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1)指摘,解釈夕援助をこついて

-それ らの怖 さをこついて学んだ症例-

吉閏 辰弘 ･田宮 崇 川蟻 ぎ病 院)
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心を治療対象とする精神科治療の場合,身体治療の場

合とは輿なり手治療者側の経験要因や理論に依拠する度

合いが高い.従って,いきおい治療者側が望ましいと考

える方針で動かざるを得ない.特に,治療同盟の形成が

難しいボ-ダ-ラインや分裂病のような重篤なケ--スは

そうなりがちです.

しかし,治療者側の望ましい指摘,解釈,援助がヮ心

ならず鮎患者を傷つけ9不安にさせ,時に混乱させる可

能性を常に治療から吟味し続けることは難 しい.

というのも,多くの場合,介入による愚老の混乱は,

我々にとって予想外の出来事だし 蛋驚な病理のためだ

と切り捨てたい気持ちが働 くからです.その上さらをこ吟

味をくもらせるのは,介入を受けた当の患者も,何事も

なかったかのようをこ通院するし たとえショックでも,

患者から非難をあぴせることは少ないので予ますます治

療関係を振 り返る顔会は少なくなるからです,

そのために,このような状況に置かれた治療関孫は,

症状の増悪や決定的な治療の中断が示される鷺でチ肯定

した治療として続き,治療開床を吟味する姿勢を失わせ

る原因となります.

今回提出する症例は,私の指摘や解釈によって,仕事

が出来ず,寝たきりとなり,症状鮎増悪に至ったケ-ス

です‥吸着のこのような変化を私は,当級敵者の病理の

憂さやよく出現する具合の悪さと理解 していました. し

かし, 二号ソサルテ-ショソを受け,窯はこれらが治療者

の解釈によって引き起こされた患者の傷つきのあらわれ

と知 り大変ショックを受け,治療者としての態度や方法

を再度検討する実検となったケ-又です.
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その後自覚的な反省からわかった患者を藤つける私の

側の要因としては,明確な治療目標や治療関係の理解が

持てず,暖味になっている局面で,しば しば生 じやすい

ことがわかりました.つまり,そのような唆味な局面で

は,私自身治療者として十分に役立てないとイラだちを

深める傾向が生 じ,患者を援助 したい気持ちとは裏腹に

患者を就 く糾弾 し 問題点をこ直面化させたい気持ちが常

に働 くことも知りました.

もちろんこのような課題は精神科の日常ではしばしば

観察される事柄です し,多くの先輩にとってはこのよう

な寝た認識はごく常識的なことと思います.LかL15年

目の私にとって実感を持った逆転移感情の気づきでした

し ま̀た,ボーダーーライン治療がしばしば治療者の逆転

移を刺激する治療であることを身をもって体験 しました

ので,本日そのきっかけになった症例を報告 したいと思

い.=巨十

2)アル コ-ル依存症の病前性格と社会適応をこ

関す る-考察

志賀内悪露嵩 張 井志望 鳩 立療踊 悠久荘)

県立悠久荘では,医療の多様化という視点から,昭和

63年8月より,十 デルニ1-ル治療プログラム｣を開始 し

たが,現在までに男子患者40名が訪れた,以下に彼らの

病前性格や社会適応について検討を加えた,入院時年令

は,30代4名予40代18名,50代H)私 闘代8名で,平均

48.9才であった,これを発症年令別に再区分サ ると,20

代5名,30代i9名,40代6名,50才以降10名となったか

20代発症群は,社会適応が--露して不良で,未婚が多

く,短気むら気な性格特徴を有 L/ており,精神病質や環

境型人格障害 という診断が多かった申30代発症群は,餐

体の半数を占めた.一時は良好な社会適応を着 した者が

不適托㍑こ転ずる例が多くみられた.結婚歴を着せる且3例

の内H例が離婚 しており,離婚を顔に飲酒行動は悪化し

た.病前性格では,小心,薬面目,神経質,短期と い っ

た性格特徴が多く,これはこの群の過剰適応 的 態 度 や ,

過度に独立性を強調する感度を反映すると思わ れ た . ア

ルコ---ルは,過剰通産龍 より抑圧されたサルシシス テ ィ ッ

クな自己を回復させ,独立性を誇大的に強調するために

用いられる.斉藤は ｢ァルコ-ル依存症は自己愛人格で

ある｣とのべ,D.W,グッドウィソは,アルニ1-ル症

が30代をこ破綻すると示摘 した.自己愛人格は,30代の心

理社会的発達課題に耐えられずチアルコ-ル依存症とし

て発症すると考え琵ブれる.E.H.エリタソソは,成人前
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期から中年顕にかけての発達課題は,他者との親密性及

びぬ鶴をケアする能力の獲得であると述べたが学良己愛

人格苫甘 1-1巨)親密さを確IL!'/cL5･机 ､て孤立L,自分Lf)

ケアをプルニ1--ルの力にゆだねてし漂う釣である書それ

は中年期への到達の集散である.灘代発症群は,アル=1-

ル依存症の中核群を形成するといえる.

これをこ対して,50才以降発症群は全く別の特徴を備え

ていた.発症前約社会適応は全員良好であり,また全員

結節半溝を.維君日.~てい上.病前性格､lニトこ払 .JL帳面.

廉面目,大人 Lい,短気といった執着麗質甑魁の性格特

徴か.J'人､恒㍉(,木f∴ lt)(,Eい7名に′束族べ~､木ノ､し'欄-Li矢,追

鶴,子供の独立とも､つた状況閏がみとめ琵)れたが,錬 う

ー~-病し′).::.ヒソ･･･卜■こよいト,きりし左か 言二.ル帳面.典面

l情 ､し守珊i格特徴を示寸い里 二しては.棟 '--,病LJ_)11[輔 上

作精しし巨こハ単沌=LJiもIFir〈)メ-,.ン二Lり-1T-I..･~∴- 一里二か知

られているが,50才最終発症群はその山東型の可能性が

ある.この -｡群の予後は,30代発症群より良好と思われ

ら.h/1.L1--ンが.I,-!L:トーJL依存症L･T)経過一日:,中で形

性,否認塵制)は,50才以降発症群より,30代発症群に

多 (みとめがつれためこれは早期発症ほど予後が悪いこと

を示唆する魁のと思われる.

3)/LIJL川:.Fl瑞 T;-!T,]]し里 射Jt七課題;:(,､･',し､-千

煩沢 節 J'･･服部 潤古
瀧沢 江里 や柴捌 i-i:.裕 津具立療養所悠久荘)
滝浪 寛子

当院では,昭和鮒寧12月より共闘 主屠活動をすすめて

きた.単身での社会復帰をめざす人達g用土活訓練の場 と

するためである.親閲住居は病院から歩む-て望-/3分の

医師公舎を倍鳳 男蘇小鮒ずつ男子は2名廃止子は4名の

定員で,入居期間は原則として6カ乱 延長 して 1年と

なっている申平成元年 3月未蜜での利用者はユ9名 うち9

名がー~,r′こ- 卜等し')単身牛溝. と人:1-.---∴入所/)-il名再入

院が2名自宅へ戻 った人が記名である也利済著のÅ贋前

(･Il-1!-L均入院1抑用は16年5JHJ.短.いノ､て6ノHJ長いJ(i:

31年10カ月予Å屠時の年齢は平均 竣ア.3才,最期Å院藩,

高齢者が多いといえる. 日中の過 ごしこ雛ま就労者は少な

く,デ ィケア畢プラプラと過 ごしている人達が多 くなっ

ている.

4年間の活動を振返って感ずることは,まず長期Å院

の弊害である.第 二に共同住居は当初(I)日的通 i)生活訓

練の場 として,その役割を十分果た してきたということ

である.利周藩の車には共同住居がなければ退院で きな

かった丸,退院すら考えられなかった人がほとんどであ

る.共同住屠武居車をこ服薬の中断がみられたケ…スは利

用者の半数をこ瑚 誉り,服薬指導の廉惑な機会となってい

ることも確かである,

活動を進めていく上で問腐となっていることは,退居

後し'汀日中)確保が難 しいこしL7,､月川日付.)牛活力LT)低下で

ある.生活力の低~酌こついては,利用者が,生活力が低

く尭同住居退居後の社会生活は難しいと思われるケ-ス

か,力はあつても本人の拒否が極めて強いケ---射こなっ

てきているためと思われるやもうひとつの問題はケアを

どうするか,つまりどうやって支えていくのかというこ

とである.生活力が焼 くとも保護的な環境や援助があれ

ば生活は可能である. 一人では暮らせな くても,二人や

三太なら藩らせる場合私ある.食事付 きや管理人のいる

プパ---卜があ餌 髪, もつと多 くのケ--スが共同住居を利

潤 Lで社会で生活できるようになると思われる.

以上のことから,今後の兼間柱搭活動の課題は,

1. 生活訓練の磯としては有効であを3,引続 き通過型の

住居として機能 Lていく必要がある. また,ケア付 き住

宅や永住型の共同駐鰐をなんとか確保するよう考えてい

かIlはl;L了,左い.

2. 退屠後のメンバ-を支える人間関係作 りが大切であ

るという視点を拘ち,働 きかけていくこと､共同住居を

仲間作 りの燭とLてとらえ,活用を図ることが必要であ

ら.

3. 大 きな施設だけでアこく, これからめざす生活と等身

として位置鮒サ整備することを考えて欲 しい鮎Ujである.

竣) 腎不変 を合併 した分 裂病患 者 の太極

営川 窯季 8佐藤 清治
穴沢 美;r.ft'jl･勝什 tt･(l河 渡 情 ri';tl
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齢化から身体疾患合併のための転院に関わるケ--式が増

加 していノ上

今回,分裂病の最期入院患者が腎不全を合併 し,病状

の重さから転院及び人工透析をよぎな くされたが,保護

義務者が拒否 し続けたため,その処遇に大変苦慮 したケ-

又を経験 した.精神障害者の人権擁護の関点から,操護

義務者制度の問題について若干考えてみた.

L症例1S.ト1.は男性60右 発病 S..?6隼頃てあ り,

河渡病院箪1回入院 S.36年-38年,第 2回入院 S.39


