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はじめに

今回は拒絶過敏性が不安・抑うつ発作とうつ

病にどのように関係しているのかについて述べ

る。

拒絶過敏性は,DSM-5に おける気分障害の

中で特定な病型として扱われる非定型病像の中

に記載されている症状である (APA,2013)。

拒絶過敏性は一般には比較的耳新しい症状であ

る。拒絶過敏性の本来の意味は拒絶に対する過

敏性である。 しか し,DSM― IVお よびDSM―

IV―TRでは,“長期にわたり対人関係の拒絶を

起こす敏感さで,著 しい社会的または職業的障

害を引き起こしている"と 異なって訳されてい

た (高橋・他,1995,2002)。 拒絶過敏性を現

代精神医学で初めて提唱したコロンビア大学グ

ループが作成した「非定型うつ病スケール質問

票」(Stewart et al,1993)の 記載では,成人に

なってから健康な時期 2年間について人間関係

における過敏性一拒絶や批判への感情的過反応,

とされている。DSMの I軸診断において病前

性格が記載されているのは非定型うつ病だけで

ある。このことは非定型うつ病の概念を不明瞭

にしている一因であろう。

I「拒絶過敏性」という用語の由来

1969年 Kleinと Daviesは ,非定型うつ病が
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DSM診断基準に収載される基 となる報告をし

た。当時頻繁に使用されていた抗うつ薬モノア

ミン酸化酵素阻害薬 (MAOI)に 良好な反応を

する病像を彼らは,拒絶過敏性類ヒステリー不

機 嫌 症  (rejection― sensitive hysteroid dyspho―

ria)と 呼んた。彼らの患者の多 くは若い女性で
,

恋愛関係がうまくいっているときには多幸的で

あるが (ovOr―idealized romance), しかし自分

の愛情が批判・拒絶されたと感じると激しく打

ちのめされてしまう (emOtional instability)。

その絶望の深さはヒステリーを思わせるもので

あり,典型例では過食や過眠を伴うことが多い。

この恋愛が拒絶された状態でも,新 しい恋人が

できると即座に明るくなる。この気分の上下は

ジェットコースターのようだと表現された。す

なわち,気分反応性が強調された。この状態で

重要なことは,プライドを傷つけるような些末

な言葉に対して非常に過敏で激しく反応するこ

とである。たとえば,筆者の若い女性患者は
,

デー トで彼から “今日はきれいにお化粧をして

るね",と 言われた瞬問,み だらな女と非難さ

れたと独 り決めして,即座に帰ってしまった。

この拒絶過敏性類ヒステリー不機嫌症はDSM―

Ⅳ に上梓された非定型うつ病の原型となって

いる。英国で報告された非定型うつ病 (West

&Dally,1959)も 拒絶過敏性類ヒステリー性不

機嫌症 もMAOIが著効することは共通 してい

る (後 述 )。 ただ し,Westら (1959)は 非定

型うつ病の精神症状を,“彼らは不安げで過剰
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反応を示 し,ヒ ステリーが第一次診断で,う つ

は二次診断となった"と 述べるにとどまり拒絶

過敏性についての明らかな言及はない。むしろ
,

恐怖症の併発を強調している。

Kleinが初めて精神科医となった頃の米国の

精神医学界は精神分析全盛時代であった。

Kleinは ,それゆえ,こ の「拒絶過敏性」とい

う言葉を精神分析で使用されている語彙からと

った もの と推定 される。心理学で “painful

sensitivity to any rejection or rebur" といぅ言

葉を使用 したのは Horneyで ある。Horneyは

ゲッチングン大学に学びベルリン大学医学部を

卒業し医師となり米国に渡り精神分析学を修め

た。彼女はフロイドの学説に一部異議を唱えた

ネオフロイデアンである。Horney(1937)は

病的な人間関係には遺棄,虐待,侮辱,裏切 り

に関係した「基礎不安」がその根底にあると考

えた。彼女は,こ の基礎不安が拒絶または好意

的な申し入れに対する謝絶に際しての苦痛感の

根幹になっていると考えた。その拒絶された内

容は,た とえば,約束の変更,待たされる,即
座に返答がもらえない,と いったまったく些細

なことである。幼児期に拒絶されることが多い

と,後年になってから人間関係が円滑に進まな

いというBowlby(1969)の 愛着理論はよく吟

味されたものである。彼は小児期に形成された

他人との関係が将来の人間関係に影響を及ぼす

と考えた:その子どもにとって重要な人 (養育

者)が自分の要求を満足させてくれるか拒絶す

るかといった期待が重要なポイントとなる。こ

の期待は養育者が幼児期の要求を満たすことか

ら生まれる信頼関係から生ずる。養育者が子ど

もの要求を常に気を利かせて満たせば,子 ども

は他の人は自分を受け入れ支持するものと期待

した安全感が発達する。反対に拒絶されれば
,

他人が自分を支持し受容してくれるかどうかに

疑間を持ち不安になる非安全行動モデルが出来

上がる。この非安全行動モデルが後年の人間関

係における不信感や両価的思考発展の基になる。

Ⅱ 拒絶過敏性の測定

先年,筆者が非定型うつ病のシンポジウムを

精 神 療 法 第41巻第6号

開催 した時に招聘 した Parkerら は人間関係敏

感性尺度 (Interpersonal Sensitivity Measure

一IPSM)を 作成している。彼らは人間関係敏

感性を「他者の行動や感情に対する過度の意識

と過敏さ」と定義し,人間関係敏感性が高いと
,

対人関係の事のみで頭がいっぱいになり,他者

の行動のみを気にかけるようになり,批判や拒

絶に,ま たはそのような恐れの人間関係に過度

に敏感となる。それゆえ,他者から批判・拒否

されることを常に避け,他者優先の行動をとる

ようになる。このようなことから人間関係敏感

性尺度は拒絶過敏性を測定すると考えることが

できる (Boyce&Parker,1989)。 この尺度は
,

対人意識性 (interpersonal awareness),同 意

欲求 (need for approval),分 離不安 (separa_

tion anxiё ty),自 我脆弱性 (fragile inner― self),

臆病さ (timidity)の 5因子からなっている。

IPSMを 使用 した臨床研究がいくつかあるの

で紹介する。75人の寛解中のうつ病患者で調

査すると,非メランコリー性・非内因性うつ病

で IPSMの臆病さがとりわけ高かった (BoyCe

et al,1990)。 69人の寛解 しているうつ病患者

での IPSM得点はメランコリー性うつ病や対照

よりも非メランコリー性うつ病だけで高かった

(Boyce et al,1993)。 140名 の非うつ病性初産

婦にお産の前にIPSMの測定をしてその後のう

つ病発症を調査すると,IPSM高得点の人では

高 くない人に比べうつ病の発症危険度は 10倍

高かった。うつ病の既往のある人を除いてもこ

の傾向は変わらなかった。IPSM高得点はうつ

病の初発にも再発にも危険度を増 した (Boyce

et al,1991)。 日本からの研究は,非メランコリ

ー性うつ病はIPSM総合得点が高く,と りわけ

自我脆弱因子が高いと報告 している (Sato et

al,2001)。 非定型うつ病ではIPSMの 中の 3要

素一―対人意識性,分離不安,臆病さ一一が高

かった (Luty et al,2002)。

筆者らのグループは Interpersonal Sensitivi―

ty Measure一 IPSMの 日本版 」―IPSMを 作成

した。これは「関係破綻の不安」「他者を傷つ

ける不安による非主張性」「批判されることヘ

の懸念」「社会的自己像と真の自己像の不一致」
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表 1 対人関係尺度 (貝 谷久宣,平成 20年 2月 16日 )

2015年 12月

①劣等感 sense of inferiority

自分は劣等感が強いと思う

他人の能力をうらやましく感じる

自分の子どもは自分に似てほしくない

多くの面で自分は役に立たない人間と思う

自分は気が利かない人間と思う

②恥辱感 humilliation

人の顔色を見る

他人からの評価が気になる

人に笑いものにされることを恐れる

自分が相手にどんな印象を与えているか意識する

自分の弱みが相手に知れることを恐れる

③迎合・屈従的態度 opportunism/obedience

相手の顔色を見て行動する

相手に申し訳ないと思うことがよくある

相手によく見せようと頑張りすぎる

思ったことをなかなか言えない

相手の気持ちを思いやり先回りした行動をとる

④人間関係過敏性 interpersona1/hypersensitivity

人から見放されている感じがする

人の言動に傷つきやすい

人から理解されていないと思う

人から同情が得られないと思う

人から好かれていないと思う

⑤自閉aulsm
友人が欲しいと思わない

人と話しても楽しくない

人には親しみが持てない

人にどう思われているか気にしない

孤立した行動が多い

⑥妄想delu5on

悪口を言われている感じがする

罠が仕組まれている感じがする

人におとしいれられる感じがする

誰かに調べられている感じがする

ねらわれて被害に遭う恐れを持つ

「他者評価追従」の5因子,27項 目から構成さ

れている (巣山・他,2014a)。 この尺度を使用

して社交不安症に続発したうつ病を検討すると

「社会的自己像と真の自己像の不一致」と「他

者評価追従」がうつ病群で高かった (巣山・他,

2014b)。

人間関係敏感性尺度は病前性格を測定する尺

度であるが,前述したように非定型うつ病の一

徴候として拒絶過敏性を詳しく定義し,評価す

るスケールを筆者らは使用している (貝谷・他 ,

2008)。 また,筆者は拒絶過敏性が病前性格の

意味合いもあるが,しかし,症状としての意義

もあると考える。それは,患者自身がうつ状態

が激しいときの自分の拒絶過敏性を評価し,う

つ病になる以前には拒絶過敏性がこれ程は激し

くなかった, と述べることがあるからである。

Davidsonら (1989)は , 症状評価尺度 SCL-90

の Interpersonal Sensit市 ity項 目から抜粋 した
,

「他人からの批判を感じる」「本目手に傷つけられ

る感じがする」「理解されていないか思いやり

がないと感ずる」「非友好的な感じ」「他人より

劣っていると感じる」「異性がいると恥ずかし

くて不安」の6項 目を抜粋した質問票を使い
,

人間関係敏感性を174人の外来うつ病患者で測

定した。得点の上位 1/3の患者では,早期発

症,慢性化,ハ ミルトンうつ病尺度高得点,重

症,罪悪感が高い,自殺の危険性大,社会的障

害が強い,制止症状高度,離人症,パ ラノイア

が多い,認知機能低下,非定型うつ病が多い
,

モノアミン酸化酵素阻害薬 (MAOI)反応がよ

いという特徴があった。

筆者らはSCL-90(Derogatis et al,1973)を

参考にして表 1の如 く対人関係尺度を作成した。

この尺度は,社交不安症の基底をなす「劣等

感」,劣等感に生じる「恥辱感」,他人に自己の

劣等を感じさせず,嫌われないための態度「迎

合・屈従的態度」,そ れに伴い周囲の者の自分

に対する感情や態度を懐疑する「人間関係過敏

性」,相手との関係が失敗 したと考えて引きこ

もる「自閉」,ま たは周囲に対 して被害的とな

る「妄想」の 6項 目からなり,各項目はそれぞ

れ 5つ の質問を有する。測定は5件法である。

筆者らは,こ の 5年間この尺度を使用し,臨床

診断に極めて有用な資料を得たので,現在,標

準化の準備をしている。図 1の如 く5つ のパタ

ーンが臨床診断に対応する。

Ⅲ 拒絶過敏性の精神薬理学

モノアミン酸化酵素阻害薬 (MAOI)は回避

性パーソナリテイ障害 (Deltito&St狙 ,1989),

社交不安症 (Heimberg et J,1998),パ ニツク

症 (Sheehan et J,1980)に奏効する。Davidson

一- 905 -―
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社交不安症 (SAD)

精 神 療 法 第41巻第6号

30

25

20

15

10

5

0

30

25

20

15

10

5

0

30

25

20

15

10

5

0
亡女
相
心

白
閉

人
間
関
係

過
敏
性

迎
合

・

屈
従
的
態
度

恥
辱
感

劣
等
感

妄
想

白
閉

迎
合

・

屈
従
的
態
度

恥
辱
感

劣
等
感

妄
想

白
閉

人
間
関
係

過
敏
性

迎
合

。

屈
従
的
態
度

恥
辱
感

劣
等
感

過 人
敏 間
性 関

係

30

25

20

15

10

5

0

ら (1989)は MAOIのうつ病治療効果は対人過

敏性が強いほど高いという事実を報告した (図

2)。 前述したように,Klein&Davis(1969)の

拒絶過敏性類ヒステリー不機嫌症はMAOIに よ

く反応する (Liebowitz&Klein,1979)。 また
,

MAOIはパニック発作がある非定型うつ病によ

りよく反応すると言われている (Liebowitz et

J,1988)。 このような文脈から,MAOIは拒絶

過敏性に対する効果を根底に持ち,回避性パー

ソナリテイ障害―社交不安症一非定型うつ病,

または広場恐怖を伴うパニッタ症を含む不安・

抑うつ症候群に対して効果をもつものと考える

ことができる。

Ⅳ 拒絶過敏性の精神病理学

1.拒絶過敏性の非定型うつ病における意義

図3は種々な気分障害における拒絶過敏性の

出現頻度と非定型うつ病の割合を示す(Postemak

&Zimmerman,2002a)。 大部分の障害で拒絶過

敏性の出現頻度にほぼ相応して非定型病像が出

現している。拒絶過敏性の出現頻度はパーソナ

屈 迎 過 人
従合 敏 間
的 ・ 性 関
態   係
度

各臨床診断に対応する人間関係尺度のパターン

Low Ⅳ[edium      High
Interpersonal Sensitivity Severity

図 2 うつ病へのモノアミン酸化酵素阻害薬の効果

と人間関係敏感性 (Davidson et al,1989)

縦軸 治療後ハミル トンうつ病尺度評価点

横軸 対人関係過敏性 低い 中程度 高い
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単極性うつ病 (π
≡536)

双極性うつ病 (π =43)

気分変調性障害 (π =41)

分類不能のうつ病 (κ =89)

適応障害 (抑 うつ型)(%=32)

大うつ病エピソード (%=519)

リテイ障害 を伴 ううつ病で最 も高かった

(68.0%)。 この研究ではパーソナリテイ障害を

併発していたのは 166/530人 (31.3%)で ,そ

の中では回避性パーソナリテイ障害が77名

(46.4%)で最も多かった。パーソナリテイ障

害を伴ううつ病で拒絶過敏1生が最も多いのは回

避性パーソナリテイ障害の併発が大いに寄与し

ているのであろう。拒絶過敏性の出現頻度が次

に多いのは双極性うつ病で (58.1%,I型 ,Ⅱ

型を含む)で 3番 目には不安症を伴ううつ病で

あった (53.7%)(図 3)。 双極性うつ病になぜ

拒絶過敏性が多いかという問題に一つ解決点を

示す事実がある。それは双極性うつ病では何ら

かの不安症の併発度は93%で あり,と りわけ

社交不安症の併発が高い (47.1%)か らと考え

られる (Kessler et al,1999)。

非定型うつ病の診断基準では,4つ の症状

―一過食,過眠,鉛様麻痺,拒絶過敏性一一の

うち2つ を必要とする。しかし,い くつかの研

究は拒絶過敏性が非定型うつ病症状のうち最も

重要であることを示唆 している。Alpertら

(1997)は 243名 のうつ病を調査し,社会不安

症,回避性パーソナリテイ障害,お よび両者の

併存 例 の comorbidityは そ れ ぞ れ26.7%,

躊 拒絶過敏性

鯰 非定型病像

□ 非定型病像

確診

疑診

28.4%お よび 17.3%で あることを示 し,両者の

併存例での非定型うつ病の割合は57.8%で 最も

高く,こ れら3つ の障害に共通する “拒絶に対

する過敏性"が主要な病態生理であると考えら

れた。最近の研究でも社交不安症が併存するう

つ病では高頻度 (77.1%)に非定型病像を呈す

ると幸及告されている (Koyunchu et al,2015)。

うつ病患者に SCL…90 1nterpersonal Sensitivity

とMCMHI Avoidant scalesが 施行され,非定

型うつ病では高い人間関係過敏を認め,こ れが

非定型うつ病の基本症状であると考えられた

(Derecho et al,1996)。

Posternakと Zimmerman(2002b)の研究で

は,579名 の大うつ病障害の中にDSM―IV診断

基準を充たす非定型うつ病は130名 (22.5%)

見つかった。非定型うつ病の副症状の4症状間

には相関関係が認められた。すなわち,過食と

過眠 (γ =0.09;ク =0.03),過 食と鉛様麻痺 (γ

=0。 10;夕 =0.02),鉛様麻痺と拒絶過敏性 (π

=0.09;夕 =0.03)で有意な相関関係があった。

彼らは非定型うつ病と非定型うつ病以外のうつ

病のcomorbidityを 比較し,非定型うつ病に有

意に多いのは広場恐怖を伴うパニック症 0=
0.003),社 交不安症 0=0.001),身体醜形恐

不安症を伴わないうつ病 (π =229)

不安症を伴ううつ病 (%=350)

パーソナリテイ障害を伴わないうつ病 (π =162)

パーソナリテイ障害を伴ううつ病 (κ =100)

o                50                100(%)

図 3 気分障害における拒絶過敏性の出現頻度 と非定型 うつ病の害」合 (Posternak&Zimmerman,2002)
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怖 0=0.002)であることを示し,非定型うつ

病には恐怖症が大きな意義を持つとした。また
,

パーソナリテイ障害のcomorbidityで は拒絶過

敏性と関係が深い回避性パーソナリテイ障害 0
=0.001)が最も多かった。このような事実か

ら彼 らは非定型うつ病ではphobic_hypercon¨

scious elementが 最も重要であると考えた。彼

らはこの phObic―hyperconscious elёmentを 確

定するための統計学的分析を進め,非定型うつ

病の診断に最も重要な症状は拒絶過敏性である

ことを導き出した。Parkerら (2002)も 160

名の大うつ病を気分反応性の有無で2群に分け,

非定型うつ病の4副症状の頻度を調べたが,有
意差はなかった。分析をさらに進めると拒絶過

敏性が非定型うつ病のプライマリーな症状とし

て浮かび上がり,パニック症と社交不安症の併

発も非定型うつ病の診断には大きな意義がある

と考えた。そして,拒絶過敏性と鉛様麻痺が不

安と結びつき,気分反応性は抑うつ気分と関連

し,体重増加と過眠は不安にも抑うつ気分のど

ちらにも連関していなかった。彼らは拒絶過敏

性と不安を非定型うつ病の中軸症状として捉え,

パニック症と社交不安症の comorbidityの重要

性を指摘した。

本連載第7回 でパニック性不安 うつ病の

28.1%が 非定型うつ病確診 (関 連症状 2つ以

上)で 62.5%は 非定型うつ病疑診 (関連症状 1

つ)であることを述べた。その時のデーターを

再確認すると非定型うつ病確診例では過食 ;

54.5%,過 眠 ;36.4%,鉛 様麻痺 ;54.5%,そ

して拒絶過敏性が 81.8%と 最 も高かった。

Parkerら (2002)も 非定型うつ病にパニック

症が併発すると拒絶過敏性の出現頻度が高くな

ることを示している (図 4)。

以上の結果をまとめると,非定型うつ病の中

軸症状は拒絶過敏性であり,恐怖症 (広場恐怖

を伴うパニック症や社交不安症)の併発がその

バックボーンになっていることが多いと考えら

れる。

精 神 療 法 第41巻第6号

体重増加

過眠

鉛様麻痺

拒絶過敏性

気分反応性

ううつ病

わないうつ病

0       50       100(%)

図 4 パニック症の併発が非定型 うつ病の症状に及

ぼす影響 (Parker et al,2002)

2.非定型うつ病と心的外傷後ス トレス障害

(PttSD)

最近,非定型うつ病はそれ以外のうつ病と比

べて トラウマが多いかというテーマについて研

究がなされている (Withers et al,2013)。 うつ

病発症前にトラウマがあったのは非定型うつ病

では23/84(27.4%)で あ り,非定型うつ病以

外のうつ病では26/180(14.4%'と 。非定型う

つ病の発症前はそれ以外のうつ病に比ベ トラウ

マが有意に多かった。また,非定型うつ病症状

のうちトラウマの存在と続計学的有意に関係の

あったのは罹病期間 (P<0.028)で 。有意の

傾向で関係のあったのは体重増加/食欲充進

(P<0.055)と 拒絶過敏性 (ク <0.072)で あったこ

筆者らは臨床経験から「非定型うつ病におけ

るPTSD症状」を不安障害学会で発表した 1野

口・他,2010,2013)。 その要約を述べると筆

者らの経験 した 14例の非定型うつ病において。

PTSDの DSM―IV―TR診断基準 Aが規定する

ほどではないが,本人にとって精神的負担の著

しく激しい トラウマがあり,B以下の診断基準

を充たした非定型うつ病患者は80%であった3

その後,さ らに症例を増やして検討すると,不
安・抑 うつ発作の頻度は22/26(85%)で

,

PTSD評価尺度 IES―R(Impact of Event Scale―

Re宙sed)25点以上は 19/22(86%)で あった。

このように非定型うつ病はPTSD的 要素を

きわめて多 く含んでいることが明らかになった。

すなわち,拒絶過敏性が,客観的にはさほど激

烈ではない トラウマで PTSD症状を引き起こ

していると考えることができる。いわば,拒絶

パニック症を伴

(η =46)

パニック症を伴

(″ =110)
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過敏性は小さな対人ス トレスもPTSD並 みの

トラウマに増幅してしまうと考えられる。

3.拒絶過敏性と不安・抑うつ発作の関係

筆者らは不安症と気分障害の外来患者 154名

(M/F=39/115)に ついて不安・抑うつ発作の

有無,J―IPSM,State―Trait Anxiёty lnventory,

対人ストレスイベント尺度で調査した。得られ

たデーターを基にして,不安・抑うつ発作を目

的変数として回帰的ロジステック分析を行った。

その結果,統計学的有意に不安・抑うつ発作に

寄与する変数は J―IPSM項 目の「関係破綻の不

安」と「他者評価追従」,お よび特性不安であ

った。この結果は,物事を判断する基準が自己

になく,他者に拒絶されないために他者がどう

思うかを考え優先する態度や,相手に拒絶され

ることを懸念する傾向が著明で不安が高い者に

不安・抑うつ発作が生じていると考えられた。

同じ学会でさらに筆者らは「不安・抑うつ発

作を伴う社交不安症の特徴」を報告した。対象

は社交不安症で,不安・抑うつ発作有群23名

(30.0± 6.6歳),無群22名 (37.9± 16。1)で あ

った。リーボビッツ社交不安症尺度,ベ ックう

つ病尺度,」―IPSM,Interpersonal Stress Event

ScJe(ISE:橋 本,1997)はすべて不安・抑う

つ発作有群で無群と比べ統計学的有意に高かっ

た (表 2)。 次に,各変数を独立変数,不安・

抑うつ発作有無を従属変数とする判別分析を行

った結果 Wilksの ラムダにおいて0.05%水 準で

統計的有意性があり,全体で 68.6%と 高い判別

的中率が得られた。グループ重心値および標準

化判別係数から不安 e抑 うつ発作有群に影響を

及ぼしていた変数は」―IPSMの総合得点と対人

ストレス価であった。つまり社交不安症患者の

うち拒絶過敏性と対人ストレスの強さが不安・

抑うつ発作発症に有意な影響を与えていること

が示された (図 5)。

ここまで不安症や気分障害の患者における不

安・抑うつ発作について述べてきたが,臨床場

面ではなく545名の大学生において不安・抑う

つ発作の有無と不安・抑うつ発作がある人の特

徴を調べた (川副・他,2011)。 不安・抑うつ

121

発作の頻度は男子学生で 11%,女子学生で

27%で あつた。不安・抑うつ発作のある人は

な い 人 に 比 べ 日本 版 Rathus assertiveness

scheduleに よるアサーテイブネスは低得点で
,

前述の対人関係尺度においては「恥辱感」「迎

合・屈従的態度」,お よび「人間関係過敏性」

得点が有意に高かった。また,不安うつ病尺度

(巣山 0他,2013)も 高得点であった。このよ

うなことから,不安・抑うつ発作は一般人にも

認められ,社交不安のある対人過敏性の高い人

に多く,こ のような人は不安・抑うつが認めら

れることが明らかになった。

4.拒絶過敏性と自己愛性パーソナリテイ障害

これまでは拒絶過敏性はおもに社交不安症や

広場恐怖を伴うパニック症といつた恐怖症との

関係を重視しながら論じてきた。実施臨床では

しかし,恐怖症のない人に非定型うつ病の診断

もなされるし,そのような患者に拒絶過敏性が

観察されることもある。このような患者は自己

愛性パーソナリテイ障害またはその傾向のある

人が一部存在すると筆者は考える。

Gabbard(2005)は ,自 己愛性パーソナリテ

イ障害の2つ の異なるタイプを示し,多 くの症

例はこれらを両極として連続体上にあるという。

一方のタイプは,他者の反応に鈍感で自己中心

的,攻撃的な特徴をもつ「無自覚型 (obl市 ious

type)」 ,他方のタイプは,他者の評価に敏感で
,

内気で傷つきやすい特徴を持つ「過敏型 (hy―

pervigilant type)」 である (表 3)。 拒絶過敏性

を示す人はもちろん後者の過敏型の傾向の強い

人であると考えられる。

おわりに

拒絶過敏性は比較的なじみの薄い用語である

が,実は不安・抑うつ疾患においては極めて重

要な概念である。そして不安うつ病や非定型う

つ病の中軸症状である不安・抑うつ発作の基盤

となっている。広場恐怖を伴うパニック症や社

交不安症などの恐怖症や自己愛性パーソナリテ

イ障害過敏型傾向の人が人間関係におけるスト

レスを受けると拒絶過敏性を充進させ,そのス
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表 2 DAP有 無における LSASおよび BDIの各尺度得点の平均値の比較

LSAS
DAP無
Ⅳ =20

DAP有
Ar=22        ′

SD
Hcgesを

恐怖

回避

恐怖合計  33.50
行為状況  17.50
社交状況  16.00
回避合計  28.90
行為状況  14.45
社交状況  14.45

合計  62.40

1775

972
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2088

10.92

1070

37.60

45.41

23.27
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関係破綻の不安

他者を傷つけることへの不安による非主張性

批判されることへの懸念

社会的自己と真の自己像の不一致

他者評価追従

合計

18.53

16.53

12.12

9.47

16.47

7312

3.43

2.83

344

3.20

4.94

1356

21.96

18.26

15.13

12.26

21.65

89.26

187

309

1.49

2.93
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+
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3.78・
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4.28・
ネ

130
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1.20
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1.21

1.37
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ISE Hcgesを

SDSD

ス トレス頻度
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摩耗  12.39

頻度合計  48.17

6.11

7.30

4.38

15.04

19.95

27.27

15.64

62.86

6.08

6.56

4.79

14.91

2.87**

2.68*

2.22・

3.09**
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0.85

070
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ストレス価 Ⅳ =18

葛藤  16.33
劣等  20.67
摩耗  1178
合計  48.78

739

6.89

3.99

15。 12

2443

2770

1561

67.74

7.29
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4.54

15.95
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323+*
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重心の関数 DAP有 =.55

DAP無 =一 .86

1.04
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0.00

-0.50

-1.00

0.57

-0.22    -0.49

図 5 不安・抑うつ発作の有無を従属変数とする

判別分析

・
夕 <.05,‐ 夕 <.01

表 3 自己愛性パーソナリティ障害の 2型
Gabbard (2005)

丁he Oblivious Narcissist    tthe Hypervigilant

無自党型      Narcissist過敏型
対
人
ス
ト
レ
ッ
サ
ー

（頻
度
）

Ｓ
Ａ
Ｄ
症
状
尺
度

標
準
化
判
別
係
数

対
人
ス
ト
レ
ッ
サ
ー

安

ト
レ
ス
値
）

拒
絶
過
敏
性
尺
度

①他の人々の反応に鈍感
②尊大で攻撃的である
③自分のことに無我夢中
④注目の的となりたがる
⑤話すばかりで聞かない

⑥他人に傷つけられたと
いう感情を持ちにくい

①他の人々の反応に過敏

②抑制的で,シ ャイで
,

控え日でさえある

③自己よりも他人に注意
を向ける

④注目の的になることを

避ける

⑤軽蔑や批判の事実がな
いか注意深く,他人に

耳を傾ける

⑥容易に傷つきやすく,

侮辱や屈辱の感情を持
ちやすい

-910-

Ar=23
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恐怖症

AG0 0SAD

6 拒絶過敏性,不安・

FB:フ ラッシユバツク
,

トレス源をトラウマとして発展させる。それに

より不安・抑うつ発作が生じPTSD症状に類

似した非定型うつ病症状を呈していくことにな

る (図 6)。 このように拒絶過敏性は不安うつ

病や非定型うつ病の中軸症状である不安・抑う

つ発作の発症基盤としての意義が強い。
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