
　池田　新型うつ病について、最近、
このとらえ方はどうなっているのでし
ょうか。
　香山　新型うつという言葉は、医学
用語というよりはマスコミ用語といっ
てもいいと思うのですけれども、生ま
れてからおそらく10年以上たつと思う
のです。いわゆる症状としては、うつ
病のような気分の落ち込みや意欲の低
下、様々な身体症状があるにもかかわ
らず、場面によってそのうつ病症状が
非常に動揺しやすい。わかりやすくい
うと、職場など、いろいろなプレッシ
ャーとか負担がかかるところでは非常
にうつ病の症状が強くなるのだけれど
も、そこで医師がいったん休職が必要
と診断書を書いて休み始めると、意外
に早期に回復して元気にいろいろな生
活をしたり、活動をしたりするという、
ちょっと話を聞くと都合のいいうつに

聞こえると思うのですが、そういう方
たちをどうとらえるべきか。
　いわゆる怠けとか仮病ではない。ご
本人も非常に辛い。診察室に来るとき
には、うつ病のクライテリアを満たす
ような症状が出そろっている。しかし、
そういうふうに状況の負荷を減らして
あげると、わりとすぐにケロッとよく
なって、いろいろな活動をし始める。
この方たちをどうとらえるべきか。診
察室でも医療の現場でも、わりと雑談
レベルで精神科医の間でいろいろ話題
になっていたのです。
　この方たちがいろいろな職場などで
見受けられ、一つの社会現象になって
きて、その人に対してざっくりとマス
コミのほうで新型うつという病名をつ
けたのです。しかし、これがうつ病の
新しいかたちかといいますと、日本う
つ病学会などでも、そうではないだろ

うと。うつ病というよりは、むしろ職
場などに適応できない適応障害という
一つの反応性の病気とか、あるいは何
か根底に非常に不安定なパーソナリテ
ィがあるパーソナリティ障害の人たち
の示す一つの症状というか、行動パタ
ーン、そういうものではないかという
ことで、うつ病と考えるのは否定され
たりしています。
　あるいはうつ病の中でもいろいろな
亜型がありまして、その一つに気分変
調症とか非定型うつというような、う
つ病なのだけれども、ずっとうつ症状
が続いているわけではなくて、かなり
うつが細かく動揺するようなタイプと
か、そういうものがありまして、そち
らに相当するのではないかといわれて
いて、新しい、新型インフルエンザの
ような、今までなかったうつ病が出て
きたという考えは、一応精神医学の中
では今は否定されています。
　池田　簡単にいえば、本人にとって
都合が悪いことがあると落ち込む。し
かし、その状態がなくなると元気にな
るということですね。
　香山　ただ、私たちも仕事の場に行
くと楽しくないことがあると思うので
すが、そういうレベルではないのです。
自殺企図にまでいくぐらい、落ち込み
ですとか絶望感も深くなったりして、
ご本人も決してわざとやっているとか、
仕事を逃れたいという意識的な目的が
あるわけではないところが、この新型

うつといわれる問題を難しくしていま
す。
　池田　なりやすいタイプというのは
あるのでしょうか。
　香山　従来のいわゆるわかりやすい
うつ病は、よくメランコリー型という
のですけれども、メランコリー性格と
いわれている、まじめ、几帳面、努力
家、勤勉みたいな方が、過労などに伴
って、うつ病になる。
　ところが、この新しい新型うつは、
ある精神医学者たちはdysthymia型う
つといいます。いわゆる気分変調型な
のですが、この方たちはどちらかとい
うと、まじめ、几帳面というよりは、
自分を大事にしてしまう。あるいは、
自分は非常に重要な仕事をして当然だ
とか、自分に対して非常に高い理想が
あって、何かできなくても、自分を責
めるよりも、むしろ人を責めがちなタ
イプです。
　こういう、どちらかというと、私ど
もの言葉でいう自己愛が強いような人
たち、私はもっとできるはず、私は大
事にされて当然だと思う人たち、そう
いう人たちが、それがかなわなくなっ
たような、上司から叱責されるとか、
願っていた昇進がかなわなかったとか、
そういう場面で、これも非常に平俗な
言い方をすると、心が折れるというの
ですか、そういうことをきっかけにこ
の新型うつの状況を呈することが多い
のです。どちらかというと、周りより
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　池田　新型うつ病について、最近、
このとらえ方はどうなっているのでし
ょうか。
　香山　新型うつという言葉は、医学
用語というよりはマスコミ用語といっ
てもいいと思うのですけれども、生ま
れてからおそらく10年以上たつと思う
のです。いわゆる症状としては、うつ
病のような気分の落ち込みや意欲の低
下、様々な身体症状があるにもかかわ
らず、場面によってそのうつ病症状が
非常に動揺しやすい。わかりやすくい
うと、職場など、いろいろなプレッシ
ャーとか負担がかかるところでは非常
にうつ病の症状が強くなるのだけれど
も、そこで医師がいったん休職が必要
と診断書を書いて休み始めると、意外
に早期に回復して元気にいろいろな生
活をしたり、活動をしたりするという、
ちょっと話を聞くと都合のいいうつに

聞こえると思うのですが、そういう方
たちをどうとらえるべきか。
　いわゆる怠けとか仮病ではない。ご
本人も非常に辛い。診察室に来るとき
には、うつ病のクライテリアを満たす
ような症状が出そろっている。しかし、
そういうふうに状況の負荷を減らして
あげると、わりとすぐにケロッとよく
なって、いろいろな活動をし始める。
この方たちをどうとらえるべきか。診
察室でも医療の現場でも、わりと雑談
レベルで精神科医の間でいろいろ話題
になっていたのです。
　この方たちがいろいろな職場などで
見受けられ、一つの社会現象になって
きて、その人に対してざっくりとマス
コミのほうで新型うつという病名をつ
けたのです。しかし、これがうつ病の
新しいかたちかといいますと、日本う
つ病学会などでも、そうではないだろ

うと。うつ病というよりは、むしろ職
場などに適応できない適応障害という
一つの反応性の病気とか、あるいは何
か根底に非常に不安定なパーソナリテ
ィがあるパーソナリティ障害の人たち
の示す一つの症状というか、行動パタ
ーン、そういうものではないかという
ことで、うつ病と考えるのは否定され
たりしています。
　あるいはうつ病の中でもいろいろな
亜型がありまして、その一つに気分変
調症とか非定型うつというような、う
つ病なのだけれども、ずっとうつ症状
が続いているわけではなくて、かなり
うつが細かく動揺するようなタイプと
か、そういうものがありまして、そち
らに相当するのではないかといわれて
いて、新しい、新型インフルエンザの
ような、今までなかったうつ病が出て
きたという考えは、一応精神医学の中
では今は否定されています。
　池田　簡単にいえば、本人にとって
都合が悪いことがあると落ち込む。し
かし、その状態がなくなると元気にな
るということですね。
　香山　ただ、私たちも仕事の場に行
くと楽しくないことがあると思うので
すが、そういうレベルではないのです。
自殺企図にまでいくぐらい、落ち込み
ですとか絶望感も深くなったりして、
ご本人も決してわざとやっているとか、
仕事を逃れたいという意識的な目的が
あるわけではないところが、この新型

うつといわれる問題を難しくしていま
す。
　池田　なりやすいタイプというのは
あるのでしょうか。
　香山　従来のいわゆるわかりやすい
うつ病は、よくメランコリー型という
のですけれども、メランコリー性格と
いわれている、まじめ、几帳面、努力
家、勤勉みたいな方が、過労などに伴
って、うつ病になる。
　ところが、この新しい新型うつは、
ある精神医学者たちはdysthymia型う
つといいます。いわゆる気分変調型な
のですが、この方たちはどちらかとい
うと、まじめ、几帳面というよりは、
自分を大事にしてしまう。あるいは、
自分は非常に重要な仕事をして当然だ
とか、自分に対して非常に高い理想が
あって、何かできなくても、自分を責
めるよりも、むしろ人を責めがちなタ
イプです。
　こういう、どちらかというと、私ど
もの言葉でいう自己愛が強いような人
たち、私はもっとできるはず、私は大
事にされて当然だと思う人たち、そう
いう人たちが、それがかなわなくなっ
たような、上司から叱責されるとか、
願っていた昇進がかなわなかったとか、
そういう場面で、これも非常に平俗な
言い方をすると、心が折れるというの
ですか、そういうことをきっかけにこ
の新型うつの状況を呈することが多い
のです。どちらかというと、周りより
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も自分が大事というタイプ、あるいは
自分に対しても非常に理想が高いタイ
プ、こういう方がなりやすいといって
いいのではないでしょうか。
　池田　自分の理想と現実の差を非常
に重く受け止めるタイプですね。
　香山　そうですね。
　池田　この状態での治療はどのよう
にされるのですか。
　香山　これも難しいのです。これは
私見なのですけれども、この新型うつ
は、うつ病なのか否かと論じるべき問
題ではなくて、新型うつ的な状況の人
の中にも、確実にうつ病で新型的なあ
りようをしている人もいると思うので
す。
　でも一方で、やはりうつ病と診断が
つけられなくて、状況とのミスマッチ
で起きている適応障害型の新型うつの
方もいる。ですから、わかりにくいの
ですけれども、幾つもの診断をまたぐ
一つの概念かと思っているのです。な
ので、新型うつタイプであっても、そ
のベースがうつ病という要素が強い場
合は、これは皆さんもよくご存じの
SSRIなどの抗うつ薬を使うこともあり
ます。
　しかし、適応障害の、状況とのミス
マッチ、人間関係のトラブルなどのほ
うがメインという場合は、これは安易
に抗うつ薬を使うべきではなくて、そ
の方の考えを少し修正する認知療法的
なカウンセリングですとか、時には会

社の産業医とか上司などと面談をして、
その方の状況をちょっと修正してもら
うというか、現実的なアレンジをしな
ければいけないこともあるので、薬物
療法なのか、個人的なそういう精神療
法、心理療法なのか、それとももうち
ょっとケースワーキングのような環境
の調整なのか、家族や職場との調整な
のか、この３本柱をバランスよくやっ
ていかなければいけない。まず治療方
針を決めるのが難しいことが多いです
ね。
　池田　基本的に自分のあるべき姿が
あって、それでうまくいっていないと
いうことですが、転職をしなさいとか、
転地療法とか、そういうのはなかなか
受け入れづらいのでしょうか。
　香山　そうですね。なので、環境を
激変させるというよりも、本人のとら
え方、例えば会社で一番目立たなくた
っていいではないかとか、そんな輝か
しい業績をおさめなくても、今の生活
を大事に、家族を大事にするのがいい
ではないかというふうに、どちらかと
いうと、環境を変えるというよりも、
自分のほうの考えを変えて、自分をそ
ちらの新しい価値観に合わせてもらう、
そういうアドバイスをすることが多い
ですね。
　結局、転職をしても、自分の思いと
違うことが起きると、またそこでミス
マッチが起きて、同じような反応を起
こすこともありますから。

　池田　なかなか難しいものですね。
　香山　そうですね。
　池田　自分の理想と現実を一致でき
ないというかたちですね。
　香山　これは本人だけのせいともい
えず、社会的にも、学校などでも教育
で、誰にもできないことをやりなさい
とか、自分らしさを大切にとか、いわ
ゆる自己実現というのを非常に若いと
きから、特に今の若い世代は強要され
るというか、強調されてきています。
そのためいわゆるワン・オブ・ゼムに
なってしまうことが、それ自体、敗北
ではないかと思っている人たちも多い
ようなのです。そういう人たちに「歯
車の一つになれ」というのも乱暴な話
なのですけれども、別に輝いてオンリ
ーワンになることだけが生きている目
的ではないのではないかと、そういう
ことをわかってもらうことも大事にな
ってきます。
　池田　先ほど新型うつという中でも、
本当のdepressionの一部、あるいは適
応障害、パーソナリティ障害、いろい
ろなスペクトルを持っているというこ
とですけれども、何か科学的な診断法
などは今、模索されているのでしょう
か。
　香山　うつ病に関しては、血液検査
とか、あるいは脳の画像診断などから、
うつ病を判定しようという動きが非常
に活発になってきて、一部で実践して
いる医療機関もあります。おそらく新

型うつの場合は、従来のいわゆる生物
学的なうつ病か否かという診断は、こ
れからいろいろな血液検査や画像診断
で行っていくことになるのだと思いま
す。
　しかし、たとえ本人がうつ病ではな
いとわかったからといって、ご本人の
辛さ、苦しさなどは変わりないわけで、
私ども精神科医はちょっとそこがほか
の科と違うと思うのです。「この疾病
ではないから、あとは自分で頑張って」
とはなれないですね。本人が生きづら
い、仕事をしづらいのであれば、うつ
病ではなかったけれども、どうすれば
その方がうまくやっていけるかという
ところまで、お付き合いするのが私ど
も精神科医の一つの使命なのかと思っ
ています。
　池田　最終的な診断は、長いこと患
者さんと向き合って、変化も含めて経
過を観察するなかで、ということです
ね。
　香山　そうですね。しかし、実際に
はその場で診断をある程度つけなけれ
ばいけませんので、少しさかのぼって、
その方の１カ月前、２カ月前の状況を
聞きながら、こちらは少し外縁に線を
引くというのか、どういう状況がどれ
ぐらい続いてきたのかというところで
診断をするのですが、どうしても診察
室での診断なので、その場では「ああ、
これはいわゆるmajor depres sion、中
核的なうつ病かな」と思っても、あと
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も自分が大事というタイプ、あるいは
自分に対しても非常に理想が高いタイ
プ、こういう方がなりやすいといって
いいのではないでしょうか。
　池田　自分の理想と現実の差を非常
に重く受け止めるタイプですね。
　香山　そうですね。
　池田　この状態での治療はどのよう
にされるのですか。
　香山　これも難しいのです。これは
私見なのですけれども、この新型うつ
は、うつ病なのか否かと論じるべき問
題ではなくて、新型うつ的な状況の人
の中にも、確実にうつ病で新型的なあ
りようをしている人もいると思うので
す。
　でも一方で、やはりうつ病と診断が
つけられなくて、状況とのミスマッチ
で起きている適応障害型の新型うつの
方もいる。ですから、わかりにくいの
ですけれども、幾つもの診断をまたぐ
一つの概念かと思っているのです。な
ので、新型うつタイプであっても、そ
のベースがうつ病という要素が強い場
合は、これは皆さんもよくご存じの
SSRIなどの抗うつ薬を使うこともあり
ます。
　しかし、適応障害の、状況とのミス
マッチ、人間関係のトラブルなどのほ
うがメインという場合は、これは安易
に抗うつ薬を使うべきではなくて、そ
の方の考えを少し修正する認知療法的
なカウンセリングですとか、時には会

社の産業医とか上司などと面談をして、
その方の状況をちょっと修正してもら
うというか、現実的なアレンジをしな
ければいけないこともあるので、薬物
療法なのか、個人的なそういう精神療
法、心理療法なのか、それとももうち
ょっとケースワーキングのような環境
の調整なのか、家族や職場との調整な
のか、この３本柱をバランスよくやっ
ていかなければいけない。まず治療方
針を決めるのが難しいことが多いです
ね。
　池田　基本的に自分のあるべき姿が
あって、それでうまくいっていないと
いうことですが、転職をしなさいとか、
転地療法とか、そういうのはなかなか
受け入れづらいのでしょうか。
　香山　そうですね。なので、環境を
激変させるというよりも、本人のとら
え方、例えば会社で一番目立たなくた
っていいではないかとか、そんな輝か
しい業績をおさめなくても、今の生活
を大事に、家族を大事にするのがいい
ではないかというふうに、どちらかと
いうと、環境を変えるというよりも、
自分のほうの考えを変えて、自分をそ
ちらの新しい価値観に合わせてもらう、
そういうアドバイスをすることが多い
ですね。
　結局、転職をしても、自分の思いと
違うことが起きると、またそこでミス
マッチが起きて、同じような反応を起
こすこともありますから。

　池田　なかなか難しいものですね。
　香山　そうですね。
　池田　自分の理想と現実を一致でき
ないというかたちですね。
　香山　これは本人だけのせいともい
えず、社会的にも、学校などでも教育
で、誰にもできないことをやりなさい
とか、自分らしさを大切にとか、いわ
ゆる自己実現というのを非常に若いと
きから、特に今の若い世代は強要され
るというか、強調されてきています。
そのためいわゆるワン・オブ・ゼムに
なってしまうことが、それ自体、敗北
ではないかと思っている人たちも多い
ようなのです。そういう人たちに「歯
車の一つになれ」というのも乱暴な話
なのですけれども、別に輝いてオンリ
ーワンになることだけが生きている目
的ではないのではないかと、そういう
ことをわかってもらうことも大事にな
ってきます。
　池田　先ほど新型うつという中でも、
本当のdepressionの一部、あるいは適
応障害、パーソナリティ障害、いろい
ろなスペクトルを持っているというこ
とですけれども、何か科学的な診断法
などは今、模索されているのでしょう
か。
　香山　うつ病に関しては、血液検査
とか、あるいは脳の画像診断などから、
うつ病を判定しようという動きが非常
に活発になってきて、一部で実践して
いる医療機関もあります。おそらく新

型うつの場合は、従来のいわゆる生物
学的なうつ病か否かという診断は、こ
れからいろいろな血液検査や画像診断
で行っていくことになるのだと思いま
す。
　しかし、たとえ本人がうつ病ではな
いとわかったからといって、ご本人の
辛さ、苦しさなどは変わりないわけで、
私ども精神科医はちょっとそこがほか
の科と違うと思うのです。「この疾病
ではないから、あとは自分で頑張って」
とはなれないですね。本人が生きづら
い、仕事をしづらいのであれば、うつ
病ではなかったけれども、どうすれば
その方がうまくやっていけるかという
ところまで、お付き合いするのが私ど
も精神科医の一つの使命なのかと思っ
ています。
　池田　最終的な診断は、長いこと患
者さんと向き合って、変化も含めて経
過を観察するなかで、ということです
ね。
　香山　そうですね。しかし、実際に
はその場で診断をある程度つけなけれ
ばいけませんので、少しさかのぼって、
その方の１カ月前、２カ月前の状況を
聞きながら、こちらは少し外縁に線を
引くというのか、どういう状況がどれ
ぐらい続いてきたのかというところで
診断をするのですが、どうしても診察
室での診断なので、その場では「ああ、
これはいわゆるmajor depres sion、中
核的なうつ病かな」と思っても、あと
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になってから、「ああ、あれは新型、つ
まり適応障害の要素が強かったな」と、
修正せざるを得ないことも最近非常に
しばしばあります。

　池田　なかなか難しい問題ですけれ
ども、何となくイメージがわかってき
たような気がします。ありがとうござ
いました。

　池田　ビタミンB12の適切血中濃度に
ついての質問ですが、この測定は保険
診療範囲内なのでしょうか。
　田中　保険収載されていまして、155
点です。
　池田　これは、いわゆる正常値とい
いますか、薬をのんだ場合に、ある程
度のレンジは決められているのでしょ
うか。
　田中　今回、この質問をいただきまし
て、改めて大手の検査会社の資料を見
たのですが、だいたい200～900pg/mL
程度と書いてあるものが多かったです。
　池田　もともと体内にもあると思う
のですけれども、薬をのまない方でも
このくらいのレンジに収まっていると

いう意味なのでしょうか。それとも、
のめばこのくらいになるべきだという
基準なのでしょうか。
　田中　ビタミンB12は体内にたくさん
蓄積があります。したがって、服用直
後、血中濃度は上がりますが、服用後
すぐに非常に低いところまで下がると
いうビタミンではありません。まずま
ずその人なりの一定の値を保つのでは
ないかと思います。
　池田　例えば、薬物治療、ビタミン
B12の治療を始めるときに、前もって血
中濃度を測っておく必要はあるのでし
ょうか。
　田中　測っていないよりは、あった
ほうがよかろうと思いますが、先ほど

ビタミンB12投与時の注意点

京都女子大学家政学部食物栄養学科教授
田　中　　清

（聞き手　池田志斈）

　ビタミンB12摂取時の注意点についてご教示ください。
　悪性貧血等のビタミンB12欠乏症には、ビタミンB12製剤が投与されます。また、
神経病や難聴でビタミンB12製剤を長期投与されている患者さんの血中ビタミン
B12濃度が基準値で測定できないほど上昇しているケースを目にします。このよ
うな場合に有害性はないものかも含めてご教示ください。

＜大阪府開業医＞

ドクターサロン60巻７月号（6 . 2016） （503）  2322 （502） ドクターサロン60巻７月号（6 . 2016）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1607本文.indd   22-23 16/06/13   13:29


	02-0009-1
	02-0009-2
	02-0010-1
	02-0010-2
	02-0011-1



