Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4
1
1

編集だよ り

■ 編集だより

願

後託

こころ音痴
私事で恐縮であるが郷里の父の手術 に際 して,職場の仲間か らお見舞 いを贈 りた
い と言われたが ｢
気遣 いがないほうが療養 に専念で きるので｣ とお断 りした. その
後で家族 に ｢あなたは 『こころ音痴』だか らね｣ と言われて しまった. そ ういえば

0
｢
人の こころを理解する能力 に欠 けるのによ く精神科の医者が務 まる ものだ｣ と 2
年前 に私 を責 めたのは家内であった.｢
今で もそ う思 っているのか｣ と 1
0年前の私
な ら尋 ねたが,今 は尋 ね ない.尋 ね な くて も答 えは想像 で きる. 2
0年 の年 月 は
『こころ音痴』 に も変化 をもた らす. これ を成熟 と言 うつ もりはないが,す こしだ
け知恵 も付 く.
同 じような遣 り取 りをご高名な精神科医の大先輩がエ ッセイにお書 きなってお ら
れた.｢
患者 さんはお前 と違 って素直だか らね｣ と大先輩 は奥様 にお答 えになった
そうである.何 という強気の切 り替 えし. とて も後発の参考 にはな らない. そのエ
ッセイは ｢
人の こころは個性的で千差万別 で とらえどころがないけれ ど,疾患 とな
るとある程度の まとま りがある｣ と続 いた と記憶す る.

CD‑
1
0
,DSM‑Ⅰ
Ⅴで操作的診断基準 として強引 に整
疾患 ごとの症状 の纏 ま りは I
CD‑
1
0を要求 して
理 された.最近で は精神科専門医認定試験 のケースレポー トが I
いるために日本の捧々浦々に再度浸透 した ようである.標準化 された診 断によって
治療 レベルが底上 げされ,症状論か ら疾患諭 に,急性期治療か ら再発予防 にシフ ト
する と期待 される.た とえば統合失調症様障害であれば病因 は統合失調症 よ り気分
障害 に近 く,抗精神病薬 に加 えて気分安定薬 も奏功す るとのエ ビデンス は患者の再
発防止 に役立つ.

,
,

操作的基準 による診断 とアルゴ リズムに基づ く治療 な らロボ ッ トで もで きるが,人 間の
それで も ｢

,

医者 は 『
傾聴』 『
共感』 も含 めた癒 しがで きる｣ と 『こころ音痴』 は自分 を棚 に上 げて主張す る. し
か し主張す る端 か ら,失敗が次か ら次 に思 い起 こされ る.

0歳 の工場労働者
｢
会社が車通勤 を一律禁止 したので,診断書で特別に許可 して欲 しい｣ と馴染みの 5
の患者 さんが言 って きた.理由を根堀葉掘 り尋ね ると ｢
実 は電卓 に乗れない.駅の ような場所 には行 け
ない.遠出がで きないので親戚の葬儀 な ども不義理をしている｣ とい う.広場恐怖 である.パ ニ ック発
作 は否定す る.大卒で営業職で入社 したが 30歳頃の うつ病 を転機 に現業職 に異動 した と申 し送 りがあ
った方である.引 き継 いでか らの 5年間は うつ症状がないのに少塁の三環系抗 うつ薬 を希望 し続 けてい
た. しか し,長 い付 き合 いなのに広場恐怖が話題 に出なか った理由を尋ねて も実直 な患者 さん は口語
芭る
だけで明確 に答 えない.｢もしかす る と診断書の口実だ ろうか｣ とまで気 を廻 しなが ら,後味 の悪 さを
残 して診察が終わった.

,

後日 ｢
広場恐怖 の患者 はこの悩 みを性格 の弱 きと誤解 し,強 くま じて口にしない ことも多い｣ と成
否 に見つけて肺 に落 ちた.営業職 を続 けられなかった理由 も, うつ病 と申 し送 りされた理 由 も,長期間
抗 うつ薬 を希望 しつづ けた理由 も氷解する.不正確な診断 と不十分な治療で,人生 の大 きな変更 を強 い
られた患者 さんの犠牲 は大 きす ぎる.｢口実 ?｣ と疑 った未熟 さは論外 として,口篭 る患者 さんを前 に
して も 『こころ音痴』 は気付 けない.知識 と知恵が必要である.
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