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米精神医学界の変遷 

 現在の日米の精神医学界は、「精神疾患は脳の病気」であるとする生物学的精神医学一色であ

る。現在の過剰診断、過剰投薬は、製薬会社と手を組んだこの生物学的精神医学の暴走といえる。

この歴史をしれば、精神医学界が、自らの生存と利益を守るために、強引に薬物治療を推進して

きたことがおのずと理解できる。また我が国は、こうした歴史を学ぶことなく、無批判に生物学

的精神医学を受け入れてきたのである。 

 

米精神医学界の変遷 

１９５０年代奇跡の薬（ソラジン）の登場は、それまで

の精神医療の治療に革命を起こしたと言われている。それ

までの精神科治療とは、高圧のシャワーを浴びせたり、電

気ショックや高用量のインシュリンを患者に注射したり

という根拠不十分かつ非人道的なものであった。ソラジン

（クロルプロマジン）という強力な鎮静剤を手にして、精

神医学は、それまで行われてきた強制的な拘束や拷問のよ

うな治療法ではなく、他の診療科と同等の治療手段を手に

入れたとし、そのおかげで長期の拘束や入院治療から患者

を解放したとした。これが、ソラジンを「奇跡の薬」とし

た所以である。 

しかしながら、米国の記録をみれば、ソラジン以前に既

に精神科病院の入院者数は減少している。入院患者数の減

少は、薬のお蔭と言うより、第２次世界大戦時に隆盛を極

めた優生学思想の反動もあって、施策として入院患者の退

院を促したというのが本当のところだ。 

このソラジンの登場から、精神医学は様々な化学物質を、

特定の精神疾患症状に有効であるとして、治療薬として利

用することに邁進することになった。梅毒の特効薬や糖尿

病のインシュリンと同じような効果的な治療薬を持つこ

とは、それが精神科という分野が他科と同等の科学的な医

学分野であることの証明であり、多くの精神科医達は、そ

れが自分たちの存在価値の証であると思っていた。ここに

梅毒や糖尿病といった病気と同様に、精神疾患には生物学

的な原因があり、その原因を解決すれば病気が治療できる

とする、生物学的精神医学の薬物治療の暴走が始まったの

である。 

精神医学界は、１９５０年代のほぼ同時期に、ソラジン

を始め、ベンゾジアゼピンやイミプラミンなどを治療薬と

して手に入れた。その後、モノアミン仮説が唱えられ、そ

れに基づき薬物治療が本格的に推進されると、1960年代に

一度隆盛を極めた。しかし、モノアミン仮説が否定され、

薬物治療の問題点が明らかにされると、徐々に様々な批判

にさらされ、深刻な危機を迎える。 

１９６１年には、ニューヨーク市立大学の精神科医トー

マス・サズが火付け役となり、「反精神医学」運動が起き

た。彼らの主張は、「精神疾患は医学的問題ではなく、生

の問題に苦しむ人、あるいは単に社会的に逸脱した行動を

する人に貼られたレッテルに過ぎない」「狂気とは抑圧的

な社会に対する「正気」の反応ではないか」といったもの

で、精神疾患は脳の病気であるとする生物学的精神医学に

対して批判を行った。また同時に、１９６０年代から１９

７０年代にかけて、米国では心理療法が大きく発展した。

そのきっかけはフロイトによる精神分析の導入である。フ

ロイト派は、薬の有用性は容認したが、殆どの精神疾患は

心理的障害であると考えていた。反精神医学の影響とベン

ゾジアゼピンの害に気が付いた神経症患者たちは、この心

理療法やカウンセリングに飛びついた。これは精神科医に

とって縄張りであった神経症患者をセラピストやカウン
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セラーなど医師資格を持たない者に奪われるという事態

を引き起こした。１９７５年までに医師資格を持たないセ

ラピストの数が精神科医の数を超えた。 

さらに、第３の勢力として社会精神科医というグループ

が現れた。彼等は精神異常や精神的苦痛は個人と環境との

軋轢から生じることが多いとした。 

こうした上記３つの勢力による内部対立のなかで、１９

７０年代には、精神医学を進路先に選ぶ医学生は１１％

（１９５０年代）から４％に激減した。 

危機に瀕した精神医学界（生物学的精神医学）は、此の

窮地から脱するに必要なのは、医師でなければ出来ない事、

つまり薬を処方する事だと理解した。言い換えれば、向精

神薬のイメージを回復出来れば精神医学は生き残れると

判断したのだ。それは製薬会社との利害と一致し、今に続

く精神医学と製薬会社の蜜月関係が始まった。その巻き返

しの手段として活用したのが、ＤＳＭである。この発表と

同時に、生物学的志向の強い精神科医により、フロイト派

の意見は黙殺され、神経症概念は葬られた。また社会精神

科医を叩き潰し放逐した。ソテリアプロジェクトは、１９

７１年、ＮＩＭＨ（The National Institute of Mental Health

米国立精神保健機関：世界最大の精神保健の研究機関）の

社会精神科医ローレン・モッシャーによって開始されたプ

ロジェクトである。統合失調症と診断された患者を病院で

はなく普通の家庭で治療し、スタッフも専門家ではなく、

薬も投与しないという臨床プログラムを行った。このプロ

ジェクトは、薬物治療を推進する精神科医達の圧力により、

予算を７０万ドルから１５万ドルに減額され、患者の転帰

が良いことが報告されると、研究デザインには重大な欠陥

があると攻撃をした。最終的にモッシャーはＮＩＭＨの職

を追われることになった。この出来事は、その後の生物学

的精神医学に異を唱える者に対する強力な脅しとなった。 

１９８０年代、精神医学界は生物学的精神医学の一人天

下となった。ＮＩＭＨも製薬会社も協力し、１９８４年「う

つ病啓発キャンペーン」を開始した。さらにこのキャンペ

ーンには全米精神障害者連盟（患者家族会）も協力した。

その背景はフロイト派に対する反発であった。そもそもこ

の団体は、統合失調症の原因が「自分の子供と絆を結べな

い、冷淡で、思いやりがなく、子供以外のことで頭がいっ

ぱいな母親」にあるとするフロイト派に抗議する団体。精

神疾患の生物学的モデルは彼らにとって、非常に都合が良

いものであった。ここに精神医学界と患者家族会との蜜月

関係が始まった。米精神医学界、製薬会社、ＮＩＭＨ、患

者家族会の４つの強力なカルテットが誕生することにな

った。 

 こうして出来上がったカルテットは、精神科薬物治療へ

の批判をその強力な推進力のもとで黙殺し、その後の強引

な薬物治療キャンペーンにつき進むことを可能にした。 

 重要なことは、1960年代に繰り広げられた精神科薬物治

療への批判に対して、精神医学は現在に至るまで、一度も

その批判に答えていないということである。その当時の批

判はそのまま現在でも通用する。現在の精神科薬物治療の

問題は、根拠が曖昧なままに進められた製薬会社と精神医

学界による暴力的な薬物治療推進キャンペーンの結果で

ある。 

絶望的な日本の状況 

 こうした歴史を持つ精神科薬物治療を、何の批判もなく

そのまま受け入れたのが、我が日本である。日本の精神医

学界の全ての要職は、この生物学的精神医学を推進する医

師達により独占されている。その一つ「日本うつ病学会」

などに至っては、その存在自体が、製薬会社資本により作

られた利益相反団体に過ぎない。 

 米国で出来上がった４つの強力なカルテット（生物学的

精神科医、製薬会社、患者家族会、ＮＩＭＨ）は、ＮＩＭ

Ｈを国立精神神経センターに置き換えればそのまま、我が

国にも存在する。それでも欧米の場合には、薬物治療に批

判的な精神医学（フロイト派や社会精神科医）もいまだ存

在しているし、先のＤＳＭ－５の編纂に当たっては、当の

精神医学界内部や心理学会などから批判の声が上がった。

それに比べ、我が国の場合には批判勢力は全く存在してい

ない。 

 この自浄能力の完全なる欠如は、この国の薬物治療にお

けるこの国独自の悪弊までも保護し、さらなる被害を生ん

でいる。その悪弊とは、世界でも特出した多剤大量処方、

消え去るべきバルビツレート酸系睡眠薬の乱処方、ベンゾ

ジアゼピン系薬品の乱処方などに代表される。 
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 ここで示した米国の歴史は「精神疾患に薬物治療は適切

か」という問いに対する攻防の歴史である。しかし、我が

国の現状では、そうした攻防以前に、薬理を無視した処方

など医師としての資質を問われるようなデタラメな治療

が蔓延している。すでに欧米ではＳＳＲＩの深刻な副作用

が問題になり、製薬会社は莫大な損害賠償を支払う事態に

至っているが、この国にそうした動きは皆無である。 

 

 次章より、それぞれの精神疾患毎の転帰の研究を紹介す

るが、読者のみなさんには、日本の精神科薬物治療は、こ

うした研究の舞台となった米国よりさらに問題を引き起

こしやすいデタラメな処方が蔓延していることを念頭に

置いて読み進めていただきたい。同じ研究を日本で行った

なら、薬物治療の結果はさらに悪い。
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モノアミン仮説の真実 

「うつ病は、脳のセロトニン不足で起きる」、「統合失調症はドーパミンの過剰で起きる」と言っ

たモノアミン仮説は、とうの昔（1980年代）に否定されている。ここに紹介した研究はその仮説が否

定されていった歴史である。問題は、いまだにこの否定された仮説を基に薬が開発され、また一般市

民もまたこの仮説を信じていることである。 

 

 「うつ病は、脳内のセロトニン不足で起きる。」または

「統合失調症は、脳内のドーパミン過剰で起きる。」は、

精神科薬物治療の科学的根拠として、いまだに見かけるこ

とがある。これは科学的事実ではなく、製薬会社が薬の販

売プロモーションの中で使ったまさしく仮説であり、数々

の信頼得る研究で既に否定されている。現在でも、こうし

た説明をしているネット上のサイトには、大抵このような

表現がされている。それは、「～とされています」「～と

いう研究がある」といった曖昧な表現である。こうした表

現にならざるを得ない理由は、これらの仮説は、実際には

証明されていないにも関わらず、これ以外に薬物治療を推

進するための合理的な説明が出来ないからである。 

 留意頂きたいのは、脳内の様々なモノアミンが、人間の

様々な生体活動や感情に関わっていると言う生化学的な

モノアミン研究が否定されているという事でないという

ことだ。否定されているのは、うつ病と脳内セロトニン濃

度との関連性、統合失調症と脳内ドーパミン濃度との関係

である。ＡＤＨＤに至ってはその仮説さえ存在しない。 

 次の表は、セロトニン仮説の誕生から、その仮説の検証

の変遷である。広く我が国でも信じられている「うつはセ

ロトニンの減少により引き起こされている」という説明が

全く根拠の無いことを確認頂きたい。 

セロトニン仮説の変遷 

１９６０年代うつ病がシナプス間のセロトニン減少の結

果であるセロトニン仮説が提唱される。 

１９６９年 

パワーズがうつ病患者の脳脊髄液中セロトニン代謝物の

濃度を測定したが、セロトニン濃度と鬱病重症度の間には

相関関係は見られなかった。*1 

１９７５年 

アスベルグらによる６８人のうつ病患者に対する研究。そ

の内２０人のセロトニン代謝物濃度は低く、自殺傾向が強

いと発表した。 

＊実際には、正常人でも同程度のセロトニン濃度の低い人

は見られるというデータは発表されなかった。またうつ病

患者群の２４％のセロトニン濃度は高かった。*2 

１９８４年 

ＮＩＭＨは、セロトニン濃度の低い患者が、抗うつ薬に良

く反応するかの研究を行った。その結果、ＮＩＭＨは、「セ

ロトニン作動性システムの機能の亢進や低下そのものが、

うつ病に関係するとは考えられない」と結論付けた。*3 

１９８０年代 

イーライリリー社がプロザック（ＳＳＲＩ）の商業的成功

を収めると同時に、うつはセロトニンの減少で起きると言

う説明を流布。その後も多くの研究者がその検証を行った

が結局その証拠は得られていない。 

 

*1 M.Bowers,”Lumbar CSF 5-hydroxyindoleacetic acid and 

hormovanillic acid in affective syndromes.”Journal of 

Nervous and Mental Disease 158(1974):325-30 

*2 M.Asberg,”Serotonin Depression: A biochemical 

subgroup within the affective dosorders?”Science 

191(1976):478-80 

*3 J.Mass,”Pretreatment neurotransmitter metabolite 

Levels and response to tricyclic antidepressant 

drugs,”American Journal of Psychiatry 141(1984):1159-71 
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 次の表は、ドーパミン仮説に対する研究の変遷である。

この歴史は、「統合失調症はドーパミンの過剰である」と

いう仮説を否定していると同時に、抗精神病薬そのものが

統合失調症の原因となっていることを示している。 

ドーパミン仮説の変遷 

１９６０年代統合失調症が脳内ドーパミンの過剰である

という仮説が唱えられた。 

１９７５年 

シーマンがドーパミン受容体Ｄ１とＤ２を発見し、抗精神

病薬がＤ２受容体の７０～９０％を阻害することを発見

した。*4 

また、バワーズが薬物治療を受けていない統合失調症患者

のドーパミン濃度を計測したが、ドーパミン濃度の異常は

見られなかった。*5 

ドーパミン濃度の異常が否定されると、シナプス前部のニ

ューロンが過敏ではないかとの仮説が打ち出された。 

２０人の統合失調症患者の脳のＤ２受容体が７０％多い

ことが判った。しかし、此の患者たちは全て抗精神病薬を

長期に渡って服用していた。*6 

１９８２年 

マッケーらは、死亡した統合失調症患者の脳組織を調べた

がＤ２受容体の増加が見られたのは、死亡時まで抗精神病

薬を服薬し続けた患者のみであった。*7 

２００２年 

元ＮＩＭＨ所長ハイマンは、「ドーパミン系の障害が統合

失調症の主な原因であるという証拠は無い」と訴えた。 

*8 

 このドーパミンの仮説は、ＡＤＨＤ治療に対する薬物治

療においても大きく関係している。そもそもＡＤＨＤと診

断された子供の親は、子供は低ドーパミン状態だと説明を

受け、リタリン（コンサータ）の投薬をうけたからである。

しかし、その仮説を裏付ける証拠は未だに発見されていな

い。 

*4 P.Seeman,”Antipsychonic drug doses and 

neuroleptic/do-pamine receptors,”Nature 

261(1976):177-79 

*5 M.bowers,”Central dopamine turnover in schizophrenic 

syndromes,”Archives of General Psychiatry 

31(1975):50-54. 

*6 T.Lee,”Binding of 3H-neuroleptics and 

3H-apomorphine in schizophrenic brains”Nature 

374(1978):897-900. 

*7 A.Mackay,”Increased brain dopamine and dopamine 

receptors in schizophrenia,”Archives of General 

Psychiatry 39(1982):991-97 

*8 S.Hyman,”Initiation and adaptation: A paradigm for 

understanding psychotropic drug action,”American 

Journal of psychiatry 153(1996):151-61. 
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統合失調症 

かつて薬物治療の無かった時代、統合失調症は決して転帰の悪い病気ではなかったことが、当

時の研究によって明らかになっている。現在では統合失調症は、「治りにくい病気」「生涯薬を

飲まなければならない」病気とされるが、そうなったのは抗精神病薬による薬物治療が始まって

以降のことである。薬物治療は、統合失調症の一部の症状の短期的な抑制には役立つ（これが薬

物治療を有効とする唯一の根拠）が、患者の健康や生活は改善せず、却って有害である。 

 

統合失調症の長期転帰 

 １９９３年当時の精神医学事典に掲載された統合失調

症の転帰は、次のように記述されている。 

1941年に発表されたブロイラーの研究 

３１６人の分裂病患者の長期予後 

① 急速に発病し急速に人格荒廃へ ５－１０％ 

② 慢性的な経過を取りつつ結局人格荒廃へ １０－２

０％ 

③ 急速に発病し慢性軽症状態へ ５％以下 

④ 慢性的な経過をとりつつ慢性軽症状態へ ５－１０％ 

⑤ 急性の病相を繰り返しつつ人格崩壊へ ５％以下 

⑥ 急性の病相を繰り返しつつ慢性軽症状態へ ３０－４

０％ 

⑦ １回あるいは数回の急性病相ののち治癒へ ２５－３

５％ 

1968年に同様な研究を行ったが、1965年時点では、①、

②はほとんど見られなくなり、④、⑤、⑥、⑦が増加して

いると述べている。 

 続いて、１９４６年～１９５０年（薬物療法が無い時代）

にＮＩＭＨが実施した研究において、統合失調症患者の転

帰を示すデータが示されている。 

表 1 統合失調症の自然転帰 

統合失調症の自然の転帰 

１９４６年～４９年ウォレン州立病院（ペンシルバニア） 

統合失調症を初めて発症した患者の６２％が１年以内に

退院。３年目の終りには７３％が退院。*1 

１９４８年～５０年デラウエア州立病院 

統合失調症患者２１６人の研究。８５％が５年以内に退

院、また７０％が地域社会で問題なく生活 *2 

ビルサイド病院（ニューヨーク） 

１９５０年に退院した８７人の追跡調査、半数強が４年以

内の再発が無かった。*3 

こうした研究でわかるのは、７割以上の統合失調症患者

が比較的短期（１年～３年以内）に退院し、その多くが就

労していたり、何らかの社会的な役割を得ていたというこ

とだ。この時期の統合失調症の定義は、現在より重篤な患

者であったことに留意いただきたい。かつて統合失調症は、

7割の患者が社会で問題なく生活し、薬物治療も必要なか

ったということである。 

最初の抗精神病薬の治験とフォローアッ

プ研究 

かたや、１９６１年の最初の抗精神病薬の治験は、素晴

らしい結果をもたらしたとされた。投薬患者の７５％が

「大幅な改善」「極めて大幅な改善」（プラセボは２３％）

を示したと発表されたのだ。またその後の研究では、投薬

中止患者の５３％が１０か月以内に再発し、投薬継続患者

の再発率は１６％であった。これは、抗精神病薬の有効性

と予防的に継続投薬することの根拠となった。*4 

 しかし、この治験には、更なるフォローアップ研究があ

る。同時に実施したプラセボ投与患者群は、薬物投与患者

群より、再入院の可能性が低いことも判明していた。また

プラセボ投与患者群の再発率は７％に留まり、クロルプロ

マジン５００ｍｇ以上を服用していた患者の再発率は６

５％だった。つまり、この治験が証明したのは、一旦、薬

物治療を行った場合には、服用をやめると再発するという

ことである。*5 
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１９７０年代に統合失調症入院患者の転帰の研究があ

る。この研究では、結局、薬物治療を行わない患者の転帰

が突出して良いことが示された。*6 

 

近年（2007年）では、イリノイ大学の精神科医マーティ

ン・ハロウが統合失調症患者の 15年の転帰を報告してい

る。この研究でも、薬物治療を行わない患者の転帰が圧倒

的に良いことが示された。*7 

 

統合失調症の薬物治療 

 新規統合失調症患者の約半数は、薬物を使用しないでも

快復し、長期的な転帰も良好、薬物が必要な患者はごく少

数に限られる。これは、統合失調症における薬物治療の長

期的な転帰の研究で確認されたものである。方や、薬物治

療を推進する側の提示する根拠は、短期間での個別の症状

の緩和を示すものに限られている。しかも、これらの転帰

研究は、現在の日本で行われている統合失調症診断よりも

遥かに厳しい診断基準のもとで行われた研究であること

を忘れてはならない。 

＊ＭＩＮＨの研究者カーペンターとマクグラシャン 

一旦、薬物療法を始めれば、神経遮断薬を続ける限り再発

しにくいことは疑いない。だが、そもそも最初から薬を使

わず治療すればどうなったのか？・・・一部の統合失調症

患者は、抗精神病薬の使用により、自然な経緯を辿った場

合と比べ将来的に再発しやすくなる可能性があることを、

我々はここに指摘する。*8 

 この事実は、最近の流行であるうつ病や双極性障害に安

易に抗精神病薬を使用することが如何に罪深い行為であ

るかを示すものである。 

*1 J.Cole,editor,Psycopharmacology(Washington 

DC:National Academy of Sciences,1959),142. 

*2 Ibid,285. 

*3 N.Lehrman,”Follow-up of brief and prolonged 

psychiatric hospitalization,”Comprehensive Psychiatry 

2(1961):227-40 

*4 A.Schatzberg,editor,Textbook of 

Psychopharmacology(Washington,DC:American 

Psychiatric Press,1995),624. 

*5 P.Gilbert,”Neuroleptic withdrawal in schizophrenic 

patients,”Archives of General Psychiatry 

52(1995):173-88. 

*6 Rappaport,M.”Are there schizophrenics for whom drugs 

may be unnecessary or contraindicated.”International 

Pharmacopsychiatry 13 (1978):100-11 

*7 Harrow,M.”Factors involved in outcome and recovery 

in schizophrenia patients not on antipsychotic 

medications.”The Journal of Nervous and Mental 

Disease,195(2007):406-14. 

*8 T.McGlashan,”Rationale and parameters for 

medication-free research in psychosis,”Schizophrenia 

Bulletin 32(2006):300-302. 

 

再入院率

プラシボ なし 24 8%
抗精神病薬 なし 17 47%
プラシボ あり 17 53%

抗精神病薬 あり 22 73%3.51

１：最善の転帰

統合失調症３年後の転帰（ラバポートの研究）

カリフォルニア大学サンフランシスコ校モーリス・ラパポート１９７０

患者数
入院中 退院後

薬の使用 重症度尺度

1.7
７：最悪の転帰

2.79
3.54
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うつ病 

 薬物治療以前のうつ病もまた、比較的転帰の良い病気であった。ほとんどの患者は一度うつか

ら回復すると再発することは少なかった。この頃のうつ病とは中年以降に発症する原因不明のう

つ状態（ＤＳＭでいう大うつ病）である。薬物治療が始まると、うつ病は治りにくく、再発を繰

り返す病気とされた。これはうつ病治療の結果に合わせてうつ病という病気のものを定義し直し

たということだ。うつ病の薬物治療もまた、一部の症状を一時的に改善することはあっても、長

期的な転帰は非常に悪い。 

 

かつてのうつ病は比較的治りやすい病気 

１９５５年の米国の精神科病院における気分障害の初

回入院患者は７２５０人、うつ病患者の総数は全米で３万

８２００人（4345人に 1人発症）。１９５６年の初回入院

患者の９０％が３５才以上だった。*1また１９７０年代ま

での全ての研究は、大半のうつ病は、特別な介入をせずと

も、自然な経過を経てほぼ完全に回復すると報告している。

この時期までのうつ病とは、現在の中程度もしくは重度の

うつ病に該当する。 

＊１９７２年学術文献レビュー（ワシントン大学グゼ、ロ

ビンス） 

１０年間の追跡調査において、うつ病患者の５０％には、

症状再発が見られないことを明らかにした。症状が慢性化

したのは１０人に１人。*2 

抗うつ薬は効かない 

１９８７年から２００４年に承認された抗うつ薬 12種

類のＦＤＡ提出データを改めて精査した研究（ターナー）

では、74件の試験のうち 36 件は抗うつ薬の統計的有効性

を示せなかった。*3 

抗うつ薬の真実 

１．3環系抗うつ薬が効果があったのは精神病性うつ病の

み、その治験を終了できたのは約 4割、多くの脱落者が出

た理由は症状の悪化。1970年 NIMH *4 

２．イミプラミン（3環系抗うつ薬）は重度のうつ病患者

のみに有効。1980年 NIMH *5 

３．ＳＳＲＩは効果において 3環系抗うつ薬と同等。プラ

セボにくらべ有意な効果はない。唯一有効だったのは重度

のうつ病患者のみ。2008年カーシュ、イギリス*6 

うつ病治療の転帰 

1970年代まで、「うつ病」は、比較的転帰の良い、回復

後もほとんど再発しない病気であった。抗うつ薬の登場と

共に、患者は再発を繰り返すようになり、病気が慢性化す

るようになると、精神医学会は、「過去の研究には、欠陥

があり、うつ病は患者に継続的に苦痛と機能不全をもたら

すことが証明された」と主張した。さらにうつ病が再発す

るのは薬の影響ではなく、薬を止めると病気が再発するこ

とが問題だとした。1999年度ＡＰＡ（アメリカ精神医学会）

の教科書には、「うつ病患者の内、うつ病エピソードが 1

回に留まるのは、僅か 15％」と記述されている。薬物治療

の転帰（失敗）に合わせて、うつ病、そのものの定義を変

えた。うつ病は治りにくい病気だと定義したのだ。 

これは、今日の日本の精神医療の現場で、患者（被害者）

が良く主張する「医師は副作用を認めず、症状の悪化とす

る」という医師の言い分の根拠となっている。効かない抗

うつ薬とその重大な副作用を巧妙に正当化している。 

精神医療の抗うつ薬には効果があると言う根拠の殆ど

が、うつ症状に対する短期的効果を示す研究に基づいてい

ることに留意する必要がある。後述するような疫学的、長

期的な転帰の研究では、薬物治療は完全に否定されている。 
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次のデータは、1998年にＷＨＯが行ったうつ病患者の

12か月の転帰を示すものである。結果は抗うつ薬による治

療もベンゾジアゼピンによる治療も、無治療に及ばなかっ

た。 

世界１５都市でうつ病と診断された患者の１２か月の追

跡調査（WHO1998年の調査）*7 

４グループに分類 

A:抗うつ薬による治療を受けたグループ 

B:ベンゾジアゼピンによる治療を受けたグループ 

C:診断されたが薬物療法以外の治療を受けたグループ 

D:うつ病治療されなかったグループ 

 回復 うつ病持続 

Ａ 32% 52% 

Ｂ 25% 45% 

Ｃ 39% 26% 

Ｄ 42% 28% 

＊なんと何もしないが一番回復、ベンゾジアゼピンが一番

悪い 

次の２つの調査は、抗うつ薬治療が、患者の生活に及ぼ

す影響をあらわすものです。非投薬群の方が早く職に復帰

していることがわかる。但し、この非投薬群は、比較的軽

症であったと推測することも出来る。 

1996年～1998年に短期障害休業手当を受けた 1281人を

調査。ディワ *8 

その内、抗うつ薬治療を受けなかったのが 564人。 

この 564人は、平均して 77日で仕事に復帰した。 

投薬群は、105日かかった。 

さらに非投薬群が、長期障害休業手当を受けたのは僅か

９％。 

投薬群は、１９％だった。 

＊抗うつ薬治療を受けなかった群は、軽症？ 

 

うつ病を発症した 547人の 6年後の転帰を調査。1995年

コリエル *9 

治療を受けた患者は、無治療群に比べ、「主たる社会的役

割の中断」に至るものが 3倍。 

「就労不能」になる可能性は 7倍近い。 

次の研究は前掲の２つの研究の非投薬群の患者はそも

そも軽症であったのではないかという疑問の一部に答え

るものです。一旦薬物治療を受けてその後、再発したが薬

物治療を受けなかった患者の転帰。 

初回のうつ病発作から回復したのち、再発したが薬物療法

に戻らなかった患者 84 人を特定した。2006年ポスター

ナック *10 

23％が 1か月以内、67％が 6 か月で、85％が一年以内に回

復した。 

＊うつ病は本来的に転帰が良好だという証拠 

うつ病薬物治療まとめ 

 うつ病の長期転帰の研究結果からは、うつ病とは比較的

転帰の良好な病気であり、薬物治療は決して有効ではなく

却って病気を長引かせる。統合失調症の章でも同様の指摘

をしたが、この欧米での 1980 年以前の研究対象であるう

つ病患者は、現在の水増しされた軽症のうつ病患者や不安

症状の患者は含まれていない。軽症のうつ病患者や不安症

の患者はさらに無治療の転帰は良く、薬物治療によって、

かえって重症化していることが推測される。 

*1 C.Silverman,The Epidemiology of Depression 

(Baltimore:Johns Hopkins Press,1988),44,139. 

*2 N.Kline,The Practical management of 

depression,”Journal of the American Medical Association 

190(1964):122-30. 

*3  E.Turner,”Selective publication of antidepressant 

trials and its influence on apparent efficacy,”New 

England Journal of Medicine 358(2008):296-305. 

*4 A.Raskin,”Differential response to 

chlorpromazine,imipramine,and placebo,”Archives of 

General Psychiatry 23(1970):164-73. 

*5 I.Elkin,”NIMH treatment of depression collaborative 

research program,”Archives of General 

Psychiatry47(1990):682-88 

*6 I.kersch,”Initial serverity and antidepressant 

bebefits,”PLoS Medicine 5(2008):260-68  
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*7 Goldberg.D.”The effects of detection and treatment of 

majordepression  in  primary care.”British Journal of 

General Practice 48(1998):1840-44. 

*8 Dewa,”Depression in the workplace” 

*9 W.coryell,”Characteristics and significance of 

untreatment major depressive disorder,”American 

journal of Psychiatry 152(1995):1124-29. 

*10 M.Posternak.”The naturalistic cource of unipolar 

major depression in the absence of somatic 

therapy,”Journal of Nervous and Mental Disease 

194(2006):324-49 
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双極性障害 

 かつての躁うつ病は非常に珍しい病気であった。また、かつてのうつ病や統合失調症と同じよう

に比較的良好な転帰を示す病気だった。現代の躁うつ病（双極性障害）の多く（６０％以上）は、

抗うつ薬の使用後に双極性障害と診断されている。短期間（短時間）で躁と鬱を繰り返す症状は全

て、薬物治療の失敗の結果ということである。さらに日本で第一選択肢とされているリチウム治療

は、欧米では既に否定されている。 

 

かつての双極性障害（薬物療法以前） 

 双極性障害とは、1980年のＤＳＭ－Ⅲに初めて記載され

た診断名である。古くは、躁うつ病と呼ばれ、躁病、うつ

病、躁と鬱が交互に現れるものも全て含まれていた。双極

性と分類されたのは 1957年のことである。このころの双

極性障害とは非常に珍しい病気だった。1955年の双極性障

害による米国の入院患者（躁、うつ、双極性障害全てを含

んだ患者数）は 1万 2750人で、約 1万 3000人に 1人発症

するという非常に稀な病気だった。この年の米国内の精神

病院への双極性障害による入院患者は僅か 2400人に過ぎ

ない。*1 

 そして、その少数の患者の長期的な転帰は比較的良好で

あった。 

1931 年のポロックの研究 

初回の発作を起こした患者の５０％は、2度目の発作は起

きず、3回以上の発作を起こした患者は２０％だった。 

1929 年 躁うつ病患者 2000人の調査（ワーサム） 

８０％の患者が 1年以内に回復 

長期的な入院が必要だったのは１％未満 

ルンドクイストの 103人の研究 

75％が 10か月以内に回復 

慢性的な経過を辿ったのは８％ 

85％は社会的回復を遂げ、復職した。 

1935 年～44年に精神科病院に入院した患者 86人の 30

年の転帰（ツアン） 

70％が社会復帰、半数は再発無 

 

現在の双極性障害 

 現在では、なんと米国民の 40人に 1人が双極性障害と

言われている（ＮＩＭＨ）。その原因は、双極性障害とい

う診断の拡大と向精神薬の乱用である。 

 イエール大学が、1997年～2001年の間にうつ病又は不

安障害と診断された患者 8万 7290人の記録を検討した。

抗うつ薬治療を受けた患者が年 7.7％ずつ双極性障害に転

換していることを確認した。また全米うつ病・躁鬱病協会

が実施した近年の調査によると、双極性障害と診断された

患者の 60％が最初は大うつ病だったが抗うつ薬の使用後

に双極性に変わった。 

双極性障害の薬物治療 

 双極性障害診断が出来ると、精神医学会は双極性障害の

薬を求めた。そこで注目を浴びたのがリチウムである。

1985年までに英国で発表されたリチウムが効果的である

と言う研究は極めて僅かしか存在しなかったが、その研究

では次のような臨床結果が示された。その研究によれば、

患者の 75％に良好な反応があったとされた。1994年の退

薬研究 19件のメタ分析では、リチウムを中止した患者の

再発率は 53.5％で、リチウム継続患者の再発率は 37.5％で

あることを確認した。しかし、同研究では、リチウムを徐々

に中止した 2，3件の研究では、再発率は 29％であったこ

とも示されている。これらの研究結果が現在の双極性障害

の第一選択肢であるリチウムによる薬物治療の脆弱な根

拠である。しかし、その後、リチウムの長期的効果を疑問

視する研究が続いた。リチウム服用患者の５０％が短期間

で薬をやめている（思考や身体的な動きが鈍ることを患者

が嫌がった）が、そうすると５０％以上が短期間に再発し

た。それに対してリチウムを未使用の患者の再発（５０％）

は、3年以上かかることが判明した。最終的には、リチウ
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ム服用患者の４１％が不良な転帰を示し、ほぼ半数が再入

院し、全体として服用者が非服用者を上回る転帰は得られ

ない事が判明した。 

 

現在の双極性障害の転帰 

 かつての双極性障害患者（薬物療法前）は、生涯 3回以

上の症状がでる患者は全体の 3分の 1であったが、1960

年以降の双極性障害患者は 3分の 2以上が慢性的（持続的）

に症状に見舞われるようになった。 

 2008年のＭＩＮＨの研究では、双極性障害患者の不良な

転帰の最大の予測因子は、６０％もの患者が服用している

抗うつ薬の使用であると報告した。さらに、薬物療法以前

の双極性障害患者には認知機能の低下が見られなかった

のに対し、薬物療法後の双極性患者は認知機能の低下が見

られるようになった。それに伴い社会的機能が低下し、双

極性障害患者の社会性は大きく低下した。 

 リチウムの効果が疑問視されると、精神科医達は、抗う

つ薬や抗精神病薬などを組み合わせたカクテル処方を始

めた。その結果次のような結果が報告されている。 

2001年（ディッカーソン）、薬物療法を受けている統合失

調症患者 74人と、薬物療法を受けている双極性障害患者

26 人を対象に認知機能と社会的機能の 41 項目を比較した。

その結果双極性障害患者と統合失調症患者の間には、似通

った認知機能が認められ、社会的機能に関する項目の大半

でも同じ結果を示した。これは、病気の悪化が、２つの精

神疾患患者に施されたほぼ似通ったカクテル処方によっ

て引き起こされていることを示すものだ。 

精神医学界の懺悔 

２００８年のＡＰＡ会議での発表では、双極性障害の薬

物治療において抗うつ薬が双極性障害を顕著に悪化させ

るとの報告が出された。これは日本うつ病学会も認めてお

り、同学会の治療ガイドラインにおいても、双極性患者に

抗うつ薬は処方すべきでないとされている。実はこの会議

では、単に双極性障害に対し抗うつ薬が有害であるという

事だけでなく、ここ２０年の間に双極性障害の転帰が著し

く悪化したことも発表された。このディスカッションの中

心であったポスト（生物学的精神医学界の重鎮）は、次の

ように述べた。以下、ウィタカーの著書より引用する。 

以下引用・・・ 

「われわれは、エピソード数のさらなる上昇、治療に対す

る抵抗性の増大、認知機能不全の増加に直面しており、単

極性であれ双極性であれ、うつ病エピソードを４回経験す

れば、晩年に認知症を発症するリスクが倍増することがデ

ータで示されている。しかも聞いて驚くなかれ、事態はそ

れより遥かに深刻だ。・・・アメリカではうつ病や双極性

障害、統合失調症の患者は、精神科治療を受けていない人

に比べ寿命が１２年～２０年も短くなっている。」・・・

引用以上 

 これは、まさに気分障害に関する精神科薬物治療の失敗

を明白に懺悔したようなものだ。また双極性障害の薬物治

療において継続的な薬物の服用が必要である証拠はない

ことが証言された。さらに、双極性障害に対する治療法を

精神医学会は持っていないとし、結論として処方を中止す

べきだとまで言及した。この発表のあった２００８年のＡ

ＰＡ会議は、このディスカッションを除けば、日本の精神

医学会同様、製薬会社の支援を受けた薬物療法を礼賛する

ものばかりであったということも指摘しておきたい。 

双極性障害の薬物治療（まとめ） 

 リチウム以前 今日の双極性障害 

有病率 5000～20000人に 1人 20～50人に 1人 

長期的転

帰が良好 

75～90％ 33％ 

症状の経

過 

躁、うつの一時的な急性

エピソード。エピソード

の合間には正常気分への

回復、望ましい機能適応

を伴う。 

急性エピソードからの

緩慢または不完全な回

復、再発リスクの持続、

病的状態の長期的継続 

認知機能 エピソード合間の機能低

下や長期的な機能低下は

ない。 

エピソードの合間です

ら機能低下が見られる。

多くの認知機能の長期

的低下。投薬した統合失

調症患者に認められる

と同様の機能低下。 
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*1 C.Silverman,The Epidemiology of Depressive (Baltimore:Johns Hopkins University Press,1968),139.

薬物治療の転帰 

これは、ＭＩＮＨの助成を受けたハロウの研究である。 

統合失調症と躁うつ病（うつ病、躁病、双極性含む）の投薬治療を継続した患者と投薬治療を止めた患者の 15年の長期

的転帰を示したもの。左の数字は、総合的評価尺度で、０（良好）～７（不良）の 7段階で評価、1から２が病気の回復。 

もともと、気分障害系の病気の転帰は薬物治療しない方が、薬物治療に比べてはるかに良い。 

 

 薬物治療以前において、精神疾患は、比較的転帰の良い病気であった。現在では、製薬会社や生物学的精神科医による

病気作りにより、全体の患者数は薬物治療の無かった時代に比べて数十倍もの患者が生み出されている。さらに薬物治療

の転帰はプラセボや無治療に比べてすこぶる悪いことが様々な研究で明らかにされている。しかしながら、精神医学界の

歴史は、こうした研究の黙殺の歴史である。「薬物治療は効果がなく、有害である」という声は、製薬会社、精神科医、

マスコミ、行政、患者家族会が一体となって「薬物治療は効果がある」と絨毯爆撃のようなキャンペーンを行う事により、

強引に押しつぶしている。我々、市民の要求は、症状が改善することではなく、患者の生活が改善され、幸せになること

である。本稿で紹介した様々な研究は、向精神薬による薬物治療の効果が小さいばかりでなく、病気を長引かせ、患者の

寿命や健康を害するものであることを示している。 
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子供の薬物治療 

子供に対する薬物治療に対しては、うつのセロトニン仮説、統合失調症のドーパミン仮説のよ

うな仮説さえ存在していない。つまり良くわからないが効果があるから治療するという乱暴な治

療が行われている。前章で紹介したような薬物治療の問題はもちろん子供にも起きる。いやむし

ろ、成長期の子供に取っては大人より悪影響は遥かに大きい。さらに子供は、治療選択の自由は

制限され、治療を拒否する機会は与えられない。薬物治療が子供の成長や健康に重大な悪影響を

与える以上、子供に対する無闇な薬物治療は重大な人権侵害である。 

悪質な治験 

 子供への向精神薬の効果を示す治験や研究は、初めから

効果を最大にみせ弊害を最小にみせるという悪質なもの

であった。 

 子供に処方された最初のＳＳＲＩであるプロザックに

ついて、発売後の調査で、子供を対象とするこの薬の研究

15件のうち、12件が失敗していた。さらに効果があると

された研究のひとつは、非治験者全員に 1週間プラセボを

投与し、改善した子供は治験から除外していた。さらにあ

らかじめプロザックに適応した子供だけを選んで治験に

参加させた。こうした薬に有利な条件でさえ、子供や親の

自己評価尺度ではプラセボより有効性を示すことができ

ず、イーライリリー社から資金援助を受けた精神科医が記

入する 2 次的な改善尺度でやっと有効性が示されたのだ。 

子供の薬物治療の転帰 

 子供の薬物治療のへの入り口の多くは、ＡＤＨＤをはじ

めとする発達障害診断である。リタリン（コンサータ）と

いった覚せい剤の使用により、多くの子供は、そう状態や

さまざまな精神症状を示すようになる。するといつの間に

か、診断は双極性障害や統合失調症などと変更されていく。 

ＡＤＨＤと診断された子供の転帰 

ＦＤＡへの副作用報告（2000～2005年）によるとリタリ

ンに起因する副作用報告（精神病、躁病）は、1000件。 

（副作用報告は実際の 1/100）つまり、10万人の副作用

経験者がいる。 

2001年（デルベロ）の報告 

躁病で入院した患者の 34人中 21人がリタリンなどの覚

せい剤を使用していた。 

アメリカでは、ＡＤＨＤをきっかけに40万人の子供が、

また抗うつ薬治療がきっかけで50万人の子供が双極性障

害になっている。またオランダの研究者によって、オラン

ダ人とオランダ系アメリカ人の双極性障害患者の数を調

べたところ、2０歳以下で、オランダ系アメリカ人の双極

性障害患者はオランダ人の 10 倍いることが確認された。

この事実は、アメリカの子供の精神疾患の蔓延が医原病で

あることを示している。 

 

表 リタリンの症状と双極性障害 

リタリン（コンサータ）の 

引き起こす症状 

双極性障害の症状 

覚醒 気分変調 覚醒 気分変調 

活力増大 傾眠 活力増大 悲哀感 

集中力向上 倦怠感、惰眠 目標指向性

の活動増大 

活動低下 

過覚醒 社会的ひき

こもり、孤立 

睡眠欲求の

低下 

社会的孤立 

多幸感 自発性低下 激しい気分

変動 

活動意欲の

低下 

興奮、不安 好奇心低下 焦燥感 コミュニケ

ーション減

少 

不眠 感情の抑圧 興奮 無価値観 

焦燥感 抑うつ 破壊的な感

情爆発 

理由もなく

泣く 

敵意 情動不安定 多弁  

軽躁  注意散漫  

躁  軽躁  

精神病  躁  
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発達障害の薬物治療が子供の成長を阻害 

 現在、子供には様々な理由で、様々な向精神薬が処方さ

れている。子供向けに一応治療薬として正式に承認されて

いるのは、コンサータ（リタリン）とストラテラのみであ

る。その他の薬は、子供への安全性は確認されていない全

てグレーの薬である。そのような状況であるにも関わらず、

大人に対する薬物治療と同じように、対症療法として、症

状を訴えれば、その症状を抑える薬が躊躇なく処方される。 

覚せい剤コンサータ（リタリン）によって引き起こされた

症状は、統合失調症や双極性障害と診断され、そもそもの

病気とは正反対の薬理の薬物さえ投与される。 

 抗精神病薬は分泌系ホルモンに影響を与え、子供の成長

そのものを阻害し、過剰なドーパミン阻害は、こどもに薬

剤性のパーキンソン病を発症させる。またセロトニン作動

系の薬（リスパダール、ＳＳＲＩ）は、子供の感情を平坦

化させる。「感情がなくなった」とは、向精神薬を飲む子

供がよく訴える症状である。 

子供に待ち受ける運命 

 ＡＤＨＤ診断を受けた子供の未来。ＡＤＨＤと診断され

た子供の運命を想定したい。その子供を仮にＡ君としよう。 

 小学校 2 年生のＡ君は、落ち着きのない子供であった。

春のクラス替えの頃から、Ａ君はさらに落ち着かなくなり、

授業に集中できない状況が続いた。他にもＡ君同様、落ち

着かない生徒はいた。その子は授業中歩き回るなど、Ａ君

より問題は多かった。 

 学校は、文部科学省から出された『全生徒の 6.5％が発

達障害である』という発表を受け、該当する生徒を適切な

治療に導くように担任に指示を出した。担任は、一番問題

のある子どもとその次に問題があるとされたＡ君の父兄

を訪問し、精神科受診を勧めた（2人である理由は、40人

クラスの 6.5％とは 2.6人であるから）。2人の両親は、Ａ

君を学校から紹介された精神科クリニックに連れて行っ

た。医師は、担任からの報告書と両親からわずか 3分ほど

話を訊いただけで、Ａ君をＡＤＨＤと診断した。ちなみに

この担任は、ここ 3 年で 7 人の子供を精神科に導いたが、

その 7人すべてがＡＤＨＤと診断された。担任が連れて行

った子供で、今まで病気でないと診断された子供はいない。 

 Ａ君には、コンサータが処方された。コンサータを服用

した直後には劇的な効果があった。Ａ君は集中力がまし、

授業に集中することができた。しかし、その効果は長く続

くことはなかった。その代りに、不眠が現れ、情緒不安定

が増し、時々、叫ぶようになった。 

 精神科クリニックを再度受診すると、医師は「統合失調

症感情障害」の疑いがあるとし処方を変えた。不眠に対応

するためのフルニトラゼパムと情緒不安時としてリスパ

ダールを処方した。その処方により、感情の爆発は抑えら

れるようになった。しかし今度は、朝起きられないという

問題が起きた。体の不調を訴え度々学校を休まざるを得な

い状況になった。医師は処方量を減らし、結果、なんとか

登校は可能となった。投薬はそれからも続き、Ａ君は服薬

を拒んだが、両親は、精神科医の服薬をやめると病気が再

発するとの医師の言葉を信じ、半ば強制的に服薬を継続さ

せた。服薬を始めて半年過ぎたころから、Ａ君は何にも関

心を示さない症状を呈した。時々、独り言を発するように

なり、目の焦点もあわないような感じになった。精神科医

は、リスパダールの代わりにジプレキサやセロクエルとい

った薬に変更してみたが、どの薬も一長一短であり、短期

的に良いと感じても、何れも効果は長続きしなかった。奇

行が増え学校での友達づきあいもなくなり、結果孤立し、

Ａ君は学校に行きたがらないようになった。学校に連れて

行こうとすると、暴れて、ついに不登校となった。 

 ある日、薬をエビリファイに変えたことをきっかけに今

までで一番の感情の爆発を起こし、手を焼いた両親は入院

治療を行うことを決心した。入院先の病院では、『統合失

調感情障害』と診断され、新旧薬によるカクテル処方（多

剤大量処方）が行われた。感情の爆発はなくなったが、独

り言は増え、小股で歩き、口をもごもごさせるようになっ

た（薬剤性パーキンソニズム）。ついに障害者認定を受け

特別学級に入りなんとか学校にいくことはできるように

なったが、Ａ君の病状は統合失調症そのものとなった。2

年が経過したとき、Ａ君の身長は 2つ下の妹に追い越され

ていることに両親は気が付いた。 

参考：ロバート・ウィタカー ＡＮＡＴＯＭＹ ＯＦ Ｅ

ＰＩＤＥＭＩＣ 


