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論　文　の　内　容　の　要　旨

目的：

　脳卒中後うつ病（PSD）はリハビリテーション（以後リハビリ）を大きく阻害する。しかし PSD の病態

の評価の難しさから精神医学的な診断や治療法の研究は少ない。そこで本研究は集中的なリハビリにより機

能回復が最も期待される回復期に焦点をあて，臨床精神医学的に評価を行い PSD の有病率，PSD の日常生

活活動（ADL），生活の質（QOL）や復職への影響，また PSD に対する SNRI（セロトニン・アドレナリン

再取り込み阻害剤）の有用性を検討することを目的とした。

対象と方法：

　2002 年 5 月から 2003 年 7 月までの間に茨城県立医療大学付属病院回復期リハビリ病棟に入院した脳卒中

患者 93 例（平均年齢 57.8±9.9 歳，男性 67 例）を対象とした。対象者全員に入院時に精神医学的面接を施行し，

DSM- Ⅳにより PSD 群と ND（非うつ病）群に分類した。

　PSD 群（n＝�7）と ND 群（n＝76）について抑うつ状態（SDS および HAM-D による），ADL（FIM による）

や QOL（QUIK による）について入院時と退院時とを比較した。復職については病前に有職者（n＝54）の

うち復職決定群（n＝�7）と退職決定群（n＝�5）について復職状況が決定した退院時について上記と同様

に多角的に検討した。

　また PSD 群のうちミルナシプラン（SNRI）を投与した ML 群 �� 例については，200� 年に抗うつ薬を投

与されていない年齢，性，入院時の SDS を一致させたヒストリカルコントロールの HC 群 �� 例と比較し，

抑うつ状態の変化だけでなく ADL や QOL の変化についても比較検討した。

　統計的には背景や特徴の群間の比較には Mann-Whitney 検定，unpaired t-test，x2 test を用いた。群間

で評価スケールの時間的推移の比較には反復測定 ANOVA を用いた。

結果：

　回復期リハビリ病棟に入院した脳卒中患者 93 例の内 �7 例（�8％）が精神医学的診断で PSD と診断された。
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PSD 群（n＝�7）と ND 群（n＝76）については年齢，性，脳損傷側，脳卒中のタイプ，脳卒中発症からの

入院や退院までの期間など背景に有意差はなかった。入院時で SDS は PSD 群 52.4±8.4（うつ状態），ND

群 42.3±7.6（境界領域），HAM-D は PSD 群 20.3±7.5，ND 群 8.4±4.3 であり，PSD 群は主観的にも客観的

にも ND 群より抑うつ的であることが確認された（SDS，HAM-D ともに P＜0.0�）。FIM について PSD 群

は 77.�±23.9，ND 群 9�.�±2�.5 で PSD 群の方が ADL は低下していた（P＜0.05）。QUIK について PSD 群

は 23.5±��.6（不良），ND 群は �3.6±7.4（やや不良）であり PSD 群の方が QOL は悪化していた。

　各評価の変化であるが，PSD 群の SDS は 52.4±8.4（うつ状態）から 43.6±9.4（境界領域），HAM-D に

おいて入院時 20.3±7.5 から退院時 �5.7±�0.� と抑うつ状態は軽快していた（SDS，HAM-D 共に p＜0.0�）。

FIM について PSD 群は入院時 77.�±23.9，退院時 94.4±26.7，ND 群では入院時 9�.�±2�.5，退院時 �08.6±

�5.7 と PSD 群は ND 群より ADL は低いままで経過し，退院時には地域で自立できるレベル（FIM＝�00）

に達していなかった。QUIK について PSD 群は入院時 23.5±��.6（不良），退院時 20.5±�3.3（不良），ND

群では入院時 �3.6±7.4（やや不良），退院時 �0.9±9.0（やや不良）と両者共に変化なく PSD 群の QOL は不

良の領域ままであった。また復職が決定したのは有職者全体の 3�％と低く，復職の状況も抑うつ状態の重

症度や QOL の低下に影響することが明らかとなった。次に PSD へのミルナシプランの効果であるが，ML

群と HC 群は脳損傷側，脳卒中のタイプ，脳卒中発症からの入院や退院までの期間，入院時の ADL や QOL

など背景に有意差はなかった。また副作用による中断例も全くなかった。SDS について ML 群は入院時

52.0±7.8（うつ状態），退院時 44.7±��.�（境界領域），HC 群は入院時 52.9±4.6（うつ状態），退院時 57.3±

7.2（うつ状態）であり PSD 群は抑うつ状態が改善していた（p＜0.05）。FIM は ML 群の入院時 76.6±28.7，

退院時 92.7±29.6，HC 群の入院時 68.5±27.9，退院時 9�.5±2�.6 と両群に有意差はなく ADL は同程度の上

昇が認められた。QUIK は ML 群で入院時 �9.9±�2.7（不良），退院時 20.4±�4.3（不良），HC 群では入院時

25.6±6.6（不良），退院時 25.8±8.3（不良）であり両群ともに不良のまま経過していた。

考察：

　PSD 群は �8％にみられ，抑うつ状態は軽快しているが，ND 群と比べて退院時の ADL や QOL は低下し

たままであることがわかった。PSD の有病率が比較的低いのはリハビリ専門病棟のために動機付けの高い

対象であるためと考えられた。回復期は抑うつ状態が自然寛解を期待される時期であるが，同じ回復期リハ

ビリ病棟における先行研究により脳卒中患者の SDS が変化しないことから，本研究で抑うつ状態が改善し

たのは PSD 群 �7 例中 �� 例に SNRI が投与されている効果によるものではないかと推察された。また回復

期は抑うつ状態と ADL との関連性が高い時期であり PSD 群では ADL が地域で自立できるまでに至らず，

さらに対象者は失職などが影響しやすい壮年期であることから QOL を悪化させている可能性も考えられた。

　本研究の PSD については SNRI のミルナシプランにより，ADL の改善を妨げずに抑うつ状態が改善する

ことが示された。抑うつ状態が改善したのは脳卒中で機能が低下したセロトニンとノルアドレナリン神経伝

達回路の両方を SNRI が増強するためではないかと考えられた。しかし抑うつ状態の改善は境界領域に留ま

り，QOL の改善までには至らなかったことは，ミルナシプランの投与時期，投与期間など投与方法の問題，

PSD の病因が回復期には器質性要因だけでなく心因性要因も加わること，また PSD と同様にリハビリへの

意欲を阻害する病態であり，脳損傷部位との関係は PSD とも異なることが示唆されているアパシーとの関

連などが考えられ今後の検討課題と思われた。

結論：

　PSD が回復期においてリハビリのアウトカムである ADL や QOL に大きく影響することを明らかにした。

またミルナシプランは特にリハビリ中の PSD に対して安全で有用な抗うつ薬であることを示した。うつ病
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は抑うつ状態が改善するだけではなく QOL が改善して始めて治癒したといえる結果を得た。将来的な課題

としてはリハビリの観点から，PSD に対する最適な薬物療法の検討，アパシーや認知機能障害との関係，

さらに退院後に実際の日常生活において展開される地域リハビリにおける PSD についても，精神医学的ア

プローチの研究が待たれる。

審　査　の　結　果　の　要　旨

　本研究は脳卒中患者リハビリ時におけるうつ状態に焦点をしぼり，その臨床経過，精神医学的評価，さら

には薬物に対する反応性などを詳細に検討した臨床研究であり，今後の臨床応用に期待が持たれる意義深い

内容である。

　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。


