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的防衛規制として明らかにした概念である

１．はじめに

が，BPD で言えば二分法的思考のことであ

境界性パーソナリティ障害（BPD）の症状

る。悪い自分から良い自分へ，不健康な考え

には，極端な認知すなわちベック（Beck）

から健康な考えへと移行する splitting が顕著

の言う二分法思考がある。好きか嫌いか，い

であり，これに対しては巻き込まれないよう

い人か悪い人か，などの二極性の思考である。

に警戒しなければいけないと多くの臨床家が

とりわけ際だつ思考のパターンに，良い人

述べるところである。しかし，splitting を技

じゃなかったら悪い人であるという具合の減

法としてみたとき，セラピストを良いセラピ

算思考であり，公式のように瞬時に認知が移

ストと悪いセラピストと分けるように，BPD

行するところは，多くの臨床家が手こづると

患者の中において splitting を操作的に起こし

ころであるが，興味深いところでもある。

ネガティブアクションからポジティブアク

最近の BPD の療法のうち，リネハン（Linehan）による弁証法的行動療法は，特に注目

ションへの移行をスムーズにおこすことが可
能ではないだろうか。

する療法である。弁証法的行動療法は家族療

また，ガンダーソン（J. Gunderson）は BPD

法，グループ療法の中で実行することができ，

患者に，「変化することを目的とした治療を

具体的なプログラムの実行により展開され

受けている経過にあるという姿勢」をメッ

る。holding と splitting を 組 み 合 わ せ る と い

セージとして伝えていることを重視してお

う特徴は，BPD 患者の激しいアクションか

り，BPD 患者に対し，セラピーのすべての

らセラピスト自身を守る上でも，また BPD

場面が非常に有益なものであると認識させる

患者を守る上でも有効であると述べている。

ことに成功している。

splitting は，もともとクライン（Klein, M,
１
９
４
６）が，子どもの治療から精神分析の原始

そこで，本研究の目的は，自経例を通して
次のことについて検討し明らかにする。
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日常生活の中で，治療であることを BPD

家族はＡを支えられず，それぞれが問題を

患者に意識させることは非常に困難である。

抱えている。Ａは家族と会わないように家庭

そこで，すでに効果の発表されている弁証法

内で生活し，食事は夜中に米飯だけまたはお

的行動療法の「姿勢」を，日常的な関わりの

菓子を食べて空腹を満たしている。日中は，

中で活用し，BPD 患者へのより高い治療効

ほとんど空腹感を感じることはなく，夜中に

果を目指すことはできないであろうか。Day

なるとおなかが空くと言う。

Care における日常を，優れた治療場面にす
るための技法を検討する。

強迫神経症は，手洗い行動が中心である。
外から部屋に入ってきたときに，２分〜３分

具体的には，日常的にセラピストと接触す

くらい石鹸を使い手を洗浄している。

ることの多い Day Care の臨床の場において，

多くの BPD 患者がそうであるように，Ａ

BPD 患者との心理的境界を形成するための

も家族の支えを求めることを拒否している。

象徴的表現の効果について考察する。そして

家族療法家は家族の支持を得られないこと

日常的に接しなければならない BPD 患者に

が，後の精神療法の中断につながる大きな要

対し，弁証法的行動療法の「splitting」を操

因であると強調する。ただし，BPD 患者自

作的に起こし，良い自分行動を認識する方法

身が家族に経済的依存をしていたり，未成年

について検討する。

の場合は，家族を対象にした治療が有効であ
ると述べているのであって，必ずしも成人も

２．自経例を通して

しくは経済的に自立した患者をターゲットに

①ケースの概要

しているのではない。

Ａは，２
０代の女性で，両親，祖父母，弟２

本ケースは成人女性であり，父親の扶養家

人と同居している。最近，Ａが最も家族の中

族であるが，経済的自立については，
セラピー

で話をすることのできる下の弟が，勤め先を

開始後にアルバイトを始めることができ，経

５ヶ月で退職し他県に行ったまま居を構えて

済的依存はほとんどない。そこで，家族療法

家に戻らなくなった。Ａは家族と話すことは

を手法とせず，むしろ積極的に家族との関係

ほとんどなく，特に父親に対して恐怖感・拒

を切り離した。家族を客体化し，家族を依存

否感・嫌悪感をもち，父親との接触を中学生

対象とせず，セラピストの倫理観・行動を模

の頃から持たなくなっている。母親を「母親」

倣するように伝えた。つまり，依存対象であ

と表現し，父親を「もう一人の人」と言う。

るセラピストを成人モデルとするように指示

Ａは BPD であり，摂食障害，強迫神経症

して具体的な像を示し，成人モデルの行動と

などを合併している。Ａは BPD であること

患者行動を比較し，望ましい行動とはどのよ

を認識しており，妄想と不安に対して薬物療

うなものかを考えさせた。

法を受けている。
食事に関して言えば，食品を見れば瞬時に

② Day Care における技法「象徴的表現」
拙論「境界例の主観的体験についての客観

カロリー，栄養価等が脳裏に浮かび，
カロリー
の多いものは無意識に避け，それを食べなけ

化―記録の効果―」
（２
０
０
７）で述べたように，

ればいけない場面になると腹痛や吐き気が起

認知の誤りについて記録を用いて修正を行う

こる。セラピストと出会った頃にはすでに，

とにより，視覚的に自分の行動の確認をする

家族と食事をしていなかった。

ことができた。また，見通しを持つことがで
―９
６―
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き，言葉のみの伝達によるものよりも効果が

しかし，その左方に書かれている「回路つ

上がることを報告した。しかし，定着という

なげます→回路をつくります」に見られるよ

面で言えば，日常的な繰り返しの確認が重要

うに，主体的に思考の変化をしようという言

である。そこで「回路」という象徴的表現を

葉が書かれている。

用いて，定着して欲しい行動の修正を行った。
BPD の場合， 二分法思考が特徴であるが，

下方の丸で囲んだところは，Day

Care の

部屋の見取り図である。部屋に入ってきたと

この特徴について次のような説明を行った。

たん，丸内のような Day Care 利用者のいる

「Ａは，思考が一極からもう一方の悪の極に

風景が展開されており，特に右角二人は「敵」

瞬時に移行する。その「回路」しかない。そ

と表現されている。その理由は，この場面の

れは良い考えをする極に回路がつながってい

前にＡが居ないところで自分の悪口を言って

ないことを意味する。だから新しい回路をつ

いた（？）と確信していたからである。この

くらなければいけない」つまり，公式のよう

敵と言う考えが頭の中から離れず，頭の中が

に二分法思考が起こるという説明を行った。

もやもやもやになったと述べている。

そこで新しく正しい「回路」形成をすること

しかし，下方に「回路をつくります→よー

をＡとセラピストで確認した。これによって

く観察」と書かれ，自分の行動の変化を起こ

日常的な回路づくり，すなわち正しい行動へ

すために必要な行動が想起されている。

の変更を了解しやすくなった。

「回路」を使用することにより，思考の流

「回路」を使用する効果について，経過を
追って次に述べる。

れを矢印で示し，電線を流れる電流のように
視覚的に映像化されていることが認められ

４月１
３日
「回路」を用い始めた頃は二分法思考で行
動が起こったが，合い言葉のように『
「回路」
は？』と聞いたり，『
「回路」を形成してくだ
さい』
など，回路の意義の確認を常に行った。
また同時に記録をして確認作業を行った。
４月１
４日
「回路」を使用し始めた翌日には，図１の
ような記録が残されている。上方の丸で囲ん
だところは，Day

Care の部屋の中で，他の

利用者を意識しているＡの頭の中と視線の解
説である。「目を開けているだけで，後ろを
見ている。だいたい目のついていない方を見
ている（意識している）
」と，もやもやの頭
の中と，眼球が飛び出すほど，実際は見てい
ない相手を凝視している感覚に襲われている
様子が描かれている。

図１
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る。日常的には BPD 患者に治療経過である

事をするために移動しただけだった』と書か

ことを認識させることは非常に難しいのであ

れている。誤った認知を正しい悪意のない認

るが，象徴的な言葉―ここでは「回路」―を

知に修正することができている。

用いることにより，意識化することができる
ようになったのではないだろうか。

「回路」形成を初めて１ヶ月後には，一人
で新しい認知及び思考を発想することができ
るようになった。

５月１
０日
Ａが Day Care の部屋に入った時，たまた

５月１
６日

まＢと目があった。その時のＡの気分は『皆

この日は，Day

Care を沢山の人が利用し

を殺してやる。特に目のあったウザイヤツ。

ていた。しかし，予想外の多い人数ではなく，

つぶして殺してやれ。こいつは内蔵えぐり抜

いつもよりも１名〜２名多いという程度であ

いて，半殺しでホルマリンに漬（浸）けにし

る。その変化が BPD 患者にとって大きな変

てやる→妄想

化であり，自分を迫害するものとして感じら

回路をつくります。時計を見

ていたときに目があっただけだった』
である。

れる。記録には「今日も微妙な日だった。部

丸に囲まれた女性が，まさに自分を睨んでい

屋にめちゃめちゃ人がいたから，とてもうざ

ると感じられていることについて「回路」を

かった。何というか，とにかくうざかった。

作り，これは妄想であり，真実はＡが時計を

でも，いらついて書いていると筆圧がかかっ

見たときにたまたま目があっただけと言うこ

てぐろいことが分かった。いつもどす黒く

とを洞察した。

なっていることが分かった」と書かれ，人が

図２の丸に囲まれた絵は，セラピストが場

いるとその気配に集中していることがわか

所を移動したときに，書いたものである。こ
の絵には解説が付いており，
『
（セラピストが）
〜に移動したときに→「（Ａが）逃げた」
」と
言った→回路をつくります→ただとなりに仕

図２

図３
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てあっただけだった→回路をつくります。人

Ａはこの絵を心理診断に使うバウムテスト

が皆敵に見える→妄想」と書いた。依存対象

だと知って書いている。また，診断方法も書

であり成長モデルでもあるセラピストとの間

籍を通して大まかに知っているが，特にとり

の境界が，激高のたびになくなることが繰り

つくろうでもなくありのままに書いている。

返された。しかし，そのたびにセラピストが

BPD の特徴に，その時の感情に支配されて

「これはわたしのもの，あなたのものではな

いるとき，その感情を放出しなければ気の済

い」と境界をつくるようにした。またその際

まない衝動性がある。そのため樹木を書くに

に「境界を容易に飛び越えるのは，BPD の

あたってとりつくろうことをせず，自分の気

特徴であり，それはとてもいけないこと」と

分を表現したのである。

いう認識を繰り返し伝えた。「回路」形成と

放射線状の枝をとげとげしい樹冠が包み，
口の形態をした実を８つ書いた。樹幹は太く

ともに境界づくりを反復することで，行動の
修正を図った。

しっかりとしている。しかし根は左３分の１

図４「人の恨みは３日まで，ボーダーのよ

を書いているだけで，右部には根が無く自我

うに数年越しの恨みはボーダーが多い。普通

の漏洩が感じられる。８つの口は，自分の悪

の人では３日ぐらいまで。
」と同じ日に書き，

口を言う他者の口であり，また敵を食べる食

BPD の症状について書いている。BPD の傷

虫植物を表現している。他者の口であったり，

つきやすさ，憎悪の反復と維持を自覚してい

相手を傷つける自分の口であったりと２つの

るが，まずいことだと思っていない。このと

意味を持たせ，自我同一性の障害があること

きＡの中で起こっていたことは「ズーと前に，

が推察される。

先生の机の前をぶんどり居座った女が２人来

この絵を書いてからＡは「バウムテスト―

て，資料をパソコンから取り出し，資料を取

樹木画による人格診断法」を確認し自己診断
をしている。「診断を見たら，未発達・知的
障害に一番似ていた」と書いているが，そう
思っても特にダメージはない。
「回路」をこの日は確認しなかったが，バ
ウムテストを自ら書くことによって，治療中
であるということを認識していることが理解
できる。
５月１
８日
Ａは，久しぶりに朝から Day Care に参加
してきた。しかしセラピストの机の上に，昨
日敵意を持った利用者が配っていたお菓子を
見つけ，いきなりげんこつでお菓子をつぶし
た。
Ａはノートに「朝からあいつのお菓子をつ
ぶして，激怒された。→先生のお菓子がおい
―９
９―
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り出す方法がわからなかった。バカがまた

あっても，象徴的表現は比較的容易に腑に落

やってきた→ぐしゃぐしゃの私が，あほと

ちるようである。セラピストと BPD 患者と

言った。だって私より頭が悪い」しかし，実

の間で了解されている「回路」
「境界」とい

際はかつて敵意を感じた利用者ではなく，全

う言葉によって，治療構造を呼び覚ますこと

く別人であった。以前に敵意を持った人と，

ができる技法である。

目の前にいる人の容姿が全く違っているの

象徴的表現の頻用は，BPD 患者との間の

に，敵意を感じた人間として直結させ確信を

セラピスト―患者関係を維持させる効果を持

持っている。

ち，治療を目的とした生活であることを意識

この場面でも「回路」
を作ることを指示し，

させることができる。また，情動理解や説得

Ａが敵意を持った利用者とは異なることを伝

に近い説明を受け入れることの困難な BPD

えた。その結果「先生に相談をしに来ただけ

患者は，じっくり話すよりも直感的なイメー

だった」という洞察を行うことができた。

ジをもたらすような象徴的表現を用いて二極

BPD の Day Care 治療においては，日常的

思考を活用することが効果的である。

な接触であるが故に，一貫しブレない態度が
必要である。しかし，逆を言えば治療的関係

③技法「splitting」
BPD 患者は，変化への柔軟な適応が困難

で常に接することができるならば，高い治療

であり，変化に対しパニック，特に見捨てら

効果につながりやすいとも考えられる。
不適切な行動の修正は，BPD 患者に理解

れ不安を引き起こしやすい。変化をスムーズ

しやすいように表現することが必要である。

にかつ的確に受け入れるための技法として，

「回路」
「境界」という言葉を合い言葉のよ

splitting が有効である。この splitting 技法と

うに使うことで，不適切な行動であったこと

は，関わり方の形態が変化することに注目さ

に気づき，回路の見直しと修正を図った。ま

せ，変化しなければならない行動をバック

た「回路」
「境界」は，イメージを具体的に

メッセージとして伝えるようにした。つまり

持ちやすい用語である。つまり BPD 治療に

一般的に使われる splitting とは異なり，これ

おいて，修正行動を的確に表した用語を頻繁

までの行動や情動との決別（分裂）を意味す

に用いることで，治療中であるという認識を

る。
今回は呼び方を変えることによる splitting

持たせ，患者とセラピストという関係を維持

について述べる。
Ａが，セラピストだけでなく，Day

することができると思われた。

Care

市橋秀夫（１
９
９
１）は比喩の使用が治療に有

利用者との関係を持とうと努力するようにな

効であることを強調し，その例として「カチ

り，時に限られたメンバーではあるが談笑の

カチボール」
（アメリカンクラッカー）をあ

場面が見られるようになった矢先，セラピス

げている。BPD 患者が，すぐにカチカチボー

トが多忙となり，Ａと関わりを持てなくなっ

ルになりトラブルに巻き込まれているという

た。それに伴いＡの行動が不安定になり，
「回

比喩を用いて，BPD 患者の自己理解をスムー

路」を指示する場面が頻発した。その時に書

ズに進めている。

いた記録が図５である。図５のように骸骨を

筆者の用いた「回路」
「境界」は，象徴的

書き「カボチャしんじゃえー」とコメントを

な使用であるが，比喩と同じ効果を見いだす

書いている。カボチャは，Ａ自身であり，セ

ことができる。BPD 患者は洞察の困難さが

ラピストでもあり，また Day Care 利用者で

―１
０
０―
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らしい」と書いている。「……らしい」とい
う表現に見られるように，変化に対する抵抗
が伺われるが，自分の描いた絵の解釈につい
て受け入れざるをえず，懸命に納得をしよう
としている。
図６では上記の文章が書かれ，丸で囲んだ
カメレオンが「名前かえるって〜。ボーは死
んだってー」と背中のあたりでうめき，口か
らは血を吐きながら［He ー

えー

いやー」

と叫んでいる。変化はそのまま見捨てられる
恐怖につながる。ここで慎重にしなければな
らないことは，決して見捨てるわけではない

図５

こと，成長したことを呼び方を変えることで
もある。しかしこの頃のＡは，衝動的行動が

より理解しやすくすることなど，変化の必然

依然続いてはいたが，「回路」を形成するこ

性について説明した。 このフォローにより，

との重要性は十分に理解していると思われ

パニックを最小限に抑え，新しい呼び方，す

た。Ａ自身，分かっているのに衝動性を抑制

なわち新しい BPD でない自分になることを

できない葛藤があることが「やろうと思って

受け入れることが翌日に可能になった。

も，ちっともできないんだもん」と言う表現

BPD 患者は二分法思考であるがゆえに，

などに見られた。Ａは他者への信頼，特にセ

だらだらと上がる坂道より一段一段上がる階

ラピストへの信頼が確立したこともあり，一

段の方が，上がっていることが理解しやすい。

時的な破壊行動を splitting の機会として捉え
ることにした。そこで，図５の骸骨は，Ａ自
身のことも意味していることに注目し，Ａに
骸骨の意味について説明した。Ａに「この骸
骨はＡ自身ではないだろうか。ボーダーのＡ
がいなくなり，Ａ自身になろうとしている。
だから今日から今までのようにボー（象徴的
表現）と呼ばずにＡさんと呼びます」と伝え
た。
それを受けて記録に「ボーは死んだ。ボー
はもう今日で死んだらしい。私になったらし
い。骸骨はボーだった。ボーに死んじゃえと
言ったのだろうか。骸骨はボーらしい。ボー
は今日で死んだらしい。→ボーがどうすれば
よいかという方法も分かっているし，行動を
することも本当はできることをセラピストは
知っている。できるらしいからボーは死んだ
―１
０
１―

図６
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上がっていなかったら下がっていると減算思

病態を自覚させることができた。ただし，変

考を起こしやすい坂道思考をしないことは

化はパニックを引き起こすため，変化の丁寧

ベースとして重要である。そして１段上がっ

な解釈と見捨てられ不安へのフォローアップ

たら１段上がったと感じる階段思考をするた

が同時に必要であることは言うまでもない。

めに，呼び方を変えて五感を刺激した。

なお，この報告は，Ａ自身観察されている

象 徴 的 表 現 に し て も，splitting に し て も

被験者であるということと，公開される資料

BPD の二分法思考すなわち極端な思考を活

として使用されることを承知しており，ホー

用したものであり，効果を認めることができ

ソン効果による成果が除外されていない。

た。

また内容について，プライバシー保護のた
め，内容に誤りのない程度に脚色しています。

３．まとめ

最後になりましたが，Ａさんには本研究に快

BPD 患者の衝動性，二分法思考の治療に

くご協力いただき，感謝いたします。

早期効果をもたらす技法について検討するこ
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