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系統的脱感作法の適用についての一考察 *とその後
山上敏子
To
s
l
l
i
koYa
ma
gami

1. この研究 に至 るまで

ていた. そのようななかで行動療法は異質 にみえ

とりかか りは系統的脱

た治療法ではあった. しか し,その豊かな臨床の

の勉強 を当時の日本の精神

雰囲気のなかにいた ことが,わた くLに行動療法

医学研究の流れ とはほとんど関係 をもたない とこ

を勉強 しようと思わせ,その実践 を可能にさせて

ろではじめている.わた くLにはこの治療法が他

くれたのだ と思いかえしている.実際 にここでは

の精神療法 よりもわか りやす くみえたので,自分

行動療法実践のなかで,治療の実際の過程や具体

わた くLは行動療法‑
感作法であったが‑

自身の治療法にできるか もしれない という自分勝

的な効果やその理由や適用 をめ ぐっての討論 をお

手な ところではじめたのである.当時お こなって

こなうのに退屈す ることはなかった. この研究論

いた学位研究 との関係で, このころに出版 された

文 はその ような環境のなかで作成 した ものである.

｢
神経症 と行動療法 (
アイゼンク編)
｣や ｢
パブロ
フとフロイ ト (
ウェルズ)
｣な どを読 んでいたの

2. 当時の行動療法 と系統的脱感作法

もこのような考 えをしやす くしていたのだ とは思

少 しだ けこの ことについて説明 をす る.行動療

う.当時は日本で も行動療法 にかんする論文はわ

法が まとまりをもった治療法 としての名乗 りをあ

ずかにではあるが,あるにはあった. しか し, ほ

げたのは,わた くLが行動療法の勉強 をはじめる

とん どが単発の実験的な報告や総論的な紹介の よ

よりもわずか 10年前の 1
959年である.わた くL

うな論文であ り臨床論文 とは言い難 く, また,精

が勉強をはじめた頃の行動療法は技法 もいまほ ど

神医学のなかではみ られなかった.
わた くLが実際に行動療法の勉強をはじめたの

には多 くはな く,背景の理論枠 も,系統的脱感作
法な ど神経症治療 の背景 になっている新行動 SR

は 196
9年であ り, この論文 を発表 したのはその

理論 とよばれているもの と,問題の把握の基礎技

6年後の 1
975年であ る.わた くLは行動療法 の

術 になっている応用行動分析理論の 2つ しかなか

勉強 をはじめる前 も論文 を書いた ときも九州大学

った.観察学習 をもとにした社会学習理論が行動

の精神医学教室 にいた.そこは臨床の匂いに満 ち

療法のなかに入 る契機 になった Ba
ndu
r
a, A.の

ているところであった し,症例やその治療 につい

｢
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on｣が出版 さ

ての疑問や意見 などが 日常的に行 き交っていると

れたのは 1
969年であ り,認知行動療 法 とい う理

ころであった. この ころは精神分析療法が盛んに

論枠 (というより治療方法の集 まりといった方が

なってきて精力的におこなわれているところであ

よいか もしれない)が出て きたのは 1
970年代後

った し,その少 し前 までは森田療法がお こなわれ

半か らである.

*文献 3) (
本論文 ･参考文献 とも学会会員ホームペ ージに掲載 します)
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によって,

か らみる と,行動療法のなかでの最初の治療 プロ

｢
逆制止 による精神療法｣ として提案 された,そ

グラムであった ということもできるだろう.当時

れだ けで完成 してい る独立 した治療法である.す

わた くLが もっ とも用いていた行動療法の技法 は

なわち,系統的脱感作法 は,神経症 とその成因仮

この系統 的脱感作法であった. この治療法の創始

説 と仮説 に基づいた治療方法が提唱 された もので

者か ら行動療法 を学んだ とい うことや効果が ある

あった. それは,神経症症状 を ｢
学習の結果の不

こともその理 由であったが, この治療法の姿が優

,

不安 が中核
適応的な持続す る習慣｣ ととらえ ｢

,

しく当時の他 の精神療法の雰囲気 とに違和感 がな

不安惹起刺激状況で不安 括抗反
をなす｣ とし ｢

く臨床の場 に馴染 みやすかったの もその理由であ

応が ある と,不安反応 の制止が生 じて,刺激状況

った.

と不安反応 の結合が弱 まる｣ とす るものであった.

3. 本研究の概略

この発症 と症状 と治療 とを直結 させた,む しろ精
神生理学的 と言 えるような,完成 し独立 していた

1
)系統的脱感作法 はい ま述べた ように神 経症

治療法 を Ey
s
e
nc
k,H.
が行動療 法 の代表 的 な治

論 と直結 した治療法であ り,方法が明記 されてお

療法 として名指 した ことで, この治療法は行動療

り, それが この治療法の適用の基準である. とこ

法 として扱われるようになったのである. 当時,

ろが,臨床実際においてはこの理論的な基準 はか

ほ とん どが単一技法の集合であった行動療法にお

な らず Lも実際の適用や良好 な効果 をもた らす臨

いて,系統的脱感作法 はそれだけで まとま りをも

床的な適用基準 として満足で きない ところが ある.

った独立 した治療法であった.系統的脱感作法 は

このようなところか ら,本研究 を,系統的脱感作

典型的には,神経症性不安反応が生 じる不安刺激

法 によって有効 な効果 を予測できる症例 の具体的

状況の階層化であるハエラキーの作成 と,不安 に

な臨床基準 をあさらかにす ること, を目的 として

括抗する力 をもつ深 い筋肉弛緩の訓練 と, そして,

お こなった.

ハエラキーにした不安状況の短時間 (
通常数秒)

当時,当然 の ことではあるが, この治療法 をは

のイメー ジによる体験 (
不安反応) と筋肉弛緩反

じめ行動療法の臨床有用性 をあきらかに知 ること

応 との,段階的な,括抗条件づけか ら構成 されて

がわた くし自身 に とって も必要であった.

いる治療法である.
蛇足で はあろうが,わた くLは行動療法 はこの

2) 本研究 は,1
9
7
1年か ら 3年間の著者 ら (
山

治療法 を もっていたので,当時の精神療法や精神

上,香西,大隈,疋田)の行動療法臨床実践 自体

医学のなかに,なん とかその隅っ こにで もいるこ

を対象に した ものである.

l
p
e教授 の診
とを許 されたので はないか, とWo

対象になった患者 は, この間に九大精神科 を初

察 に陪席 して思った ものである.診察 は寝椅子で

診 した患者の うちの 11
0名 の神経症 (
当時の診断

はなかったが,弛緩 をした体 を預 けるに十分なゆ

5名 はわた
名 による)患者 で ある. その うちの 8

った りとした安楽椅子 を用いてお こなわれていた

くLが初診 を し,2
5名 は他医師か ら行 動療 法 を

し,教授 の実 に穏やかで綿密な面接のなかで問題

勧 め られて,わた くLが行動療法での初診 をして

は自然 に浮かびあが り,ハエラキー (ときには複

いる.わた くLが初診 をした 8
5名 の うち,休養

数の) は面接の一部 のようにしてで きあが ってい

や支持や環境調整や薬物 な どが まず必要であ ると

たのであ る. また,行動療法 には 1
9
8
0年代 には

考 えられ るような,臨床常識的にさしあた り積極

いってか ら,特定 の問題や疾患 に向けて複数の単

的な精神療法の対象にな らない と判断 して勧 めな

一技法 を組 み合わせた治療 プログラムが少 しずつ

3名 と,勧 めたが希望 しなか った患
か った患者 2

作 られるようになったが,系統的脱感作法 は治療

者 21名 を除 く41名すべてに行動療法 を提案 して

の方法が具体的に構造的 に示 されているという点

6名が行動療法 を受 けるこ とに同意 し,
い る.3
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残 りの 5名 は他の精神療法 を希望 したので他医師

て,系統的脱感作法理論および技法 における不安

に紹介 されている.行動療法 を希望 した 3
6名 と

反応 と刺激状況 について論 じた.

,

他医師か ら勧 められた 2
5名の,61名の患者 に著

その上で本研究の主 目的であ る ｢
系統的脱感

者 らのいずれかが行動療法 をお こなっているが,

作法が有効であると予測で きる臨床基準｣の提案

全症例 を山上がスーパーバイズ している.

をした.それは, (i) ｢
不安の訴 え｣の言語行動
に平行 して自律系反応 の表 出が ある,(i
i
)症状

)

3)上記の症例 について,具体的な症状,生活

は一定 して動揺が少ない, (
i
i
i ｢
不安の訴 え｣の

適応状態,発症時年齢,発症状況 と経過,擢病期

言語行動の対象が外的な刺激状況 として記述 され

間,用いた技法,治療経過,治療効果な どについ

やすい, (
i
v) 運動性障害 を主症状 としていない,

ての調査項 目をあ らか じめあげて,それ を中心 に

を臨床基準 として提唱 した. さらに,補助的な基

して調べた.調査 は症例 ごとのカルテ記録 をもと

準 として, (Ⅴ)発症 を感情体験 と関連づ けて捉

にしての著者全員の討論によった.そして,それ

える傾向をもっている,をあげた.

らの調査結果 について, (
1
)積極的な精神療 法
(ここでは行動療法)が適 当であると考 えた症例

6)感

想

とそうでない症例 との差異, (
2) 系統的脱感作法

今 はもうほとん ど思い出す こともな くなってい

適用症例 と行動療法の他の技法の適用症例 との差

た 30数年前の この論文をあらためて読み返 した.

異, (
3) 系統的脱感作法著効症例 と無効症例 との

几帳面 に細部 に拘 って論述 してお り読みづ らい論

差異,を調べた.

文ではあった. しかし,やは りこの論文 は現在の
わた くしの行動療法理解 と臨床 につながっている

4) その結果, (
1
) については,適当群 は他 の

と思 えた.た とえば治療技法の適用の可否の基準

精神療法の既往受療のある患者が多い,擢病期 間

の第‑ を症状の分析把捉に求めてい る. この後わ

が長い,社会適応状態 と家庭適応状態 との問に差

た くLは行動療法 を方法の体系であると理解 して

がある,などがわかったが, これ らは,臨床常識

そのように表現するようになったが, この論文を

的な結果 をでるものではなかった. (
2
)の系統的

書いた ころはまだその自覚 はあ きらかでなか った.

脱感作法の適用症例 は,主症状が恐怖や不安を前

しか し,本論文の内容 はその方向を示 していると

景 にしている症例が多い,症状の持続期間が長 い,

思 う.

などがあることがわかった. また (
3) について,

,

すなわち,系統的脱感作法の著効例 には ｢
不安

4. そ の 後

の訴 え｣の言語行動 に平行 して自律系反応の表 出

1) この ころの行動療法研究 で は系統的脱感作

がある,症状が一定 していて動揺が少 ない

,｢不

法の効果 と効果要因にかんす る研究がお こなわれ

安の訴 え｣の対象が外的な刺激状況 として記述 し

はじめていた.た とえば,系統的脱感作法が提示

やすい,な どの特徴があ り, さらに,発症 を感情

しているような丁寧な段階的なハエラキーが必要

体験 と関連づけて とらえている傾向がある, こと

であるのか,深い筋肉弛緩が必要であるのか,恐

がわかった. また,運動性障害 を主症状 とする症

怖刺激の提示は短時間でなければな らないのか,

例 は無効例が多い, ことがわかった.

弱い刺激か らの段階的な提示でなければならない
のか,な どのこの治療法の構成因子 にかんしての

5) これ らの結果か ら ｢
不安 を訴 える｣行動 と

,

臨床実験的研究がおこなわれた.その結果,恐怖

自律系に表出される不安反応 との関係,見かけ上

刺激が十分 に長い時間提示 され る場合,恐怖刺激

の不安惹起刺激 と不安反応 との関係,不安反応 と

の強 さは系統的脱感作法で用いるほ どには細やか

筋肉系の反応 との関係,について検討 した.そ し

なハエラキーをもつ必要はな く, また弛緩反応 も

1
0
9
8
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3) この研究論文 は著者 4人 の臨床実践 と討論

そして神経症の行動療法の中心は繊細 さと比較的

をもとにして作成 した ものであるので,共著者の

長時間 を要する系統的脱感作法か ら,徐々 に, こ

その後の行動療法研究にも少 し触れたい.香西は

のプロロング トエクスポージャー (
たんにエクス

この論文報告のす ぐあとに,行動の認知次元の変

ポージャー ともフラッディング ともいう)へ と移

容 に興味 をもち自己臭患者の妄想的認知の行動実

っていった.現在,系統的脱感作法 はその ままで

験的な修正を試み成功 し,結果 を日本行動療法学

は単一恐怖以外ではほとん ど使われな くなってい

会で報告 している. これは日本で最初 の認知再構

る.

成法を用いた症例報告 になった.大隈 は主に発達

わた くLも現在 この方法 をそのままで用いるこ

障害,必然的に親への援助 (
問題行動への対応や

とはまずない. しか し, この治療法の もっている,

養育技術 の学習) にかんする多 くの行動療法実践

患者の自己理解の深化 とともにすすむ繊細で体系

をおこなってきた.最近,AD/
HD児 の親の養育

的な症状 の把握のしかたや,不安への慎重な対応

技術の学習援助 にかんしての著書 を出版 している.

の しかたは,その後 もわた くしの治療実践 のもと

疋田は精神分裂病 (
当時)者 を主 に した 4
5人 の

になってきた と思 う.

慢性期精神病患者の起床や摂食や身辺清潔行為な
どの基礎的な生活技術の行動分析 をお こない, ト

2) 強迫性障害の患者 も本研究 の対象になって

ークンエ コノ ミーを用いて援助 し,その効果 を調

いた.系統的脱感作法で効果があった患者 もいた

べて報告 している. この研究 は 1986年度の行動

が,効果のない患者 の方が多かった.系統的脱感

療法学会賞 (
内山記念賞) を受賞 した. この頃の

作法 を用いようとしても脱感作のための繊細な段

著者 らの行動療法実践 と研究 は 1987年 に ｢
行動

階的なハエラキーが作 りに くかった.恐怖 はとて

医学の実際｣ として出版 した.

も強いか,ほとんどないかで,筋肉弛緩で制止で
きるような細やかな恐怖刺激状況 をさがす ことは

4) なお,原論文の趣 旨 と関係 しているので述

むずか しかった. また,想像刺激 はほ とん ど恐怖

べるのであるが,わた くLは ｢
行動医学の実際｣

惹起 の意味 をもたなかった. そこで治療は実際生

のなかで,系統的脱感作法 にかぎらず,行動療法

活のなかで,恐怖が少 しで も軽い状況 をなん とか

の多数技法の,その臨床の治療対象 ごとに選択す

さが して,その状況 に主治医が付 き添い,落ち着

る基準 について提案 した.対象行動のタイプにか

くまでの長い時間,本当に長い時間であったが,

んする選択の基準,対象行動の反応次元 (
認知 ･

その状況 に居 させ続 けることで恐怖刺激に対面で

思考なのか行為なのか身体反応なのかなど) にか

きるようにす ることで治療 していた.わた くLは

んする選択の基準,患者の能力などの適用に関す

この方法 を長時間の現物脱感作法であると考えて

る現実的な選択の基準,にわけて述べた. このこ

いた. しか し, このような方法 は,その少 しあ と

ろは行動療法の技法 も増加 し, また複雑 になって

になってか ら数例の症例報告がでるようにな り,

きていた.

曝露反応妨害法 とよばれ るようになった.
わた くしたちはこの方法を主な手段 にして,か

5) そしてさらに 20年が経過 した.わた くLは

な りの数 にのぼる強迫性障害の患者の治療 をした.

その間 も行動療法 を主な臨床手段 にして精神科臨

その過程で,強迫症状の異種性 に着 目して,強迫

床 を続 けてきた. その長い経験のなかで,わた く

行為,観念,不安,先行事態の有無や,それぞれ

Lはだんだん と行動療法を方法の体系 として とら

の関連の しかた と強迫症状の持続の経過か ら,強

えるようになって きた.行動療法の多数の技法や

迫症状 を分類 した.そしてそれぞれに適合する治

治療法や治療 プログラムを,問題 を認識把握する

療法の提案 をした.

技術 と変容する技術 とにわ けた.そしてさらに,
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これ らの技術 を臨床 に適用する,臨床適用技術,
をとりだ して考 えるようにな り,そのように主張
するようになった.臨床実際では, これ らの技術
はお互いに関係 しあい循環 しあって治療 を構成 し,
その臨床 ごとに独 自の治療法がつ くられることに
なる, と考 えているのである.その現在か ら,請
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