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た,多飲水による低 Na血症と判断 し 7月10日より

飲水制限を行った.その後,次第に-日炭塵が減少 し

尿比重と血清 Nこ･1値,血清浸透汀吊 正常に回復 した.

SPECT では右前頭皮質の血流欠損と,後頭葉の低血流

が認められた.

≪考察》古くから頭蓋内疾患,特にくも摸下出血後の

低 Na血症が知 られており,その病態 として壕額喪失

症候群 粍慧WS)または S工ADH が考えられている,CSWS

は尿中 Na排湛慶の増加によって生ずる底 Na血症で

あるが,本例では尿中 Na緋鯉は正常であった SIADH

をこ関 しては,寒例の ADH 分泌抑制は不十分とみなす

こともで き,多飲水に軽度の SIADH が合併 して低

Naを来 した可能性は香淀できない.最後に泰例では前

頭葉の血流低下が認められたが,分裂病でも前頭葉の脳

血流の低下が知 られており,病的多飲水と前頭葉の機能

低下との関連性を考える土で本例は興味深い症例と思わ

れた.

竣)摂食障害家族における感情乗出 (EE) と家

族数室形態による心理教育的介入について
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[は じめに]心理教育的アプローチは,体系的なプロ

グラムによって愚老 書家族と病気の知識 ･情報を共有 し,

病免に基づ く様々な問題についての対処技能を改善 し,

併せて患者 e家族をこ心理的 8社会的なサボ- 卜を与えら

れるように工夫された治療技法である.主に精神分裂病

の家族-の介入として発展 してきたが,近年,気分障害 ･

物質常周性障害等の慢性疾患の患者 ･家族にも試みられ,

その効果が受証されつつある.今回,新潟大学精神科に

おいて心理教育的な摂食障害の家族教室を試みたので,

その結果について若干の考察を加えて報告する.

[家族教室の内容]摂食障害家族教室は,月に 1回 ｡

2時間 ･5回を1タールとして開催された, 3回までは

前半 1時間を講義,後半 1時間をグル-プディスカッショ

ンにあて,4回 ･5回はすべてグル-プディスカッショ

yとした.講義は我々がオ リジナルに作成 した摂食障害

のパソフレットを用いて行った.講義では,家庭環境等

に明らかな問題のない患者が増えていること,生物学的 書

心理学約 ･社会的な様々な方向からのアプローチが必要

となって くることなどを強調 し,家族の自責感や過剰な

期待感が中和されるように配慮 した.グル-プディスか ブ

ショソは リバ-マンらの SST 問題解決技法を療考と

し,患者や家族のよい面を少 しでも見ることができ,家

族がゆとりをもって患者と接することができることを目

標とした.家族教室の前後で,FMSSによる EE評価

を含めた家族評価 ･患者評価を施行 した (結果は省略).

[実際の療加状況〕第 1タ--ルの家族教室には,新潟

大学附属病院で摂食障害の治療を受けている患者のうち,

同意の得られた患者10名の家族12名が参加 した,患者は

拒食症 6名 .過食症 頑私 全体として病状の重い慢性化

している症例が多かった.家族は母親10名 書父親 2名.

2回目の家族教室で4名が脱落 した.その後の脱落者は

なく,4回目家族教室終了後からは家族の自主的な集ま

りが見られるようになった.家族教室終了時のアンケ-

卜調査の結果では,｢今回の家族教室で役立ったこと｣と

して ｢同じ悩みを持った家族の方々のお話が聞けたこと｣

をすべての家族があげ,家族教室に参加 して気持ちのゆ

とりが持てるようになったという回答が多く見られた,

脱落者は年少の患者の家族 2名,大学での治療期間の短

い患者の家族 (采婦)2名であった.脱落の理由は,他

の登症な患者の話を聞いてショックを受けたこと,家族

の泰加により患者が取 り残 される不安を感 じたことなど

が推察された.

[考察]患者評価 ･家族評価 ･アンケ- 卜調査の結果

などから,心理教育的家族教室が摂食障害家族に対 して

も効果があると考えられた.脱落例の検討からは,病気

の時期を配慮 した適応と治療者患者関係に配慮 した十分

なイソフォ-ム ドコソセソ トが蛮費であることが示唆さ

わた.

5)異文化社会にて発症 した妄想型分裂病のま例
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【l】症例

(初診時)44歳,女性,チェソバロ奏者,

(主訴)イングランドで professorとして召喚されてい

る, ドイツの下級役人の ミスで日本に還 され,仕事を邪

魔された.

(家族歴)父の弟が分裂病.

(病前性格)繊細で意志が強い,交際好 き,真面目 (本

人).子供の時から自己顕示欲が強 く,自分を正当化 し

て弱みをみせず嘘 もつ く.無口で攻撃的にもなる (敬

姉談).



学 会 記 事

(生活歴 ･現病歴 ･入院後経過)

K市で生まれ育つ.1970年高卒後M音楽短大をこ進み

寧後 1972年20才で ドイツに留学,1977年濠で-ソプル

ダの音楽大学でピアノを学び,以後シュトットガル トの

音楽大学でチェソバロを専攻,また日本人のブル- 卜奏

者と結婚 したが約 3年で離婚.卒後約2年 19朗年頃32

才でソリス トの資格を得,大学で週8時間教えながら教

会等で演奏活動をしていた,この間24才略父親が死亡,

不安定になったという.

その後ヨーロッパ各国を往来 ｢イギリスの 伽 istopher

Hogwood(ハ-ブシコ- ド奏者)と窺 い ､｣｢イギリス

の音楽学校の Professorとして召喚されている｣等の

誇大妄想が出現,1985年以降あちこちで トラブルを起

こしていたiL,,しい.ColinTjllly氏とも知 り合い,忠

愛妄想もあり1986年被を追ってカナダに渡りトラブル

を起こした.

1989年 1月英国入国拒否,1991年 1月 トロントで強

制過去処分をうげて帰国. しかし,同年 ドイツに入国,

六カ月のビザを発行されたが,｢自分はシュトットガル

トの大学で永久に教える資格を持っている｣という誇大

妄想のもとに永久ビザの発行を求め ドイツ政府相手に訴

訟を続けていたらしい.ビザ期限切れについて裁判所よ

り決定が出て,1996年7月26日強制過去処分により帰

国した.

外務省と家族が相談の結果,8月2日成田赤十字病院

に医療保護入院.誇大妄想,被害妄想が強く,病識なく

易窓的態度が認められた.外務省や ドイツ大使館に電話

や手紙で抗議を続け,｢不当に入院させられた｣と県な

どに抗議も開始,家族の務望で9月6日当院に転院.当

院でも症状は変わらず,外務省や ドイツ大使館-の電議

は相手をこされず,精神的をこ弱くなると看護-の依存が強

まった.1997年春頃には病棟の生活をこも慣れたが,他

嵐と交流なく自分の世界に浸っており,家族をこ対 しても

｢イングランドに兄がいる｣と平然と答え,県に電話や

手紙を出すようをこなり10月末審査会の運びとなった.

【2】まとめ

妄想の体系化,感情の平板化,思考の貧困,著しい社

会的顔能の低下等が認められた妄想型分裂病を経験 した

のでここに報告 した.薬物療法は seTenaCe27mgが

主体だが,副作用がでやす く効果は期待できない.家族

の病理など奉祝的観点からの検討が課題である.
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6 ) プ レイセラビ-の効周 :プ レイの車で象徴
的な生まれ直 しを行 った 1症例か ら

一被虐待児症候群の症例-
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プレイの中で象徴的な生まれ直しを体験 した1例を提

示して,生まれ直しのプレイについて考察 した.症例 :

L,9歳の女子,生来顔に赤い症がある.主訴は心因性

難聴.Lは未婚の母から生まれ,孤児院に預けられてい

たが,2歳半のときに現在の父母紅葉われた.家族は未

婚の母から生まれた父 (50歳の公務員)と母に疎んじら

れて育った母 (42歳の保母),2歳半の弟 (葉子).母は

29歳時に乳ガソで両側の乳房を切除し,その5年後Lを

養子にし さらに5年後弟を慶んだ,現病歴 :母はLが

期待通りにできないと暴力を振るい,Lに数慶の骨折を

起こした.6歳時に弟が誕生し,母の暴力は殆どなくなっ

た,翌春,小学校に入学 したが,症のことで男子に苛め

を受ゅ,小2の3学期に苛めから逃れるために転校 し,

週末以外は父方祖母と暮らしている.小3のⅩ年 5月,

心因性難聴の疑いで耳鼻科より当科を紹介された.面接

経過 :初回面接でLは ｢苛められると死にたいと思う.

親は弟ばかり育てている.私は生きている意味がない｣

と述べた.母親面接では ｢Lが養子であることや母が乳

房を切除していること,父の出生の事情などはしに秘密

にしている.そろそろ養子である事実を告知 した方がい

いか迷っている｣と話された.以上から ｢耳が聞こえな

い｣という症状は ｢自分の感情を吐き出したい｣,｢自分

が大切にされているのか確信が蒋てず,不安を惹起する

ようなことは聞きたくない｣と貰う意味があると考えら

れた.以後の面接では箱庭や描画を通して否定的だった

自己像が死を迎え,次第に心の中に良い母親像が回復 し

てきた.その後,治療者との距離が縮まり,16回馴こぼ

トランポリン上で毛布を被って治療者のお腹の上に寝た

状態から毛布をぼっと取 り去って出てくるという象徴的

な出産のプレイを行った.その後移行対象として柔らか

いボ-ルやチュ-ブを持って帰 り,一端融合した治療者

とLが骨化 したと考えられた.その後Lは選巡 しつつ幼

児期に母から受けた虐待の事実を話 し始め,お人形遊び

の車で告白による不安を表 していった.Lは母に少しず

つ率直をこ気持ちを伝えられるようになり,母が虐待の事

窯を治療者に告白した後,Lと母は虐待を巡って直接話

し合った.小4の最初の面接でLは ｢私はお母さん机で.


