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Ⅰ.は じ め に
平成 1
4年度か らスター トした厚生労働省委託

図 は客観的な ｢
解離 ･精神病｣群である.
2)診察時の様子

研究 ｢
境界性パー ソナ リティ障害の治療ガイ ドラ

1型 は単独来院あるいは家族や恋人 と一緒 に受

イ ン｣ (
牛 島班)の ｢
精 神科 ク リニ ックにお ける

診 し,診察医 に打 てば響 くように反応 し,治療の

外来治療｣の担当 を報告 す る.平成 1
8年度 は検

場で も過剰適応す る. そのために, 自分 を感 じら

証 の 2年次 になる.ガイ ドラインの骨子 は,治療

れな くなって,診察のあった夜 に リス トカ ッ トや

の内外で起 こす諸問題 に丁寧 に対応す ることによ

大量服薬な どを起 こす場合が ある.2型 は入れ替

って治療継続性 を高 め, さらには患者のパー ソナ

わ り立 ち替わ り複数の人間が来院 し,現実の諸問

リテ ィの成熟 を目標 にした ものである.

題 を治療 の場 に持 ち込んで くる. 自己破壊的問題,
異性関係,家庭内暴力,会社や学校での不適応,

Ⅱ.境界性パーソナ リティ障害 (
以後,BPD)

な どな どである.3型 は恋人や同居人 が付 き添 い,

の治療の進め方

2型 と違 って巻 き込 まれていないので冷静 に患者

1. BPD を 3型 に分 ける
BPD を 3型 に分類 し治療 プ ログ ラムを計画す
る ことか ら治療 はスター トす る.BPDの 3型 と

の行動 を観察 していることが多 く,患者 自身 は言
葉数が少ない.
3) 生活史 と合併症

は,患者 はよい子 を演 じるのか,人 を困 らせ るの

1塾 :｢
偽 りの 自己｣群 ‑手 のかか らない よい

か, あるいは自分 を破壊 するかの 3つである.精

子

神科治療が対人関係 によって行われ るので過去お

1型 は生 まれつ き周囲の空気 を読み,瞬時 にそ

よび現在 の対人関係 を参考 にし,診察時の様子,

れ に合 わせ る ことが上手 な人 たちで,俗 にい う

臨床像,生活史上 の特徴 (
パー ソナ リティ発達)

｢
手 のかか らない よい子｣で ある.彼 らは幼 い頃

を もとに分類 され る.

か ら自分の ことよ りも他人 を優先 して生活 してい

1
)誰が どの ように困 ってい るのか ? 患者 の
診察時の様子

る.爪噛みな どの神経症的習癖が見 られることが
あるが,幼少期 のあいだは問題 となることはない.

治療 は患者 に ｢どの ように困 ってい るのです

習い事や塾 にも自ら希望 して通 う.問題が起 きる

か｣ と尋ね ることか ら始 まる.困 っているのは患

のは小学校 4年生前後の ｢自我の芽生 え｣の時期

者 自身 なのか,それ とも周囲の者 なのかについて

で,患者 は内省的 にな り ｢
私 は自分 がないので

確 かめてい く.そ こで 3つのタイプ化がで きる.

はないか｣ と悩 みだす. それで も大半 の者 は見か

1型 は,周 囲 に過剰 適応 し結 果 的 に 自分 が 困 る

け上 は何事 もな く小学校 を卒業 す る. しか し,

｢
偽 りの 自己｣群.2型 は主 に患者 自身 と周 囲が

｢
魔 の中 2の 2学期｣ を前 に混乱 を来 たす ように

困 る ｢中核｣群.3型 は主 に自分 自身が困 り,局

なる.器用貧乏で高校中退が多いの も特徴 の一つ

,

シ ンポジ ウム :境界性パー ソナ リティー障害治療のガイ ドライ ン作成 をめ ぐって

で 自傷行為や大食症 を伴 うことが多い.
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現実の中で生活 している.彼 らの症状 の多 くは,

2型 :｢中核｣群 ‑ トルネー ド
2型 は BPDの ｢
不安定 さ｣が特徴で あ る.幼

患者 は治療場面でいろいろな問題 を起 こすが,元

少の頃か ら夜驚,病癖持 ち,落 ち着 きのなさ, な

をた どる と,環境側 の問題が大 きいの も事実であ

どが認 め られ,発達過程で様々な問題が露呈す る.

る. また,精神科治療 を受 けるようになった ｢
偏

母子分離が難 し く幼稚園や保育園でみんなの中に

見｣の問題 (
自尊心 の傷つ き) を配慮す ると余計

入れない,運動会や学校行事 な どの ときにしばし

な退行現象 を防 ぐことになる.

ば発熱や腹痛 な どの自律神経症状が発現す る,対

その結果生 じた問題 だ と患者 に共感 と理解 を示す.

第二段 階 :治療 の中で 自身 と誇 りを取 り戻 す

人恐怖や不安症状が小学生の頃 に起 きる,な どで

(
少 な くとも半年間)

ある.思春期 になると, その不安定 さはいろいろ

患者 は主治医 に理解 と共感 を示 され,｢
やっ と

な領域で現われ る.
文字通 り ｢トルネー ド｣のような人たちなので,

わか って くれ る人が現われた｣ と理想化 する と同
時 に,急 な接近 による境界喪失,あるい は見捨 て

彼 らに関わ る人 は吸い込 まれては放 り出される.

られ不安 にか られ様々な ｢
試 み｣ を繰 り返す よう

そして中学校か ら学校 に通 えな くなる者が多 くな

にな る.BPD はそ うい うものだ と思 って, うろ

る.外見 とは裏腹 に内心 は臆病で寂 しが り屋であ

た えず に丁寧 に対応 してい くと, この主治医の理

る.常 に ｢
他者か ら見捨 て られ るのではないか｣

想化が その後の治療の推進力 になる.理想化が起

と不安 に圧倒 され,｢
嫌 われ まい｣ として必死 に

きない と治療 は始 まらない し,少な くとも半年間

なっている.孤独が耐 えられないのが最大 の特徴

は継続 しない とその後の治療 は進展 しない.半年

である.気分障害や薬物依存 を合併す ることが多

が経過 して患者 の治療意欲 も確かな ものになって

い.

くる と,個人精神療法,集団精神療法,家族療法,

3型 :｢
解離 ･精神病｣群 ‑自虐

デイケア治療 などの導入 も計画 され る. その際 に

3型 は周囲 との関係 に症状が現れ るので はな く,

は,十分 な説明 と治療契約 を結ぶ ことが大切であ

患者 自身が ｢自爆｣す るような恐怖 を持っている.

る (
患者 には ｢申し合わせ事項｣ と柔 らか く伝 え

幼少期の虐待 な どの悲惨 な体験 を持 ち, 自我機能

る)
.

が脆弱で外的刺激 によって,現実状況 を正 しく認

そ して主治医は患者のニーズを読 み取 りそれ を

識す ることがで きな くなっている.心の中で起 き

提供す る.た とえば,薬物治療や精神療法の併用,

る不安か ら逃れ ることがで きないので,意識 を解

家族介入,会社や学校関係者 と会 う, ことな どで

離す ることで 自分の心 を守 ろうとしているかのよ

ある.時 には,傾聴す るだけの ときもあ りうる.

うである.心の中は語 りたが らないが,性格 は頑

この妥 当性 とい う技法 によって患者 は ｢
私 は私で

D
固で負けず嫌いが多い.解離, 自傷行為,PTS

よいのだ｣ と自信や誇 り (自己感) を取 り戻す.

な どが見 られ,｢
初期統合失調症｣ と診 断 され る

しか しそれは治療 という ｢
錯覚｣の世界で しか通

ことが多い患者群である.

用 しない ものなので, この時期 の患者 の ｢出立｣
には,やんわ りと時 にははっきりと ｢
社会 に出 る

2. BPDの 3型
1) 治療の進 め方

のは早 い｣ と告 げるのが後の治療 につなが る.
上記 の ように患者 を共感 し受 け入れ る と,退行

l
i
da
t
i
on
第一段階 :共感 と理解‑妥当性 va

を促進 して患者 はさらに依存 を深 め,結果的 に主

心 理的 に は ｢
見捨 て られ不 安｣ と ｢
私 は悪 い

治医 はその過剰 な要求 に応 じきれな くなって,忠

子｣空想 をもっていると理解 して治療 に臨 む.忠

者 に幻滅 を与 えて しまうので はないか, とい う疑

者 は不登校や高校中退,仕事 をして も長続 きしな

問が起 きるであろう.そのために知恵のある老猪

い,加 えて家 の中はゴタゴタして崩顔寸前 という

な精神科医は ｢
私 はたいした ことはしてあげ られ
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ません｣ と患者の万能的なニーズに水 をか けるや

とにか く手のかか る患者で,治療者 に対す る不満

り方 を推奨する. しか しこのや り方では彼 らは救

pl
i
t
t
i
ngが しば し
や反発 が起 きた り,分裂 現象 s

われない.期待 を持たせかつ幻滅 させ ないために

ば起 きる.患者 は自傷行為や大量服薬 な どの治療

は,外来治療では夜間の緊急時 には対応で きない

バ イ トを始 めよ うと思 う｣
,｢彼
上 の問題か ら,｢

という現実の限界 の中で情熱的 に治療 していると

と別れ よう と思 う｣
,｢親 が うるさい｣,妊娠 な ど

い う微妙 なバ ランス感覚 を維持す ることである.

の現実問題 まで, さまざまな揺 さぶ りをかけて く

つ まり, どちらに も振れない主治医の態度 が患者

る.｢
主治医の品定 め｣ と考 え,一 つ一 つ現実的

を不必要 に退行 させ ないのである.

に対応 してい く.

実際 には診察の頻度である.基本的 には週 1回,

,3回.保 険診療で は週 2
状 態が悪 い ときは週 2

SSRIや非定型 の抗精神病薬や抗てんかん薬 な
どが組 み合わ され る.抗不安薬 は禁忌.治療が行

回以上 の通院精神療法 は請求で きないので,再診

き詰 まって他の治療法の導入 を試 みるのは,患者

料 のみの請求 になる.

の ｢
見捨て られ不安｣ を強めるので避 けたほうが

第三段階 :社会 に出て行 く練習期間

よい.治療のなかで分裂現象が起 きた ときは,チ

不安定だが治療 は維持 され,患者 は身の丈 にあ

ーム内で ミーティングす るの も一つの対策である.

った社会適応 を模索 してい くことになる.患者 は

それ よ りも,分裂現象 は患者の適応困難 な状況 を

社会 に出 ることに臆病で まった く自信がないこと

示 していると考 えて,環境 を調整 する方が患者の

は押 さえてお く. この無力感 はわれわれが想像す

行動 を否定 しな くて効果的である.

る以上 に大 きいことを知 ってお くとよい. そのた

2型 に特徴的 な興奮 を伴 う ｢
怒 り｣の問題 は次

めにも社会 に参加す るための準備 (
た とえばデイ

の ように対応 す る.主治医 は,｢
怒 り｣の原因 を

ケアや ｢
社会復帰支援 プログラム｣な ど) につい

探 るよ りも積極的な薬物治療 などで 2週間乗 り切

て患者 と話 し合 う必要がある.それは患者 の自殺

ることに集中す る.落 ち着 いた時点で,患者 に大

防止 になるだろう.

事 に至 らなかった経緯 を振 り返 らせ,認知能力 を

2)各型 による治療の進 め方

0年以上治療 してい
高 める ことは重要であ る.1

1型 :治療 にはよ く反応す るが,周 囲への過剰

ると社会への参加が治療のテーマになって くる.

適応 で疲れ果てて治療中断に陥 りやすいことを知

社会 に出る段階 に入 った ら自殺 には注意がいる.

ってお くとよい.特 に主治医や医療 スタッフにサ

3型 :治療 の中で も自傷行為が繰 り返 され解離

ー ビスす る性格の癖 を早い うちか ら介入す ること

症状が頻発す る.家庭 内の挟 め事 の原因は自分 に

が必要である. また患者 は器用貧乏で誇 り高いに

｢自分 は悪 い子｣
)を
あるという信念 に近 い空想 (

もかかわ らず,現実 に適応で きず に,｢自己否定｣

持 ち,学校 でのい じめ体験や仲間 に入れないな ど

感情が渦巻 いていることが面接で しば しば話題 に

の適応 の失敗 か ら自尊心が傷つきやすい状況 にあ

な る.第 二 段 階 で は,他 の 治 療 法,た とえ ば

る.患者 は多 くを語 らないので,治療初期 には内

SSRIを中心 とす る薬物治療や個人精神療法や集

面 には触れず,治療関係が安定す るまで薬物治療

団療法の併用が奏効 する.第三段階で患者が社会

を中心 に治療 を進 めるほ うが よい.少量 の HPD

に出 るときには精神療法家や他のスタ ッフの意見

や抗 てんかん薬が奏効す ることがある.抗不安薬

が参考 になる.予後 のよいタイプである.

は禁忌.患者 は感情表出が苦手で,精神療法 は無

2型 :このタイプはもっ とも治療が難 しい.治

理 には行わずに,状態の改善 と社会適応 に治療の

療 は患者 の先 を行かず,半歩遅れて,患者の起 こ

焦点 を置 く.治療への不満や反発 は身体症状や薬

した現実問題 の後片付 けとい う気持 ちで一つ一つ

物治療 の副作用 としてあ らわれやすい.患者が現

丁寧 に当たってい く過程がパー ソナ リティの成熟

実生活で起 きる不安 を溜 め込み,他者 との間でそ

への道 になる.患者 は入院 と外来 の往復が激 しく,

れを問題解決で きない点 を配慮 し,治療経験 の中

シ ンポ ジウム :境界性パーソナ リティー障害治療のガイ ドライ ン作成 をめ ぐって

でそれを学ぶ ことを援助す るのが治療 になる.
第三段階では,主治医に支 えられて,言語的交

5
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②限界設定 に代わ る技法 ‑ ｢
環境側 の失敗｣ と
いう視点

流が盛んになるが,集団適応が苦手なので,併用

限界設定 に否定的な姿勢 を示すだけでは積極派

治療 は個人精神療法程度 にす るか,あるいは安定

は納得 しないだ ろう. それに代わ る ｢
環境側 の失

す る とデイケア治療 も奏効 す る.1対 1の対人 関

敗｣ とい う技法 を紹介 しよう.先 ほ どの患者の万

係の中で安定す るタイプである.

能的なニーズに主治医が応 じきれな くなった とき
の扱いを例 に考 えてみ よう.た とえば患者が 自傷

3. 行動化の対応 について
i
mi
ts
e
t
t
i
n
gは最小限度 に
① 限界設定 l

行為 をした ときに ｢どうして切 ったの｣ と聞 くの

この限界設定 は消極派 と積極派 に分かれ る.筆

りも患者の困っていることを優先す ることは基本

者 は消極派である.その理由について 自傷行為 を

的な治療姿勢であるが,長 い関わ りの中で主治医

で はな く,｢どの ように困 っていたの｣ と原因 よ

例 に とって説明 しよう.｢自傷行為 を しないよう

も彼 らに理解 ･共感で きなかった りす ることが起

に｣ と言われて, それがで きないのが彼 らの自我

きるものである. ところが,彼 らは主治医の失敗

の脆弱性 (
衝動 コン トロールの悪 さ)であるか ら

を自分のせいにす ることで主治医 との関係 を修復

である.患者の中には ｢
私のために先生が本気で

しようとす るのである.つ まり,両親 の仲が悪い

向 き合って くれた｣ とい う印象 をもたれ る場合 も

原因 は,あるいは親 に虐待 を受 けた りす る理 由は

あるけれ ど,長い治療経過 の中で, 自傷行為 を行

｢
私が悪 い子 だか ら｣ と思 っていた の と同 じよう

った患者の扱いが難 しいのである.患者 は自己否

に,現実の治療 の失敗 を自分のせいに しようとす

定感情や主治医に申し訳ない気持ちでいっぱいに

るのである. これが劇化 と呼ばれ る現象である.

なるであろう.中には反発す るもの も出て くると

その瞬間に,環境側の失敗 を取 り上 げることで,

思われる.主治医のほうも繰 り返 され る自傷 に反

つ まり, それ を演 じること p
l
a
y
i
n
gによって患者

治療的な気持 ちになるか も知れない. 自傷患者 は

の凍結 した 『自己肯定』感情 に温 もりを与 えるこ

こころの中に ｢
切 る人｣ と ｢
切 られる自分｣の二

とが可能 になるのである.

人が同居 しているので,主治医 はその片棒 を担が

た とえば面接のあ とに自傷行為 をした と知 った

されて患者 を叱 り,慮者 はうな垂れて 自己嫌悪 に

ときに,過去 を一緒 に振 り返 り,｢そ う言 えばあ

陥 ることを劇化することも生 じうる. この ような

の とき, あなた は私 に心配 かけまい として辛 い気

泥沼 に陥 らないためにも筆者 は ｢
約束｣ を取 り付

持 ちを言 えなか ったのだ.気づかなかった｣ と自

ける代わ りに,彼 らの困った ことを理解 し,現実

身の落 ち度 を誠実 に認 めるのである.重要なポイ

問題 を一緒 に解決す る道 を模索することを勧 める

ン トは,治療側 の失敗が患者 に とって幻滅 にな ら

のである.

ない程度 に小 さな ものにす ることである.幻滅 よ

また,約束 して安心す るのは私たち環境側であ

りは痛みの少ない脱錯覚化 は,眠れない,薬 の副

ることを押 さえてお くべ きで ある.｢自傷行為 を

作用 として表現 され ることを知 ってお くとよい.

しない｣ と約束 して救われ る患者 は少 ない. とい

そして,治療者 との信頼関係が構築 され る と,覗

うのは,約束の後 も彼 らは現実の嵐 の中で生活す

実の困った問題 を語 り始め,行動化 といった解決

ることになるか らである. もし約束 した ときには,

方法 を捨てて,成熟 した人間関係 の中で心理的問

決 して彼 らが 自傷行為 に走 らないように ｢
傷つけ

題 を解決で きるようにな り,現実の人間関係 に も

る以外に どうした らよいのか｣ を提供するか,あ

変化が見 られ始 め,立 ち直 ってい くのであ る.

るいは環境 を調整す る必要がある.

先生, どうした ら
また,長 い治療 の中で は,｢
自傷 をしな くな りますか｣ と主治医を万能視す る
患者 も現れ るようになる. それ は,患者が 自身の
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万能感か ら他者 を頼 りにす るとい う新たな関係作

その後 にそれ をおろす とよい.つ まり ｢
私 はどう

りの一歩 なので, その芽生 えを摘 まないように接

した らよい と思い ますか｣ と問 うと,多 くは相手

す る とよい.

とのあいだで前哨戦があることが明 らか になる.

③思 い切 った入院治療の選択

浪費が嵩んでいるとか,薬 を飲みた くない と訴 え

行動化が激 しく生命 の危険 を感 じた ら,患者 に

るとか,出会い系サイ トに電話 して厳格 な父親 を

｢
入院が必要 な状態だ と思 う｣ と伝 えるこ とは重

巻 き込 む とか,恋人 に離れないで と無理 を言 うと

要である. その時入院す るか どうかは別 として,

か,かな らず ｢
私 は悪い子｣が劇化 している もの

主治医の入院の選択 は,患者の自我の疲弊や患者

なのである.

のおかれている状況 に対す る主治医の一つの解釈

次に多いのが,二者択一的 ジレンマに陥った時

になることがある.それ は患者の 自我機能の脆弱

の対応である.患者の現実生活の困難 さ (
た とえ

性 を受 け止 めた とい う主治医の考 えを示す ことに

ば ｢スタッフと合わないのでアルバイ トが続 けら

なる.入院先の病院 は, 日頃 よ り,協力で きる病

れない｣) に対 して,主治医が ｢しば ら く休 んで

院 を見つけてお くに限 る.入院 をきっかけに患者

みては｣ と言 うと ｢それだ と彼 らに負 けた ことに

は治療 を離れてい くことが多いので,入院 は短期

な ります｣ と答 える. それでは ｢
上司 に相談 して

で退院後 は再び戻 って くることを前提 に入院先の

みた ら｣ とア ドバイスす ると ｢
わかって くれ る上

主治医 とも話 し合 ってお くことが重要 になる.

司ではないか ら悩 んでいるのです｣ とにべ もない
返事が返 って くる. このようなジレンマに陥った

4. 患者が抱 えきれない問題

(
｢
周 りが悪 い｣)

を話題 にした とき
しば しば臨床で経験す る対応 に困難 な状況 につ
いて述べ よう.｢
母親が小遣いや治療費 を出 して

,

ときは,第三の道 を提示 しない と患者 は納得 しな
い.それは以下の ような介入である.陥っている

,

ジレンマをわか りやす く描写 したのちに, この介
入 が第三の道 なのであるが

,｢なか なか厄介 な事

薬 を飲 む な とい う｣ ｢父親 が干 渉
くれ ない｣ ｢

態ですね｣ と具体的なア ドバイスを控 える. この

恋人が暴力 を振 るう｣な どである.対応の
的｣ ｢

ことによって患者 は不満 を表明するようであれ ば,

ワンステ ップは,訴 えられた ときに患者に代わっ

それを受 け止 めるとよい.つ まり,患者 の内的世

て問題解決 を図るようなプレッシャーを感 じるか

界 と外的世界 に橋 を架 けるのが主治医の仕事 にな

どうかにある.患者 は自分が悪いので はな く周囲

るのである.

,

が悪 い と主張 し, それ に対 して ｢どうして欲 し
い｣ とい う訴 え方 はしていないか らである. それ

5. 家族の対応や生活指導 について

なのに圧迫 を感 じるような ら (
精神分析的には投

逆 に,家族か ら以下のような相談 を持 ち こまれ

影同一化 とい う),ただ ｢それ は大変 だね｣ と同

る場合 も多々ある.昼夜逆転 の生活,暴力がひ ど

情 す るに とどめる.す る と患者 は ｢
先生は何 もし

い,ネ ッ トに放 っている, 自傷行為 をしている,

て くれない.わかっていない｣ と攻撃的になる.

金遣いが荒い,な どである.必ず家族 は ｢ほっ と

その怒 りを ｢あなたは私が何 もして くれない と怒

いてよい ものか どうか｣訊 ねて くる.｢ほっ とい

っているのだ けど, 自分で も悪い と思 っているの

て もいけない し注意す ると荒れ狂 う｣ので手が出

ではないですか｣ と受 け止 めるのである.

せないのである.家族の心配 はもっ ともな ことば

もしこの とき,主治医が患者 に代わって,環境

か りなので あ るが,家族 には ｢
患者 が困 って い

調整 な どの具体的な行動 に出 ようとす るな ら,忠

る｣ とい う視点が欠 けている.患者 は家族 に自分

者 に巻 き込 まれ,境界 を失 うことになるか もしれ

の内的問題,た とえば見捨て られ不安や空虚感や

ない. 自分で蒔いた種 は自分で刈 り取 ることを学

無力感,の片棒 を担がせ ようとしているのである.

ぶチ ャンスなので,一旦 は,患者 の片棒 を担 いで,

だか ら

｢
(
患者 は)何 に困 っているので し ょうか
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ね｣ と訊ねて,家族 に理解 と共感 とい う視点 を持

も治療 は継続す る症例が少な くない.結婚 す るケ

たせた らよい.

ース も出て くる.出産 には保健所や児童相談所 な
どと連携 し,育児 をサポー トす るな どのチーム作

6. 社会参加 について

りが主治医 の仕事 にな る.3型 は 2,3年 で治療

い よい よ治療 も終盤 に近 くなると社会 に参加 す

が終了す るケースが多 く,状態 の改善 と社会適応

ることが話題 になって くる.治療の どの時期で も

が治療 目標 になる.

患者か ら就労の相談があった ときには見合わせ る
ようにす るのが基本である.患者 は自信がないか
ら相談す るのであって,その自信のなさは現実検

Ⅲ. ま

と め

以上,境界性パー ソナ リティー障害 の外来治療

討能力が損 なわれていない証拠で もある. そのた

のガイ ドライ ンを紹介 した.ポイ ン トは BPD を

めに も相 談 を受 けた ときは ｢
見 合わせ て はみて

3型 に分類 し, それに応 じた治療方針 を立 て るこ

は｣ と指導す る とよい.逆 に,治療初期 を除いて,

と,患者が何 に困っているのか を念頭 において治

仕事 を見つけて きた ときはそれ を支援す るほうが

療 に当た ること,患者 の理想化 を維持 す ること,

将来 に希望 を持 つ ことがで きるので現実的である.

治療 の限界の中で情熱的に治療 に当た る治療感覚

社会 に出 るまでの期間 は 3型 に よって異 な る. 1

が患者の退行現象 を防 ぐこと,行動化 に対 す る限

型 は数年 を要す る.個人精神療法が奏効 す るとき

界設定 の困難 さ と環境側の失敗 とい う視点の導入,

があ り,主治医 は現実生活 を支 えなが ら適応 を支

最後 に臨床で しばしば経験す る問題や家族 の対応

援す る.2型 は十年以上, ときには仕事 について

や指導,な どについて述べた.

