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臨床的複眼視に向けて

藤 山 直 樹 (上智大学総合人間科学部)

は じ め に

この発表の目的は,いわゆるスキゾイドといわ

れる一群の成人患者と高機能の広汎性発達障害の

成人患者とが臨床的にどのように扱われるべきだ

ろうか,という問題に取 り組むものです.しかし,

その背後にはもうひとつの意図があります.成人

を扱う精神科医であり,精神分析家でもある私の

視点から,精神科治療の本質的な問題のひとつを

考えてみることです.その間題とは,精神医学に

おける診断に ｢実体｣性が乏しいことを前提とし

て,おもに心理的手段によって精神科悪者にアプ

ローチするときに精神医学的診断がどの程度役に

立つのだろうか,という問題です.便宜的に前者

をスキゾイド/PDD問題,後者を診断/治療問題

と呼ぶことにしましょう.

スキゾイ ド/PDD問題の現状認識

まず私の考える,スキゾイド/PDD問題につい

ての現状認識です.いうまでもなくPDDは新し

い概念であり,なかでも今日問題にしようとして

いる,正常な言語能力をもつPDD,いわゆるア

スベルガー症候群の成人例についての認識は,こ

の数年のあいだに私のような成人の,しかも比較

的非精神病的な患者,人格障害的な患者を相手に

することの多い精神科医,精神療法家にとって,

臨床的視野のなかでどんどん拡大しつつあります.

対人的にひきこもりがちで,ぎごちない人間関

係のもちかた,具象的な思考,パーソナルでヒュ

ーマンな交流の欠如,興味の豊かさと広がりの欠

如,いわゆる ｢常識｣が通じないこと,といった
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特徴をしめす成人は,従来,スキゾイドもしくは

分裂病質 として考えられていました.しかし,

PDD概念がしだいにいきわたるにつれて,私た

ちはそうした個人がすでに小児期からある種の発

達の障害を抱えていた可能性を考えざるをえなく

なり,かつそれがPDDと近縁のものである可能

性を考慮することになりました.私たちはスキゾ

イドもしくは分裂病質という概念にかなり依存し

て日々の臨床を営んでいたわけですから,このこ

とは相当に大きな変化です.

1)クレッチマーのスキゾイド

そもそもスキゾイドもしくは分裂病質という概

念は,クレッチマーに由来します.クレッチマー

は当時の三大精神病,すなわち精神分裂病,操う

つ病,てんかんという三つの障害を人間の精神的

素因,気質の雛型とみなすことができる,という

想定をもっていたようです.ある個人がもし発病

するなら,何病になるだろう,という予測は,精

神科医が初心者の頃,しばしば友人知人を思い描

いては考えてみることのように思うのですが,ク

レッチマーの発想はまさにそうで,三大精神病の

素因という点から全人類の人格類型の基盤を考え

ようという,相当に大きな目論見だったわけです.

この発想は,実にクレペリンに代表される古典的

な記述精神医学の勃興期の昂揚を背景にしている

ような気がします.精神医学の勃興期に精神医学

がもてたもっとも大きなパラダイムの延長に彼は

人格論を構築したのではないでしょうか.

さて,クレッチマーが人間の気質を三つに分け
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たうちのひとつである分裂気質のなかで,ある種

の困難にまで発展したものが分裂病質です.臨床

的に考えると,ここに含まれている患者は現在の

DSMの第 2軸に収載されているschizoid per-

sonalitydisorderに比べると相当に広いと感じら

れます.

2)英国対象関係論のスキゾイド

一方,私が主に臨床実践をおこなっている精神

分析や精神分析的精神療法の領域では,スキゾイ

ドはまた違った意味合いで使用されてきました.

いわゆる英国対象関係論という精神分析的思考の

ひとつの学派のなかで,スキゾイドはきわめて重

要な臨床概念となっています.

たとえばフェアバーンという分析家は,現実か

ら超然としていること,万能感,内的世界への没

頭 という特徴をもつありかたを抽出しました.た

だ,彼の考えでは,すべての個人が発達早期に一

度はスキゾイド的なありかたを必然的に体験する

というアイデアを基礎にしています.つまり人が

体験を疎外せず,パーソナルなものとして体験す

るまでの道のりとして,スキゾイド的な状態があ

ると考えたのです.このような発想は,スキゾフ

レニアの準備状態としてスキゾイドを考える発想

とはかなり異なっています.同じような発想は,

ウイニコットという分析家の考えにもあります.

一見適応はいいけれど,パーソナルで親密な人間

関係からはひきこもり,自分自身何を望み,何を

愛しているのかを見失っているような,そうした

個人がスキゾイドの病理と考えられたのです.彼

の人格理論のなかでは,それは偽りの自己とほん

とうの自己の解離と関連しています.いずれにせ

よ,英国対象関係論を中心として構築された精神

分析のなかでのスキゾイドは,クレッチマーの分

裂病質概念が含みこむ患者の範囲よりも,さらに

ずっと広いように思われます.

3)高機能 PDD,もしくはアスベルガー症候群

スキゾイドに対して,発達障害とりわけ高機能

PDDもしくはアスベルガー障害という臨床概念
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は,かなり歴史の新しい概念です.そもそも児童

精神医学の体系は,この20年 くらいに急速に形

になったように思います.すでにアスベルガーに

よって記載されていたひとつの臨床類型がPDD

のなかの特殊型として位置づけられたのはごく最

近です.そもそも自閉症自体,幼児のスキゾフレ

ニアとの概念的な区別が児童精神医学のなかで確

立されたのは60年代から70年代だといえるでし

ょう.スキゾフレニアとPDDは最初からきわめ

て分かちがたい存在である可能性が認識されてい

たということです.しかし,とりあえず,現在の

状況では違ったものである,という合意が形成さ

れています.しかし,高機能 PDD成人がスキゾ

フレニア類似の状態に陥ることもあることが報告

され,それは一般人口よりも高頻度のようです.

そういった意味で,これらふたつの概念に何らか

の近縁性が考えられます.

こうして同じような臨床像が理念的には違った,

しかし臨床的には近縁性も否定できないふたつの

臨床概念によって説明されるという状況が起きて

いるわけです.このふたつの概念は,それぞれに

病因論,病理発生論を異にしています.片方はス

キゾフレニアという成人の精神障害に近縁な状態,

あるいはその準備状態として着想されたものです

し,片方は幼児期の広い心的機能の発達障害の帰

結だと考えられています.そしてそれらの概念は

歴史的な出自を異にしています.片方は精神医学

の勃興期の三大精神病モデルや対象関係論を背景

にしていますし,もう一方は児童精神医学が体系

化される1950年代から1980年代の仕事の集積と

しての広汎性発達障害という概念をパラダイムと

しています.

ひとつの臨床現象をめぐって,ふたつの説明概

念が並立している状況のなかで,実践家はどのよ

うな構えをとるべきでしょうか.

診断/治療問題

ここでより一般的なひとつの問いが立てられま

す.このように概念として本質的に異なった臨床

単位に位置づけられる,目前の患者の状態に対し
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て,あるいはその患者の示すひとつの症状に対し

て,それはどちらか一方の概念で説明することが

臨床的に意味をもつのだろうか.言い換えれば,

私たちが患者をみるときに,ふたつの概念のうち

ひとつを二者択一で選ぶべきなのだろうか,とい

う問いです.それは,結局,私たちが診断をつけ

るときに,それがその患者の治療,とりわけ心理

的治療の方針をどの程度決定するのだろうか,そ

の決定は排除的なものであろうか,という問いと

つながっています.

そもそも精神医学の診断に用いられる臨床単位

が,いまだ仮説的なものであることは諭を侯ちま

せん.たしかにスキゾフレニアが脳内にその病理

の根拠をもっことの証拠は増えています.しかし,

たとえば赤痢が赤痢菌によるもので,赤痢菌さえ

たたけば問題は解決する,といった水準での,早

純な直線的因果律は確立されえないでしょう.浴

そらくスキゾフレニアと現在呼ばれている症状群

が,数十年後に病因と病理を異にする多 くの疾患

に解消されていく可能性も十分にあり,そのとき

にはいま私たちがスキゾフレニアについて考えて

いることはかなり的外れになっているのかもしれ

ません.このことは,広汎性発達障害についても

いえることです.生物学的な脆弱性はおそらく存

在するのでしょうが,病態にはさまざまな要因が

複椎に絡んでいるでしょうし,まだその全体像を

語ることはできません.

つまり精神医学的診断に用いられる臨床単位は

多 くの場合,いまだ明確な実体性をもっていませ

ん.そのことは,診断基準が操作的であることを

明示しなくてはならないことにあらわれています.

私たちはこのことを忘れてはなりません.実体の

ないものが実体であるかのように扱うことは,そ

のときにはなんとなく安心感をもたらすのですが,

実践のなかでは大きな過ちへと導きます.

たとえば,いま問題にしている患者群を考える

と,歴史的にさまざまな修飾が加わってしまった

スキゾイド概念よりもPDD概念のほうが,現在

の生物学的精神医学のパラダイムに沿って生まれ

たこともあって,何か明確な実体があるような印
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象を与えます.それは暖味な臨床事実により明確

な指針を与えるかのように感じられます.しかし,

いうまでもなく,高機能 PDDの概念 もまた,そ

れほど実体をもっているわけではありません.成

人の高機能 PDD患者の心的機能は,幼い自閉症

の患者のように一様ではありません.まだ経過や

予後についての全体的なデータは蓄積されていま

せん.臨床単位が実体をもつものであり,病因や

病理を包含するものであれば,治療方略や臨床的

手続きは一義的に決定されてしまうでしょう.し

かし,そうでない以上,ことはそれほど単純でな

くなります.

精神科医であって精神分析家である私の目から

みると,精神分析の考え方はこの診断/治療問題

に一石を投じる力をもっているように思います.

精神分析という視点 :非特異的な心的健康の増進

精神医学的障害の病態が,脳内の生物学的な異

常を心理的次元で症状化するものである,という

ように考えられるなら,精神分析に代表される,

心理的交流を介してことをおこしていこうとする

営みは,単に病理のあらわれの部分を変化させよ

うとする表層的な努力であると感じられるかもし

れません.しかし,私は,スキゾイ ドの患者につ

いては必ずしもそういえない,という実感をもて

ます.なぜなら,向精神薬の導入以前にサリバン

やサールズやレインといった人たちが精神分析の

発想をもとにした力動精神医学実践によって,ス

キゾフレニアを相手にして,その患者たちの精神

病理を変化させたことを私たちは知っているから

です.より狭い精神分析に限っても,ビオンやロ

ゼンフェル トはそれにかなり成功したことに私は

疑いをもちません.スキゾイドということであれ

ば,おびただしい分析家の仕事が何かをもたらし

たように思います.つまり,かなり生物学的な基

盤をもつと考えられる病態も,心理的交流を中心

とする介入である程度の臨床成果をあげることが

ある,という事実があります.それは大うつ病に

対して認知行動療法がもつエビデンスといった事

実からも明らかです.
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心理的な地平でことがおき,それがその患者の

病態にかなり本質的な変化をもたらすとしたら,

脳内の事態に根拠付けられた臨床単位については,

いったん棚上げして臨床的扱いを考えることがで

きる可能性が示唆されます.

精神分析でおきることを考えることはこの点で

示唆的です.そもそも精神分析は普通の医学モデ

ルの治療方略とは異なった発想をもつ治療手続き

です. というのは,どのような病態に対しても,

実は行われていることが同一である,という特徴

があるからです.つまり,それぞれの病態の原因

や病理に対して特殊な介入があるわけではなく,

結局 どのような患者に対しても,いわゆる ｢転移

を解釈的に扱う｣ことに焦点して精神分析は営ま

れるのです.より一般的な言葉を使うと,患者と

特殊な訓練を経た治療者のあいだにおきるさまざ

まな心的できごと,情緒,わけても不安,対人的

圧力,願望,衝動,雰囲気といったものをふたり

が味わい,意味付けていく共同作業がなされてい

く過程に,精神分析は焦点化しています.その過

程を通 じて盛者に心的な変化が起きることが知ら

れています.ふたりのあいだに起きている事態は

患者がこころのなかから切 り離しているこころの

部分のあらわれである,と考えられています.

そこで起きる変化を患者たちは,自分の切 り捨

てていた一部と出会う体験だと体験します.そし

てたとえば,こころのゆとりが増大する体験,外

界がいきいきと感じられる体験をもちます.そう

した体験のあり方の変化にもとづいて,患者の症

状や行動のありかたも改善していきます.つまり

これは,必ずしも疾患特異的な現象でなく,たと

えば ｢ゆとりの増大｣のような,人間のこころに

とってある種の健康なありかたが生まれることに

よって起きた現象です.

このように,精神分析は精神医学的実践 と深く

結びつきながらも,基本的な治療観を精神医学と

共有していないようです.それは病因を科学的に

探ってそこから治療方略を生み出すのではなく,

疾患特異的でないこころのより健康なありかたを

患者に生み出すことによって,結果的に症状を綬
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和し,患者の苦しみを減らそうとします.こうし

たことはすでにフロイトによって気づかれていた

ように思います.彼は明確に,｢精神分析で病気

がよくなるのは,ひとつの結果であるにすぎな

い｣という発言をしているからです.

臨 床 経 験

さて,私がこの間題について,精神分析を引き

合いに出すのは,ひとつにはある患者との長期の

臨床経験に根ざしています.高度専門職に従事し

ているその患者 とは,すでに12年のつきあいに

なります.当時は私は明確に患者をPDDである

と診断していませんでしたが,それはまだ私の視

野に成人のPDDという診断カテゴリーが入って

いなかったことによります.

患者は人事が ｢能力がないのに人間関係で決ま

り,自分より能力がないのに自分の上司である｣

ことががまんできず,怒 りの暴発が起こり,パニ

ックに陥りました.それをきっかけに私の外来を

訪れた患者は,時間がきちんときまっていないと

耐えられない, と語 り,精神分析設定の規則性に

ひかれるようにして,私の自費の精神療法オフィ

スでの自費の週 1回50分のセラピーに入ってき

ました.

初期の患者はささいなふだんと違ったことがあ

るたびに,たとえばオフィスのエレベーターに人

がいたり,部屋のブラインドがわずかに上がって

光が差し込んでいたりするたびにパニックになり,

まるまる1セッション怒 りが暴発し続けるような

ことがありました.実際患者は,通勤途上で同じ

トイレのブースに毎日入っており,そのブースが

使えないとパニックになって,ゴミ箱をそこに放

り込むといったこともあるほどでした.

しかし,セッション中に激しいことが起きても

私は平静でした.つまり,情緒的に私がまきこま

れたり,撹乱されることはほとんどありませんで

した.というのは,患者が私という人物を相手に

感情的になっているという感覚はまった くなく,

ただ患者の側の何かが混乱している,という印象

しかなかったからです.言い換えれば,彼女は私
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や誰かにひがんだり,すねたり,いじけたり,か

みついたりしているのではなく,ただ自分を取 り

巻く自分を包む環境の破綻に対して激しく反応し

ているだけなのでした.

患者は普通の人が当たり前だと思う慣習的なこ

と,お土産を買うことだとか,お葬式だとかに何

の意味も見出しませんでした.また,高い能力を

背景にして,職場の能力の低い人たちのことが理

解できず,思いやりをもっこともできませんでし

た.患者は自分の対人的な不調和をどちらかとい

うと他者を馬鹿にすることで処理している一方で,

根拠のない ｢自分はだめな人間｣だというおびえ

がありました.同時に,自分がとてもありきたり

で普通の人間だ,と当然のように語 りました.ま

た,一見人当たりよい態度も,たえず相手と自分

の感情を座標軸上のグラフにして計算して調節し

ているからだ,と語られました.

こうした患者のありようはその成育歴を詳しく

聞くうちに,病理は発達障害の範境で考えられる

ものだと感じるようになりました.しかし私はそ

れほど治療のスタンスを変えたわけではありませ

ん.受身的で中立的な態度を維持し,主にその場

の主な不安に焦点付けて解釈的に介入することと,

治療設定を安定して維持することに専心していま

した.

12年たったいま,患者は別の職場で以前より

高い地位を確保し,前より怒りの突出が減り,そ

のことに幾分の不思議さを述懐するようになりま

した.そして自分が ｢変わった｣人間であること,

そして普通の人がさびしいと感じるような友達や

配偶者がいないことをさびしいと感じないことを

強く意識するようになり,そのことに惜然とする

時期が長く続きました.これは,以前たとえば,
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｢そんなことがさびしいのは変だ｣と思っていた

ことと対照的です.しかし,そうした不安もかな

り現在では静まり,全体として患者は以前よりず

っと人間らしい面をみせるようになってきていま

す.

臨床的複眼視の提案

以上のような私の臨床経験にも裏打ちされて,

私は,スキゾイドにみえたり,高機能 PDDにみ

えたりする患者について,現在のところ,患者の

見立てをとくにどちらかに決めてしまわない姿勢

を維持しています.というより,どのような見立

てを採るにせよ,生物学的な概念規定から派生す

るはずの薬物療法において明確なエビデンスがな

いので,私は当面,疾患特異的なスタンスをとる

のではなく,｢こころのゆとり｣を増大するよう

な,非特異的な心的健康を増大するように焦点付

けようと考えています.そのとき,私は精神分析

という視点から患者とつきあうでしょう.

このようなスタンスはしかし,このタイプの患

者だけに有用であるとは私は思いません.精神医

学の疾患単位や臨床単位が,まだ十分な実体性を

獲得しているといえないことを考えると,生物学

的に特異的な治療が十分にエビデンスをもってい

ればそれを行いつつも,絶えずより非特異的な心

的健康の増大にも焦点付けられている姿勢が必要

だと感じるからです.言い換えれば,私たちは直

線的因果論的な臨床観にあまりに従いすぎること

の危険性を考えるべきだろうと思います.そして,

単一の診断に基づいて,当該の病気の原因をたた

くことに近づこうとすることへの誘惑に,絶えず

抗う必要が今のところあるだろうと感じます.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

