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精神障害の予防、とくに再発予防については、日常臨床の中で常に考えられていたであろう。しか
し一次予防については、わが国では「大学紛争」などの影響もあって一次予防の研究自体がハイリスク
との考えがあった。したがって「精神障害の予防」が学会等で議論されることはなかった。
第 16 回日本社会精神医学会学術集会（1996）において、シンポジウム「統合失調症の予防の可能性」
が実施され、心配された混乱もなく終了した。最終日の夕方、日本精神障害予防研究会が発足した。
筆者が代表世話人となった。第 12 回研究会から日本精神保健・予防学会として発展的に改組され、水
野雅文教授（東邦大学）が理事長に就任し、活動は活発化し会員数も増え現在に至っている。2017 年か
ら理事長は鈴木道雄教授（富山大学）に交代となった。
この間、わが国で第 1 回日本国際精神障害予防学会（2001）、第 9 回国際早期精神病学会（2014）が開催
されたが、本学会が中心的な役割を果たした。いずれの学会も成功した。
精神障害の予防を考えるさい、一次から三次まで含めて重要なことは、脆弱要因の軽減とレジリエ
ンス（回復力）の増強であろう。そこで現在まで報告されている精神障害、とくに統合失調症の脆弱要
因とレジリエンスを取り上げて紹介した。最後に今後の課題について述べた。
はじめに
第 20 回日本精神保健・予防学会学術集会（会長篠崎和弘和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教
室教授）が、2016 年 11 月 12 日から 2 日間、東京・京王プラザホテルで開催された。本学会が発足して 20
年を迎える記念すべき大会なので、特別企画講演がプログラムに組み込まれ、本学会の前身となった日
本精神障害予防研究会の代表世話人であり、第 1 回同研究会の会長を勤めた筆者に講演を依頼された。
本稿は、同講演の内容を要約して記述したほか、その後の新しい動きを若干加えたものである。

本論文の内容は第 20 回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。

The history of preventive psychiatry in Japan－reducing vulnerability and enhancing resilience
Chikara Ogura
医療法人正清会 久田病院／琉球大学、Seiseikai Medical Corp. Kuda Hospital, University of the Ryukyus
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1．予防精神医学と私
筆者は、精神科に入局して 1 ～ 2 カ月後、1 週 1 日単科精神病院に精神科医として勤務することにな
った。同病院の院長から、慢性の精神分裂病（統合失調症）者でいわゆる陰性症状を主とした患者約 20
人を担当するよう指示された。患者は、畳の大部屋で隅を選ぶようにして日中でも臥床しており、昼
食開始の合図とともに誰からともなく起き上がり、うつろな表情と前屈みの姿勢で箸箱と湯飲みを持
ち食堂に集まって来た。食事の時間は極端に長い者もいたが、多くは短く、患者同士の会話もほとん
どなかった。食事の後、詰所の前に置かれた椅子に口を開けて座り投薬された後、部屋に戻って再び
横になっていた（図 1）。

図1

病室で臥床している統合失調症者（1963 年）

診察室に呼んで週に 1 回の面接をするが、殆どの患者は、悩み苦しみを自ら訴えることはなく、睡
眠・食欲・便通などについて問うと短く答えるのみであった。振り返ってみると、院長は経験の浅い
医師に対する配慮から、上記のごとき患者を選んで受け持たせて下さったのだが、筆者は、精神科医と
して治療的役割を果たす力量がなく、強い無力感に襲われると同時に、精神科医療の現状に対する治
療的ニヒリズムを痛切に感じた。そして統合失調症の発症予防の夢を描いた。
東京大学精神科臺弘教授から講演「統合失調症の再発と生活臨床」を入局 4 年目の 1967 年に拝聴し
た。質問を受けて下さることになったので、統合失調症の一次予防についての御意見を伺った。どの
ように答えられたか記憶していないが、予想外の質問に少し戸惑われたように感じた。講演が終わっ
てからフロアで、
「君、一次予防の質問は初めてだったよ」と嬉しそうに語りかけて下さった。その
時、先生は統合失調症の一次予防の重要性と必要性を十分に理解して下さっていると確信すると同時
に、慎重さを求められていると強く感じた。
統合失調症の脆弱因子の指標として事象関連電位が利用できると考えられていたので、本領域のわ
が国におけるリーダーの一人であった下河内稔教授（大阪大学）の指導を得て研究を開始し、この分野
ではもっともレベルの高い「国際事象電位会議」の第 11 回大会をアジアで初めて沖縄で開催した。外
国人 112 人を含む 341 人の参加者があり、終了後に「Recent Advances in Event-Related Potential

4

予防精神医学 Vol.2（1）2017

Research」のタイトルで Elsevier 社からプロシーディングスを発刊した。精神障害の生物学的指標に
関する報告がかなりみられた。
第 16 回日本社会精神医学会を 1996 年、筆者が会長として沖縄で開催し、シンポジウム「統合失調症
の予防の可能性」を実施し、最終日に「日本精神障害予防研究会」を立ち上げ、筆者が代表世話人とな
った。第 1 回日本国際精神障害予防学会を 2001 年、沖縄で開催した。
平成 15（2003）年 3 月定年を迎え退官した。1984 年琉球大学医学部精神神経科学講座の初代の教授
として赴任してから現在まで「精神障害の予防」の夢を見続けており、2016 年に「予防精神医学」を星
和書店から上梓した（小椋 , 2016）。振り返ってみれば、筆者の夢を支えてくれたのは医学生であった
と思う。授業のさい精神障害の予防を話題にすると学生の顔が一瞬変わり、視線が集まるのを感じた。
「不可能ではないか、しかし可能であれば素晴らしい」と思っているように感じ取った。このことも多
少関連すると思うが、当学部医科の卒業生の進路は、第 1 期生から第 20 期生までの統計で内科、外科、
整形外科に次いで精神科で 4 番目に多かった。精神科はマイナー科とされて久しいが、学生に夢を抱
かせることは、当該科の魅力を高めるのだろうか。
2．わが国における予防精神医学の歴史
1）1950 年代後半～ 1960 年代（欧米）
統合失調症者の高危険児研究が、米国、イスラエル、スウェーデン、デンマークなど欧米を中心に開
始され、追跡調査の結果が 1970 年代から 1980 年代にかけて報告され、脆弱要因が明らかとなり、
「脆弱
性ストレスモデル」が出された。
2）1959 ～ 1960 年代
この時代は、
「安保闘争」
「大学紛争」
「反精神医学」の時代であった。大学での研究は全般に停滞し、
精神障害の発症危険者についての研究自体がハイリスクとの考えがあった。
「反精神医学」は、旧来の
精神医学のもつ強制性と拘禁性に強い批判を向け、精神疾患が客観的な疾患ではなく、社会的過程の
産物であるなどと主張した。
3）1970 年代
予防精神医学の必要性が主張された。加藤伸勝ら（1975）は以下のごとく述べている。
「精神医学に
おいて全く欠如しているもの、不足しているものが何であるかを問うときに、狭義の治療のみが医学
のすべてあるという昔ながらの思想が、その問いかけすら排除しているということに思い至ってほし
い…医療は進展していく。進展しなければならない。そして近い将来に『精神分裂病の予防』が懐疑
なしに語られる日が来ることを信じたい」。
4）1980 年代
「生活臨床」が実施された。これは群馬大学精神科の分裂病再発予防計画の中で、江熊要一らにより
提唱された統合失調症の治療指針とその実施であり、その人特有の危機、ストレスへの対処を行うこ
とが可能である（臺 , 1978）。
統合失調症のハイリスク児の追跡調査が行われた。統合失調症に罹患している親の治療・支援をし
ながら、その子どもの健全な成長を見守るかたちでの追跡調査研究である（岡崎裕士ら , 1997, 2009）。
その後も調査が継続されている。
5）1990 年代
「初期分裂病（統合失調症）」が 1990 年中安信夫により提唱された（中安 , 1990）。巻頭言「精神障害の
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予防をめぐる雑感」が月刊誌「精神医学」に掲載された（小椋 , 1990）。発症予防・早期発見・早期治療
について筆者が述べたものである。鋭い批判を予想していたが、反論はなく、一部の読者から「良く書
いて下さった、予防が語りやすくなりましたよ」と歓迎して下さった。
シンポジウム「社会精神医学における新しい戦略―精神分裂病の予防の可能性」が、第 16 回日本社
会精神医学会（会長小椋力 , 沖縄・宜野湾市 , 1996 年）で実施された。精神分裂病の予防が公式の場で
取り上げられたのはわが国ではこれが初めてであった（図 2）。司会は加藤正明（東京医大）、筆者、シン
ポジストと講演タイトルは丹羽真一（東京大学 , 発症予防の観点からみた精神分裂病の病態）、岡崎裕
士（長崎大学 , 精神分裂病の高危険者研究の概観と発症予防の実践への示唆）、仲本晴男（琉球大学 , 大
学生における精神分裂病の早期発見・介入を目的とした実践研究）、McGorry, PD（メルボルン大学 ,
早期精神病の予防戦略）、臺弘（坂本医院 , 指定討論）の各氏であった。学会は何の混乱もなく予定通り
実践され、質疑応答も活発でシンポジウムは成功であったと評価された。

図 2 第 16 回日本社会精神医学会 シンポジウム
「社会精神医学における新しい戦略―精神分裂病の予防の可能性」

右から筆者、加藤正明、丹羽真一、岡崎裕士、仲本晴男、McGorry, PD、通訳者、臺弘の各司会者・演者（沖縄・宜野湾市 ,
1996 年）

会期を直前に控えた週末に加藤正明先生から筆者の官舎に電話が入り、シンポジウムの司会を降り
たい、学会員に迷惑をかけたくない、それが困難ならテーマの中の「予防」という言葉を入れないでほ
しい、と強く望まれた。加藤先生は、その当時、日本社会精神医学会の前理事長であったし、この学会
を生み育てた方でもあり、御不安はよく理解できたが、プログラムの発送、会場の看板等の準備も完了
していること、警察にも連絡しており現在のところ不穏な動きがないことなどを詳しく丁寧に説明
し、なんとか了承していただいた。ついこの前のことのように思い出している。
日本精神障害予防研究会が、先に述べた学会の最終日（1996 年 3 月 16 日）、シンポジウム参加者を中
心に集まり発足した。学会、予防に関するシンポジウムなどが予定通りに実施できたことの安堵感、
達成感そして新しい学会が発足するとの高揚感もあって発会式はささやかではあったが盛り上がっ
た。とりあえず小生が代表世話人となり、年に 1 回の学術集会の開催、ニュースレターの発行などが
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決まった。1 年後に出されたニュースレターを図 3 に示した。

図3

日本精神障害予防研究会

ニュースレター第 1 号（1997 年 3 月）

日本精神障害予防研究会は、その後、年に 1 回、日本社会精神医学会学術集会の前後に開催された。
第 12 回から研究会は日本精神保健・予防学会と発展的に改組され、初代理事長に水野雅文教授（東邦
大学）が就任した。学会活動は活発化し会員数も増え、学術集会も 2 日間にわたり、複数会場で同時に
講演されるに至った。水野理事長をはじめ役員の果たした功績は多大である。第 20 回学会の総会で
理事長は水野教授から鈴木道雄教授（富山大学）に交代となった。第 1 回から第 20 回までの開催年、場
所、会長名を表 1、2 で示した。第 1 回から第 12 回までは代表世話人が会長的役割を果たした。

表1

日本精神障害予防研究から 2008 年に日本精神保健・予防学会へ発展
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表2

日本精神保健・予防学会学術集会

6）2000 年代
第 1 回日本国際精神障害予防学会（会長 小椋力）が第 5 回日本精神障害予防研究会学術集会を兼ね
て、2001 年 6 月沖縄・宜野湾市で開催された。特別講演として McGorry, PD（メルボルン大学）、
Tsung, MT（ハーバード大学）、McGlashan, TH（エール大学）
、Larsen, TK（オスロ大学）、Edwards, J
（オーストラリア、EPPIC）、西園昌久（心理社会精神医学研究所）の 6 氏により講演された。
その他、シンポジウム 4、サテライトシンポジウム 3、トピックス 6、一般演題 120 で、参加者数は 475
人であった。初日の夕方、ウェルカムパーティが開かれたが、会場に本国際学会の開催をトップペー
ジで紹介している地元紙のインクの香りも残る夕刊が持ち込まれた。歓声が上がり、場内の雰囲気は
盛り上がった。一般演題を含めて講演は、
「精神障害の予防をめぐる最近の進歩（Recent Advances in
Early Intervention and Prevention in Psychiatric Disorders）」として星和書店から刊行された（小椋 ,
2002）
。
本会議は、沖縄で開催されることもあって近隣諸国からの参加を積極的に呼びかけ講演していただ
いたほか、シンポジウムとして「アジアにおける精神障害に対する早期介入と予防」を取り上げ、アジ
ア各国からの参加者に講演をお願いし、予防に関する情報交換を行った。
精神医学関係の学術雑誌に、
「精神障害の予防」に関連した特集が、1990 年代末から掲載されるよう
になり、続いて訳本も刊行されるようになった。例えば、1）特集「精神分裂病の予防」
（最新精神医学，
1998）
、2）特集「分裂病の病前特徴と発症予防」
（精神科治療学 , 1998）、3）
「精神障害の予防」が「臨床精
神医学講座
（中山書店）」の独立した巻として刊行（小椋 , 2000）などがあった。
訳本として 1）
「精神疾患の早期発見・早期治療」
（鹿島晴雄監修 , 水野雅文ら監訳 , 2001）、2）
「精神科
疾患早期介入の実際―早期精神病治療サービスガイド―」（水野雅文 , 村上雅昭監訳 , 2003）、3）「早期
精神病の診断と治療」
（水野雅文 , 鈴木道雄 , 岩田伸生監訳 , 2010）、4）
「精神病早期介入―回復のための
実践マニュアル」
（岡崎裕士 , 笠井清登監修 , 針間博彦監訳 , 2011）などであった。
その後も精神医学・医療関係の雑誌に「早期発見・早期介入」を中心に「予防」に関する特集が年々
増加している。本学会のみならず他の精神医学・医療関係の学会における講演内容を見ても、予防に
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関連した講演が明らかに増えてきている。
7）2010 年代
第 9 回国際早期精神病学会が、2014 年 11 月 17 日から 19 日まで、水野雅文組織委員長（東邦大学）のも
とに東京都・京王プラザホテルで開催された。参加者は約 800 人（国外：約 600 人、国内：約 200 人）で、
プログラムとしてプレナリーセッション：9、シンポジウム：24、一般演題（口演：107、ポスター：403）
が組まれた。抄録は、当学会の機関誌「Early Intervention in Psychiatry, Vol.8, Suppl. 1, 2014」に掲
載された
（図 4）。各会場とも活発な議論が行われるなど、学会は成功であった。

図4

第 9 回国際早期精神病学会抄録集 (2014 年 11 月 )

講演の内容についてみると、1）対象疾患は統合失調症スペクトラム障害が多いものの、そのほか双
極性障害、抑うつ障害、さらに児童虐待、自殺、インターネット嗜癖など広範囲にわたっていた。2）介
入目標は、早期発見・早期介入・早期治療が中心であり、早期二次予防が多く、未治療期間の短縮も多
数報告された。3）一次予防については、認知症に対する生活習慣病対策、心理教育を通しての児童・
生徒・働く者に対するメンタルヘルスの向上などが取り上げられていた。4）早期発見のバイオマーカ
ーとして、MRI、f-MRI、PET、事象関連電位、脳波、生化学的指標などが使用されていた。5）介入・治
療法としては、心理教育、心理社会的アプローチ、家庭教育、認知行動療法、薬物療法などが用いられ
ていた。6）第 1 回学会（1996 年 6 月、オーストラリア・メルボルン）と比較して、講演内容の質・量とも
に著しく進展しており、約 20 年の重みを痛感した。
印象に残った講演の一部を紹介したい。統合失調症をはじめとした精神障害の発症予防に関して、
児童期からの介入の重要性が指摘された（Keshavan, MS et al, 2014）。対象は、統合失調症の血縁者で
発症危険性の高い若年者（N ＝ 168、平均年齢：15.9 歳）で、3 年間追跡調査し精神障害の発症とその発症
年齢が調べられた。
その結果、対象者の約 60% に 1 ないし 2 以上の精神障害の発症が認められた。注意障害・素行障害・
学習障害がもっとも若い年齢（平均年齢：12.5 歳）、気分障害（平均年齢：15.2 歳）、物質使用障害（平均年
齢：16.5 歳）
と続き、統合失調症の前駆状態、最後に統合失調症（最初は間歇的でその後は慢性的状態、
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平均年齢：17.0 歳）が発症した。つまり統合失調症は追跡の最終段階で発症したことになる。統合失
調症の高危険者にみられる統合失調症の病前期、前駆期は、児童期から青年期に出現する精神病理の
軌跡の一部であり、この考え方は早期発見・早期介入にとって重要であろうと報告された。
考察として以下のことが述べられた。青年期は、広範な脳の神経解剖学的・機能的・生化学的再編
の時期であり、このことは認知行動の調節における成長的変化と並行している。青年期は、シナップ
スの安定化に向かう時期であり、具体的には 1）神経機能の効果的な増強、2）抑制系と亢奮系における
神経伝達機能の微妙な調整、3）脳構造における遅い成熟と早い成熟の統合の開始、4）諸機能の効果的
結合、などがあろう。これらの過程における障害は青年期の行動に影響を与えよう。
3．精神病の早期発見・治療を目指した実践活動
初回エピソード精神病、早期精神病を対象とした介入、治療、研究を実施している代表的な活動を、
まず世界レベルで概観したい。
早期精神病予防・介入センター Early Psychosis Prevention and Intervention Centre（EPPIC、メル
ボルン）
：EPPIC は、精神病の早期発見および最適な治療の提供に焦点を絞った臨床サービスを提供し
ており、早期介入のひとつのモデルである。大規模な臨床研究プログラムとの統合がなされている。
このセンターは 20 年以上にわたって目覚ましい発展を遂げ、治療マニュアル、臨床ガイドライン、資
料などを提供し続けている。科学論文も多数報告されている。EPPIC は、精神病性疾患へと発展する
可能性の高い超危険状態にあると推定される若者に対する治療を提供する Personal Assessment and
Crisis Evaluation（PACE）クリニックと緊密な連携を持っている。演者は EPPIC を訪問したことがあ
る。最近では「HEAD」が話題となっている。
ランベス早期開始サービス Lambeth Early Onset（LEO）Service（ロンドン）、初回エピソード精神
病プログラム First Episode Psychosis Program（FEPP、トロント、カナダ）、精神病の早期段階におけ
る集中的統合的治療（OPUS、デンマーク）などが知られている。
わが国についてみると、まず 2006 年 10 月に富山大学附属病院神経精神科は、富山県立心の健康セン
ターと共同で「こころのリスク相談」を開設した。大学病院では「こころのリスク外来」、
「センター」
では「リラックス体操」
「リラックスセミナー」
「ストレスドッグ」などを実施している。大学と行政と
の連携がうまく機能しているようにみえる。
東邦大学医療センター大森病院では、2007 年 5 月から「イルボスコ（イタリア語で森の意味）をスタ
ートさせた。
「イルボスコ」は精神科外来治療の一環として位置づけられている複合的なデイケアであ
る。若者の心の病の早期発見・早期治療を目指している。
東北大学病院精神科に SAFE（Sendai At risk mental state and First Episode）クリニックが開設さ
れている。同クリニックは、早期支援外来（初回病相の精神症の専門診療）とこころのリスク外来（精
神病になるリスクが高い “ こころのリスク状態 ” の専門診療）の 2 部門から構成されている。
東京大学医学部付属病院精神神経科には「こころのリスク外来」が設置されている。ホームページ
には以下のごとく紹介されている。
「こころのリスク外来は、思春期に発症しやすいこころの病気（統
合失調症、躁うつ病、重症うつ病など）を早期に発見し、支援していくための専門外来です。こころの
問題が大きくなる前に、早くからかかわり支援することで、よりよい生活ができるようサポートした
いと考え活動しています。また、こころの病気の予防を目標にした研究も行っております」。
東京都立松沢病院には、重点医療のひとつとして早期支援・青年期医療があり、早期支援チーム
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wakaba が設置されている。
三重県立こころの医療センターでは、2008年10月「ユースメンタルサポートセンター三重（YMSC）」
を立ち上げ、2009 年 7 月「若者支援外来（ユースアシストクリニック YAC）」が開始された。YMSC と
YAC が中心となって若者に対する早期臨床支援が行われている。
4．脆弱要因の減弱
脆弱要因（vulnerability）とは、危険要因（因子）とほぼ同義であり、喫煙や飲酒、運動などの個人の生
活習慣や行動、遺伝要因、生化学的検査値などの生物学的マーカー、大気汚染や電磁場などの環境要因
のうち、関心のある疾病を引き起こすものをいう、とされている。
精神障害についてみると、フェニルケトン尿症は原因が解明され、治療法は確立している。とくに
早期発見・治療が良好な予後をもたらすことが示されている。ハンチントン病は、病因は十分に解明
されていないが関連遺伝子は見出されている。しかし、殆どの精神障害の病因は特定されておらず、
脆弱性に関する決定的な要因も見出されていない。研究の進展が求められている。
アメリカ精神医学会の「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」に、今版から初めて各障害ごとに
危険要因が示された。危険要因は環境要因、遺伝要因と生物学的要因に分けて記載されている。脆弱
要因が示されたことは、一次から三次にわたる予防対策を考えるさい有用な資料であり、精神医学の
進歩の一端を伺い知ることができる。
統合失調症の脆弱要因について、対照群と比較して有意差が認められた要因を表 3 に示した。

表3

統合失調症の脆弱要因

脆弱要因の生物学的マーカーに関する研究が活発に実施されている。例えば統合失調症の場合、一
致した神経学・解剖学的所見は、脳室の拡大と内側側頭葉および前頭前野の体積の減少であり、これ
らの構造的異常は軽微である。
いっぽう精神生理学的および機能的障害は著明であり、神経心理学、精神生理学、機能的神経画像、
脳血流量、神経ホルモンなどに関する研究が実施されている。
精神障害・身体疾患の併存は、少なくとも精神障害にとって脆弱要因となりやすい。身体疾患の併
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存はメタボリック症候群を含め、対策法が示されており併存の予防はある程度に可能である。併存に
関連する事項を表 4 に示した。

表4

精神障害・身体疾患の併存は脆弱要因

5．レジリエンスの増強
レジリエンスとは弾性、不幸・変化からの回復力、弾性エネルギーとされている。逆境で育ちなが
ら、健全に成長し大人になった子どもを形容するさいには「レジリエント（resilient）」が用いられた。
1990 年代心的外傷後にストレス障害（PTSD）を発症する者としない者との存在から、防御要因が注目
され、今世紀に入り他の精神障害にも関心が拡がるようになった。精神医学のパラダイムとして 1）脆
弱性モデル、2）ストレスモデル、3）生物心理社会モデルが挙げられているが、レジリエンスモデルはこ
れらに引き続く形で研究・治療上の新しい展望を拓くことが期待されている（加藤 , 2011）。
心理的レジリエンス因子が示されているので紹介した（表 5）。前向きな姿勢、積極的対処様式、運動
などは、教育、訓練などである程度に可能であろう。
障害を持つ子どもの養育者、家族のレジリエンスを高めるための研究結果が報告されている。例え
ば、子どもの持つ障害は親である自分にとって有益なものと考え、各種資源の利用、家族の一体感と親
密度を高めることが子どもの回復力を高めるために有効であるとする報告である。家庭のレジリエン
ス増強に関する研究を表 6 で紹介した。
職場で働く者のレジリエンス増強に関する研究報告がある（表7）。例えばレジリエンスは、
「いじめ」
による困難があっても、その困難を克服できるとの意識が被害者にあった場合、
「いじめ」に居合わせ
た人と職場のマネージャーからの支援があった場合、増強されていた。
レジリエンスに関連した生物学的指標に関する研究結果が報告されている（表 8）。わが国の
Katagiri ら（2015）の報告によると、精神病高危険者について精神症状と脳の形態が経時的に調べら
れ、脳梁における白質異常は脆弱性、同部位における改善はレジリエンスを示唆している、としてい
る。レジリエンスに関するバイオマーカーの研究の進展が望まれている。
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コナー・ダビッドソン評価尺度は、レジリエンスを評価する尺度として世界的に使用され、その結
果が報告されており、その中にはわが国からのレポートもある（表 9）。

表5

表6

心理的レジリエンス因子

家庭のレジリエンス増強に関する研究
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表7

職場で働く者のレジリエンス増強研究
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表8

レジリエンスに関連する生物学的指標
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表9

コナー・ダビッドソン評価尺度を用いたレジリエンス研究

筆者は、デイケア通所中の統合失調症者 30 名（男：15、女：15、年齢の平均値と SD：53.4 ± 9.5 歳）を
対象にコナー・ダビッドソン評価尺度を用いてレジリエンス度を調べた。その結果、統合失調症者の
評点の平均値と SD は 46.3 ± 20.3 点で、性・年齢を対応させた健常者（N ＝ 30）のそれは 67.9 ± 13.3 で、
統合失調症者のレジリエンス評点は健常対象者に比較して低かった（P ＜ 0.01）。
低いレジリエンス評点を高めるために、先に述べた研究の対象になった者のうち、同意の得られた 8
人を対象に回復力（レジリエンス）教室を実施した。教室は、週 1 回、1 回 1 時間、計 8 回、内容は筆者の
ミニ講義と討論であり、テーマは第 1 回：「回復力とは」、第 2 回：「楽観主義は回復力を高める」、以下
「積極性は回復力を高める」、
「失敗は成長のためには欠かせない」、
「ストレスは成長させる」、
「運動は
身体的のみならず精神的にも回復力を高める」、「お手本となる人、良き相談相手は回復力を高めるの
に役立つ」
、第 8 回：「回復力を高めよう」であった。同教室の開始前後で回復力を評価したところ、全
体として有意差はなかったが、8 人のうち 4 人には評点は高くなっていた。パイロット的実践研究であ
り、さらなる検討は必要であるが、レジリエンスの増強は脆弱要因の減弱に比べ効果を上げやすいと
の印象を持った。
脆弱性の減弱とレジリエンスの増強との関連に関して図が示されているので紹介した（図 5）。レジ
リエンス要因の増強、脆弱要因の減弱を遺伝的、環境的、社会的各レベルで実施すればより健康レベル
の方向に、逆であれば疾病、疾病の悪化の方向に向かうことを示している。
精神障害の予防のために制御可能な要因について、対照群と比較して有意差が認められた要因を表
10 に示した。これらの事項は明日からの予防活動に役立とう。
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図5

脆弱性の減弱とレジリエンスの増強

表 10

文献（Mihali A et al., 2012）

精神障害の予防のために制御可能な脆弱要因とレジリエンス
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6．各領域における対策
予防活動の対象としては、家庭、学校、職場などがある。学校に関しては小学校から大学まで、精神
障害発症の好発年齢に相当するので、とくに重要であり、それぞれの場での対策が必要となる。
幻覚・妄想などの精神病様症状体験 psychotic － like experiences（PLEs）は、思春期一般人口の 10%
以上に認められ、成人期の精神病性疾患の発症を予測させることなどが報告されている（Nishida et al,
2008; Poulton et al, 2000）。
小学校・中学校で特別支援教育を受けている児童・生徒 77,882 人のうち、難聴、弱視、肢体不自由に
よる者は全体の 3% であり、97% は学習障害、情緒障害などの精神障害であった（内閣府 , 2015）。特別
支援教育は、精神障害を抱える児童・生徒のものといえよう。
大学生については、休学・退学・留年が問題となるが、その中には精神障害の罹患によるものが少な
くない。うつ病・うつ状態による者も含まれるが、自殺者は年々増加している（内田 , 2014）
（図 6）。

図6

大学生の死因別死亡率の経年推移

文献（内田千代子 , 2014）を引用し一部改変した
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学校精神保健増進モデルが、WHO から発表された。このモデルは、精神保健の増進、予防、早期介
入に対する学校全体のアプローチの指針を示し、介入を 4 段階に分けている。第 1 段階は安寧の増進
につながる環境作り（全般的介入）、第 2 段階はすべての生徒と教員を対象に、一般カリキュラムの中
での精神保健教育（全般的介入）、第3段階は問題を体験している20〜30%の生徒に対する追加支援（選
択的介入）
、第 4 段階は追加的介入を要する 3 ～ 12% の生徒に評価と介入（特定的介入）を行う、との内
容である。わが国ではどの程度に実施されているのだろうか。
地域における高齢者対策を取り上げたい。厚生労働省は、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を
目的とし、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ
う、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を 2025 年を目途に推進す
るとしている。そのさい、介護のみならず医療・住まい・生活支援・予防を同じサイズの円で描いた「5
輪の花」
（図 7）が提示されている（田中 , 2015）。

図7

地域包括ケアの概念―五輪の花
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7．精神障害の予防に関する今後の課題
1）
世界に共通した課題
精神障害の予防に関する今後の課題と考えられることを表 11 に示した。フェニルケトン尿症は、す
でに述べたごとく原因が解明され、治療法は確立され、早期発見・治療が良好な予後をもたらすこと
が示されている。少しでも多くの疾患について原因の究明と治療法の開発が待たれる。原因の解明が
できなくても、より精度の高い脆弱指標が見出され、可能な限り早期に介入することが望まれている。
いっぽうレジリエンスの増強は教育・訓練などによりある程度に可能と考えられる。精神障害による
犯罪は、被害者・加害者ともにやり場のない苦しみとなるので、その防止が強く求められている。

表 11

精神障害の予防に関する今後の課題
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2）
我が国における課題
我が国における課題と思われることについて、筆者の考えを列挙した（表 12）。生物学的基礎研究は
活発で、バイオマーカーを用いた危険者研究には国際レベルのものもある。しかし、前方視的コホー
ト研究、長期間にわたる追跡調査などは不十分にみえる。地域活動の活性化とレジリエンスの増強に
は、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士などとの多職種協働が強く求められている。

表 12

わが国における精神障害の予防に関する今後の課題

おわりに
筆者が精神科医となってから 55 年が経過した。精神障害の予防に強い関心を抱く契機となった精
神科医療に対する治療的虚無感は、単科精神病院に勤務していることもあってか、いまだに払拭され
ていない。しかし精神医学・医療は確実に進展し、精神障害の予防を主目的とする唯一の学会が誕生
し、そして 20 歳の成人式を迎えるまで成長した。統合失調症学会など疾患ごとの学会で、
「予防」が取
り上げられるようになってきた。それは本学会の目的に沿うものであり、大いに歓迎すべきである
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が、本学会の特徴を明確にするためにも、会員を増やすためにも、各疾患・障害の予防に共通した諸問
題、例えば倫理問題、費用対効果、方法論などについての研究・報告・討論が求められているのではな
いか。いずれにしてもポジティブ心理学の主要目標である楽観主義、積極性などを意識し、精神障害
の有病率、発症率の低下を夢みながら、努力を積み重ねたいものである。
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