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摂食障害に先行する併存症の治療,社会不安障害を例に
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摂食障害は死に至ることが稀ではない重篤な精神障害である.その治療には手間と時間がかかり,

治療者も不足しており,いかに効率よく外来治療を行うかが課題である.そこで,摂食障害に先行す

る全般性の社会不安障害 (以下SADと略す)がある場合,その治療を優先することの有用性につい

ての後方視的検討を行った.その結果,196例の摂食障害の33例 (16.8%)にSADの生涯診断を

認め,全例でSAD発症が先行し,面接時もSADと診断され,32/33(97%)までが全般性SADで

あった.SAD併存群の方が大うつ病性障害,気分変調性障害の併存が有意に多く,自殺未遂,自傷

が多い傾向を認めた.SAD併存群のうち,14例に薬物療法が可能であったが,3ヶ月での有効率は

5例 (36%)であった.全般性SADは多衝動性 とともに,摂食障害に先行するパーソナリティーに

近い障害であり,その改善には年単位のかかわりが必要と考えられた.しかし,継続的な外来治療の

焦点となるものとも考えられた.

は じ め に

摂食障害は重篤な障害である.確かに,やせの

ために内科などを受診して ｢こんなことをしてい

たら死ぬ｣と指摘されたり,吐いているのを家族

に見つけられたりしただけで,気を取 り直す症例

も多い.一方で,精神科などの専門治療機関に入

院治療した症例の予後は惨憤たるものである.わ

れわれの神経性食思不振症の中期的予後研究では,

11%が死亡し,25%が不良であった12).さらに

追い打ちをかけているのが,世界的な医療費抑制

の波による入院期間の短縮である.米国では,こ

の十年の内に急速に入院期間 Length of Stay

(LOS)が短縮され種々の問題を来している13).

日本では,摂食障害専門病棟さえないのにもかか

わらず,入院期間が抑制され,その影響は大きい.

現在,摂食障害の治療者は,治療的な困難さと入

院期間短縮の挟み撃ちにあって苦しんでいる.そ

こで,何とか外来治療を効率的に行い,入院させ

ずに治療する必要性に迫られている.

そこで,これまでの,神経性食思不振症と神経
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性過食症に分けて治療を進めてきた基本的な姿勢

自身が再検討されている.この2つの亜型間では

移行が非常に多く,この亜型分類に基づいた治療

には限界がある.それが,Fairburnの超診断的

理 論 (Transdiagnostic Theory)とCBT-E

(EnhancedCognitiveBehaviorTherapy)の提

案につながっている2).これは,多 くの臨床家が,

実際には,パーソナリティーの成長や障害を,そ

うとは患者に説明せずに,治療を行っていること

と一致する.

その様なものの 1つに回遊性パーソナリティー

障害があげられる.しかし,全般性の社会不安障

害 (以下 SADと略す)のほとんどが回遊性パー

ソナリティー障害を併存することが知られている.

そこで,まず,摂食障害におけるSADの併存の

有無によりその臨床像を比較した我々の研究を紹

介し,考察を加える.

1. 摂食障害における社会不安障害の併存7)
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中のDSM-ⅠⅤ診断による摂食障害患者196例を

対象に,研究の趣旨をよく説明し文書または口頭

で同意を得たのち,Ⅰ軸障害の生涯診断,パーソ

ナリティー障害の半構造化面接である ｢SCID-Ⅰ,

ⅠⅠ日本語版｣を施行 した.SADに関 しては,

DSM-ⅠⅤの診断に合わせた改編版を用いた.発

症時期は診断基準に初めて合致した時期とした.

セロトニン選択的再取 り込み阻害薬 (SSRI)や

セロトニン･ノルアドレナリン再取 り込み阻害薬

(SNRI)を ｢十分量,十分期間｣投与された症

例 を対象 とした.｢十分量｣をフルボキサ ミン

100mg,パロキセテン20mg,ミルナシプラン

100mgとした.また,それとは別に目標投与量

としてフルボキサミン200mg,パロキセチン40

mg,ミルナシプラン150mgとした.なお低体

重では抗うつ薬は無効 との報告があるため5),薬

物の開始は低体重がある程度改善した後とした.

｢十分量｣に達して1ケ月以上,これらの薬剤を

服用していた場合 ｢十分期間｣とした.ベンゾジ

アゼピン系の薬剤は,前医から処方されていた場

合は無理に中止しなかったが,減量に努めた.有

効性に関しては,抗うつ薬開始後3ケ月以降に,

外来主治医がClinicalGlobalImpression(以下

CGIと略す)によ り,SAD症状 につ0て,①

｢非常に大変よくなった｣,(参 ｢大変よくなった｣
場合 とし,過食の頻度などについては考慮しなか

った.また,同時に,SAD症状に対する認知行

動療法的なアプローチを行った.

その結果 33例 (16.8%)にSADの生涯診断

を認めた.その全例でSADは現在も併存してい

た.SADの平均発症年齢は11.6(標準偏差 3.9)

歳で,全例,SAD発症が摂食障害発症に先行し

た.またSAD併存群のうち,32/33(97%)ま

でが全般性SADであった.

SAD併存群 と非併存群を比べると,両群間で

摂食障害診断自身には差を認めなかった.SAD

併存群の方が週に4日以上就労,就学できている

ことが多 く,また,全体的な機能を示すGAF尺

度 が高 い傾 向 を示 した.同様 に,最低 Body

Masslndexが有意に高く,これまでの最大過食
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回数,噛吐回数が有意に低かった.15歳以前の

身体的 ･性的虐待,両親の離婚,別居,またはど

ちらかの死去による親との別離には両群間に差を

認めなかった.にもかかわらず,SAD併存群の

方が自殺未遂,自傷が多い傾向を認めた.Ⅰ軸生

涯診断については,SAD併存群の方が大うつ病

性障害,気分変調性障害,単一恐怖,全般性不安

障害の併存が有意に多かった.特に,大うつ病性

障害はSAD併存群の70%にも併存を認めた.

パーソナリティー障害については,SAD併存群

の方に回遊性パーソナリティー障害が有意に多か

ったのは当然であるが,妄想性パーソナリティー

障害も有意に多かった.

SAD併存群33例中14例 (42%)に自己主張

を促しつつ薬物療法を行った.その結果,4例に

フル ボキサ ミン (100-200mg/day,175±50

mg/day),8例にパロキセチン (20-40mg/day,

35±9mg/day),2例 に ミル ナ シ プ ラ ン

(100-125mg/day)を投与 し,1例が ｢非常 に

大変よくなった｣,4例が ｢大変よくなった｣と

評価され,合計5例 (36%)でSAD症状の改善

が認められた.体重は大きく変わらなかったが,

過食,喧吐に関しては何ら直接的アプローチを行

わなかったのに,それらの例では著明に改善して

いた.

2. 摂食障害におけるSAD併存率

摂食障害患者における不安障害の併存研究は非

常に多い.何らかの不安障害の生涯診断を有する

率は神経性過食症の25%から75%,神経性食思

不振症の23%から54%に認められ,摂食障害患

者に認められる最も多い併存症の1つである3).

中でも,SADの併存率は非常に高 く,神経性食

思不振症摂食制限型では24%から55%,神経性

食思不振症過食排出型の40%,神経性過食症の

15%から59%がSADの生涯診断を有すると報

告されている3). 2つ以上の併存症の相互関係,

因果関係の解明は困難だが,発症の時間的関係に

より考えるのも1つの方法である.これまで検討

した研究は少ないが,神経性食思不振症では65
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表 1 社会不安障害 (SAD)併存の有無と臨床背景

ED+SAD ED Fisher/x2/t
(N-33) (N-163) (p)

年齢(年) 22.8(3.7)T 24.1(5.2) 1.3(.21)

摂食障害発症年齢(午) 19.1(4.4)† 19.0(3.6) 0.1(.89)

教育年数(年) 12.7(2.2)I 13.3(2.1) 1.5(.13)

GAF 51.4(13.3)T 47.2(ll.5) 1.9(.06)

調査時 BodyMasslndex 18.3(3.6)I 17.2(4.1) 1.3(.20)

最低 BodyMassIndex 15.9(3.2)I 14.5(3.2) 2.3(.03)

摂食障害診断 AN-R 9(27%)

AN-BP 9(27%)

BN 15(45%)

53(33%) 0.4(.83)

43(26%)

67(41%)

調査時,過食(回/過)

調査時,唱吐(回/過)

これまでの最大,下剤(錠

数/過)

1.7(3.4)I 3.1(4.7) 1.6(.10)

1.5(3.3)I 3.8(9.8) 1.4(.17)

13.7(35.2)I 38.8(120.8) 1.2し24)

就労(就学)

状況 ト

日

一
職

全

パ

無

14(42%)

1(3%)

18(55%)

33(20%) 12.5(.002)

44(27%)

86(53%)

身

婚

婚

婚

独

既

離

再

況状姻婚 30(91%)

2(6%)

0
1(3%)

135(83%) 1.8(_61)

23(14%)

4(3%)

1(1%)

自殺未遂

自傷

万引き

14(42%) 42(26%) (.06)

13(39%) 38(23%) (.08)

3(9%) 40(25%) (.06)

I標準偏差

ED:摂食障害群,ED+SAD:摂食障害と社会不安障害併存群,GAF:GlobalAssess-

mentofFunctioning,AN-R:神経性食思不振症摂食制限型,AN-BP:神経性食思不

振症過食排出型,BN:神経性過食症

%の症例においてSAD発症の方が先行,神経性

過食症の87.5%から90%の症例でSAD発症が

先行したと報告されている3).この様に,SAD併

存摂食障害症例では,SADが発症し,時間的に

は遅れて摂食障害が発症していることが多 く,そ

の点で摂食障害が2次的と理解できる.我々の研

究では,全例においてSAD発症が摂食障害発症

に先行していた.これは,SADのほとんどが全

般性であったことが関連している可能性がある.

クラスターBパーソナリティー障害でも,人目

を気にするため限局型 SADを併存しうる.しか

し,全般性 SADについては,回遊性パーソナリ
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ティー障害を併存することがほとんどである.

3. 全般性 SADの併存に伴う病像

SAD,特にその重症型である全般性 SADは,

思春期か遅 くても青年期には発症する.さらに,

最近,幼 少時 の行動抑制 (childhood inhibi-

tion)がSAD発症と関連する気質 として注目さ

れている4).この行動抑制は子供に少し大きめの

ロボットをいきなり見せてどういう行動するかを

観察したり,知らない女性と遊ぶかを観察したり

して,その有無を判断する.言うなれば,どれだ

け怖がりであるかである.そのため,典型的な回
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表2 社会不安障害 (SAD)併存の有無と生涯Ⅰ軸診断,ⅠⅠ軸診断

ED+SAD ED

(N-33) (N-163)

大うつ病性障害

気分変調性障害

双極Ⅰ,ⅠⅠ型

パニック障害

広場恐怖

単一恐怖

強迫性障害

全般性不安障害†

アルコール乱用

アルコール依存

23(70%) 78(48%) (.02)

6(18%) 9(6%) (.02)0 0
3(9%) 20(12%)

0 5(3%)

5(15%) 6(4%)

4(12%) 10(6%)

5(15%) 6(4%)

1(3%) 7(4%)0 14(9%)

7

9

2

6

2

0

3

7

5

0

2

0

･
l

･
l

･

妄想性パーソナリティー障害 7(21%) 6(4%)

回避性パーソナリティー障害 28(85%) 37(23%)

クラスターAパーソナリティー障害

クラスターBパーソナリティー障害

クラスターCパーソナリティー障害

8(24%) 7(4%)

4(12%) 31(19%)

30(91%) 90(55%)

*Fisher, I現在診断

ED:摂食障害群,ED+SAD:摂食障害と社会不安障害併存群

避性パーソナリティー障害を伴う全般性のSAD

症例では ｢気が付いたときからずっと｣人のこと

が怖 くて仕方なかったと述べる.摂食障害発症以

前から学校生活に何度となく不適応を繰り返し,

最終的に摂食障害を発症して来院する症例も多い.

全般性 SADでは大うつ病性障害が続発し,自殺

未遂などの問題を起こす可能性 も高い11).また,

一般の理解 と異なり,自傷も比較的一般に認めら

れ る.単純 な ｢恥ずか しが り屋｣や小児期の

SADでは自然寛解 も多いと想像される.一方,

長期の追跡研究によると,医療機関に受診するレ

ベルの成人 SADは,不安障害の中で最も回復し

に くい1).積極的な介入を行わないと,生涯,

種々の生活上の障害を伴う.まず,上述の通 り学

校で不適応を起こし,大学などの高等教育を受け

ないままで,就職でもなるべく対人関係の少ない

職場を選び,昇進を断り,生涯独身でいる率も高

い.

神経性食思不振症患者でも,入院治療により,

体重を回復させることができても,その次には引

きこもりに移行し,手をこまねいてみていると,

再発する症例がある.特に全般性のSADと回遊

性パーソナリティー障害を併存した神経性食思不

振症では,自己主張ができないために,入院行動

療法自身には,よく適応するが,当然,入院とい

う非常に保護された環境下では,SADが良 くな

るはずはない.どうやって社会に居場所を探し,

つながりを築 くかは,常に日常の社会の中にしか

ないからである.

4.SAD併存群へのSAD治療の効果

この様に考えると,SADを併存する摂食障害

症例に対して,入院期間をなるべく短 くし,継続

的に外来治療を行うことは理にかなっている.ま

た,実際,極度の低体重を来すような症例では,

標準的な入院行動療法に導入できても,｢他の患

者との共同生活｣に耐えきれず,しばしば,1週

間以内に逃げ帰ってしまう.その思い詰め方は尋

常ではないので,こちら側としても,家族も退院

を認めざるを得ない.ただ,この人院生活が皮肉

なことに嫌悪刺激となって,その後,順調に外来

治療であっても体重が回復することが多い.それ
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からが,治療的な山場である.

SAD,特に全般性で回避性パーソナリティー

障害を併存する摂食障害症例でまず取 り組まなけ

ればならないのは,治療関係の確立である.精神

科治療の最も重要なポイントであるが,この様に

長期間,対人関係に問題を抱えていると,人に対

する不信感が増大し,なかなか,治療者を信じる

ことが困難である.多くの症例では,自分の対人

関係が上手 くいってないことを自覚しており,こ

れまで必死に努力を続けた結果,全 く成果が上が

らず,絶望していることも多い.そこで,改善の

可能性を患者に信じてもらうことであり,それに

は治療の見通しを繰り返し説明することが必要に

なる.治療は長期で困難なものとなるが,決して

不可能ではないことを,これまでの経験を交えて,

繰り返し説明する.治療期間は多くの薬物療法の

研究のように3ケ月といった短期のものではなく,

年余にわたることが多い.しかし,症例がこれま

で避けてきたことに少しずつ向かい合うと,確実

に効果は出てくるものである.

現在の標準的なSAD治療は,認知行動療法と

薬物療法である.摂食障害の認知行動療法モデル

は,やせることで ｢自己評価の低さ｣を補おうと

して ｢摂食制限｣し,そのリバウンドで ｢過食｣

し,体重増加を防ぐために ｢喧吐｣し,自己嫌悪

を来し,さらに自己評価の低下を来すという悪循

環である.一方,SADでは,社交場面での注意

の向け方に関するモデルが提唱されている.周囲

がどの様に自分のことをみているかばかりが気に

なる.そのために,周囲にはこう見えているに違

いない,あれはこの様に見えていると考え,自分

がどの様に見えているかを想像ばかりしている.

その様な自己監視にばかり気を取られている間に,

注意不足となり,相手の気を害するような小さな

失言をしてしまう.その小失敗を大失敗,人坐の

破産ととらえて,2度と,社交場面に行けなくな

る.ほとんどの症例では,例えば,｢中学 1年で

英語教師に朗読を当てられて,詰まった｣のよう

な何でもない小さな出来事を,自分の症状が悪化

していった ｢きっかけ｣として,鮮明に覚えてい
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るものである.しかし,それが原因のように考え

ているSAD患者自身のもののとらえ方に問題が

あるのである.

この様に,摂食障害とは全 く別の認知モデルに

基づ き,より認知的な側面 を扱い,｢注意｣を

｢自己監視｣ではなく,今,話をしている相手に

持っていき,自分がどう見えているかではなく,

相手が何を話しているかに注意を向けるように,

繰り返し,説明をする.同じ認知行動療法であっ

ても,モデルが異なれば治療の実際も大きく異な

る.この様な説明を通じて,黙々と1人で摂食障

害行動 (摂食制限や過食,堰吐)を続けるのでな

く,苦手な対人関係を,本当に少しずつでよいの

で,挑戦するように促す.そして,全般性 SAD

併存群では,2次的に発症した (少なくとも時間

的に)摂食障害を扱うより,SADをまず扱うの

が自然である.全般性SADが改善したとき,回

避性パーソナリティー障害も同時に改善すること

が知られている10).

SADに対する薬物療法も,大うつ病性障害に

対するものと趣を異にする.これまでの,薬物療

法の2重吉検試験では3ヶ月投与の有効率は50

%程度でしかない9).少なくとも半年は,投与が

必要である.今回,まとめた中では,3ケ月後の

有効率しか検討していないが,実はその倍以上の

期間が必要である.さらに問題ないのは,コンプ

ライアンスの低さである.毎週,毎週通院してい

て,服用していると言っていた症例が,実は全 く

服用しておらず,数百錠を貯めていたりする.入

院して規則的に服用するととたんに元気になった

りする.また,喧吐との関係で,どれ種,実際に

は吸収されていたのかわからない状態である.こ

の様に,摂食障害における全般性SADに対する

薬物療法は一筋縄ではいかない.

最 後 に

摂食障害治療は非常に困難である.最近,神経

性過食症の認知行動療法の草分けであるFair-

burn自身が,超診断的 (transdiagnostic)観点

と,摂食障害に直接関係しない,よりパーソナリ
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ティーに近い部分の治療の必要性を提唱してい

る2).それは,摂食障害をDSMのⅠ軸とⅠⅠ軸を

別々に診断することの限界が指摘されていること

に呼応する.その点,｢多衝動性｣6)や ｢繰 り返し

自傷症候群｣8)の様に,パーソナリティー障害 と

もとらえられる部分を積極的に治療することも1

つの方向性である.

入院期間の短縮圧力など,医療経済的な圧力は

我々を限界まで押しやっている.欧米各国では摂

食障害専門の多職種チームによる治療が一般的な

のに,日本には摂食障害専門病棟さえない.さら

に外来治療を効率化する必要に迫られている.日

本では,不安障害やパーソナリティー障害を併存

するからといって専門の医療機関に紹介できない.

反対に,1度,診てしまうと次の治療者は見つか

らず,不安障害もパーソナリティー障害も診ない

といけない状況である.唯一の日本の医療保険の

利点は通院期間の制限がないことである.この点

を逆手に取 り,初めから ｢摂食障害に先行する併

存症｣である全般性 SAD (回遊性パーソナリテ

ィー障害)や繰り返し自傷症候群の治療を行うと

いう方向性を提案したい.
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