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抄録
【目的】パーキンソン病（以下、PD）患者の様々な家族機能と抑うつ症状の関係構造を明らかにすることである。
【方法】医療機関へ通院ならびに PD 対応型専門通所介護事業所を利用する PD 患者 381 名を対象に、無記名自記
式の質問紙調査を実施した。調査内容は、PD 患者の属性、家族機能、抑うつ症状に関する項目等で構成した。
統計解析には各項目に欠損のない 127 名の資料を用い、家族機能が抑うつ症状を規定するといった因果関
係モデルを構築し、構造方程式モデリングを用いて両要因の関係性について検証を行った。
【結果】気分・不安障害の可能性が高いと判断される PD 患者は、分析対象者の約 7 割を占めていた。また、PD
患者の抑うつ症状には家族の凝集性および ADL が有意に関連していることが明らかとなった。
【考察】PD 患者の抑うつ症状の評価に際しては、家族成員間の感情的なつながりや親密性といった家族の凝集性
および PD 患者の ADL 状態に着目する必要性が示唆された。
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to elucidate the relationship between family function and depressive
symptoms in patients with Parkinson's disease (PD).
Methods: We administered anonymous self-administered questionnaires to 381 patients with PD who were
receiving treatment in a medical institution and using a day care center specializing in PD. The investigation
items comprised such items as attributes of PD patients, family function, and depressive symptoms. We
statistically analyzed the data of 127 patients who had no missing data for each item, constructed a causal
model in which family function defines depressive symptoms, and examined the relationship between the
two factors by using structural equation modeling.
Res ults: PD patients who were considered most likely to have mood or anxiety disorder comprised
approximately 70% of the subjects. Moreover, the results revealed that depressive symptoms have significant
relationships with family cohesion and activities of daily living (ADL).
Discussion: The results of this study suggest that when assessing depressive symptoms of PD patients, we need
to focus on family cohesion, including the emotional bonding, intimacy between family members, and ADL
status.
キーワード：パーキンソン病、抑うつ症状、家族機能
Keywords : Parkinson's disease, depressive symptoms, family function
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Ⅰ．緒言

に家族の存在があり、家族は全体がひとつの有機的な

パーキンソン病（以下、PD）は、振戦、固縮（強剛）、

システムと捉えられている。また Steinglass ら 24）は、

無動症、姿勢反射障害を主症状とし、病理学的には

身体疾患における家族に関して、「疾病に対処する個

黒質線条体ドパミン作動性神経細胞の変性ならびにレ

人の資源」「疾病の進行に積極的に加担する可能性の

ビー小体の出現を特徴とする進行性変性疾患である 。

あるもの」「慢性疾患の経過に対して影響を及ぼすも

その患者数は、2012（平成 24）年には 16 万 3 千人に

の」「疾病の影響を受けるもの」という 4 つの視点か

1）

達し 、有病率は人口 10 万人に対し約 150 人である

ら捉えられると述べている。さらに「疾病の進行に積

ことから、神経変性疾患においてはアルツハイマー病

極的に加担する可能性のあるもの」という視点から家

に次ぐ高い発生頻度となっている 1）。中高年齢におい

族機能を評価した先行研究を概観すると、患者の精神

て好発 1）であることを鑑みるならば、超高齢社会を迎

的健康との関連が多くの研究で指摘され 25-30）、負の家

えたわが国において今後さらなる患者数の増加が考え

族機能に視点を置いた援助の必要性が示唆されてい

られる。

る。よって、PD 患者において家族機能と精神的健康

2）

PD は運動症状以外にも嗅覚障害、睡眠障害、認知
機能障害、精神症状、抑うつ症状、異常感覚、自律神

の関係を明らかにすることの意義は大きいといえるが、
PD 患者を対象とした研究は皆無である。
そこで本研究では、PD 患者に対する心理社会的

1）

経症状等の非運動症状が出現する疾患である 。なか
3）

でも抑うつ症状は、健康関連 QOL （Quality of Life）
やストレス耐性
障害

5）

4）

を低下させるのみならず、運動機能

や幻覚および認知機能障害

6,7）

を発現させる危

険因子となる可能性が指摘されている。また山村ら

8）

介入に有用な指標を得ることをねらいに、PD 患者の
精神的健康のなかでも特に抑うつ症状に焦点を当て、
様々な家族機能との関係構造を明らかにすることを目
的とした。

によると、PD 患者は肯定的に疾病を受け入れられる
時期に達しても、疾病に対する否定的感情を持ち続け、

Ⅱ．研究方法

複雑な心理状況にあると報告され、PD 患者が日常的

1．調査対象および調査方法

に抑うつ症状を呈している可能性が推測される。その

調査対象者は、A 県内外における 4 医療機関の外

ため、抑うつ症状が PD 患者の QOL に与える影響は

来へ通院する PD 患者および PD 対応型専門通所介護

看過し得ず、抑うつ症状への対応が重要である。

事業所を利用する PD 患者 381 人とした。倫理的配慮

PD 患者における抑うつ症状に関する先行研究は、
抑うつ症状の発現頻度
索

14-18）

、治療方法

19）

9-13）

、性別などの関連要因の探

および抗 PD 薬の効果

20）

として、調査票には調査目的と概要を記載した説明書
を添付した。さらに、調査票は無記名自記式（ただし、

につい

記名に関しては自由意思）とし、記入済の調査票は回

て検討を行ったものなど、医学的観点から報告された

答者のプライバシー保護の観点から回答者自身が自ら

ものが多く散見される。その一方で、自尊感情と対処

返信用封筒に厳封し、返送する方法を採った。

戦略が抑うつ症状を発現させる予測因子であった 21）
との報告や、ストレス対処能力の向上および社会的支
援が抑うつ症状の改善や予防に寄与した

14,22）

との報

告など、心理社会的要因に着目した研究も散見される。
また竹内ら

23）

は、Hoehn and Yahr 重症度や社会資

本調査研究は 2016（平成 28）年 3 月 2 日に川崎医
療福祉大学倫理委員会の審査・承認を得た後（受付番
号：15-093）、2016（平成 28）年 4 月から同年 7 月に
実施し、回答は PD 患者 170 人（回収率 44.6％）から
得られた。

源サービス利用度が主観的 QOL と強い相関があった

2．調査内容

ことを示しており、PD 患者に対する援助には、医学

調査内容は、性別、年齢、世帯構成、罹病期間、就

的介入のみならず患者の生活全体を見通した幅広い視

労の有無、Katz Index of Activities of Daily Living31）

点からの介入が求められているといえる。具体的には、
身体面のみならず精神面の安定にも着目した援助をす

（以下、Katz Index）、家族機能、抑うつ症状に関する
項目などで構成した。

8）

ることであり 、PD 患者とその環境が相互に影響し

Katz Index は、Katz ら

31）

により作成された

合う接点に対する心理社会的介入といった多様な側面

Activities of Daily Living（以下、ADL）評価尺度で

からの援助を行うことにより、PD 患者の生活全体の

ある。入浴、更衣、トイレへ行く、移乗、排泄、食事

質を高めることが可能になると考えられる。

に関する全 6 項目で構成される質問項目に対し、回答

PD 患者の生活全体の良否を左右する要因のひとつ

は「要介護：0 点」「自立：1 点」で評価し、得点が高
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くなるほど自立していると判断される 32）。

する。cutoff point は 24 点満点において 5 点以上が推

家族機能は、PD 患者自身の認知的評価について回
答を求めた。Walsh

33）

は、家族成員の評価が第三者に

奨されており、得点が 5 点以上の場合、気分・不安障
害などの抑うつ症状を呈する可能性が高いと判断され

よる評価と異なっていたとしても、いずれも家族機能

る 40）。本尺度を構成する項目の内容には、疲れや睡眠、

の妥当な捉え方であり、自己評価によって得られた

性機能などの身体症状から抑うつ症状を測定する項目

情報の価値を軽んじてはならないことを指摘してい

（仮面うつ病を評価する項目）が含まれておらず、PD

る。また、貞木ら

34）

は Beck ら

35）

の認知理論を援用

患者にみられる身体症状を抑うつ症状と捉えることが

し、現実を誤って認知・解釈することが心理的問題に

ないため、本調査対象者でも使用できると判断した。

つながり得るとして、当事者自身の評価を重要視して

3．解析方法

いる。これらの見解をふまえ、PD 患者の抑うつ症状

統計解析には回収された PD 患者 170 人分の調査票

との関連においては客観的な家族機能を評価するので

のうち、家族と同居しており、性別、年齢、罹病期間、

はなく、PD 患者自身が捉える家族機能、つまり認知

就労の有無、Katz Index、家族機能および抑うつ症状

的評価に着目することが重要であると考えた。そのた

に関する項目に欠損値のない 127 人の資料（調査対象

め本研究では、家族機能を認知的評価で測定すること

者の 31.5％；回答者の 74.7％）を用いた。

を意図として開発された尺度

36）

を用いることとした。

分析において、まず各尺度の構成概念妥当性につい

この尺度は、「家族の凝集性：4 項目」「家族の適応力：

て検証した。家族機能については前述の逐次モデルを

4 項目」「家族のコミュニケーション：4 項目」の計 12

採用し、カテゴリカルデータに最適な推定法である重

項目で構成されている。Olson ら

37）

は、多分野の先行

みづけ最小二乗法の拡張法（以下、WLSMV）をパラ

研究で提示されてきた家族に関する諸概念の整理を試

メータの推定法に、構造方程式モデリングを用いてモ

み、「家族のコミュニケーション」を「家族の凝集性」

デルの適合度と変数間の関係性を検討した。また K6

ならびに「家族の適応力」の促進次元とし、「家族の

については、1 因子モデルを設定し、確認的因子分析

凝集性」ならびに「家族の適応力」が中庸であること

を行った。

をもって家族の機能性が高いとする円環モデルを提唱

次いで、家族機能と抑うつ症状の関係を検討するた

している。本研究ではこの理論に従い、
「家族のコミュ

め、家族機能を独立変数、抑うつ症状を従属変数とし

ニケーション」が「家族の凝集性」ならびに「家族の

た因果関係モデルを構築した。さらに、抑うつ症状の

適応力」を規定し、「家族の凝集性」ならびに「家族

背景因子として、PD 患者の性別（女性：0 点、男性：

の適応力」は無相関とする逐次モデルを採用した。竹

1 点）、年齢、罹病期間（月数）、就労の有無（なし：0

本ら

36）

の尺度を用いた逐次モデルの構成概念妥当性
36）

点、あり：1 点）、Katz Index（「全 6 項目要介護：0 点」

において

～「全 6 項目自立：6 点」32））を投入し、WLSMV を

支持されている。PD 患者と血液透析患者では疾患が

推定法に構造方程式モデリングにてモデルの適合度と

異なるものの、本尺度は慢性疾患患者を対象とした家

各変数間の関係性を検討した。

は、血液透析患者を対象とした調査研究

モ デ ル の 適 合 度 の 評 価 に は、 χ 2 値（ 以 下、

族機能の測定を意図して開発されたことから、本調査
対象者に用いても差し支えないものと考えた。回答は、

χ 2）、 自 由 度（degrees of freedom： 以 下、df）、

「よくあてはまる：1 点」
「だいたいあてはまる：2 点」
「あ

Comparative Fit Index（ 以 下、CFI）、Root Mean

まりあてはまらない：3 点」「ほとんどあてはまらない：

Square Error of Approximation（以下、RMSEA）を

4 点」の 4 件法で求め、「家族の凝集性」と「家族の適

用いた。χ 2/df は値が小さいほどモデルのデータに対

応力」は逆転項目であるため、点数化を逆にし、家族

する適合度が高いことを示し、CFI および RMSEA は

機能が良くないと認識しているほど点数が高くなるよ

一般に CFI ≧ 0.95 であればそのモデルがデータをよ

うに設定した。

く説明していると判断され 41）、RMSEA ≧ 0.10 であれ

抑うつ症状の測定には、Kessler ら 38）によって開発、

ばそのモデルを採択すべきではないとされる 42）。また、

Furukawa ら 39）により翻訳された K6 の日本語版を用

パス係数の有意性は、非標準化係数を標準誤差で除し

いた。K6 は 6 項目で構成されるうつ病・不安障害の

た値で判断し、その絶対値が 1.96（5％有意水準）以

評価法・スクリーニング調査票である。回答は各項目

上を示したものを統計学的に有意とした。構造方程式

に対し、「全くない：0 点」「少しだけ：1 点」「ときど

モデリングで検証された因子構造を構成する観測変数

き：2 点」「たいてい：3 点」「いつも：4 点」で評価

を測定尺度とみなした際の信頼性は、Cronbach のα
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信頼性係数（以下、α信頼性係数）で検討した。

Katz Index は表 2 のとおりであり、6 項目全てにお

以上の解析には、統計ソフト「IBM SPSS 22J for
Windows」ならびに「Mplus version7.2」を用いた。

いて自立している PD 患者は 91 人と全体の 71.7％を
占め、平均 4.8 点（標準偏差：2.0、範囲：0-6）であった。

2．家族機能の構成概念妥当性と信頼性の検討
Ⅲ．研究結果

家族機能に関する回答分布は，表 3 に示すとおりで

1．分析対象者の属性分布

あった。前述した逐次モデルを設定し、モデルの適合

分析対象者 127 名の属性に関する分布は、表 1 に

度と変数間の関係性について検討を行った。その結果、

示すとおりであった。PD 患者の性別は、男性 57 人

2
χ （df）
＝ 127.290（52）、CFI ＝ 0.968、RMSEA ＝ 0.107

（44.9 ％）、 女 性 70 人（55.1 ％） で あ り、 平 均 年 齢 は

と、RMSEA において統計学的な許容水準を満たして

72.2 歳（標準偏差：7.9、範囲：51-88）であった。世

いなかった。そのため、Mplus が算出する修正指標を

帯構成は、配偶者との二人暮らしが 79 人（62.2％）と

参考に「yF5：私の家族は皆、緊急事態にどうすれば

最も多く、次いで患者と配偶者と未婚の子の世帯が 19

いいかを知っている」と「yF6：私のうちでは皆、そ

人（15.0％）、三世代以上の世帯が 15 人（11.8％）であっ

れぞれ義務と責任を負っている」の誤差間に共分散を

た。罹病期間は平均 94.1 ヶ月（標準偏差：64.4、範囲：

認めて再度検討したところ、χ 2（df）＝ 105.420（51）、

1-302）であり、就労の有無は、なし 110 人（86.6％）、

CFI ＝ 0.977、RMSEA ＝ 0.092 と、 統 計 学 的 な 許 容

あり 17 人（13.4％）であった。

水準を満たしていた。モデルの識別のために制約を加
えたパスを除き 42）、パス係数はすべて正の値を示し、
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CFI ＝ 0.987、RMSEA ＝ 0.039 であり、統計学的な許

＝ 0.259、p ＜ 0.01）。さらに「K6」に対して有意な関

容水準を満たしていた（図 1）。パスの推定値および

連が確認された背景変数は、Katz Index のみであった

その有意性検定の結果、「家族のコミュニケーション」

（β＝ -0.318、p ＜ 0.01）。

は「家族の凝集性」
（β＝ 0.802、p ＜ 0.001）ならびに「家

各潜在変数（内生変数）に対する説明率は「家族の

族の適応力」（β＝ 0.453、p ＜ 0.001）に対して有意な

凝集性」が 64.3％、「家族の適応力」が 20.5%、「K6」

関連が確認された。また家族機能のうち、「家族の凝

が 25.4％であった。

集性」が「K6」に対して有意な関連を示していた（β

－ 49 －

社会医学研究．第 34 巻 2 号．Bulletin of Social Medicine, Vol.34（2）2017

İ1

İ2

İ3

İ4

yF1

yF2

yF3

yF4

䋨ᅚᕈ䋺0䋬↵ᕈ䋺1䋩

䋨䈭䈚䋺0䋬䈅䉍䋺1䋩

ᐕ㦂

ᕈ
ᕈ

ዞഭ䈱ή

.901† .896*** .899*** .667***

R2㧩0.643

ኅᣖ䈱
ಝ㓸ᕈ
İ9

yF9

ȗ1

İ11

İ12

yF10

.943***

ኅᣖ䈱
ᣖ
䉮䊚䊠䊆
䉬䊷䉲䊢䊮

.878***

.453***

.770***

yF11

.018

-.081

.707†

.802***

.681†
İ10
10

.104

.259**

yF12

.919***
.917***

㪢㪍

.885***

䋨ᛥ䈉䈧∝⁁㪀
ȗȗ3

.182

ኅᣖ䈱
ㆡᔕജ
ȗ2

R2㧩0.254

R2㧩0.205

-.126

-.318**

.792***
.743***

yK1

İ13

yK2

İ14

yK3

İ15

yK4

İ16

yK5

İ17

yK6

İ18

.343**

.407† .579*** .981*** .812***

yF5

yF6

yF7

yF8

İ5

İ6

İ7

İ8

⟕∛ᦼ㑆

Katz Index

.449***

࿑䋱 䊌䊷䉨䊮䉸䊮∛ᖚ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢ኅ
࿑
䉨 䉸 ∛ᖚ⠪䉕ኻ⽎
ኅ
ኅᣖᯏ⢻
ኅᣖᯏ⢻䈫ᛥ䈉䈧∝⁁䈱㑐ଥ䋨ᮡḰൻ⸃䋩
ᛥ䈉 ∝⁁ 㑐ଥ䋨ᮡḰൻ⸃䋩
n = 127 䋺 Ȥ2 䋨df䋩=254.612䋨214䋩 CFI=0.9987 RMSEA=0.039 䋨ផቯᴺ䋺WLSMV䋩
̪İ䋬ȗ䈲⺋Ꮕᄌᢙ䈪䈅䉎
䉎䋮
̪***䋺p<0.001 **䋺p<00.01

Ⅳ．考察

̪†䈲䊝䊂䊦䈱⼂䈱䈢䉄䈮⚂䉕ട䈋䈢▎ᚲ䈪䈅䉎䋮
̪ᗧ䈭䊌䉴䈲ታ✢䋬ᗧ䈪䈭䈇䊌䉴䈲⎕✢䈪␜䈚䈢䋮

Depression Scale 簡易版 46）を用いた大塚ら 11）は、PD

1．本研究における PD 患者の抑うつ症状と先
行研究との比較

患者の 56％にうつ傾向または抑うつ状態が確認された
ことを指摘している。これらの先行研究における尺度

本研究は抑うつ症状の測定尺度として K6 を用い、

には、身体症状に対する訴えを基に抑うつ症状の程度

1 因子モデルを設定して確認的因子分析を行った。そ

を評価する項目が含まれており、いずれの研究におい

の結果、統計学的な許容水準を満たし、構成概念妥

ても抑うつ症状の発現頻度が高値であったのは、当初

当性が支持された。また、尺度の信頼性を示すα信

の見解として PD 症状に反応したものであると推測し

頼性係数は 0.9 を超えており、統計学的な許容水準を

ていた。そのため当初は、本研究において抑うつ症状

満たしていると判断された。以上の結果より、K6 は

を測る尺度として用いた K6 には、身体症状に対する

PD 患者の抑うつ症状を測定する尺度としての妥当性

訴えを評価する項目が質問紙に含まれていないことか

ならびに信頼性を備えたものであると考えられる。ま

ら、先行研究と比して抑うつ症状の発現頻度が低値に

た K6 の得点が 5 点以上の場合、気分・不安障害など

なると予想した。しかしながら本研究における抑うつ

の抑うつ症状を呈する可能性が高いと判断されるが

40）

、

症状を呈する可能性がある PD 患者が 67.7％であった
という結果は、井手下ら 10） の報告する 76.9％より低

本研究においては分析対象者の 67.7％を占めていた。
PD 患者の呈する抑うつ症状の発現頻度を検証した

値ではあるものの、Shulman12）、Yamanishi ら 13）およ

研究については、抑うつ症状の発現やその捉え方に

び大塚ら 11）の検証結果、ならびに前述の Cummings9）

おいて報告ごとに大きく差が生じている 9-13）。1922 年

による総説により結論づけられた約 40％という割合と

から 1990 年の間に発表された 26 編の論文をまとめた

比して高値であり、本研究における抑うつ症状の発現

Cummings によると、PD 患者における抑うつ症状の

頻度は必ずしも低値ではないことが明らかとなった。

発現は 4 ～ 70％であり、抑うつ症状の発現頻度は様々

Leentjens ら 47） は、PD 患者の呈する抑うつ症状の

であったことを報告している。具体的には、井手下

診断における BDI の信頼性を ROC 解析し、診断用

9）

ら

10）

による Self-rating Depression Scale

43）

を用いた

検証では、抑うつ症状の発現を 76.9％と報告している。
またその他の報告では、Shulman
13）

12）

や Yamanishi ら

44）

が Beck Depression Inventory （ 以 下、BDI） や

の cutoff point として 16/17 と報告しているが、その
一方で BDI をはじめとした自己評価尺度における過
剰評価の危険性を示唆している。これを受け、加地ら
48）

は 46 人の PD 患者を対象とし、BDI および DSM-

を用いて検証した結果、抑うつ

Ⅳ 49） の診断基準を用いて検証を試み、抑うつ症状が

症状がおのおの 44％、56％にみられたとし、Geriatric

みられた 20 人の内 11 人の BDI 得点が 16 点以上であ

45）

BDI-Second Edition

－ 50 －
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り、抑うつ症状が認められた患者は全て含まれていた

状況への適応に際し、家族成員から情緒的な支えを得

ものの、11 人中 6 人は抑うつ症状が認められない患者

ることにつながることも推察される。また、在宅 PD

を含んでいたことを明らかにしている。本研究で用い

患者は心理的・社会的支援を必要としており、その支

た K6 は、Leentjens ら

47）

および加地ら

48）

が使用した

援を得ることによって精神的に落ち着き、疾病と折り

尺度と異なるものの、同様に自己評価尺度であり、本

合いをつけながら生活を送ることに立ち向かうことが

研究においても抑うつ症状を過剰に評価している可能

可能になる 53） という報告もあり、家族成員から情緒

性が否定できず、今後更なる検討を加える必要がある。

的な支えを得ることは重要であるといえる。しかしな

また三村 50）は、PD 患者の呈する抑うつ症状の評価を

がら、家族成員間の感情的なつながりや親密性を意味

行う際には、on 期に行うことが望ましく、患者自身

する「家族の凝集性」が低下することは、PD 患者を

による報告、介護者による報告および臨床的観察を合

情緒的に支える体制の形成を困難にし、PD 患者の孤

わせて実施し、判断すべきであることを指摘している。

立を招くことから、先述の複雑な心理状況への適応を

しかし本研究では、質問紙において on 期か off 期かと

PD 患者が一人で抱えることになると考えられる。以

いう設問を設けておらず、さらに回答は K6 を用いた

上より、「家族の凝集性」は PD 患者の心理面に多大

PD 患者の自己評価に依拠しており、今後は三村

50）

の

指摘をふまえた再検証も課題である。

な影響を及ぼす要因であることが推測され、「K6」と
有意な関連が認められたものと推察される。また、今

2．PD 患者の家族機能認知と抑うつ症状の関
連性

回明確にされた関連構造に関して、同一人の追跡した
調査により因果構造を検証することが今後の研究課題

家族機能と抑うつ症状の関係については、家族機能

である。

のうち「家族の凝集性」のみが有意な関連を示した。
「家

本研究で有意な関連が確認されなかった「家族の適

族の凝集性」は、家族成員がお互いに持っている感情

応力」は、状況的・発達的ストレス（危機的状況）に

的なつながり

37）

、すなわち家族成員間の親密性を意味

対して家族システムの権力構造や役割関係、規則など

している。PD 患者は、自身の身体像に関して、「試行

を変化させる能力 37）である。竹本ら 28）による血液透

錯誤を重ね探求し創造する身体」および「他者とつな

析患者を対象とした研究においては、本研究と同様の

がりをもちながら生活している身体」という核となる

結果を報告していたが、その原因としてそもそも「家

身体像が影響を及ぼし、「自分ではどうしようもない

族の適応力」を要する危機的状況にある対象者が少

身体」および「対処方法が確立した身体」「良くなる

なかったことが影響していた可能性を指摘している。

かもと期待をもたせる身体」および「その時々で寿命

PD 患者に関しては確定診断を受けた時期において、

や死を知覚する身体」というように、揺れ動く身体像

治療に難渋するという説明により診断名にショックを

を抱いていたことが報告されている

51）

。また、身体の

受け、また、疾病に関する知識を得ることへの恐怖心

変化に気持ちがついていかず、揺れ動き、気力・体力

や疾病を隠したい気持ち、どうしたらいいのかという

の弱さ、立場の弱さおよび家族への負担を感じるなど

困惑を感じることから疾病への対応に難渋することが

社会的存在や心理的あり様の縮小を自身で認知してい

報告されている 8）。よって、PD 患者は確定診断を受

た 52）。さらに、在宅生活が送られる程度に安定した状

けた時期において危機的状況に陥りやすいと考えられ

態を維持し、肯定的に疾病を受け入れられる時期に達

る。本分析対象者の罹病期間を 5 ヶ月毎にみると、確

していても、症状の進行を自覚し意識に従わない身体

定診断を受けて間もない時期にあると考えられる 0 ～

に困惑し、治療法がないことに対する憤りを感じ、発

5 ヶ月の PD 患者は 5 名であり、全体の 3.9％と患者数

症を悔やむ気持ちを持つなど疾病に対する否定的感情

が少なかった。そのため本研究では「家族の適応力」

8）

を持ち続けていたことも報告されている 。これらの

と抑うつ症状に有意な関連が確認されなかったものと

知見から、PD 患者は疾病の進行に伴い他者に頼らざ

考える。しかしこれらは推測の域を出ないため、今後

るを得ない身体を自覚し 51）、疾病に対する否定的感情

は確定診断を受け間もない時期にある PD 患者も含め

を常に持ち、一概に段階的な受容プロセスに当てはめ

た調査研究を実施し、「家族の適応力」と抑うつ症状

ることのできない複雑な心理状況にある

8）

ことが推測

の関連を検討する必要がある。

される。その一方で、PD 患者は家族からの協力も認
8）

さらに本研究では、「家族の凝集性」と「K6」の間

識しており 、PD 患者が家族成員間の親密性を感じ

に有意な関連が確認されたものの、そのパスの推定値

ることは、疾病に対する否定的感情を含む複雑な心理

は 0.3 未満であった。今後は、他の地域での追試調査

－ 51 －
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により再検証が求められる。

精神症状は脳内メカニズム説であると考えられる。山

3．PD 患者の抑うつ症状と背景変数との関連

村ら 8）による先行研究においても、PD 患者は在宅生

「抑うつ症状」と有意な関連が認められた背景変数

活を送ることが可能な程度に安定した状態を維持し、

は、Katz Index のみであった。Liu ら

16）

は、ADL 障

肯定的に疾病を受け入れられる時期に達していても疾

害の重症度と抑うつ症状の間に有意な相関が確認され

病に対する否定的感情を持ち続け、一概に段階的な受

たことを報告し、Jankovic ら

15）

は歩行障害および姿

容プロセスに当てはめることのできない複雑な心理状

勢反射障害を有する PD 患者において、抑うつ症状が

況にあることが報告されている。これらの知見をふま

高頻度にみられたと報告している。歩行障害および

えると、PD 患者において抑うつ症状の発現は時間経

姿勢反射障害は ADL に関するものであると考えられ、

過の中で変化し得るものであると考えられ、先行研究

本結果は先行研究を支持する結果であった。また大野

17,18）

54）は、中馬

55）

による調査結果を援用し、PD 患者

かったものと考える。
就労の有無に関して、秋山ら 58） は若年性 PD 患者

における ADL 障害の負担の深刻さを示唆したうえで、
PD の症状の比較的軽症な時期から日内変動が ADL
に関係していたことを報告している。さらに村山ら

17）

と同様に罹病期間と抑うつ症状に有意な関連がな

の QOL と就労の有無に有意な相関関係が認められた
ことを示しており、慢性疾患のひとつである血液透析

は、日内変動と抑うつ症状の関連について、on 期に

患者を対象とした岡ら 59） の研究では、有職で年収の

比し off 期の重症度が抑うつ症状と関連が強かったこ

ある患者ほど精神状態が良好であったことを報告して

とを指摘している。しかし本研究においては、PD 患

いる。以上をふまえるならば、本研究においても就労

者の日内変動に関する検討は行っておらず、今後日内

の有無と PD 患者における抑うつ症状に関連が認めら

変動を考慮し再検証することで、より詳細な結果を得

れると考えたが、有意な関連は確認されなかった。こ

る必要がある。

の背景には、岡ら 59） が指摘した社会との関係性を保

性別、年齢、罹病期間および就労の有無においては、

つことは就労の有無に限定されたものではないこと、

抑うつ症状と有意な関連が認められなかった。性別に

また本研究対象者の平均年齢は 72.2 歳と就労するには

関して、一般人口におけるうつ病の罹患は女性におい

高齢であることが関係していると推察される。さらに

て高頻度であることが知られており 56）、PD 患者にお

秋山ら 58）は、研究対象者に対し原則として 40 歳代ま

いても同様に女性が多いとの報告 17,18）や、性差はない

でに発症し、かつ調査時点において 50 歳以下である

との報告

14）

があり、知見は一貫していない。本研究

ことを条件付けしていたが、本研究ではそのような条

の結果は、後者を支持していた。また年齢との関連に

件は付しておらず、対象年齢の差異が結果に関係して

18）

ついて Warburton

は、発症年齢のなかでも若年で

いた可能性も考えられる。よって、今後は若年の PD

あることが抑うつ症状の発現における危険因子であっ

患者も対象として加え、就労の有無以外の変数も考慮

たことを示唆する一方で、発症年齢のみならず調査時

し再検証することで、PD 患者における社会との関係

点の年齢においても抑うつ症状と関連がなかったと報

性と抑うつ症状の関連を確認する必要がある。

18）

告している。本研究は、Warburton

が報告する調査

本研究に際して抑うつ症状との関連要因に関する先

時点の年齢と関係がないという知見を支持する結果で

行研究を概観したところ、国内かつ調査年数が近年の

あった。

ものは少なく、知見は限定的であったため、引用は国

PD における抑うつ症状に関して山本

57）

は、Hoehn

外かつ往年の調査研究に頼らざるを得なかった。しか

and Yahr 重症度におけるⅠ度の軽症期では PD とい

しながら、国外の文献を用いて抑うつ症状に関係する

う診断に対する反応性の抑うつ症状を呈し、Ⅳ度の重

心理社会的要因を考察するには、その背景である文化

症期では PD 自体の脳病変に起因した一次的な精神症

的差異を考慮する必要があり、調査時期によって結果

状として抑うつ症状を呈すると考えられ、発現頻度は

が左右される可能性も否めない。そのため、この点は

疾病の進行と一致しなかったことを指摘している。ま

本研究の限界であり、今後さらなる研究の実施により

た、PD において抑うつ症状が発現する要因には、大

知見の累積が望まれる。

きく心因・反応説と脳内メカニズム説が提唱されてお
り 50）、山本 57） が示す軽症期における反応性の抑うつ

Ⅴ．結論

症状は心因・反応説であり、重症期における一次的な

－ 52 －
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用な指標を得ることをねらいに、様々な家族機能との

: 103 (3) ; 349-354.

関係構造を明らかにすることを目的とした。その結果、

6）Braak H, Ghebremedhin E, Rüb U, et al. Stages

PD 患者における抑うつ症状には、「家族の凝集性」お

in the development of Parkinson’s disease-related

よび「Katz Index」の 2 要因が有意に関連しているこ

pathology. Cell Tissue Res 2004 : 318 (1) ; 121-134.

とが明らかとなった。よって、援助者は PD 患者にお

7）Jellinger KA. Morphological substrates of mental

ける抑うつ症状の評価に際し、家族成員間の感情的な

dysfunction in Lewy body disease: an up date. J

つながりや親密性という「家族の凝集性」および PD

Neural Transm 2000 : 59 ; 185-212.

患者の「ADL 状態」に着目することが有用であるこ

8）山村江美子、藤生君江、田澄美子、在宅生活を送

とが示唆された。また、本研究では PD 患者における

るパーキンソン病患者と家族の病気の捉え方．家

抑うつ症状と家族の適応力との関連は確認されなかっ

族看護研究．2007；13（1）：11-18．

たものの、これは危機的状況にある分析対象者が含ま

9）Cummings JL. Depression and Parkinson's

れていなかったことによる可能性が考えられた。その

disease: a review. Am J Psychiatry 1992 : 149 (4)
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