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　私は本年度末をもって名古屋大学を定年退職い

たします。それで，型通りではありますが，関係

の皆様にご挨拶をさせていただきます。

　私が名古屋大学の医学部に合格し，名古屋に下

宿生活を始めたのが，1969年4月でした。それか

ら既に45年に近い年月がたったことになります。

それが非常に長い時間であるということは，意識

的には，分かっているのですが，それがほとんど

昨日のことのように思われるのも事実です。

　それでは，私の人生は自分自身から見てどのよ

うなものであったかを少し述べてみたいと思いま

す。

私の卒業後の人生

　私は大学を卒業後，何とか無事に医師国家試験

に受かり，駆け出しの医者として仕事を始めま

した。卒業の時点で，自分としてはともかくも精

神科に行こうと考えていましたので，当時新進気

鋭の精神科の教授であった笠原嘉先生のところに

相談に行きました。笠原先生は初期研修の場とし

て，当時の国立名古屋病院の神経内科を勧められ

ました。その勧めに従い，私は国立名古屋病院の

神経内科と小児科で研修を行いました。笠原先生

はかつては一つのものとして扱われた精神医学と

神経学の両方に開かれた精神科医を養成しようと

考えられたのかもしれませんが，私の神経内科で

の研修はあまり実り多いものであったとは思いま

せん。私の指導医があまりにも臨床に関心を持っ

ていないように見えたからです。そして，国立名

古屋病院での研修を終える前，2か月間，小児科

で研修をさせてもらいました。小児科の研修をわ

ずか2か月間ではありますが，させてもらったと

いうことはこの時点で私の中に児童精神医学を専

攻しようという気持ちがどこかにあったのではな

いかと思っています。もちろんこうした気持ちに

当時でさえ全く無自覚であったとは，言えないよ

うに思います。しかし，児童精神医学を専攻する

ための準備としてもこの小児科研修はあまりにも

中途半端なものであったように思います。

　そして約1年2カ月の研修を終えて，初めて精

神科医を目指して，名古屋大学医学部の精神医学

教室で，精神科医としてのトレーニングを受ける

ことになりました。

　名古屋大学精神医学教室の初期トレーニングは

前期後期の2年ずつに分かれており，そのうち前

半2年を大学で，後半2年を市中の精神科病院で

勤務することになっていました。この4年間の精

神科医としての研修は比較的受持ち患者さんの数

も少なく負担の軽いものでした。

　名古屋大学精神科には，我々が在籍した当時，

脳波グループ，神経病理グループ，精神療法グルー

プ，精神病理グループ，児童グループ，心理グルー

プが存在しそれぞれユニークな活動を展開してい

ました。そして，新しく大学で研修を始めた精神

科医や臨床心理の訓練生は大学に所属して2年目

にはどこかのグループに属することになります。

それで私は児童グループに所属して，活動するこ

とにしました。大学での研修の2年目から，私は

精神科一般と児童精神科の2足の草鞋をはくこと

になりました。

名古屋大学精神科と児童精神医学

　それではここで，名古屋大学精神科における児

童精神医学の展開について簡単に触れておきたい

と思います（本城，2005）。

　名古屋大学における児童精神医学の歴史は，

1936年4月に堀要によって名古屋帝国大学医学部

附属病院に児童治療教育相談室が開設されたこと

退職に当たって
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に始まります。これに引き続き，1カ月遅れで同

年5月には，村松常雄（のちに名大教授）らによっ

て，東京大学医学部脳研究室に児童研究部が開設

されました。このように名古屋大学精神科は，わ

が国で最初に児童精神医学の専門外来を設立した

大学病院であり，これまで，わが国の児童精神

医学の発展に大いに貢献してきたと言えるでしょ

う。また，精神医学教室第2代教授杉田直樹（1937）

は私財を投じて精神的障害児の治療教育施設「九

仁会八事少年寮」を開設し，子どもの精神的問題

に関心を示しました。

　このような児童精神医学の歴史の中でさらに特

筆すべきことは，わが国における自閉症の第一例

が名古屋大学によって発表されていることです。

レオ・カナーのいわゆる早期幼年性自閉症の症例

は当時名古屋大学に在籍していた鷲見（中沢）た

え子によって1952年第49回日本精神神経学会に

おいて発表されました。

　ここに，鷲見の抄録の全文を掲げておきます。

　名大精神科児童部を訪れた子供で，言葉の或特

殊なタイプを持ち人との，接触において，或障害

を持つ現在7歳2カ月の男児のケーススタディを

行なった結果，その例とレオ・カナーが1943年

以来現在迄に約100例の或特殊な症候群を呈する

幼年精神病（infantile psychosis）を観察し，そ

れに早期幼年性自閉症（early infantile autism）

と名づけて，報告しているものとの症候学的な類

似について，まずケースにつき，さらにカナーの

強調している環境条件の特殊性の類似につきのべ

るが，果たしてこのケースが同一の物であるか否

かは断定は未だできないが，その現われた症状が

幼児の精神分裂病の早期の症状ではないか，と現

在論議されている早期幼年性自閉症のそれと類似

しているということは，はなはだ興味ある問題を

提起していると思われるのでここで報告する。

鷲見の発表に対するディスカッション

A．金大精神科　佐竹隆三

1．早期幼年性自閉症と小児精神分裂病とを明確

に鑑別できるかどうかは予後によってきまる

と思うが，末期の人格崩壊がくるかどうかを

明確に述べて欲しい。

2．幼児の様にプリミティブな精神現象を単に現

象面からのみ論じたのでは，見解の相違によ

り種々の解釈があるであろうが，そんなこと

をいくら議論しても本質に迫り得ないと思わ

れるので，無意味と考える。

3．発病後すでに3年も経過しているのにどうし

て電撃療法やインシュリン・ショック療法を

施行しないのか。

B．東京医歯大精神科　島崎敏樹

　このケースが幼年痴呆（dementia infantilis）或

は最早発痴呆（dementia praecokzissima）とは別

であるという御意見だが，幼児というアモルファ

ス (amorphus)な心性を具えた個体においては，

現象的にそれが器質性か心因性かを分別すること

は至難であり，長い年月を通して経過による条件

を加えなければ鑑別はほとんどできない。これを

反応とみるか過程分裂病（Prozess-Schizophrenie）

とみるかは，観察解釈する者の判断によるもので

あり，対象から与えられたものではない。知りえ

たところまでに止まることが知である。

C．東大神経科　内村祐之

　分裂病との鑑別は予後からも考察する必要があ

ると思うがカンナー自身の例の予後はいかなるも

のであるかをお教え願いたい。

D．東京医歯大精神科　高臣武史

　レオ・カンナーの早期幼年性自閉症と児童分裂

病との鑑別は困難である。

1．異常がみられた頃にあるいはそれ以前に大き

な心理的な問題がみとめられたか。

2．レオ・カンナーのいうようにその特別な意味

（private meaning）をあとづけることが，本症

例でできたであろうか，そのエピソードにつ

いて。

E．桜町病院　三浦岱栄

　治療は何をなさいましたか。ショック療法はお

考えにならなかったのですか。ショック療法の導

入以来，その効果の有無は精神病の診断に逆に重
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要性をもつと思う。

F．阪大神経科　堀見太郎

　遺伝及び身体的の所見はいかん？

G．名大精神科　村松常雄

　従来確定されている諸疾病のいずれとも確定で

きにくい特殊な症例として提示し，類似の経験を

持たれる方があったら御教示をえたい。身体所見

は今迄調べえた限りでは演者のいった様に手がか

りは得られていない。今後検診と観察とを続けた

い考えである。

　少し長くなりましたが，わが国で自閉症の第1

例が報告された時の抄録と発表時のディスカッ

ションを紹介しました。なかなか，厳しい質問が

あり，統合失調症との鑑別が主要な関心であった

と思われます。まだ自閉症の独自性についての認

識は乏しかったように思われます。しかし，内村，

島崎，三浦，堀といった当時の錚々たる精神医学

者が質問に立っており，その関心の高さがうかが

われます。

　この後，自閉症に対する関心が持ち続けられ，

それが一気に開花したのが，比叡山における自閉

症と統合失調症に関する合宿であり，これを境に

わが国における児童精神医学は少しずつではあり

ますが，独立への道を歩み始めることになるので

す。

名古屋大学精神科と私の児童精神医学

　これまで述べてきたように，名古屋大学精神科

は児童精神医学の臨床に堀要以来の歴史と伝統を

持っており，児童精神医学を身に着けようと思う

ものには，非常に恵まれた環境にありました。も

ちろん，私が名古屋大学医学部に入学した時には，

特に精神科に関心を持っていたわけでもなく，ま

してや，名古屋大学精神科における児童精神医学

の歴史や伝統に関心を持っていたわけではありま

せん。しかし，自分は将来精神科を専攻すること

になるのではないか，と心のどこかで常に感じて

いたように思います。そして，精神医学をやるな

ら，自分は誰もやらない児童精神医学をやりたい

と心ひそかに思っていたように思います。

児童精神医学を専門にして

　私が大学に入学したのは，1969年4月。ちょう

ど大学紛争が絶頂期を迎えており，その年は，東

大の入学試験が中止になった唯一の年でもありま

した。私が入学した時には，名古屋大学は医学部

を除きまだ本格的な紛争に巻き込まれてはいませ

んでしたが，授業が始まってしばらくすると，教

養部は封鎖され，授業はなくなってしまいました。

そのような混乱した状態の中で，教養部を終え，

専門課程に進みました。当時の医学部も大学紛争

の痛手を受けており，教授選考が中断した状態で

あったため，教授の半数以上が空席という悲惨な

有様でした。

　そのような状態の下，私は平々凡々と学生生活

を送っていました。そこには，将来への展望もな

い単調な世界が広がっているだけのように見えま

した。紛争後の無気力な雰囲気が漂っていた医学

部のキャンパスに新しい精神科の教授として，笠

原嘉教授が京都大学から着任されました。笠原教

授はその当時新進気鋭の精神病理学者として名を

馳せておられました。授業は，明快でわかりやす

く，学生に強い印象を与えるものでした。先生の

された授業の内容についてはほとんど何も覚えて

いませんが，先生が周りに与えた影響については

はっきりと覚えています。

　このような一方的な出会いにより，私は将来精

神科に入局しようと心に決めました。しかも，精

神科の中でもまだあまり関心の持たれていなかっ

た児童精神科の方に関心を持つようになっていき

ました。その明確な理由について述べることは困

難で，ただ何となくというのが，実際のところで

はないでしょうか。子どもの方が，老人より将来

が長いので，子どもに関わる方がより大きな役割

を果たせるのではないかという思いはありました

が，実際のところは，他人のやらないことをやり

たいという少しへそ曲がりというか，他人と同じ

ことをやっても評価されないのではないかという

自信のなさのようなものも関係していたのかもし



― 4―

退 職 に 当 た っ て

れません。

児童精神医学の臨床と臨床研究

　我々が医者になりたての頃，まずはじめに我々

に課せられるのは，それぞれの医者としての技量

を磨くことでした。当時はそれぞれの大学，医局

によって，最低限の研修体制が決められていまし

た。名古屋大学精神科では，既に述べましたよう

に，精神科に入局する前にまず，内科，外科など

の一般科を研修してくるように義務づけられてい

ました。精神科に入局して，2年間は，大学病院

で研修し，そのあとの2年間は市中の単科精神病

院で研修をすることになっています。この課程を

修了することによって，名古屋大学精神科では，

初期研修は終了ということになります。この間，

大学に在籍している2年目からは，大学に存在す

る研究グループのうち，自分に興味のあるグルー

プに所属することになっていました。私は，もち

ろん児童研究グループに入り，2年目から一般精

神科の研修とともに，児童精神科の臨床に従事す

ることになりました。

　このように臨床トレーニングに関しては，順調

に進んでいきましたが，それに関連した臨床研究

に関しては，どうだったのでしょうか。

　名古屋大学精神科では，村松常雄教授の考え

により，clinical empiricismというスローガンが

提唱されており，その考え方がわれわれの時代ま

で影響力を持っていました。その意味するところ

は「臨床を大切にし，臨床から得られた知見を研

究に乗せていく」という姿勢を重視したものでし

た。そのため，私も臨床で患者さんを診ることに

一生懸命努力しました。このようなあり方はある

意味臨床家として当然のことであるように思われ

ます。しかし，今思い返すと，むしろここに臨床

科医としてのあり方に一つの欠点を残していたよ

うに思われます。

　すなわち，我々は，患者さんとまっすぐ向き合

い，患者さんの問題に取り組みます。それは臨床

医として，基本的な役割であり，治療行為と言わ

れるものです。私も治療技術の習得を目指して，

2年間の大学での研修を終えたのち，国立と県立

の単科の精神病院に合計7年半勤務しました。そ

こでの臨床経験からほとんどあらゆる精神障害に

対して一応の経験を持つようになりました。

　このように単科の精神病院にかなりの期間勤務

していましたが，その間も毎週木曜日に開かれる

名古屋大学精神科の児童外来には，きちんと参加

していました。毎週木曜日は「児童部の日」と言

われており，大学に在籍している若林慎一郎助教

授，大井正己講師をはじめ，大学外で活躍してい

る児童部の先輩が多数集まっており，夜の研究会

が終わるまで貴重な時間が持てました。若い人の

間では，児童精神科をやると子どもだけでなく大

人も診ないといけないと言って，児童精神科は忙

しいということで児童精神科を避ける精神科医も

多いように思われます。仕事と私的生活との間の

葛藤はどう解決すべきか難しい問題ではあります

が，一時期自分が関心のあることに没頭してみる

のも悪いことではないように思います。

精神科の教員時代

　このように約10年間日常診療にどっぷりつかっ

ていましたが，自分では，教育職に関心がありま

したので，その間も少しづつ論文を書いて発表し

たりしていました。しかし，自分がかかわってい

る患者さんを対象に臨床的な論文しか書けません

でした。そうした時に精神医学教室では私を児童

グループの助手に選びました。そして，児童精神

医学の教育，研究，診療活動に従事することにな

りました。

　私にとっては，臨床活動は特に問題はありませ

んでした。しかし，約10年ぶりに帰ってきた大

学で待っていたのは，助手のポストであり，教育

職の端くれでした。

　大学での仕事は，附属病院における診療に加え

て，若い精神科医の教育と研究でした。卒業後

この10年間は，ほとんど臨床に明け暮れており，

大学からも離れていましたので，研究法や統計分

析については全く教育を受けたことがありません

でした。当時は医学部での紛争はやっと終焉を迎
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えていましたが，大学院は全く機能しておらず，

何かを研究するという雰囲気はほとんどありませ

んでした。

　そのため，私の研究の多くは，症例の1例報告

や，多数の受診例についての現象記述的なもので

した。これらのものはいわゆる実証性に欠けると

言われるものでした。しかし私にとって他になす

すべを知らず，そうするしか仕方ありませんでし

た。それ故，当時は心理学的研究法が何たるかを

知らず，自分の研究のなにが問題なのか全く分か

らない状態でした。

　こうした中で，自分の博士号のもとになった論

文を何とか発表しました。

■ 本城秀次（1987）家庭内暴力を伴う登校拒否

児の臨床精神病理学的研究．小児の精神と神経，
27; 147-176.

　私が登校拒否，家庭内暴力といった問題に取り

組むようになったのには，元々このような，児童，

思春期の精神的問題に関心を持っていたことに加

えて，たまたま，笠原教授が医局で食事をされて

いるところに出くわし，先生から「本城君，家庭

内暴力について研究してみないか」と言われ，「ま

ず，最初はきちんとした症例の記述から始めて見

るのが良いのではないか」といわれました。笠原

先生はそれ以上多くを語られませんでしたが，私

は，笠原教授が私に研究テーマを与えてくれたの

だと思いました。私は児童精神科医としての臨床

活動だけでなく，研究､ 教育にも関心がありまし

たので，これらのケースを積極的に診るようにな

りました。そして，登校拒否と家庭内暴力の両方

を示す症例を23例集めました。男子は20例，女

子は3例で，発症年齢は6歳から19歳でした。こ

れらの症例を詳細に検討し，患児の性格傾向，両

親像､ 治療経過，治療上の問題点などを明らかに

しました。これらの検討を元に家庭内暴力を伴う

登校拒否と家庭内暴力を伴わない登校拒否の間の

違いを明らかにし，治療的対応の留意点について

述べました。こうした研究の延長として，登校拒

否児の性格傾向，母親，父親の性格傾向などを明

らかにし，それに基づいて登校拒否の発生メカニ

ズム，治療法などについて言及しました。（表1，2，

3）

　すなわち，患児，父親，母親のいずれもがその

性格傾向として強迫性をその中心的性格として有

表2

表3

表1
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しており，それらの強迫的適応が子どもが思春期

に至るとともに適応的に機能しなくなったものと

して登校拒否を捉えました。

　このように，私もこの頃には，児童精神医学

に関する論文をいくつか発表するようになって

いましたが，思いがけなく教育学部から声がか

かり，1989年4月に名古屋大学教育学部に助教授

として赴任することになりました。それと相前

後して，私にとっては初めての英文論文がActa 

Psychiatrica Scandinavicaに掲載されました。

■ Honjo, S., Hirano, C., Murase, S. et al. (1989) 

Obsessive-compulsive symptoms in childhood and 

adolescence. Acta Psychiatrica Scandinavica, 80; 

83-91.

対　　象： 1982年から1986年まで名古屋大学精

神科を受診した18歳未満の患者1293

名

頻　　度：強迫症状を有するもの　61名（5％）

受診年齢： 初診時のピーク　13歳と15～16歳の

二峰性

　　　　　最年少の子どもは3歳。

発症契機：51％のものが発症契機を有していた。

　　　　　 内容としては学校に関連したものが多

い。

症状内容

　強 迫 観 念… 不潔恐怖 34％（自分が周りから

汚染されるという恐怖と自分自身

が周りを汚染するという恐怖の両

方が見られた）

　　　　　　…死の恐怖13％

　　　　　　… 自分の身体や外見に対する不安

13％

　　　　　　… 他者に危害を加えるという恐怖

12％

　強 迫 行 為…洗浄強迫38％

　　　　　　…確認行為23％

　　　　　　…儀式的行為15％

　　　　　　… ある考えを取り消す行為や言葉

15％

　　　　　　…つば吐き13％

　　強迫行為の平均発症年齢：11歳

　　強迫観念の平均発症年齢：12.5歳

　巻き込み型…30％

　併 存 症 状…登校拒否36％

　　　　　　…家庭内暴力31％

　　　　　　…チック13％

　　　　　　…食欲不振10％

　　　　　　…遺尿症8％

　　　　　　…不眠8％

　　　　　　…抑うつ8％

　論文の内容はこのようなものですが，名古屋大

学精神科を受診した子どものカルテを調査し，そ

こから明らかになることを抽出してくるという従

来の方法によったもので，基本的な研究方法はこ

れまでの方法と代わりありませんでした。

　強迫の論文については，このような結果から，

今後どのように研究を続けていけばよいか，考え

てみましたが，結局これ以上研究を展開していく

ことが出来ずに今日に至っています。この点に関

しても私がもう少し心理学的な研究方法に精通し

ており，統計的手法を適切に使用することが出来

ていたなら，強迫症状の因子構造を明らかにする

など，新しい展開が可能であったように思われま

す。しかし，現実では，私が少しよそ見をしてい

る間に，世界の強迫研究ははるかに進んでしまっ

たようです。

　私は先にも述べましたが，1989年4月に医学部

精神科から教育学部に助教授として，着任しまし

た．医学部には4年間助手として在籍したに過ぎ

ませんが，それでも，教育学部へ来て，私の生活

は大きく変化しました。

　一つには医学部に比べ，教育に掛ける負担が大

幅に増えました。講義のみでなく，スーパービジョ

ン，ケースカンファレンスなど多様なものがあり

ます。また，医学部の附属病院や心理発達相談室

で出会う患者さんの数は医学部時代と比べて，か

なり少なくなりました。このように，これまでの

臨床にどっぷりと浸かった生活から，臨床からは
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少し離れた距離を持つ生活に少し変わりました。

　そこで，これまでは自分にとってまとめる時間

がなく放置してきた患者さんを纏める作業を行っ

て行きました。そのうちのいくつかの論文が国際

誌に掲載されました。

　以下にそのいくつかを挙げることにします。

■ Shuji Honjo (1996) A mother’s complaints of 

overeating by her twenty-five-month-old daughter: 

A proposal of anorexia nervosa by proxy. 

International Journal of Eating Disorders, 20; 433-

437．

最初にあげた論文は，1996年に掲載されたもので，

初診時2歳1カ月の女児です。小児外科から紹介

されてきました。母親の主訴は子どもが過食では

ないかというものでした。母親の言によると，患

児は1歳前から過食が目立つようになってきて，

1歳半ごろには，ご飯をお茶碗 2杯，そのうえ，

果物を食べて他の人に「化け物だ」と言われたそ

うです。

　患児は 2歳 1カ月の時点で，身長 79cm，体重

10.6㎏と著しい発育不良状態でした。治療中の母

親の言動や小児外科入院中の母子の行動観察か

ら，問題は患児の過食ではなく，母親が患児が過

食になり，食べだすと止まらなくなるのではない

かという不安を持っており，患児の食事を制限し

ているために，患児は飢餓状態となり，空腹を満

たそうとして，何でも食べようとするため，母親

はまた患児が過食であると訴えるのでないかと考

えられました。

　それ故，筆者は，この症例をAnorexia Nervosa 

by proxyと命名し報告しました。この症例報告は，

それまであまり注目されて来なかった摂食障害傾

向を有する女性の子育ての問題に焦点を当てるこ

とになり，これ以後，摂食障害傾向を持った母親

が子どもの体重を低めに保とうとする傾向が見ら

れることが指摘されるようになりました。 

　もう一つ，子どもの摂食に関する論文で外国雑

誌に掲載されたものを掲げておきます。

■ Honjo, S., Sasaki, Y., Murase, S., Kaneko, H. and 

Nomura, K. (2005) Transient eating disorder in 

early childhood. A case report. European Child & 

Adolescent Psychiatry, 14; 52-54.

　ここに挙げた論文は，European Child and 

Adolescent Psychiatryに2005年に掲載された2例

の幼児期の症例から成るもので，一過性に食物や

水分が摂取できなくなる症状を呈したもので，私

が幼児期の一過性摂食障害と命名したものです。

　1例目は初診時3歳2か月の女児です。患児は，

X年9月14日の夕方，みたらし団子を食べていま

した。慎重にゆっくりゆっくりと食べていました。

ところが急に泣き出して，手を口の中に突っ込ん

で，何かをだそうとしていました。それで母親も

手を突っ込んだり，水を飲ませたりしました。そ

の後40分ぐらい，母親の膝に顔をうずめたりし

ていましたが，急にもう治ったと言って，元気に

しだしました。さらにその晩は元気にしていまし

たが，次の日から液体以外何も食べなくなってし

まいました。そうした状態が1週間ぐらい続き，

21日朝，牛乳を飲んでいて，それをはきだしま

した。それからは，水分も取らなくなってしまい

ました。

　小児科的には特に異常はないとのことで，私の

もとを受診しました。そこで，一通り話を聞き，

身体管理は近医で行ってもらうように話して，帰

宅させました。その後少しづつ食べるようになり，

初診後約25日後の10月14日に治療を終了してい

ます。面接回数は，7回です。治療過程で母親は，

自分では意識していなかったが，患児に口うるさ

かったかもしれないと語っていました。そしてこ

の症例の治療過程を詳細に検討することからこの

ような家族内の緊張状態が患児の発症に関連して

いたと考えられました。治療過程で，患児は以前

に比べてわがままを言うようになり，退行状態が

みられましたが，短期間で改善していきました。

　2例目の症例は，初診時5歳6カ月の男児です。

主訴は固形物が食べられないというものでした。

Y年3月8日，夕食はお寿司でした。お寿司は彼

の好物でしたが，口の中に入れても呑み込めませ
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んでした。患児はお母さんが口にいっぱい入れた

から，呑み込めなかったと言っています。それ以

後，次の日の朝も食べず，保育園の昼食も食べま

せんでした。保育園では食べられないと言って大

分泣いたようです。10日に小児科を受診しました

が，精神的なものと言われました。スープ類から

食事を再開しましたが吐いてぐったりしたため，

別の小児科を受診しました。そこでも精神的なも

のの可能性が指摘されました。その後は調子のよ

いときは水分は摂取しますが，調子が悪いときは，

水分すら嫌って飲まない時もあります。その間に，

患児と母親は母親の実家に戻っています。筆者の

もとを受診する3日ぐらい前から，ご飯を口に入

れて噛むようにはなりましたが，呑み込まないで

出してしまうという状態でした。筆者のもとでの

治療としては，患児には遊戯療法，母親には心理

面接を同時並行面接の形で実施しました。3回目

の面接で母親は，「子どもとお風呂に一緒に出掛

けた際に，初めて子どもに『お父さんとお母さん

はけんかをして，別々に暮らしているんだ』と話

した」。患児はそれに対し，次の日から保育園に

行ってみると言い出し，保育園でコーンフレーク

を苦しそうに飲んでいましたが，それから食事の

問題は改善していきました。そして，6月11日に

治療は終了となっており，治療回数は5回でした。

一方母親の方は，面接で，自分が妊娠中より過食，

おう吐が出現し，夫との性生活にも嫌悪感がひど

いことを述べていましたが，行動化傾向も激しく，

長期間の入院治療を余儀なくされています。

教育学部での教育，研究，臨床

　何回も繰り返しますが，私は1989年4月に医学

部精神科から教育学部に助教授として，着任しま

した．医学部には4年間助手として在籍したに過

ぎませんが，それでも，教育学部へ来て，私の生

活は大きく変化しました。

　教育学部というと，一般的には教員養成の学部

と思われがちですが，我々の所は臨床心理士や心

理学研究者の養成を主な目的とする大学院課程で

す。そのため，学部の授業に加えて大学院の授業，

スーパービジョンと多くの仕事を抱えています。

そのため，どうしても私自身が臨床に掛ける時間

が少なくなり，臨床力が落ちることになります。

私は教育学部に移ってかなりの期間，医学部附属

病院の外来では新来患者を診ませんでした。教育

学部に所属していながら，医学部でどんどんと患

者さんを増やしているという批判を恐れたからで

す。しかし，この間新しい患者さんを診なかった

せいで，子どもの精神科的問題でどのようなこと

が起こっているのか，時代の趨勢というものが分

からなくなりました。そのため，私は再び医学部

附属病院で新来患者さんを診ることにしました。

こうして，児童精神科医としてのアイデンティ

ティを何とか保つことが出来ました。

　さらに私が教育学部に来て，最も困ったことは

やはり研究の問題です。

　これまで見てきたように，私の研究手法は，臨

床的かかわりの中で得られた資料を細かく検討

し，そこから見えてきたものを纏めていくといっ

たものです。しかし，臨床場面では，様々な患者

さんが来院し，私が対象としている患者さんが常

に来るわけではありません。対象とする障害を集

めるのに長い期間がかかります。それ故，かなり

の忍耐を要する仕事です。もちろん，臨床研究が

常にこんなものであると言うつもりはありません

が，ある意味で，理想的な心理学の研究法が目指

しているものは，我々の研究の現場にとっては，

むしろ整いすぎているという意味で，ある種のゆ

がみ，不純物と言えるのではないでしょうか。

　心理学の研究法では，研究対象や研究方法を前

もって厳密に規定し，分析に必要な調査対象者

を集める等前もってきちんと準備されます。もち

ろん，これらの準備は臨床研究でも不可能ではあ

りません。我々もそのような調査条件に出来るだ

け近づけるように研究デザインを組み立てるので

す。しかしそのように努力すれば，するほど，得

られたデータは，我々の日常の臨床活動からは離

れたものになっていくように思われます。より厳

密な研究を実施しようとすると，それだけ，現実

の臨床場面とは異なった状況を作らなければなら
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なくなり現実とは異なった歪なものになってしま

うのです。

それではなぜ乳幼児研究か

　児童精神医学や臨床心理学における心理学的研

究には，これまで述べてきたような難しさがあり

ましたので，このような問題に手を染めることに

は迷いもありましたが，心理学的研究法を使いこ

なすことが学生，大学院生の研究に必要であると

思いましたので，自分の出来る範囲でやっていく

ことにしました。

　自分にとって関心のあるテーマでしかもある程

度統制された対象や方法が得られやすいものとし

て，私は未熟児に関心を持ちました。これまで多

くの発達論が早期の養育者と子どもの関係が子ど

もの対人関係の発達に重要な役割を果たしている

と言われてきました。それでは，未熟児は，通常

ならまだ子宮内の保護的な環境の下で過ごしてい

るはずの早期から様々な医学的処置や，養育者と

の分離を体験するなど，非常に厳しい状況に晒さ

れています。通常の子どもが体験しえないような

環境に置かれる未熟児は果たして成長して，どの

ような対人関係を形成するのでしょうか。

　それでまずNICUの子どもを観察することにし，

協力の得られた名古屋第二赤十字病院周産期セン

ターで，未熟児の観察を開始しました。1991年

のことでした。しかし，時間的制約等のため，私

は十分にNICUに関わることが出来ず，院生が代

わりにその後の活動を主導して行ってくれること

になりました。

　その後，NICU児だけでなく，正常出産児も対

象にして，調査を続けるとともに，NICUにおけ

る治療的介入にも活動を広げていきました。しか

し，私はNICUに直接的に関わることは困難で，

当時大学院を卒業していた永田先生が中心とな

り，新たなフィールドを開拓してくれました。

　ここでは永田先生が中心となり発表された論文

題目をいくつか挙げておくことにします。

■ Nagata, N., Nagai, N., Sobajima, H., Ando, T., 

Nishide, Y. and Honjo, S. (2000) Maternity blues 

and attachment to children in mothers of full-term 

normal infant. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

101; 209-217.

■ Nagata, M., Nagai, Y., Sobajima, H., Ando, T. 

and  Honjo, S. (2003) Depression in the mother 

and maternal attachment- results from a follow-up 

study at 1year postpartum. Psychopathology, 36; 

142-151.

■ Nagata, M., Nagai, Y., Sobajima, H., Ando,T. 

and Honjo, S. (2004) Depression in the early 

postpartum period and attachment to children-

in mothers of NICU infants. Infant and Child 

Development, 13; 93-110.

その後の臨床研究

　私はその後，医学部附属病院でも産科と連携し，

妊娠初期から妊婦のメンタルヘルスについて妊娠

後期，産褥期，出産1カ月，6カ月，12カ月，出

産1年後，…出産3年後まで追跡調査をすること

を考え，調査を実施して行きました。この調査は，

1998年9月から実施され，最終的には，2013年3

月末で終了となりました。

　本研究には多くの院生が参加し，かなりの期間

継続して調査が続けられましたが，これまで，十

分な成果を挙げてきたとは言い難いものがありま

す。ここではその中から発表された英文論文を二

つ紹介したいと思います。

　その中の一つは私が関心を持ってきました母親

―胎児愛着に関連する論文であり，もう一つは，

わが国における気質尺度の短縮版作成の試みで

す。

■ Honjo, S., Arai, S., Kaneko, H., et al (2003) :  

Antenata l  depress ion  and maternal - fe ta l 

attachment. Psychopathology, 36; 304-311.

背　景： 近年産褥期のみならず，妊娠期からの母

親の抑うつと胎児―愛着の関係について

関心がもたれています。

対　象： 名古屋大学附属病院産科を受診した261

名の妊婦（妊娠3－6カ月）

質問紙： 尺度：Zungの自記式抑うつ尺度，独自
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にわれわれが作成した出産前母親愛着ス

ケール（Antenatal Maternal Attachment 

Scale.）

結　果： 妊娠後期の報告と異なり，母親の抑うつ

と，胎動が知覚される前の母親―胎児愛

着の間にいかなる直接的な関連も見いだ

されませんでした。 

さらにもう一つ英文論文として発表されたもの

に，乳幼児の気質に関する論文があります。

■ Sasaki, Y., Mizuno., R., Kaneko, H., et al (2006) 

Application of the Revised Infant Temperament 

Questionnaire for evaluating temperament in the 

Japanese infant: Creation of an abridged Japanese 

version. Psychiatry and Clinical Neuroscience, 60; 

9-17.

the Revised Infant Temperament Questionnaire 

(RITQ) が尺度の単純化を目的に6，7カ月健診に

おいて実施されました。

対　象： 6，7カ月健診を受診した子どもの母親

1099名。

結　果： 57項目からなる簡略版RITQが作成され

ました。RITQはもともと9次元からなっ

ていますが，日本語短縮版では，7次元

から構成されることが明らかとなりまし

た。

　ここで述べましたように，成果は必ずしも十分

ではありませんが，これまで，児童精神医学の

臨床と乳幼児精神医学の研究に従事してきまし

た。そうした中で，私が乳幼児の研究に関心を持

つきっかけとなった，乳幼児期に厳しい環境にさ

らされた子どもは成人してどのような対人関係を

形成するのかという問いに対する回答となるよう

な論文にもいくつか出会いました。そのいくつか

を紹介しますと，Anand et al（2000）は，出産時

における子どもに不利な経験が脳の発達過程を変

化させ，異常な行動の素因を植えつけるかもしれ

ないと述べています。Jacobson et al（1987）は，

412名の自殺者を2901名の対照群と比較検討し，

成人期における自己破壊的行動が周産期の外傷的

出来事と関連があることを示しています。彼ら

によると，ある行動パターンが出産時に個人に刷

り込まれると，通常，生涯の大部分のあいだその

行動はマスクされたままですが，極端なストレス

下でその行動の引き金が突然ひかれるかもしれな

いと述べています。さらに彼らは，乳児に疼痛体

験を引き起こすような周産期の出来事が激烈な形

で遂行される自殺のリスクファクターになること

を指摘しています。また，Sack et al（1985）は，

妊娠期のケアの欠如，妊娠期の母親の慢性疾患，

新生児期の呼吸障害などが青年期における自殺の

リスクを増大させるとしています。

　以上，周産期の不利な経験がその後の自殺の危

険因子になることを示すいくつかの研究を取り上

げましたが，これらの研究の結果から，新生児期

早期の子どもと環境の相互作用が脳の発達に影響

を及ぼし，成人期の行動を規定していることが次

第に明らかになってきています。

　これらは，様々な研究者から得られた知的な成

果です。

　最後に自分の大学人としての評価はどうなるの

でしょうか。自分の研究活動と臨床活動を振りか

えってみると，私の問題点は，児童精神医学の臨

床活動が乳幼児研究と必ずしも一致していなかっ

たことだと思います。乳幼児のフォローアップ研

究から私個人としては，多くのものを得たと思っ

ています。しかし，その研究のフィールドは産科，

NICUであり，親と子どもの心療科ではありませ

んでした。乳幼児研究の成果が児童精神医学の臨

床活動に影響を与えるということもありませんで

した。ここが私の限界でした。

　これから，リエゾン精神医学的な活動を推し進

め，産科，NICU等で均一なデータを得るために

は児童精神医学の片手間のリエゾン精神医学では

なく，周産期，産褥期の精神医学の専門家として

より専門的な活動に従事することが必要となるで

しょう。
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最後に

　もう結論が出ていますので，これ以上述べるべ

きことはありません。こうして自分の大学生活を

振り帰ってみると，やはり基礎的な研究方法を身

に着けていなかったのが致命的な問題であったよ

うに思います。その時々で興味を惹かれるものに

関わってきましたが，十分熟慮して計画されたも

のではありませんでした。しかし，それは私の欠

点でありましたが，また長所でもあったかもしれ

ません。

　いずれにしろ，名古屋大学発達心理精神科学教

育研究センター，大学院教育発達科学研究科の皆

様には大変お世話になりました。厚くお礼を申し

上げます。また，学生，院生の方々には，自分が

世界をリードすべき大学に学んでいることを自覚

し，夢を追ってください。

引用 文 献

Anand KJS，Scalzo, FM (2000) Can adverse neo-

natal experiences alter brain development 

and subsequent behavior? Biol Neonate, 77, 

9-82.

本城秀次（2005）名古屋大学における児童青年精

神医学．児童青年精神医学とその近接領域，
46, 207-221．

Jacobson, B Eklud G, Hamberger L et al (1987) 

Perinatal origin adult self-destructive behav-

ior. Acta Psychiatr Scand, 76, 364-371.

Salk L Lipsitt LP SturnerWQ et al (1985) Relation-

ship of maternal and perinatal conditions to 

eventual adolescent suicide. Lanceti; 624-627.


