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This paper presents the results of psycho-educational group counseling for the rela-

tives of eating disorder patients, which was held at the Niigata University School of

Medicine from November 1996 to April 1998. In the family group counseling therapists

provided the relatives with information about the disorder, discussed how to solve their

ploblems and supported them. At the termination of the family group counseling, al-
most all the relatives (fourteen out of eighteen relatives) stated that talking with the

relatives who have the same troubles provided them with relief from their anxiety and

encouragement.
To examine the efficacy of the family group counseling, Expressed Emotion (EE) rat

Reprint requests to:

Yoshiaki KAWASHIMA, M.D.

MiDamihama Hospital. 4540 Shimami-tyou

Niieata-shi. Niieata. 950-3102 Janan.

別刷請求先:〒950-3102新潟県新潟市島見町4540

南浜病院川嶋最深



22 新潟医学会雑誌 第 113巻 第 1号 平成11年1月

ingtests,basedonFiveMinuteSpeechSamples(FMSS),wereconductedonfifteenrela-

tivesatthebeginningandtheterminationofthecounseling.FourparentshadhighEE

ratingsatthebeginningofcounseling.Allfourparent-Sexperiencedadecreaseintheir

EElelTelsbythet､erminat-ionofcounseling.Oneparentexperiencedanincreaseinher

EElevelbecauseherdaughterdroppedoutoftreatment.

Duringthecourseorcounseling,patients'eatingbehaviortendedt､Obecomestable

andaspontaneousparents'selトhelpgrouptendedtoform.

Thesefindingssuggestthatpsyeho-educationalfamilygroupcounselingiseffect･ive

forthethreat.mentoreatingdisorders.

Iteywords:psyehoedueation,familytherapy.eatingdisorder.expressedemotion
心理教育,家族療法,摂食障害,感情表出

は じ め に

我々は.平成9年11月より摂食障害患者の家族を対象

とした心理教育的家族教室を開催している.今回我々の

行っている家族教室の内容を紹介し,また家族数窒形態

による心理教育的介入の効果について述べてみたい.

最近の家族療法の動向

本題に入る前に最近の家族療法の動向について述べて

みたいと思う.1940年代頃より精神分裂病の家族研究

がさかんとなり,精神分裂病の原因となる家族の特徴 ･

病理が注目されることとなった.1950年代頃には,そ

れまで主要な心理療法であった精神分析の領域から,磨

者を家族から切 り離して行う従来の心理療法よりも,秦

族も視野に入れ治療に動層するようを治療法の有効性が

指摘されるようになった.そして1960年から1980年頃

にかけて,愚者を含めた家族を一つのシステムとみなし

て治療するといったシステム論的な家族療法が一種のブー

ムとなった.

しかしその後,家族システムを問題視し,治療者が一

方的に家族を変化させようとするそれまでの家族療法に

疑問が持たれるようになり,またコンストラタテイヴイ

ズム (現実構成主義)という考え方が登場 し,｢問題を

持つ家族｣という治療者の認知は治療者が自分の認知的

枠組みを通して構成したものであって客観的事案ではな

いということ,このため治療者の認知的枠組みに漸 して

も関心が払われる必要があることなどが指摘されるよう

になった.このような流れを受けて,現在家族療法の世

静では,治療者を含めた治療システムのあり方に注意が

払われ,治療者中心の治療から消費者中心の治療-と変

換しつつあり,第2次家族療法の時代 とも言われてい

る 1､.

その中で心理教育が注目されるようになった背景につ

らによって提唱され,その後世界的に追試されるように

なった家族の EE(ExpressedEmotion:感情表出)

研究の影響がある2).これは批判や情緒的巻 き込まれ

すぎといった家族の感情表出の程度が精神疾患の予後に

影響を与えることを示した研究である.この研究によっ

て,家族は精神疾患の原因というよりも,疾患の経過や

予後に影響を与える要因の-つであるという考え方が浸

透するようになった.また近年の地域精神医療やリハビ

リテーションの広がりに伴い,効果的に患者を地域社会

の中でサボ-トする方法が模索されるようになったこと

も心理教育が注目されるようになった理由の一つとして

挙げられる,つまりそれまで治療者が一手に引き受けて

いた病気の情報を患者 ･家族と共有し,患者 ･家族を治

療の協力者とみなして共に治療に取 り組むことの有効性

や,また,同じ病気に悩む愚者や家族が経験を分かち合

い,問題に対処する方法を学んだり,お互いを支え合う

ことの有効性が指摘されるようになったのである3).

摂食障害と家族の関係についても触れておきたい.以

前より摂食障害の治療において家族の関わりが極めて大き

いことが指摘されてきた.例えばMinuchin.S_の心身症

家族4),palazzoli,M.S.らの anorectieprocess5)

の他 Bmch,H.などの名前を挙げることができる書

EEと摂食障害の関係についても多くの報告がある6).

治療反応性の低い摂食障害の家族では EE(批判的コメ

ント)が商いという報告,また,治療の進展 とともに

EEが低下するといった報告も見られる7).
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図1 グループディスカッションの流れ

心理教育的アプローチとは

心理教育的アプロ-+ (psycho-educationalap-

proach)とは,病気や治療についての知識 ･情報を体

系的なプログラムで患者 .家族と共有し,病気に基づく

様々な問題についての対処技能を改善し,併せて患者 ･

家族に心理的 .社会的なサボ- トを与えられるように工

夫された治療技法である. これは Anderson.C.九･･･I.

らによって命名され,主に精神分裂病の家族への介入と

して発展してきた8).しかし近年,気分障害 9)･摂食

障害iO)･物質常肝性障害 .さらにエイズ等の憎性疾恩

の患者 ･家族にも試みられ,その効果が菓証されつつあ

る.

心理教育的アプロ-チの形態には様々なものがあり,

対象は患者のみ,家族のみ‥敷者家族の単家族,患者家

族の複合家族などがあり,頻度も,2週に1回,月に1

回など,期間も数ヶ月の短期のものから数年におよぷ長

期のものまである.現在 どのような対象にどのような頻

度 ･期間で行うことが有効かを検討する研究が行われて

いる11).このうち日本では家族のみを対象とした形式

が多く,家族数宴という名称で呼ばれることが多い.

新潟大学における摂食障害の家族に対する心

理教育的アプローチ

新潟大学精神医学教室で行われている摂食障害の家族

教室について紹介する.対象は,新潟大学附属病院精神

科 ･心身科で摂食障害の治療を受けている患者 ･家族の

うち,家族教室への参加の同意を得られた家族である.

家族教室はrH=1回 ･2時間で5回を1ケールとLて開

催されている.3Lul目までは.前半 1時間を講義にあて,

後半 1時間をグループディスカッションとL.4I5回

目はすべてグループディスカッションとしている.

簿義は我々がオリジナルに作成したパンフレットを用

いて行っている.パンフレットは,実際大学病院で行わ

れている治療の実情を踏まえ,家族にわかりやすい表現

を心がけて作成された.パンフレットの中で我々が特に

強調した点は,①近年摂食障害の患者数が急増し予珍 し

い病気ではなくなったこと,②家庭環境等に明らかな問

題がない患者が増加していること,③病気は時に長期に

わたることもあるが,回復は食行動だけではなく,生活

技能 ･社会関係など生活面全般が改善することと平行し

ておこってくること,⑥このため家族も病気の知識を学

び,感情的な批判 ･自費感を避け,焦らずじっくりとか

かわっていく必要があること,などである,

23

①それぞれの家族から ｢良かったこと｣｢因っていること｣

を挙げてもらう.

②その間濠や今までの努力と対処法を聞き,できるだけ

参加者で共有する.

耳ひとつふたつの ｢阿っていること｣について参加者全

展で検討する.

⑥可能であれば行動レベルの解決法を考え,次回までの

課題とする.

グループデ イスカ､ソションの流れについて図1に示す.

これはリバーマンの SST (SocialSkillsTrainillg:

社会技能訓練)における問題解決技法を参考としたもの

である12).

第 1クールの家族教室の経過を図2に示す.第1ク-

ルの家族教室では,4回目家族教室から教室終了後も家

族が集まってお互いに情報を交換する梯子が見られるよ

うになり,自助グループへの芽生えが見られた.

家族教室の事例

Aさん 摘9歳)の場合

患者は22歳.中学 2年の頃よ巧不登校となり,その後

過食曜吐が出現.高卒後は時に抑うつ気分が強まり,倭

と口論しては大量服薬を何度か繰 り返していた.平成 8

年9月,大豊服薬で5回目入院.退院後薬物療法により

抑うつ気分は改善したが,過食 ･曜吐は持続 していた.

静断は,神経性大食症,大うつ病性障害 ･反復性 (部分

寛解1.

家族教室開始時,Å さんは娘の話をしながら涙ぐみ,

嵩 EE(提ol;情緒的巻き込まれすぎ)と評価された.

1回目家族教室では,娘と距離を取るために数年ぶ りに

パートに出たこと,最近娘が ｢私に合せなくてもいいよ｣

と言ってくれたことを報告した.自殺未遂や ｢死にたい｣

と訴える娘についての経験が多くの家族から語られた.

2回目家族教室では娘のうつ状態が最近出ないこと, 負

分もイライラすると友達に電話して対処することを話し

た.3回目家族教室では娘が専門学校の受験準備をして

いることを報告.｢一人旅に出たいという娘にどう答え

るか｣についての話 し合いでは.自分の経験から ｢出し

た方がいい｣という意見を述べた.4回目は所用で欠席.

5回目家族教室では,娘が学校に合格 したことを報告 し

た.終了時のアンケー トでは家族数宴が役に立ったこと
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図2 第1タ-ルの家族教室の経過

ディスカッションの内容 参加入数

l回目 自己紹介 ll

困った二と.最近良かつたこと.質問.

2回目 それぞれの家族の気分転換について 7

3回日 患者が-Å旅をしたがっているがどうしたらよいか. 7

患者が付きまとって眠れない.

4回H 過活動 .こだわを吊こどう対応しているか. 6

認められたり必要とされることが大切.

5凹H -憲一憂しないためにどうしているか. 8

として ｢人に話せない状況を同じ悩みを持つ人と話し合

えたことは.ストレス解消大です｣と記載している.

Bさん (56才)の場合

患者は24才.小学校5年の頃から自分の声で幻聴があっ

た.看護学校 1年の頃よりダイエットを開始.その後拒

食から過食 ･喧吐に移行.この時 ｢食べるな｣｢吐かな

いと死んじゃうよ｣といった幻聴が頻回にあった この

時点から治療開始.2回の入院歴,大慶服薬やリストカッ

恒三よる自殺未遂が数度ある.現在は抗精神病薬なしで

も幻聴はない.自宅でずっと母が相手をしており,毎日

母との ドライブが日課である.診断は神経性大食症,痩

界性人格障害.初回家族評価では,自己犠牲的行動と過

保護により高 EE (EOI;情緒的巻き込まれす ぎ)と評

価された.

1恒1日家族数室では,家で娘の対応にほほ日中のすべ

ての時間を費やしていることが語られ,患者の食事への

こだわi)に苦膚していることを話した.自殺未送の時や

死にたいという時の対応についても語られた.2【司目で

は,小通いをやっておやつを自分で決めるようにさせた

ら変化が出て,食事を自分で作 りよく笑うようになった

ことが報吾された.イライラする時の対処法は,近所の

犬の散歩に行くことなど.3回目では,娘が ｢1泊2日

の温泉旅行に行きたいと言っているが｣という問題につ

いて全員から ｢身体的に大丈夫なら1人でLLtJ.すべき｣と

励まされた.4回員では娘を星人で旅行に出したことを

報告.全員から評価を受けた.5回日では食行動や水分

制限などで尿量が少ないなど病状は好転しないが,花や

犬の語などをするようになったことが語られた.また強

いて言えばということで,10年も会っていない祖母と話

して楽しかったと言っていたことなどが出た.食行動や

家
族
の
畠
主
的
な
幾
ま
り

日日
日日日日

u
牽 家族教養前後でのEE評価

Crit:Critical:批判的

EOI;Emotioma且Overinvolvement:情緒的巻き込ま

れすぎ

b-SSL)p:自己犠牲/過保護な行為

H:高 EE

L:低EE

体重,身体状況はかえって悪化している部分もあるが,

母親としていい面を見ようという行動変化が見られてい

る.終千時の EE 以外の家族評価 ･患者評価には変化

はなかったが,EE は低 EE と評価 され改善傾向を認

めた.
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A さんと B さんでは若干の相違点はあるものの,

共に,それまで巻き込まれていた患者の症状から距離を

取 り,家族 f患者共に自立の方向へ向かうような変化が

見られている.-般的にそのような変化には不安や自費

感が伴い,患者 .家族の関係も不安定なものとなり易い.

しかし家族教室では,そのような変化が他の家族 (専門

家よりも)から肯定的に評価され,お互い共通の経験と

して話 し合われることによって,それぞれの家族が患者

の症状との距離の取 り方に自信を深め,安定して患者と

関われるようになるものと考えられる.

アンケー ト結果について

3タ-ルまでの家族数薬に対するアンケートをまとめ

た結果では,｢今回の家族教室で役に立ったことはなん

ですか｣という間に対 して,殆どの家族 (18例中14例)

が ｢同じ悩みを持つ人と話ができたこと｣｢気持ちのゆ

とりが持てるようになったこと｣を挙げており,同じ病

気の患者に対する悩みを分かち合うことにより,家族の

気持ちにゆとりが生じることが分かった.また,｢兄弟 ･

末が病気に関心を示 し協力 して くれるようになった｣

｢患者本人も病気に対する関心を示すようになった｣等

の意見もあり, 1人の家族が家族数室に参加することに

よって他の家族員にもよい影響を与えうることがわかっ

た.逆に ｢今後の家族教室への要望｣という間に対 して

は,｢レベルの同じ子供 (年令 ･重症度)を持つ家族の

グループに参加 したい｣｢改善した家族の話を聞きたい｣

等の意見があり,これは今後の課題と考えられた.

本家族教室の有効性について

家族教室前後の EE判定の結果について表に示す.

家族教室の前後で EE を比較できた家族は15例であり,

その内4例は商 EE から低 EEへと改善した.家族教

室開始時に低 EEであったが終了時に高 EEへ悪化し

た家族がl例あったが,これは患者が外来治療を中断し

たことにより家族の不安 ･失望が増大 したためと考えら

れた (その後患者は外来治療を再開している).

これら EEの改善,事例,終了時のアンケー ト結果,

3回目からの自発的な家族同志の交流増大等を考え合せ

ると,5回といった比較的限られた回数でも,家族教室

が家族の心のゆとりを改善させ,患者をめぐる家族内で

の良い循環をつ くり出す可能性があることが示唆される.

この点について,今後更に症例数を増やして検討する予

定である.
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ま と め

現在新潟大学精神科で行っている摂食障害患者の家族

教室について紹介 した.5回を1タールとした比較的短

期の家族数宴であるが,同じ悩みを持つ家族が経験を分

かち合い,お互い支え合うことによって,家族に気持ち

のゆとりが生まれ,患者を取 り巻 く家族内に良い循環が

生まれる可能性が示唆された.また,家族数塞が自助グ

ループを育てる可能性を持つことも示唆された.

参 考 文 献

1)石川 元 :第1次家族療法と第 2次家族療法.家族療

法研究.13:96-110,1999.

21Leff,∫.andl'aughn.C∴ 三野酋央,牛島定信訳 :

分裂病と家族の感情表出.金剛出版.東京,1991.

3)後藤雅博 :心理教育 .家族教室の歴史と現況.後轟雅

博編 :心理教育のすすめ方.金剛出版,東京,195-

199.1998.

1)A:Iinuchin.S..Rosman.B.L.andBaker.L.:Psy-

chosomaticFamilies,HarvardUni＼･.Press.1978.

(福田俊-監訳,増井昌美他訳 :思春期やせ症の家族.

星和審店,東京,1987.)

51palaZZOli,M.S.andViaro,M∴ TheAnorectie

ProeessintheFanュ申･:A Six-Stage九･.Iodelasa

Guidero暮-Indil,idualTherapy.Fam申･Pr()epss,

1988.

61Hodes,M.andGrange,D.L∴ExpressedEmotion

intheInvestigationofEatingDisorders:A Re-

view.internationalJournalofEatingDisorders,

13(3)二279-288,1993.

7)Grange.D.L..Eisler.I..Dare,C.andHodes.M.

:Familycritic･ism andself-st-avation:astudyOf

expressedemotion.JournalofFamil.vTherapy,

14:177-192.1992.

81Anderson,Cl.M..Reiss,D.J.andHogarty,G.E.:

SchizophrE･niaandtheFamily.A Praetitionerls

Guide to Psychoeducation and Management.

Guilrord.New York.1986.(鈴木浩二,鈴木和子監

訳 :分儲病と家族 心理教育とその実践の手引き.金

剛出版.1990.)

9)横山和行.上原 徹.飯田 渡.他 :うつ病の心理教

育.精神療法.23:ll-18,1997.

10)鈴木康子 :摂食障害の家族教室.後藤雅博漏 :心理敵

背のすすめ方.金剛出版,東京 :53-64,1998.



26 新潟医学会雑誌 第113巻 第 1号 平成11年 1日

ll)伊藤傾-部,後藤雅博.遊佐安一郎濡 :精神科 ))ハビ PergamonPressIne.1989.(池淵恵美監訳 て精神障

りテーシヨン (Ⅰ)援助技法の実際.星印藩店.1995. 害者の生活柁能訓練ガイドブック.医学番院.東京.

12)Liberman.R.P..DeRisi,W.J.andMueser.汰.T∴ 1992.1

SocialSkillsTrainingforPsychiatricPatient･S.

3) バイオフイ-ドバック療法

一気管支鴨息の症例から一

新潟大学医学部第二内科学教室 (主任 :下条文武教授)

真島 一郎 ･小浦方啓代

片桐 敦子 ･村松 芳幸

新潟大学医療技術短期大学部 襟井 浩治

BioreedbackTherapy
-ACase()∫BronchialAsthma-

IchirouMASHIMA,HiroyoKOURAKATA

AtsukoKATAGIRIandYoshiyukiMURA九･IATSU

DepartmentofInternalMedL'cineⅡ,

NiigataUntlL,erS恒 SchoolofMedici打e

(Director:Prop.rlumitakeGEJOU)

ⅠくoujiSAKURAI

TheCollegeofBiomedicalSchoolof

Nz.igotaUniuers恒′

Biofeedbacktherapyisrelativelynewtherapyforself-Controlinpsychosomaticdis-

ease.

Biofeedbackisinitiatedinthestudyofvoluntarycontrolbyoperantconditioningof

autonomicnervoussystem inlater'50.

0peranttherapyisthatanactionisreinforcedbygivingrewardanddiminishedby

givingpunishment.

Bioreedbackisprocedureortransformingbioreactionintosignals.

Inpsychosomaticmedicine.biofeedbacktherapyisusingformuscletensionheadache,

Reprintrequeststo:IchirouMASHIMA, 別刷請求敷 〒951-8510新潟市旭町道1番町

DepartmentoflnternalMedicineⅡ, 新潟大学医学部第二内科学教室 桑 島 一 郎

NiigataUniversitySchoolofMedicine

NiigataCity.951-8510JAPAN.




