で，若年者に対する社会参入の圧力が弱くなっ

たように思う。それは，不登校，引きこもり，ニートなどの現象と無関係で

はない。その社会の文化がアフォード（文化アフォーダンス）する精神と行動

があると思う。飢えることのない社会で拒食症が生まれ，戦場に送られる心

配のない社会でヒステリー（運動性転換）が目立たなくなる。一方で，社会参

入圧の低下は，精神病性障害の脆弱性をもつ者たちを発症から守っている（軽

症化させている）可能性がある。うつ病に話を戻すならば，うつ病が責任感の

強い者の，同情すべき過労の病として理解が広がった文化で，人々はうつ状
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態へと導かれる。このことは，かつての神経衰弱とよく似ている。夏目漱石

の時代，当時の知識人が侵される病は神経衰弱であるとされ，神経衰弱にな

らないようでは一人前ではないとすら言われた。

さてうつ病の治療である。

第 8章「抗うつ薬の薬理学とうつ病の薬物療法」は，抗うつ薬をいわゆる

�自家薬籠中の薬�とするための覚え書きである。ここでは三（四）環系抗う

つ薬の薬理学的特性（なかでも副作用）にかなりの紙面を割いた。それは，新

規抗うつ薬のいずれもが三環系抗うつ薬を出自として合成されたものである

から，三環系抗うつ薬の知識を基本として身につけることで，新規抗うつ薬

をより適切に使うことができると思うからである。しかも，新規抗うつ薬で

改善しないうつ病が，三環系抗うつ薬で良くなることも少なからずある。う

つ病を診る精神科医は，三環系抗うつ薬を使いこなせなければならないと思

う。

一方，心因性要素の強い患者の治療を考えるならば，内因性うつ病への治

療，つまり，十分な休養と薬物療法に終始する治療は，患者の役割（medical

sick roll）や自己愛傾向を磨き上げてしまう可能性も考えておかなければなら

ない。急性期の抑うつ症状の緩和に薬物を用いることはあっても，目の前の

問題解決を支援しつつ，新たな目標を設定し，それを達成することを援助す

る介入が必要である。同時に，徐々に自己を見つめ，長所を伸ばし短所を成

長させていくような精神療法に力点を置かなければならない。つまり症状を

取り除く身体医学的な治療から，「成長」を促す心理的な助言へウェイトを移

したほうがよい患者がいる。急性期の症状が和らいだときに，このことを見

極めていくことが大切なのだと思う。軽度発達障害を多く診るようになった

昨今の外来では，成長を促す診療はさほど抵抗のないアプローチなのではな

いだろうか。

第 7章「精神科診断のための面接とうつ病の初期面接」は，薬物療法を専

門としてきた私の面接と精神療法の姿勢について紹介したものである。むろ

ん精神療法家が，膨大な心理学を学び，精緻な臨床を積み上げて始めて語る
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面接とは深さにおいて比較にならないと思う。しかし精神療法を抜きにして，

うつ病論を閉じることはできない。批判を承知の上で紹介してみたい。

本書は，遺伝子，分子，細胞，回路，脳という生物学の対象と，環境は言

うに及ばず，従来は心理学の対象と見なされてきた時代精神・文化をも射程

に入れて，うつ病の意味，発症過程を描き出そうとする多元論的精神医学の

試みに触れた諸論文をまとめ，それに筆者が考える薬物療法のコツと精神科

面接の要点についての論文を併せた内容になっている。この論文集をもって，

これまでのうつ病への接近にひとまず終止符を打ちたい。
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