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舘 哲 朗 (東海大学健康科学部社会福祉学科)

摂食障害の診断をめぐって,DSM-ⅠⅠⅠからDSM一ⅠⅤに至る診断学的発展を概説した.特に身体イ

メージ障害をめぐる認識,神経性撫食欲症と神経性大食症の共通性,病型分類に関する見解の変遷を

述べた.摂食障害の病態について,特に痩せの追求や肥満恐怖など症状の適応的 ･防衛的意味に関す

るBruchやCrispの見解と,過食行為の意味に関するJohnsonの見解を紹介した.摂食障告の診断

では病型の違いに注目したい.家族環境,精神病理傾向と程度,臨床経過と予後について,実証研究

結果を示して病型による違いを述べた.治療は摂食障害症状の回筏を目標として組み立て,進めるべ

きである.特に一般診療場面で使える有用な心理教育アプローチを紹介した.

摂食障害は神経性無食欲症 (AN)と神経性大

食症 (BN)に大別され,ともにやせ願望や肥満

恐怖を中核的な精神病理として認めることで診断

される.これら狭義の摂食障害以外に,体型に対

する病的なこだわりはないが過食を繰り返すむち

や食い障害 (BED)も広義の摂食障害に含まれ

る.本講演では,摂食障害の診断をめぐって,特

に臨床に有用と思われる事柄について述べ,治療

について特に一般診療場面で実践できるアプロー

チを紹介する.

1. 診断をめぐって

1980年のDSM-ⅠⅠⅠからDSM-ⅠⅤ (1995)に至

る診断学的発展を概説する.

1)まず身体イメージ障害をめぐる認識の変遷

がある.Bruchl)が神経性無食欲症 (AN)の精

神病理として取り上げて以来,身体イメージ障害

はANの診断基準の一つとされ,DSM-ⅠIlで も

採用された.しかし視覚的な身体イメージ障害は

必ずしも多 くのAN患者に認められないことか
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ら,DSM-1ⅠIRでは ｢身体のサイズや体型に対

する過剰な心配｣と改訂された.さらにDSM-

ⅠⅤでは,一般の女性にも見られるこだわりと識別

するため,｢体型や体重に関するこだわりが自己

評価に影響を及ぼしていること｣と ｢体重減少を

否認していること｣の2点の精神病理が明確化さ

れた.

2)次にAN と神経性大食症 (BN)の共通性

についての議論である.DSM一ⅠⅠⅠでは,大食症の

呼称で過食症状だけが注目され,AN との共通性

は強調されず,ANの除外項目が大食症の診断基

準に含まれた.しかしRussel17)の提唱以降,多

くの研究で大食症患者の中核的な精神病理が無食

欲症と同じく,やせ願望の強さや体型への病的こ

だわりにあることが示され,AN との共通性が注

目されるようになった.DSM-ⅠIIRではこの点

を明確にして診断名も大食症から神経性大食症と

改訂され,ANの除外項目も削除された.しかし

DSM-ⅠⅤでは,同じく過食とパージングを併せ持

つ患者であっても,極度の低体重にあるかどうか
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の生理的状態の違いは重要であるとして,ANむ

ちゃ食い/排出型 をBNと区別 して分類 し,AN

の除外項目が再びBN診断基準に加えられた.

3)病型分類に関する新たな見解として,DSM-

ⅠⅤではAN,BNともに亜型を区別するようにな

ったが,こうしたとらえ方は臨床的に大変意義深

い.後述するが,臨床経過や予後について病型に

よる違いは顕著なものがあり,過食やパージング

の有無など臨床症状の違いに注目することは,診

断において重要である.

4)診断におけるもう一つの問題提起は,むち

や食い障害 (BED)の登場である.繰 り返す過

食に悩みながらも,体型へのこだわりはさほどな

く,代償的な体重減少行為を意図しない患者群の

増加が,BNと区別した診断分類の必要を生み出

した.DSM-ⅠⅤ以降 BEDを対象 とした研究が多

くなされており,今後は独立した診断カテゴリー

として分類されるものと思われる.

2. 病 態

摂食障害の病態,特に精神力動に関する代表的

な考え方を紹介する.治療をうまく進めるために

は患者の治療に対する抵抗を理解して関わること

が大切である.その意味で,治療者は症状の適応

的 ･防衛的意味を理解している必要がある.

Bruchl)はANの主要な病理 として,内部洞察

の障害,歪んだ身体イメージ,自己不全感の3つ

を挙げた.特に内部洞察の障害,すなわち身体内

部から発する刺激 (空腹感や満腹感)や情緒を正

確に知覚し,解釈することの障害を中核的な精神

病理と考え,早期幼児期における母親的養育者と

の交流の障害を指摘した.子供の生理的,情緒的

欲求に対する母親の適切な一貫性ある応答は子供

の安定 した自己感覚を発達させる基礎をもたらし,

自律性の獲得に不可欠である.こうした認識は今

日の情動調律や情緒応答性の概念に共通したもの

でもあり,治療において役立てたい態度である.

BruchはまたAN患者の痩せの追求には自己不

全感の克服 という適応的意味があることに注目し

た.思春期になり,競争や達成をめぐる困難に直
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面して葛藤的になるとき,痩せることは社会的に

価値あることとして魅力ある目標となる.食事を

減らし,おやつを禁じて,その成果をヘルスメー

ターで確認する営みは,至福の充実感を感じられ

る時間となって,ダイエットの世界にはまり込ん

でいく.患者にとって痩せることは自分を感じら

れる行為となる故に,それを邪魔されることに抵

抗する.

Crisp2)は第 2次性徴の出現 と親からの自立 と

いう心理社会的な発達課題に直面した少女達の思

春期危機として,ANの発症を考える.彼が注目

するのは成熟恐怖である.少女は性衝動の高まり

や身体の成熟的変化に処理できぬ不安と恐怖を覚

える.同時に大人になること,自律的になること

に対する周囲からの期待のなかで負担感におそわ

れる.その解決策 として,大人になることを回避

すべく,成長のプロセスを止めようとする行為が

生まれる.ダイエットに励み,低体重を維持する

ことで,少女は女性的成熟を免れた身体のままで

居続けることができ,一方親はやつれた娘に保護

的に接しざるを得ない.自立 と依存をめぐる葛藤

は痩せを維持することにより回避される.患者が

体重を回復させようとする治療的試みに抵抗する

のは,処理困難な恐怖にもう一度引き戻す企みと

感じるからである.

Johnson5)は分離 ･個体化が課題 となる幼児期

の養育環境について,ANとBNケースの違い

に注目する.典型的なANの母親は子供に対 し

干渉的,侵入的であるが,BNの母親は拒絶的で,

子供との情緒的接触に乏しい.分離 ･個体化期に

母親が幼児の再接近にいらだち拒絶する状況が慢

性的に起きているなら,子供は自分自身で自分を

慰めることのできる母親代理物を探し求めようと

するだろう.後にBNになる少女はこのような

養育環境で育っている.食べ物は自分を慰め,か

つ自分の思い通 りに支配できるという意味で,移

行対象のように母親からの愛情剥奪を癒し,慰め

てくれる対象となる.思春期を迎え分離や自立の

課題に直面し,淋しさや困難を味わうとき,彼女

たちは過食により自らを慰めるすべしか知らない.
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ダイエットを試みるが,持続できず過食するよう

になるのは,時間の経過とともに不食を続けるこ

とが愛情'15Lp｣奪体験を意味するようになって,耐え

られなくなるからである.

3. 家族環境,精神病理傾向と予後について

- 病型による違い

1)家族環境について :FACESIllを用いた研

究8)から

摂食障害の診断にBいて,病型の違いに注nす
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ることが重要であると述べたが,家族環境,粁神

病理,そして臨床経過と予後について,病7mこよ

る違いを見ていきたい.

図 1,2は,摂食障宵 患者 180名 と健常対!Ki群

784'Iを対象とした FamilyAdapLabiliLy&Cohe-

sionEva】uaLionScalesIII(FACESIH)を用い

た家族環境の比較である.FACESでは家族凝集

性と家族可変性の2尺度で家族環境を評価するが,

凝集性において特に顕著な病塾による違いを見る

ことができる.神経性無食欲症制限型 (AN R)
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患者の家族環境は密着的なのに対して,神経性大

食症 (BN)両型 とむちゃ食い障害 (BED)の家

族環境は遊離的で,神経性撫食欲症むちゃ食い ･

排llIJ.型 (AN BP)の家族環境 はAN-RとBN

およびBEDの申開的な傾向を示す.AN-R家族

の特徴は,よく言えば一体感があり,一見健康な

家族に見えるが,親は子供に干渉的,過保護で,

思春Jy]を迎えても子供は仲｢F'lrlより母親からよく思

われることを大事と感 じて育っているケースが典

型である.一方,過食症状 を有するBN両型 と

BEDの家族凝集性は共に低 く,遊離的である.

よく言えば親はf供の個人性を尊重しているとも

言えるが,いわゆる放任的な親が多い.家族は互

いに十渉せず,バラバラな家族という印象が典型

である.家族で一緒に過ごす所動を見つけること

が難しく,情緒的結びつきや支持が欠如し,親と

の間での愛情刺雅を推測させる.先述 したように

JohIISOnS)は食事制限を愛情剥奪 として体験する

ことを過食の発症プロセスとして想定しているが,

遊離型の家族環境はこの過程を促進させる国子で

ある.

家族可変性 については,AN-BP,BN P,

BEDの3群に共通 して硬直型の家族が優勢であ

ること,BN Pでは硬直型に加 えて無秩序型の

家族も多数を占めていることが注目される.可変

性に乏しく硬直的な家族は,子供の多様な欲求に

対する共感的な応答が欠如している点で,子供に

おける不安の対処を困難にさせると考えられるし,

リーダーシップ,しつけ,役割 ･規則において可

変性の高い,無秩序塾の家族は,-LfrLた行動規

職や価値基準が家庭内に欠如している点で,子供

の不安耐性や衝動性の問題を顕在化させ易い.

2)EDト2でみる精神病理傾向

図 3は摂食障害患者 247名と健常学生群 100名

を対 象 と したEaLing Disol･der lnventory

2(EDI2)の結果である.EDI2はGarnerら

により開発され,摂食障害患者の臨床研究で広 く

使われている摂食障習評価法である.過食のある

3m:と,AN-Rと健常対照群では精神病理の程度

や傾向は大いに異なり,過食群で精神病理傾向が

より強い.こうした結果について,AN-Rの否

認傾向がよく指摘されるが,不全感 (I),内部洞

察 (1A),体型不満 (BD)尺度で対照群 と有意

差を認めることは,AN-Rの精神病理傾向を示

すものである.不全感や内部洞察での病理はまさ

にBmCllが指摘 した精神病理でもあり注口に値

する.また体型不満について,AN Rで対慣群

より有意に低値であることは彼女たちのダイエッ

ト成功感を表 していることや,同じく過食を有す
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る3群のなかで,BN Nl)で最 も休型不満が強い

ことは彼女たちの治療へのモチベーションの強さ

を盛礎づける所見として興味深い.

3)経過 とT,後について :追跡調査研究Itりから

図4′-9は,東海大学病院で外来あるいは入院

治療を受けた摂食障害患者 70名を対象に,受診

後 6年から9年が経過 した時点で MorganRtIS-

seI1OutcomeAssessnlentSchedLlleを用いて実

施 した追跡調査の結果である.

まず体重,生理 ともに,その回復 はAN Rと

AN-BPで随分異なっている.AN-Rでは,ほ

とんどのケースで体重は同役 し,生理 も4人に3

人が回復 している.この違いは過食やパージング

で もみられる.AN Rとして初診する悪者は,

その時点で摂食障害症状の塵症度がいかに大変で

あっても,その後の経過で過食やパージング症状

が出現するという経過はほとんどないと考えてlさ

いことがわかる.

過食とパージングの経過について,AN BP,

BN lJの2群 とBN Nl)では随分追 うことも托

｢Ⅰすべき結果である.パージングを認める過食群

は慢性的に過食症状を戟 している.過食という問

題を考えるとき,パージングがある限 り過食は治

りにくいこと,そしてパージングは非常に難治で

あることを承知 している必要がある.また同じく

BNで も,BN NPとBN 1)は惟Jffの異なる群

であることがわかる.数ヶ月以上パージングが出

られないと,その後にもそうした行動化を起 こさ

ないということである.

摂食障憲の症状 についての T,後 (死亡例含め

て)は,AN-BPがiT蔓も悪 く,次 に BN Pで,
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AN-Rや BN-NPの予後は必ずしも悪 くない,

という病型による違いについての認識は重要であ

る.また摂食障害以外の精神障害について,AN-

BPとBN-Pの半数以上のケースでボーダライ

ン･レベル以上の困難や問題を認めており,パー

ジングのある群で予後が悪い.

社会適応は,どの病型もおしなべて良好とは言

えない.半数以上で孤立した生活を送り,友人と

の交流など仕事以外に家の外での活動は十分でな

いケースが多い.摂食障害症状の予後のよいAN-

Rも同様である.ただこの傾向はAN-Rの発症

時に既にみられる特徴であり,同世代の仲間を作

れない,関心を示さないという傾向が長 く変わら

ないことを示す.一方,就労状況はどの病型でも

かなり良好である.過食やパージングを残してい

ても,それらは帰宅後の彼女たちの様態で,表面

的には適応的に振る舞えていることを示す.大学

生の頃に治療を受けていたAN-BP患者は,6年

経過した追跡調査時も,毎晩過食し,吐いていた

が,専門職として勤務できていた.彼女は夜9時

以降の時間が自分には大事な時間で,過食をやめ

ようと思っておらず,治療を受ける考えもなく,

同居の親も干渉しないと話した.

4. 治 療

これまで多 くの治療方法が考案されているが,

精神科医として治療選択をどのように考えるかに

ついて,筆者は摂食障害症状の回復を目標 として

組み立て,進めるべきであると考えている.AN

なら体重の回復を,BNであれば過食の克服を目

標とする治療である.いかに効率的な治療を提供

できるかという視点も大切である.精神分析は最

も有力なアプローチと考えられていた時期 もあっ

たが,この20年間でその評価は変わってきてい

る.精神分析療法は患者の主要な症状が何であれ,

その基礎にある問題の探求と解決を目指すことを

基本とし,症状の改善を直接的な目標 とはしない.

時間という制限を課さない点でも,摂食障害治療

の第一選択とはならないというのが今日的な評価

である.一方,認知行動療法が摂食障害治療の最
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も標準的な選択とみなされているのはこうした事

情からで,その有効性は実証的な治療成果の報告

で示されている.

そこで注目されるのが心理教育である.このア

プローチは,患者が往々にして病因や持続因子に

ついて誤解し苦しんでいること,もし患者が摂食

障害を悪化させている因子に気がつけば,自己破

壊的な症状は起こりにくくなるのではないかとい

う仮定に基づいている.特に一般診療場面で使え

るアプローチとして有用である.

ANであれば,健康で適切な体重はどのように

あるべきかを患者に説明し,どの程度の体重の回

復が必要かを伝える.家庭での食事状況を詳しく

聞き,1200Kcalの食事とはどの程度の分立なの

か,1600Kcalは どの程 度 か,あ るい は1800

Kcalの食事を摂ってもなかなか体重は増えない

ことを説明し,瓜者が安心して食べられることに

配慮した指導を行う.もちろん体丑を回復させる

という治療過程は愚者にとって当然葛藤的である.

患者にみられる食事への抵抗感に胃排出の遅延が

関係していることや,体重の回復過程で浮月割こよ

る一時的な体重増加がみられるかもしれないこと

など,患者の身体感覚に配慮した関わりが大切で

ある.そしてその後の体形の変化についての体験

を患者と一緒に理解していくように心がける.ま

た患者の多くは自身の身体状態に無知である.血

液検査の異常値 (肝機能障害,低蛋白･低 K血

症など),多毛や抜け髪に加えて,骨はどうなる

のか,脳萎縮の問題など,外からは見えない障害

を想像させる試みは,彼女たちの健康なこころの

部分に働きかけることになって有効である.

またBNならば,セットポイント体重6) (一定

の脂肪貯蔵組梢の基礎レベルによって規定される

体重)や,食事制限によるcounter-regulation

としての過食4)について教育する.体重は生理的

メカニズムにより一定に調整されていること,ダ

イエットで体重を一時的に落とすことはできるが,

身体はもとの自然な体重に戻ろうとする生理的な

圧力から免れることができず,その意味で過食は

食事制限の代償的行為であり,過食の克服には規
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則 的な食事習慣の育成が不可欠な原則であること

を教育 する.具体的 には,1日3回の食事 と4時

間以上 の空腹 を作 らないように間食 を計画するこ

とを指導 し,食事記録 をつけて患者 自身に食事状

況 を含 めた生活態度や行動 をモニタ リングさせ,

患者がダイエ ットと過食 との関係や体重の問題を

理解す るの を助 ける9). また,過食 を引 き起 こし

ている問題 や状況について理解 を深めるとともに,

過食衝動 におそわれた とき積極的に食物のある場

所 を離れる活動や過食 を回避するための行動 を自

ら考 えさせ,その実行 を促す.

こうした心理教育 は,最 も費用がかからない短

期治療モデル として第一選択 とも言われ,短期の

教育的治療 だけで も有効であった との報告 もある.

また認知行動療法の重要な構成要素 としてマニュ

アル 3)に取 り入れ られるようになってきている.
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