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神経科精神科・古参医の戯言

|第九回li不安・抑うつ発作J発見の歴史 (6)
パニック性不安うつ病の病前性格と性格変化(後編)パニック陣容のパーソナリティ陣筈 貝谷久宣命。00000000000000000000000000000000000000000000000000000000。

パニック障害におけるパーソナリティ障害の
頻度と種類

パーソナリテイ障害は不安障害に併発しやす

い。最近の米国の疫学調査によると，何らかの

ノTーソナ リテイ障害が併発する 12カ月有病率

は広場恐怖を伴うパニック障害で 69.4%，広場

恐怖を伴わないパニック障害で 44.1%，社交不

安障害で 61.0%，特定の恐怖症で 38.3%，そし

て全般性不安障害では 60.6%であるという

(Grant et al， 2005)。図lに過去 1年間に治療

を求めたパニック障害患者にみられたパーソナ

リティ 障害の 12カ月有病率を示す。この米国

の疫学調査 (NationalEpidemiologic Survey on 

Alcohol And Related Conditions)は2001年か

ら2002年にかけて 18歳以上の男女 43，093人

について面接調査をした結果である。回避性お

よび、依存性パーソナリテイ障害は不安障害と気

分障害に最も併発しやすいパーソナリティ障害

であった。パニック障害に広場恐怖が伴うとパ

ーソナリティ障害とりわけ依存性と回避性パー

ソナリテイ障害の併発率の割合が飛躍的に上昇

している。

これら疫学調査に比べ，臨床例のパニック障

'1 fi~ におけるパーソナ リ ティ障害の頻度が著しく

山jいということはない。Pollackら (992)は

100名のパニック障害患者を調査しそのうち

蜘IX術法人和楽会パニック障害研究センタ一。 HisanobuK出
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42名は，改訂・性格診断質問票でパーソナリ

ティ障害と診断した。うつ病を伴わない 40名

のパニック障害でのパーソナリティ障害の比率

は62%であった (Ampolliniet al， 1997)。

疫学調査では妄想性，強迫性，回避性および

スキゾイ ドパーソナリテイ障害の順に頻度が高

かったが，臨床例ではむしろ回避性，依存性，

境界性パーソナリティ障害が問題となるようで

ある。DSM-Nクライテ リアに含まれるパニッ

ク障害でよく見られるパーソナ リティ障害は，

報告が多い順に挙げると， C群の依存性，回避

性，および強迫性であり， B群の境界性，自己

愛性，演技性で， A群の妄想性であった。184

名のパニック障害患者を対象とした研究では，

男性に分裂病質パーソナ リティ障害と境界性パ

ーソナリティ障害が，女性に演技性パーソナリ

テイ障害と依存性パーソナリティ障害が多いと

報告されている (Barzegaet al. 2001)。過保護

で過干渉な養育を受けたと感ずるパニック障害

患者では，B群パーソナリテイ障害，とりわけ

境界性パーソナリティ障害が多く見られるとい

う。B群と C群パーソナ リテ イ障害はパニッ

ク障害の長期擢病と関係している。B群パーソ

ナリテイ障害はパニック障害の若年発症と関係

している (Lataset al， 2000) 0 C群パーソナリ

テイ障害はパニック障害の重症度が関係してい

た (Hoffartet al. 1994 ; Starcevic et al， 1999)。
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図 1 パニック障害患者に併発するパーソナリティ障害の 12カ月有病率 (Grantet al. 2006) 

注)境界性パーソナリティ障害のみ生涯有病率 (Grantet al. 2008) 

パニック障害におけるパーソナリティ障害と

うつ病との関係

Langsら (1998)は，パニック障害において

パーソナリティ障害とうつ病の関係を明らかに

した。パーソナリティ障害のないパニック障害

におけるうつ病の頻度は 27.58%. パーソナリ

ティ障害のある群でのうつ病の頻度は 54.5%で，

パーソナ リテ ィ障害があるとうつ病を併存する

割合が有意に高いことを示した。また，逆に，

パーソナリティ障害の割合はパニック障害にう

つ病がない場合は 40.8%で¥ うつ病を伴うと

68.6%に増加した。とりわけ，回避性パーソナ

リテ イ障害は 6.1%から 20.0%に，自己愛性パー

ソナリティ障害は 8.2%から 25.7%に増加した。

Alnaesら(1989)は， うつ病を併存するパニ

ック障害は不安性パーソナリティ障害群(回避

性，依存性，強迫性パーソナリテイ障害) と関

係が深いと報告 した。その後. Ampolliniら

(J 997)はうつ病が合併すると依存性パーソナ

リテ イ障害は 17%が 50%に，境界性パーソナ

リティ 障害は 0%が 9%に増加したと 報告し

さらに，彼らはうつ病を伴うパニ ック障害患者

35名と伴わない患者 42名の人格検査をした

(Ampollini et al. 1999)。その結果，依存性パ

ーソナリティ障害はそれぞれ41.4%と16.7%.

強迫性パーソナリテイ障害は 3.4%と 4.8%.演

技性パーソナリティ障害は 31%と23.8%であり，

依存性パーソナリテイ障害の頻度はう つ病を伴

った患者において 2倍以上高くなった。本邦の

Iketaniら (2002)によれば，パニック 障害患

者が少なくとも一つのパーソナ リテイ|り答を合

併する割合は，現在うつ病を合1jfしている群で

は82.4%. 現在はないが過去にうつ州を令併し

ていた群では 52.4%. うつ病を合併 しない群で

は56.3%であった。うつ病を合1Wした昨ではそ

の他の 2群と比べ，境界性パーソナ リティ 障害，

依存性パーソナリティ 際筈，および強辿性パー

ソナリティ 障害が統計学的不l也:に多くよLられた。

これらの研究結朱を考え作わせると ，パニッ
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ク障害におけるパーソナリテイ障害はうつ病に

発展すると増加し うつ病が軽快すると消槌す

る一群があるものと考えられる。このような所

見は筆者の臨床経験と一致する。また，うつ病

と合併すると，依存性パーソナ リテイ障害が多

くなるということはうつ病を発症したパニック

障害には社交不安障害の併発が多いという別の

研究所見 (Steinet a1. 1990)とも軌をーにす

ると考えられる。

広場恐怖との関係

米国の最近の大がかりな疫学研究では広場恐

怖を伴う パニック障害は広場恐怖を伴わない場

合よりパーソナリテイ障害の頻度が高い(Grant

et a1. 2006) (図1)。同じ疫学研究で，パニッ

ク障害とパーソナリティ障害が合併したとき，

広場恐怖のあるときの方がないときの方よりも

重症度は高いことも示されている (Pulayet al， 

2008)。臨床研究では，パーソナリティ障害が

あると広場恐怖の頻度が高くなる傾向が示され

た (Langset a1. 1998)。また， 広場恐怖のある

パニック障害は広場恐怖のないパニック障害に

比べ強迫性障害が多く，ヒステ リー傾向を示し

やすいという研究もある (Ho妊artet a1. 1994)。

その他の臨床事項との関係

過去 1年間に自殺念慮があったパニック障害

患者では自殺念慮、のなかった患者に比べ C群

とB群パーソナリティ障害を持つ割合が高か

った (Starcevicet a1. 1999)。 とりわけ， c群

パーソナリティ障害はパニック障害の重症度が

関係していた (Starcevicet a1. 1999)。

パニック障害患者の半数は心気症的恐怖症を

持ち，これら患者は病気の治療より原因を求め

る傾向が強く ，回避性，演技性，境界性パーソ

ナ リテ イ障害が多かった (Starcevicet a1. 

1992)。怒り発作を持つ患者は B群と C群パ

ーソナリテイ障害が多い (Gouldet a1. 1996)。

パニック障害のパーソナリティ障害に関するレ

ビューによれば (Mavissakalian，1990)，ノTニ

ック障害で見られるパーソナ リティ障害は，全

般性不安障害，強迫性障害また社会不安障害で
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もみられることから，パニック障害に特異的で

はないといわれている。不安障害にみられるパ

ーソナリティ障害が l軸の重症さと関係してい

ることは明らかであるが，その関係は特異的で

はない。神経質，ストレス，不機嫌な気分，人

間関係の過敏性が，パーソナリティ障害の存在

を予測する因子となっている。

ノTーソナリテイ障害を併発するとパニック障

害の不安， 抑う つ，および広場恐怖はより 重症

となり，早期発症と機能レベルの低下がより著

明である (Ozkan& Altindag， 2005)。さらに，

性的虐待の既往は境界性パーソナリテイ障害に

多く，自殺企図はパラノ イドおよ び境界性パー

ソナリテイ障害で頻繁に見られた。

Gouldら(1996)によれば，パニック障害に

おける怒り発作は社会不安の程度とは関係せず，

抑うっと関係しているという 。さらに，怒り発

作は B群と C群パーソナリテイ障害や自滅的

人格と関係しているといわれている。

パニック障害におけるパーソナリティ障害の
意義

前編で紹介した症例 2(分類不能のパーソナ

リテイ障害)，症例 3(依存性パーソナ リテ イ

障害)でははっきりとした抑う つ状態が認めら

れる時期があった。このことは，パーソナリテ

ィ障害があるとうつ病の併存する頒度が高い

(Langs et a1. 1998)という前掲の研究結果と一

致している。この研究はさらにパーソナリティ

障害があると広場恐怖の併存することが多いこ

とも示している (Langset a1. 1998)。筆者らは，

以前，広場恐怖のあるパニック障害はないパニ

ック障害にくらべ抑うつ傾向が強いことを示し

た (Kaiyaet a1. 1998)。これらの事実から，パ

ニック障害においては抑うつ 一広場恐怖 怒り

発作一パーソナリ テイ障害一抑うっといった関

係が互いに複雑に絡み合っているものと考えら

れる(図 2)。

パニック障害の経過中における
パーソナリティ障害の変遷

パニック障害患者におけるパーソナリテ イ障
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図2 パニック障害における種々病態の相互関係

害がもともと存在していたのか，または病気に

より発展してきたかは発病前の患者を観察する

機会が少ないことから，結論を下すことは困難

である。この問題に対する一つの接近法は，患

者の親族の性格傾向を調べることである。Reich

ら(1991)はパニック障害患者 (71名)，依存

性パーソナリティ障害を持つ人(17名)，および，

健常対照者 (11名)のそれぞれ 158名， 45名，

51名の親族について'性格傾向を調べ，健常対

照者と比べ前二者の親族に依存性性格と回避性

性格の傾向が有意に強く，前二者聞に有意差が

ないことを確認した。前二者にはとりわけ “愛

着と受容の希求"と“自分の欲求をヲI-::Jつ込め他

人にゆずず、る

というはつきりした保証がない限り人間関係を

結ばない"という項目が強かった。このような

病前性格が病気の一部であったり発症の素因に

なることを示唆する研究がある一方，パニック

障害で見られるパーソナリテイ障害は病気の症

状により形成されたことを示唆する研究が3つ

ある。Hoffartら (1997)は， 46名の広場恐怖

を伴うパニック障害患者に 6週間心理療法を行

いその l年後の状態を再検査した。その結果，

破滅思考の減少した患者では回避性および依存

性パーソナリティ障害の程度は低下していた。

また，治療前に依存性パーソナ リテ ィ障害の強

い患者は治療効果が低かった。治療前とその 3

年後に 82名のパニック障害患者について性格

診断質問票を施行した別の研究がある (Noyes

et al， 1991)。治療前のパニック障害患者は対照

精神療法 第40巻第5号

と比べて依存性，回避性，演技性，および妄想

性パーソナリテイ障害を示す得点が高かった。

3年後にはこれらの得点は減少していた。パニ

ック障害を対照から区別する項目は，依存性，

自信欠如，情動不安定，意気消沈を招く批判に

対する過敏性であった。この著者らは，パニッ

ク障害と広場恐怖の症状が非特異的に性格や志

気に影響していると考えた。Iketaniら (2002)

は現在うつ病を合併しているパニ ック障害患者

群ではパーソナリテイ障害の頻度は高いが，過

去にうつ病を合併し現在うつ病のないパニ ック

障害群とうつ病の既往のないパニック障害群で

はパーソナリティ障害の頻度に変わりのないこ

とから，パニ ック障害に合併する一部のパーソ

ナリティ障害は状態依存的なものであると推定

している。パニック障害で見られるパーソナリ

ティ障害は，発病後に出現し病状の安定化と

ともに軽度になることを示唆する上記 3研究が

ある一方，パニック障害に合併するパーソナリ

ティ障害は変化しないことを示す研究もある。

6カ月間症状の安定した寛解状態の広場恐怖の

あるパニック障害患者 12名を念入りにインタ

ービ、ユーした MavissakalianとHamann(1992) 

は，はきはきせず，優柔不断で¥自己批判的，

さらに感情的で、， 葛藤に陥りやすく，他人に批

判されるとすぐ拒絶されたと感じてしまうとい

う回避性性格特質を明らかにした。彼らは，広

場恐怖を伴うパニック障害患者は回避性行動と

高慢な態度をとる性格を永続的に示すとした。

貝谷ら (2001)は，パニック性不安うつ病患者

に病前性格を自己申告させた。その結果， 目立

ったのは外向，凡帳面， 積極的， 社交的，協調

的といった面であった。それが発病してからの

状況を東大式エゴグラムで調査すると葛藤タイ

プが60%に達していた。こうしたことから，病

前はむしろしっかりしていて行動的であった患

者が発病により葛藤型に変化していくと推定さ

れた。高橋(1989)は，病前 ・病後の性格傾向

の違いとして， I責任感が強い ・真面目 ・九帳

面JI勝ち気JI楽天的 ・明朗JI社交的 ・行動

的・ 活発」が減少し， I気にしやすい ・緊張し

やすいJI意志が弱いJI寂しがりやJI依存的」

- 732ー
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図3 ネガティフ変化群の内容 (N= 76) 

が増加したと述べている。

パニック障害患者は自己の性格変化に気づいて

いるか

パニック障害を発病してから性格変化が生じ

たと自認する患者の割合， また変化の内容，変

化すると自認する患者の特性を検討した (員谷，

2002)0 

調査対象:なごやメンタルク リニックを受診

した DSM-Nのパニック障害の診断基準を満た

す患者のうち，初発発作の 日時，状況を詳細に

党えている患者 163名 (平均年齢 33.9:t 8.8歳)

一山性 51名(平均年齢 32.8:t 9.6歳).女性

112名 (平均年齢 34.4:t 8.4歳).平均擢病期

間62.6:t 73.5カ月であった。

調査期間 平成 10年 1月から平成 13年 6月

調査方法:初診時に①東大式エゴグラム， ②

Self-Rating Depression Scale (Zung. 1965) (以

降 SDS) 日本語版 (福田・小林. 1983).③ 

Beck Depression Inventory (Beck et al. 1996) 

(以降 BDI)日本語版 (小嶋 ・古川.2003).④ 

パニ ック障害発病後に性格が変化 したかどうか

(1'1由記述).①パニック 障害になる前の性格

(21'1法).@生活の質の障害程度 (6件法).⑦

I:'J，';床応状. @病歴について調査した。

Meltl学的解析 t検定 x2検定を行った。
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5%水準以上を統計学的有意とした。

結果

性格変化を自認した群は全体の 58.9%. 男性

の54.9%. 女性の 60.7%であった。この割合に

性差はなかった (x 2=0.28. n.s.)。

自認した性格変化をその記述内容から，ポジ

ティブ変化群(13人).ネガティブ変化群 (76

人).症状に関する群 (7人)に分類した。ネガ

ティブ変化群とポジティブ変化群の聞には性差

はなかった (Fisherの直接法 =0.60.n.s.)。ポ

ジテイブ変化群では.r相手を思いやるように

なった (8人)J. r自分のペースで物事を進める

ようになった (5人)Jといった内容であった。

ネガティブ変化群の主な内容は. r消極的J.r神
経質J.r悲観的J.r内向的J.r対人緊張・ 不信J.
「慎重J.r自信喪失J.r暗いJ.r不安J.rイライ

ラしやすいJ.r依存jであった(図 3)。症状に

関する群の内容は. rいつ起こるかわからない

不安がある」という予期不安に関するもの (1

人).r家で閉じこもり寝ているだけJ.rどこに

も一人で行きたくない」という広場恐怖に関す

るもの (5人).r人前に出ると心臓がドキドキ

して話せなくなる(1人)Jであった。

性格変化を自認した群の臨床特性

性格変化を自認した群としない群の聞に，臨
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表 1 性格変化を自認することに寄与する
臨床症状の重回帰分析結果 (N=163)

R (R2) .40 (.16) r F 

SDS 33・・ 27・・
予期不安の頻度 16・ 05n.s 

予期不安の程度 27・・ 17n.s 

回避行動 25・・ 09n.s 

• pく05 .. pく01

床症状，病歴に差が見られるかどうか t検定を

行 った。その結果，初 診時年齢が若く (t

(103.55) =3.23， p<.Ol) ， Ethyl loflazepateの

服薬 量 が多く (t(15l.98) =6.00， p<.Ol) ， 

SDS得点が高く (t(160.00) =4.47， p<.Ol) ， 

BDI得点が高く (t(145.00) =2.77， p<.Ol) ， 

生活の質の障害程度が高く (t(105.95) =2.51， 

p<.05) ，予期不安の頻度は高 く (t(16l.00) 

=2.08， p<.05)，予期不安の程度は高く (t

(149.50) =3.63， p<加)，回避行動が多く (t

(16l.00) =3.30， p<.Ol) ，過去 1年間の男女聞

のストレスが高い (t(145.73) =2.77， p<.Ol) 

特徴がみられた。しかし発病年齢，擢病期間，

過去 1年間の仕事上のストレス，過去 1年間の

家庭上のストレス，過去 1年間の経済上のスト

レス， 家庭別離，家族歴，不登校体験，過度な

恐怖体験，過度な悲観体験，瀕死の体験には有

意差が見られなかった。すなわち，性格変化を

自認した群は，自認しなかった群に比べて，初

診時年齢が若く，男女聞のス トレスが多く，予

期不安が強く，回避行動が多く， Ethyl 

lofiazepateの処方量が高く ， さらに，SDS， 

BDIの得点が高く，さらに，生活の質の障害

程度が強いことが明らかになった。

次にパニック障害患者で性格変化を自認する

患者の臨床特性を総合的に検討するために，性

格変化有りを従属変数として，臨床症状，およ

び病歴をそれぞれ独立変数とし重回帰分析を行

った(表 1，2)。その結果，性格変化を自認す

る患者は症状面では SDS得点が，病歴では男

女聞のストレスがプラスに作用していた。また，

経済上のストレスと瀕死の体験がマイナスに作

精神療 法第40巻第う号

表2 性格変化を自認することに寄与する病歴の重
回帰分析結果 (N=163)

R (R2) .35 (.12) I F 

l年前の仕事上のストレス 01n.s 01n.s 

l年前の家庭上のストレス 02n.s 04n.s 

I年円1)の経済上のストレス -.l2n.s 22・
1年前の男女聞のス トレス 19・ 22・
家庭別離 01n.s 07n.s 

家族歴 04n.s -.09n.s 

不登校体験 06n.s OOn.s 

過度な恐怖体験 14n.s. 16n.s 

過度な悲観体験 07n.s 07n.s 

好き嫌い体験 OOn.s ー01n.s

瀕死の体験 ぺlln.s. ー19・

* p<.05 

用していた。

性格変化の内容と臨床特性

ネガティ ブ変化群とポジティブ変化群の聞に

パニック症状，東大式エゴグラムの性格傾向に

ついて差が見られるか検討するために t検定を

行った。その結果，ポジテイブ変化群では，自

由な子どもの自我状態 (FreeChild)が高く (t

(77.00) =2.92， p<.Ol) ，順応した子ども (Adapt

ed Child)の自我状態が低い (t(77.00) =2.30， 

p<.Ol)ことが明らかになった。しかし初診時

年齢，発病年齢，擢病期間，生活の質の障害程

度 Ethyllofiazepateの服薬量 SDS，BDI，東

大式エゴグラムにおける批判的な親の自我状態

(Critical Parent)，養育的な親の自我状態 (Nur

turing Parent)，大人の自我状態 (Adult)に有

意差は見られなかった。また病前性格について

ネガティブ変化群とポジティブ変化群の聞に差

が見られるかを検討するために x2検定を行っ

た。その結果，ポジテイブ変化群の病前性格は

空想的が多く (9人)，現実的な性格は少ない

cl人)ことが明らかになった (Fisherの直接法

=0.048， p<.05)。

考察

約 6割の患者がパニック障害発病後に自分の

性格が変化したと自認していた。そして，大部
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分の患者が (85.4%)が好ましくない方向への

性格変化だと考えていた。性格変化を自認する

患者は発病年齢が若く ，恐怖性回避が強く ，抑

うつ症状が強かった。また，抗不安薬の処方量

が多く，より重症であると考えることができる。

重回帰分析で性格変化があることに寄与する因

子として SDS得点が高いことが明らかになっ

た。この結果は，“自己の性格が変化した"と

自認するのは抑うつ気分が根底にあるからだと

いう考え方もできる。しかしパーソナリティ

障害を客観的に評価した研究は，“うつ病合併

例にパーソナリティ障害が多い"または，“パ

ーソナリティ障害を合併する群では抑うつが強

い"とする結果を提出しているので，抑うっと

性格変化は同じ次元で考えた方が適切で、あると

いう結論になる。本研究で得られた重回帰分析

のもう一つの結果は，一考の価値がある。性格

変化の自認には経済上のストレスが負の貢献を

しているということは，性格変化の自認は経済

的に恵まれている人に多いと推定することが可

能である。また，瀕死の体験は幼少期から恐怖

感を持ちやすい患者に多いので，性格変化を自

認するパニック障害患者に瀕死の体験が少ない

ということは， 性格変化を 自認する患者は恐怖

症圏よりもう つ病圏の人が多いとする解釈が可

能となる。

まとめ

文献的展望からパニック障害では明らかにパ

ーソナリテイ障害が多い。報告されているパー

ソナリテ ィ障害の型は，依存性， 回避性， 自己

愛性，境界性が多い。このようなパニック障害

忠者における性格または持続的行動変化の成因

に関 し2つの可能性が考えられる。第 Iに，パ

ニック障害には一定の病前性格があるという仮

説である。 この考え方を支持する研究は，パニ

ック障害の親族を調査して依存性性格と回避性

十1:絡の傾向が強いことを明らかにしパニック

附符患者は病前からこのような性格傾向を持つ

人が多いことを推定している (Reich.1991)。

た パニック障害に見られる回避性性格特性

は州;1犬が同復しで も不変で、あるとする研究があ

ゐ (Mavissakalian& Hamann. 1992)。第2に

87 

パニック障害の発症により性格が変化するとす

る仮説である。パニック障害の発症前と発症後

の性格を直接検討した研究は見つからない。パ

ニック障害の発症後に見られた人格変化がその

後に軽くなったことを示す研究があった。すな

わち. 6週間の心理療法の 1年後に破滅思考の

減少した患者では回避性および、依存性パーソナ

リテイ障害の程度が低下したというもの

(Hoffart et al. 1997). および，治療前と治療 3

年後と比べると依存性，回避性，演技性，およ

び、妄想性パーソナリテイ障害を示す得点が低下

したという研究 (Noyeset al. 1991)があった。

また，現在うつ病を持つ患者群とうつ病の既往

があるが現在は うつ病を持たない患者群とを比

較すると現在うつ病を持つ患者群で、はパーソナ

リテイ障害の頻度が高く，パーソナリティ障害

が状態依存性で変化しうることを示唆する研究

があった(Iketaniet al. 2002)。

筆者らの研究は， 自分の性格が発病により変

化したと考える患者が6割近くいることを示し

た。性格変化として自認されたものは，好まし

い内容を述べる患者は少なく. I相手を思いや

るようになったJ.I自分のペースで物事を進め

るようになった」などがあり， 他方，好ましく

ない内容を訴える患者は多く. I消極的J.I悲
観的J.I内向的J.I神経質J.I自信喪失J.I暗
いJ.I慎重J.I非社交的J.I依存Jなどであっ

た。このような患者自身が自己の性格の変化と

して捉える内容と筆者が観察した性格変化の

内容一一 「感情移入過多J.I自他の境界不明

瞭J.I直|育的J. I自己中心的J.I短絡的J.I過
敏性/感受性尤進J.I怒り発作J.I依存性j

ーーには大きな差異が認められるのは当然であ

ろう 。いずれにしろ，主観的にも客観的にもパ

ニック障害の発病により性格が変化していく可

能性は高いと考えられる。さらに，筆者はこれ

らの性格変化は，抑うつを中心にして，広場恐

怖，怒り発作と相互的な関係がある と考えた

(図 2)。筆者が観察した上記の行動変化は，パ

ニック障害発症の前提となっている， またはパ

ニック発作の結果生じたと考えられる，前頭葉

の機能低下，とりわけ前頭葉眼寓面症候群一脱
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抑制 ーと関係が深いと筆者は推論した。これら

の性格の変化が可逆性かどうかが問題になると

ころである。筆者の印象では，極端な行動変化

は経過とともに姿を消すが，多くの場合，基本

的な性格変化に関して先鋭さは失われるがいろ

いろな場面で長期にわたり観察される。
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