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1)は じ め に

パーソナリティ障害personalitydisorderの診

断名は,DSM によるものであるが,その概念形

成の経過においては,特に米国のKernberg,0.に

よる境界例研究 (1975)が背景にある.また英国

における対象関係論的な病理的パーソナリティの

研究 (1950年代以降～現代)が存在している.

それらは全て精神分析の分野における臨床病理的

研究である.

DSM においては,心因性などの病因論を含む

神経症の概念を放棄し,かわりにパーソナリティ

障害の診断概念を採用するに至ったが,その経過

上,種々の病理学の論争における意見の違いを排

除して,普遍的に認められる現在の症状,行動障

害のみを診断の指標とした.そうすることによっ

て,地球規模における共通した診断基準の確立を

目標 としているものである.確かに,このような

現症に関するチェック項目だけによる診断を行え

ば,標準化は比較的容易であって,本来の統計的

研究のための世界共通の診断基準としての役割は

ある程度は満たすことができる.
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DSMのパーソナリティ障害の概念は,伝統的

な神経症の中でも重症神経症や性格神経症といわ

れてきた患者群や,精神分析の世界では境界例,

病理的パーソナリティなどの概念の下で研究され

てきた患者群に関連している.そのような事情の

ために,ここでは一般論に関するときは,病理的

パーソナリティという用語を用い,パーソナリテ

ィ障害はDSM の診断の用語として使い分けてい

る.

DSMのパーソナリティ障害の診断基準はスク

リーニングとしては,便利なものであるが,実際

の臨床場面における病理的パーソナリティを持っ

た患者群の診断の見立てと治療方針の確定のため

には,パーソナリティ障害の診断基準である現在

の症状と問題行動のチェックだけでは,非常に不

十分である.実際には,以下のような総合的な心

の発達診断を行う必要がある.

2)病理的パーソナリティの力動的発達診断

一般精神医学的診断においてパーソナリティ障

害の診断基準にも該当し,病理的パーソナリティ
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が疑われた場合には,確定診断と治療方針,特に

精神分析的精神療法の対象となるか否かをできる

だけ明らかにする必要がある (力動的発達診断).

同じような現症 と問題行動を持っていて,DSM

の診断上ではたとえば境界性パーソナリティ障害

の診断がつけられても,心因性のものだけでなく,

軽度の広範性発達障害を背景に持つ ｢重ね着症候

群｣など遺伝的素質的要因の強い疾患や障害が含

まれてしまう可能性がある6).前者の場合には,

一般に精神分析的精神療法が第一選択になり,薬

物療法や一時的な入院治療などを補助的に行う.

後者の｢重ね着症候群｣の場合には,薬物療法によ

る衝動コントロール,過敏性や迫害的認知機能の

修復などに重点が置かれ,一般的な支持的,助言

的な簡易精神療法が適用される.

a)力動的発達診断のプロセス

一般に45-50分の診断面接を4回行う.さら

に,｢重ね着症候群｣の鑑別診断もかねてWAIS-

ⅠⅠⅠ,RorschachTestな どを行 うので,合計で

6-7時間の時間が必要である.このように時間

をかけるのは,診断を綿密にして,適切な治療方

針を立てるためである.

力動的発達診断のプロセスでは,患者にはでき

るだけ自由に自分のことを語ってもらうようにす

るが,以下の点については,必要であれば質問を

することによっで情報を得るようにする.①発症

経過と受診の経過の詳細.(塾患者が,どのような

生活を送ってきたか.それをどのように記述する

ことができるか.これについては,患者の乳幼児

期,児童期,思春期青年期,成人期などについて,

家族との関係,学校や職場などの社会的な場にお

ける対人関係の特徴について述べてもらう.特に

思春期青年期における,仲間体験,親友,初恋の

体験,精神性発達における葛藤,身体像に関する

葛藤,家族との葛藤,学業状況などについて詳し

く語ってもらう.③家族ついて ;現在の家族関

係 :両親や兄弟との関係.家族の性格や特徴.幼

少時期からの特に養育者 との体験.家族構成,両

親の家族.両親の生い立ち,祖父母の生い立ち.
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家族の歴史の中での別離,虐待,剥奪体験などの

存在.④最近見た夢,繰り返し見る夢,よく覚え

ている幼少時の夢など.6)最早期の記憶,楽しい

記憶,つらい記憶など.⑥現在の信頼できる人物

について.

4回の診断面接において以上の事柄などについ

て十分情報を得ることによって,診断のフォーミ

ュレーションを行う.そのときには次のことに留

意する.(∋発症の契機や受診動機 ;これは本人の

葛藤の中核的なものを刺激するような体験に関連

しており,それまで本人が使用していた防衛が破

綻したことを意味している.②葛藤 ;患者の幼少

時からの中核的な苦痛や苦悩つまり葛藤はどのよ

うなものか.同じことであるが,養育者との関係

性はどのような葛藤的なものか.(罫防衛 ;そのよ

うな葛藤的体験に対して,本人はどのような心的

対処法 (防衛)を採用してきたか.④パーソナリ

ティ形成 ;そのような生活史の中で,患者はどの

ようなパーソナリティを形成してきたか.それが

どのように組織的な防衛として働 くようになって

いるか.(参自己破壊性 ;自己破壊的なサドマゾ的

な病理的世界がどの程度形成されているか.自傷

行為,自殺企図など,病理的行動化の可能性を示

すものの程度.⑥精神分析的精神療法の適用とな

るか否か.適用と考えられる場合には, i)精神

分析的精神療法の治療者の選択,週何回のものを

採用するか,グループ療法などを併用するか,

ii)管理医の必要性,投薬の併用,iii)家族との

調整など他の職員の援助の必要性,iv)自傷行為,

過量服薬,自殺企図などの危険性,救急や入院が

必要な場合の対処,などを決定したり予防的に準

備しておく.⑦治療開始の後,どのような転移関

係や行動化の可能性があるか.

以上のことを,4回の診断面接の中で,まとめ

ておく.さらに,母親への質問紙によって患者の

0歳から幼稚園時代ころまでの詳細な発達に関す

る情報を得るようにし,心理テス トを参考に,

｢重ね着症候群｣などを鑑別診断しておく.後者

の場合には,パーソナリティ障害のクライテリア

に該当しても,ほとんどの患者は,精神分析的精



教育講演:パーソナリティ障害および病理的パーソナリティの診断,病理の理解と治療

神療法の対象とはならず,より療育的で現実的な

指導や支持的なアプローチと薬物投与を主とした

治療法になる.

3)病理的パーソナリティの精神分析的病理学

精神分析的精神療法の対象とみなされた病理的

パーソナリティの患者に,実際に治療を提供する

場合には,そのような患者の心の構造など基本的

病理学を理解しておく必要がある.それなしには,

治療法の選択の可否や治療経過上の問題行動など

の予測や対処法などの指標を得ることが非常に困

難になる.精神分析的精神療法の特徴は,一定の

治療構造の下で導入し,患者の抵抗と転移の解釈

による対処が中心的な技法になる.そして,患者

の自由連想法的な表現の中に,それらの転移や抵

抗などの現象を探し出して同定していくことが必

要である.そのためには,これまでに研究されて

きた,先人の臨床研究を学ぶ必要がある.紙数の

関係で,その研究の歴史の概略を紹介してみたい.

a)Klein,M∴裸うつ病と統合失調症の精神分

析的研究

英国のKleinは,蹄うつ病 (1935-45)や統合

失調症 (1946-1950年代)の研究を行ったト9).

そして,それぞれの病理的対象関係の世界を抑う

つポジション (6ケ月児心性 ;全体的対象関係,

分裂,投影性同一視,取り入れ性同一化,操的防

衛などの原始的防衛機制,見捨てられ不安,配慮,

罪悪感,債などの情緒が特徴),妄想分裂ポジシ

ョン (3ケ月児心性 ;部分対象関係,分裂,投影

性同一視,否認,万能など原始的防衛機制,絶滅

の不安,迫害的不安など)の概念で説明した.こ

のようなKleinによる精神病などの研究が,現在

の病理的パーソナリティや境界例研究の基礎にな

っており,ひいてはDSMのパーソナリティ障害

の概念形成に大きな影響を与えている.

b)Klein以後

英国のFairbarn,D.は,1940年にスキゾイド

パーソナリティの研究を世界に先駆けて行い,
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Kleinとも相互影響を持ち続けた研究者である.

Bion,W.とRosenfeld,H.は,Kleinの研究をさ

らに発展させた.Bionは,精神病的パーソナリ

ティの研究を行い,つねに無意識の中には,非精

神病的パーソナリティが並存しているという,い

わゆるダブルパ ー ソナ リテ ィ論 を展開 した

(1957)2･4).この考え方は,英国における病理的

パーソナリティ研究の基本的考えになっている.

Rosenfeldは,非精神病的な病理的パーソナリテ

ィの問題 を持つ患者群の臨床的研究 も行った

(1964,1971)10･11). たとえば,性倒錯,薬物依存,

アルコール依存,情緒不安定性障害,強度の心気

症,反社会性パーソナリティなどの患者群である.

彼はそのような患者群は,しばしば治療の経過上

治療が破壊されてしまうような強い陰性治療反応

(自傷行為,自殺企図,反社会的行為,症状の極

端な悪化,治療者への激しい攻撃や価値下げによ

る治療中断など)を示す患者群である.Rosen-

feldは,そのような患者群の中には,健康な自己

を暴力的に支配する病的自己の部分が存在してい

て,破壊や攻撃的な自己を理想化している面が見

られることを明らかにした (破壊的自己愛組織

destructivenarcissisticorganization).そして,

変化に対して頑なに抵抗し,治療で得られた良い

体験を生かそうとする健康な自己の部分を,激し

く攻撃し拒否するような破壊的攻撃的な組織が存

在していることを明らかにした.この考え方は,

病理的パーソナリティおよび境界例研究の原点で

あり,イギリスにおけるいわゆる境界例研究は,

Rosenfeldに始まっている.

C)Kernberg,0による境界例研究

境界例の概念を世界的に知らしめたのは,米国

のKernbergである (1975)3).DSMのパーソナ

リティ障害の概念は,彼の境界例研究の中で論じ

ている各種性格障害などの現症面だけを取 り上げ

て,パーソナリティ障害の診断基準を形成したも

のである.Kernbergは,一過性の精神病状態を

呈する患者,つまり神経症と統合失調症の境界に

ある患者群の境界線上にある患者群 (境界例)に
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ついての研究を行った.Kernbergの研究の特徴

は,境界例には多彩な病理的パーソナリティを呈

する患者群が含まれていて,それらに共通の境界

例の特徴を示すものとしての内的病理的組織を明

らかにしようとしたことである.彼はそれを境界

性パーソナリティ構造borderlinepersonalityor-

ganizationと呼び,境界例の病理の核心 と考え

た.それを基にして,彼の境界例の特徴は以下の

ようにまとめられている.

(D臨床症状の特徴 :i)慢性的な広汎の不安,

ii)複数の多彩な神経症症状,iii)性倒錯,iv)

古典的な前精神病的人格 (分裂気質,循環気質な

ど), Ⅴ)衝動神経症,行動化しやすいパーソナ

リティ障害,vi)薬物依存,アルコール依存,

vii)低水準の性格障害 (ヒステリー性性格障害,

幼児的性格障害,自己愛性性格障害,アズ-イフ

性格障害,反社会的性格障害など).

(参内的特徴 (境界性人格構造):i)自我の脆

弱性 (不安に対する耐性の欠如,衝動のコントロ

ールの欠如,昇華能力の欠如など),ii)一次的

思考過程への移行,iii)過剰な欲求不満と激しい

攻撃性,不満に対する耐性の欠如,iv)原始的防

衛機制 (分裂,投影性同一視,否認,万能など),

Ⅴ)内的対象関係の病理 (病的罪悪感,配慮の欠

如,喪の作業の欠如,激しい見捨てられ不安な

ど).

③早期発達論的説明 ;Kernbergは,Kleinの

早期発達論を基礎にして,原始的不安と対象関係,

防衛機制の展開する病理的構造が境界例の病理の

核心であると見なした.またMahler,M.の再接

近期の不安に注目している.

d)Steiner,∫.の ｢病理的組織化｣pathological

organization(1979-現在)

英国の現代クライン派の代表的な研究者である

Steinerは,精神病的パーソナリティや境界性パ

ーソナリティなど重症な病理的パーソナリティの

研究を通して,包括的な力動的パーソナリティ構

造論を展開している英国の代表的な病理的パーソ

ナ リティ研究者である5･13). Steinerは,Klein,
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Bion,Rosenfeldなどの精神病や重症な病理的パ

ーソナリティの研究を統合して,包括的な病理的

パーソナリティ論を構築している.そしてそのよ

うな病理的パーソナリティの無意識の中に,病理

の核として ｢病理的組織化｣が存在していると考

えている.それは以下のような特徴を持っている.

(∋この病理的組織化は,強力な病理的防衛組織

である.それは健康な妄想ポジションと抑うつポ

ジションの発達過程に対して防衛的に作用する.

それは第3のポジションであり,迫害的不安や抑

うつ的不安,部分対象関係,分裂,投影性同一視,

などの原始的防衛機制から成り立っている.この

病理的組織化が肥大して自己を支配するようにな

ると,臨床的には病理的パーソナリティの像を呈

するようになる.

②その病理的組織化の形成過程は,発達早期の

母子関係の時期にさかのぼることができる.つま

り,欲求不満をもたらす対象に対して,乳幼児は

激しい攻撃をし,報復の恐怖におびえる.そして,

そのような攻撃的部分を対象に投影性同一視して,

次には取り入れ性同一化によって自己に取り入れ

ていく.このようなプロセスを反復する中で,欲

求不満と攻撃性に満ちた病理的な自己の部分が形

成されていく.

③ポジションの細分化 ;SteinerはKleinのポ

ジションの発達段階をさらに細分化して,早期妄

想分裂ポジション,後期妄想分裂ポジション,早

期抑うつポジション,後期抑うつポジションの4

つの段階に区分している.そしてそれぞれの段階

における対象との葛藤的な関係が過剰になったと

き,各段階に応じた病理的組織化が形成される.

その結果として,統合失調症,操うつ病,パラノ

イア,スキゾイドパーソナリティ,境界性パーソ

ナリティ,自己愛性パーソナリティ,依存,性倒

錯,強迫神経症,恐怖症,ヒステリーなどさまざ

まな臨床状態を呈する病理的パーソナリティが形

成される.

④このようにして形成された病理的組織化は,

本来が病理的な対象関係,過剰な不安,原始的防

衛機制からなっていて,変化に対して頑なに抵抗
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する.そこには,対象関係の倒錯や噂癖の傾向が

見られる.そして内的破壊的自己を理想化する傾

向が見られ,健康な自己の部分が変化し成長しよ

うとすると,激しく攻撃して自己が変化すること

に強い抵抗を示す.それは臨床的には陰性治療反

応として現れ,急激な自己破壊行為 (自傷行為,

自殺企図,反社会的行為,治療への攻撃,価値下

げ,極端な症状の悪化などによる治療の中断,な

ど)として観察される.

4)病理的パーソナリティの精神分析的精神療法

心因原性の病理的パーソナリティの患者群に対

しては精神分析的精神療法が根治療法として第一

選択になる.アセスメントが終了して,精神分析

的精神療法が適用されることが決定した患者には,

以下のような治療手順を採用する.

①治療構造 時間と空間 ;落ち着いた部屋を変

更せず使用.時間は1回45-50分,病態に応じ

て遇 1-4回行う.治療期間は期限設定をしない.

多くの患者の治療は数年必要である.週 1-2回

の特は,対面法を採用することが多い.週3回以

上の時には,横臥法を採用することが多い.

②自由連想 ;患者にはその場で心に浮かんだこ

とを自由に話してもらう.

③治療者の基本的態度 ;中立性と自由に漂うよ

うな注意,傾聴と共感.

④無意識的幻想などの理解 ;自由連想や行動化

によって表現されたものを通して,無意識的幻想

の活動状況を理解する.そのときには,治療者の

逆転移に関する非言語的原義的コミュニケーショ

ンにも注目する.その中でも特に,治療者への転

移,内的な不安の特徴,原始的防衛機制などの活

動に注目していく.

(9解釈 ;解釈には,抵抗解釈,防衛解釈,発生

的解釈,転移解釈,内的不安の解釈などがある.

特に転移解釈が重要であるが,その他の解釈も重

要であり,全体のバランスに注意する.

5)お わ り に

病理的パーソナリティおよびパーソナリティ障
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害の力動的発達診断,基本的な精神分析的病理学

の歴史 と,主な研究者の業績を紹介した.DSM

の診断基準は,現症だけを診断基準にしているた

めに,世界規模で共通した診断を行うことを可能

にしたが,他方で,患者個人の生活史的発達的視

点,発達的家族内力動の視点など,治療実践上重

要な側面を置き去りにしてしまい,臨床上重大な

問題を呈することを明示した.そして,精神分析

的精神療法を行う場合のごく基本的な視点を紹介

した.また,鑑別診断上,重ね着症候群は重要な

障害群であり,薬物療法と支持的,療育的アプロ

ーチが必要であることを紹介した.
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