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研究報告２

日常生活における「自然な」心理療法
－食事拒否をしたアルツハイマー型痴呆入院患者への適用－

長谷川明弘（三島病院）
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今日心理療法はほとんど面接室でなされるのではなかろうか。クライエントがセラピス

トの面接室を訪ねてきて、そこで１時間程度の面接がされ、その後クライエントはその生

活空間に戻っていく。このことは各種心理療法を行っている施設（児童相談所・精神保健

センター・個人開業相談所）や病院などほとんどのところでいえよう。

本論文では、面接室という臨床場面を特別に設けずして患者の日常生活においてセラピ

ストが介入をしたケースを提示する。ただし本ケースの患者は入院をしているため患者の

日常生活とは病院内の生活状況となっている。

宮内（1993）は、日本生まれの心理治療技法として「生活臨床」を紹介している。生活

臨床は1961年に東京都立松沢病院の倉田克彦らが発想し、群馬大学精神科を中心に発展・

体系化された。また1965年に生活臨床を定義した臺弘が後に東京大学精神科教授となった

ことで東京大学と群馬大学の精神科で生活臨床が発展していた。その特徴は、①個人面接

場面でのみ行うのではなく集団生活場面も念頭に置いている。生活場面での成長を期待し

ている。②また行動観察・分析をして方針を決めて働きかけをしている。③可能な限り自

立した生活を送れることを目標としている。④特に分裂病についてのモデルをもっている。

⑤集団生活場面での行動特性の把握や、個人面接場面での働きかけの方針を立てやすくし

ている。⑥個人へのアプローチを５つのタイプに分けて分かり易くしている。⑦精神療法

の専門家だけでなく、わずかな精神医学の知識があれば体得できる。

一方、上述のような特別なプログラムを設定せず患者やクライエントの日常生活へと介

入した心理療法を Erickson はいくつか行っている。彼は患者の生活に積極的に入り込み

責任を持って治療をしていた。彼は、必要となれば、患者の自宅や職場を訪れたり、彼ら



 2 

が恐がっている場所に一緒について行った。セラピストの責任は患者を変化させることに

あると考えていた（ヘイリー,1982）。

例えば Erickson（1966/1980）は患者の家を訪れ、末期癌の苦痛で苦しんでいる患者に

ほのめかし法（Interspersal Technique）を用いて、患者を催眠誘導した。患者は催眠状態

で無痛暗示が施され、患者の癌による痛みは和らいでいった。しかし患者やその家族はい

つ Erickson によって催眠療法がなされたのか気づかなかった。彼らには Erickson が無駄

話をしているように思っていたという（ザイク,1985）。

事例の概要
アルツハイマー型痴呆と脳血管性痴呆

本論では多くの臨床家に馴染みの少ないであろう老年期の痴呆患者に心理療法を行って

いる。次に老年期痴呆について説明する。一般に老年期痴呆は脳血管性痴呆（vascular de

mentia ;VD）とアルツハイマー型痴呆（Alzheimertype dementia;ATD）の大きく２つに

分けられる。前者のＶＤは脳卒中や脳梗塞や脳出血から生ずる血管障害を原因として生ず

る痴呆である。これはもう一方のＡＴＤのように進行性ではなく、痴呆の状態を維持した

ままになることもある。本ケースでは後者のＡＴＤである入院患者に心理 療法を適用し

ている。

ＡＴＤは、６０歳前後の高齢期以降に発症する脳の疾患で、進行性の痴呆を主な症状と

する。その発症原因がわかっておらず脳萎縮によって起こる病気である。今のところＡＴ

Ｄの治療法は確立されておらず適用となる薬物もない。一般にＡＴＤの臨床経過は３期に

分類されている。第１期は頭痛、めまい、うつ気分、不安感、不眠などの意欲障害がみら

れることがあり、さらに記銘力低下がこれらの症状に加わってくる。第１期ではＡＴＤと

気づいて医師を訪れるまでに１～２年くらいかかることが多いが、時には医師を訪れない

こともある。第２期になると上述の記憶障害や意欲障害がさらに悪化し、言語障害、行為

障害、認知障害などの精神機能の障害が加わる。さらに高度の記銘障害による異常行動が

でて介護者が巻き込まれることが多くなる。この時期は、挨拶など社会生活での表面的な

行動は保たれているが本人と話を進めると内容に乏しく記憶障害や認識障害が明らかにな

ってくる。第２期ではほとんどの患者が医師を訪れる。第３期になると精神機能はほとん

ど完全に失われた状態になる。意識は比較的保たれているが、時々意識水準も低下し傾眠

状態となる。この時期には、寝たきり状態となっている（笠原,1994）。

ＡＴＤの進行の度合いを評価する尺度はいろいろ考案されている。認知機能・記憶など

を総合的に評価する知能評価スケールは、MMSE(MiniMental State Examination)、HDS

(長谷川式簡易知能評価スケール)、HDSR(改訂版長谷川式簡易知能評価スケール)が代

表的である。他に認知機能に限って評価するテストとして CAMDEX Recognition test が

ある。行動評価尺度では、例えばＦＡＳＴ（Functional assessment Staging）が対象者の

日常生活機能を総合的に評価し、痴呆の重症度を判定するのに用いられている。ＦＡＳＴ

は進行段階を７段階に分類しており、正常から高度のＡＴＤまで病状の進行に応じて具体

的な臨床例が示してある。
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クライエントの背景

クライエントは５９歳の夏頃から日頃見せない入れ歯を他人の前ではずしてみせたり、

庭の水撒きに水を多量に撒きすぎたりするなどの行動異常が見られた。他に病院を受診す

るきっかけになったのは、時々車や芝刈り機の操作を忘れてしまったり、ネクタイを結ぶ

ことを忘れてしまったり、車を運転してどこかに置いて自宅に帰ってきたり、頻尿になっ

ていたからだという。６２歳をすぎてクライエントはＮ病院を受診し、アルツハイマー型

痴呆の診断をされた。その後１年間程Ｎ病院で通院治療を受けていた。診断を受けてまも

なく、彼は乗用車で人身追突事故を起こした。診断を受けるまで彼は会社の自営をし、団

体理事をいくつか任されていた。

妻によるとクライエントは道理の曲がったことや指図されることが嫌いで生真面目な人

であったという。これらの情報はカルテにも記載されていたが、初回面接の前に看護スタ

ッフから教えてもらっていた。またケース終結後に、これを直接妻からも聞いた。また彼

は若い頃から卓球やボウリング、野球、バドミントンなど体を動かすことが好きで、さら

に旅行、ドライブや庭いじり、写真撮影などが多くの趣味を持っていた。

診断を受けて１年半過ぎた頃になるとクライエントの調子がさらに悪くなった。このこ

ろ既に家族は彼が好きな自動車の運転をさせることを危険に思っていた。そこで家族は彼

に自動車の運転を禁止していた。その代わり家族は彼を車に乗せて気晴らしにドライブに

出かけていた。ドライブ中の車の中でクライエントは運転を切望した。だが家族に運転を

禁止されるため彼は興奮し、運転中の家族の首を絞めるという暴力を加えることもあった。

またクライエントは、空港の待合い室の灰皿に排尿をしたり、自宅でもところ構わず放尿

していた。家族は彼の行動への対処に困っていた。そこで６４歳になる頃、痴呆の専門病

院であるＭ病院に紹介をされた。病院を変更して１ヶ月過ぎた頃には家族が面倒をみるこ

とに限界がきていると判断され、クライエントは入院となった。

入院当初から、クライエントは病院の食事を口に入れてかみ砕くが、吐き出してしまい

半分程度しかとらなかった。そこで入院より１ヶ月後から栄養剤を摂取していた。ただし、

入院直後から家族の持ってくるデザートや果物、おにぎりなどの食物は摂取していた。な

お、身体的な原因による食事困難は諸検査の結果から見いだされなかった。

クライエントの病棟での様子は、表情が険しく、近づてきたりあるいはたまたま近くに

いた他の入院患者を叩いていた。また排尿を不適切な場所  ごみ箱や廊下、テーブル、

畳  でしたりしていた。彼は日頃病棟内を歩き続けていることが多く、閉鎖病棟の出入

口のドアを開けようとしてガチャガチャ動かしていた。クライエントはあまり看護スタッ

フに話しかけることはなかった。だが彼は面会に来た家族とは時折笑顔を見せながら話を

していた。

入院前（199x/4/23）の心理検査結果

MMSE:10/30 HDS:2/32.5 HDSR:7/30

各種知能評価スケールの質問項目の中で出身地と３単語復唱は回答可能であった。場所

見当識はやや低下しているものの郡と町の名前は回答でき、現在、病院にいることを理解

していた。復唱した３単語を時間をずらして再生する遅延単語想起は２単語想起可能であ

った。検査者の指示に従って紙を折る３段階命令は達成できた。「目を閉じてください」
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という文章が書いているのを理解して実行する音読理解は出来ずに「文字らしきものは見

える」と言った。

CAMDEX Recognition test の中で写真（例えばサンダル、計量ばかり、腕時計）をみせ、

写っている物の名前ならびに用途を尋ねた。すると名前は答えられないが用途の認識は理

解可能であった。

コース立方体テストという知能検査を行ったら、積み木に手を付けることなく「わから

ない」と拒否的であった。

FAST では「5.やや高度の認知機能低下～6.高度の認知機能低下」と判定された。

追加情報として妻の名前を尋ねると本人の名前を答えている。

治療過程

初回面接（199x/7/23）
病棟の婦長は、入院から２ヶ月過ぎてもクライエントが食事をあまり摂取せず体重が減

少していることを心配していた。そこで彼女はセラピストに心理療法の依頼をしてきた。

セラピストは主治医の許可を得られれば心理療法を開始する旨を彼女に伝えた。その直後

に彼女は主治医に連絡をし、主治医、病棟婦長、セラピストの３人で現状などについて話

し合った。話し合いの中で主治医は薬物治療で限界を感じていたと述べ心理療法の許可を

出した。主治医はそのころ興奮状態をおさめる鎮静剤を中心に処方していた。

次にセラピストはすぐにカルテや病棟スタッフの記録を見て病棟内の情報を収集した。

記録を見て情報を集めているときに、セラピストは家族が面会にきていることを知ったの

で、家族に会うことにした。

まずクライエント、その妻と次女、そしてセラピストの４人で面接をした。セラピスト

は、家族からこれまでのクライエントと家族のやりとりや病院内で家族や時には他の入院

患者や看護スタッフと卓球をしていたことなどの情報を収集した。セラピストは家族に次

のようなことを伝えた。クライエントの食事摂取量が減少し、体重も減少している。燕下

反射など食事に関する身体的な異常は見いだされなかった。病院以外の家族が持ってきた

食事は摂取していることから心理的なものと考えられる。そこでカウンセリング的にかか

わる機会を設けることが必要だと先ほど主治医と病棟婦長と私の３人で話し合った。その

次に家族の方はどのように考えていらっしゃるのか知りたいと思った。そこへ丁度、ご家

族の方がいらっしゃっていると聞いたので、一度お会いして相談したかった。

すると家族もクライエントのことを心配しており、良くなるのならば心理療法をお願い

したいということを言った。それに対しセラピストは、彼が良くなるかどうかは始めてみ

ないとわからないと言った。

初回面接では妻が主に話をして、次女は父であるクライエントを暖かいまなざしで見て

話しかけており、時折話をセラピストにした。クライエントは、ほとんど話すことはなく、

目の焦点を遠くに合わせてボーッとした表情を見せたり、セラピストと家族とのやりとり

を聞いて微笑んでいた。

面接の途中でセラピストはクライエントに話しかけセラピーに対する意欲を高めるため

次のように話しかけた。「先ほどからＹさん（クライエントのこと）の様子を見ていると、
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どこか体に緊張があるように思えます。リラックスの仕方をお教えしても良いですか？」

と言った。ここで「体に緊張」、「リラックスの仕方」と言ったのは、臨床動作法（成瀬,

1995）の導入をセラピストは考えていたからである。それに対しクライエントは「いいで

すね。」と微笑んだ。その後の家族との話し合いから家族のセラピーへ期待はさらに高ま

ったとセラピストは感じた。面接の終わり頃、近くにいた看護婦がクライエントに話しか

けてきた。その際、クライエントの表情がわずかに堅くなった。

面接の終わりになって、治療目標をクライエントを含めた家族と病棟婦長、そしてセラ

ピストとの合意で次のように設定した。

治療目標

１）食事をとること

食事摂取が流動食から固形食になること。および摂取量が増加し一定となること。これ

は低栄養状態の改善と体重の維持を狙いとした。

２）排泄について

排泄をトイレで行うことができること。

第２回面接（199x/7/24）
セラピストは病棟婦長や家族からクライエントが卓球を病院内で楽しみにしているとい

うことを聞いていた。そこでセラピストはまず卓球を彼と一緒にやりながらラポールを作

り、臨床動作法を導入することにした。

卓球をしてみると、クライエントは上半身しか動かさず、下半身はほとんど動かさなか

った。セラピストがボールを彼の左右に打ってみると手の届く範囲しか打ち返せない。ま

た、体の近くにボールがいくと、彼はそのままの姿勢を維持しているため体にボールがあ

たっていた。

卓球を始めて最初のうちは失敗したボールをクライエントは自ら拾いに行くことはしな

かった。転がったボールをクライエントが拾いに行かないのでセラピストがクライエント

の失敗したボールを拾いに行っていた。セラピストは、クライエントの側で拾ったボール

を彼に手渡ししていた。

上述のやりとりの中から次のようなことをセラピストはする事に決めた。卓球をしてい

るセッションで、セラピストはタイミングを見計らって故意にボールをクライエントの打

ち返しにくいと思われる箇所に打ち、ボールをクライエントがうまく打ち返せない場合、

転がったボールを彼が拾いにいく頻度の増えることを狙った。セラピストはボールを拾い

に行き始めるタイミングを僅かに遅らせてクライエントが拾いに行くように働きかけた。

面接の終わり頃になると、彼のボールを拾いに行く頻度がセッションの最初より増してい

た。

セッション終了の時間が近づいたのでセラピストは彼に次のように話しかけた。「今日

は卓球の後に話をするか、それとも、卓球を続けるかどちらがよいですか？」というとク

ライエントは「続けたいですね。」といった。セッション終了の時間がきたので、セラピ

ストがあと少しで卓球を終了することを伝えると彼は無言でラリーを続けた。「失敗した



 6 

ら中止にしましょう」とセラピストが言い、失敗したときも「・・・・」とクライエント

は無言のまま卓球を続けた。しばらく卓球を続けた後に切りの良いところでセッションを

終了した。その後、卓球をクライエントと一緒に行うように看護スタッフに依頼し、その

時の様子や印象の報告を求めた。

その日のうちに看護スタッフはクライエントと卓球を行った。その報告は次の通りであ

る。表情がおだやかで笑顔を交えて卓球をした。そして、ボールがクライエントの後方に

行った場合はほとんど拾いに行くが、転がっているときにそのまま打ち返すことをしてい

たという。卓球終了後クライエントはラケットを部屋に持ち帰りたいという希望をしたの

でその通りにしたと報告を受けた。

第３回面接（199x/7/29）
セラピストは他に補助者を交えてセッションを持つことにした。補助者とはクライエン

トに卓球を誘うときにクライエントが拒否をした場合、同室しないで欲しいと面接前に打

ち合わせをしておいた。その後クライエントを誘いに行き、次のようなやりとりがあった。

セラピストは「この女性は、私の知り合いで、今日は卓球をやっているので一緒にどうか

と誘いました。今日は対戦相手を代えて交代で３人で（卓球を）やりませんか？」と言っ

た。するとクライエントは「いいです（首を振る；否定）」と言った。そして手をセラピ

ストの方へ向けた。セラピストは「なら審判として（彼女に）見てもらうのはどうです

か」と言うと、クライエントは「いいです（うなづく；肯定）」と言った。

卓球中、クライエントは終始言葉を出すことはほとんどなかったものの、時間とともに

ボールを自分で拾いに行く頻度が多くなっていた。サーブを打つときにクライエントから

打ってもらうようにセラピストはボールを手で渡すのと同時に「どうぞ！」と言って奨め

ていた。そのうちクライエントはボールを持った後、いつものサーブと違った姿勢でボー

ルを打ってくることが多くなった。また看護スタッフからの報告の通りに床にボールが転

がっているのを打つことを確認した。だが次第にクライエントはボールを拾い、それを弱

く打ってセラピストに渡るようにする行動の頻度が増した。クライエントのボールを打つ

姿勢の変化からセラピストは、前回に看護スタッフの報告した内容についてクライエント

が対戦相手からサーブを打つようにボールを渡しているのではないかと推測した。卓球中

にセラピストは「あと一歩速く動くと今の（ボール）はＹさんなら返せますよ」と言った

り、「さすが！今の一歩があったから打ち返せた」と言うと、クライエントは表情をやわ

らげた。

セッション終了に際してセラピストが「今日も次の（約束の）人がいるので、もうすぐ

やめになりますよ」というと、クライエントは「次の人がいるのですか？」と会話にのっ

てきた。そこでセラピストは「そうです。すみません。」というとクライエントは言葉が

続いてこなかった。セッション終了後に卓球の感想を求めると「何を言えばいいの？」と

言ったので、「例えば、どんな感じだったかとか・・・」とセラピストが言うと「ない

ね」と言った。

セッションを終えてセラピストは面接補助者にクライエントの様子について気づいたこ

とを尋ねた。ボールを拾いに行くときクライエントは一度セラピストや補助者をみて、相
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手が拾いに行かないようだと自分でボールを拾いに行っていたと報告を受けた。

第４回面接（199x/8/2）
セッション前にセラピストが別の用件で病棟に行った時、やや遠くの場所からクライエ

ントはセラピストに気づき、彼は手を挙げて微笑んだ。セラピストもそれに手を挙げて微

笑んで応えた。

セッションを始める際、「卓球をしに来ました」とセラピストが言うとクライエントは

微笑んだ。今回のセッションでは、卓球を行う時間が増すごとに、自らボールを拾いに行

く頻度が多くなるだけでなく、その動作をする時の反応も速くなっていった。さらにこれ

までよりも下半身を動かすことも多くなっていた。ただし、一歩踏み込んでの返球は３、

４回ほど見られたが、いずれも右側のみで左側では全く見られなかった。卓球でセラピス

トが失敗したとき、「私が失敗したからＹさんから打ってください」といってセラピスト

はボールを手で渡していた。そのうちクライエントは失敗したとき、ボールをサービスの

姿勢とは異なった姿勢で打つことが３回みられた。今回のセッションではクライエントの

失敗した球を床で弾んでいる状態では打ち返すことはほとんど見られなかった。これまで

の経過からボールがクライエントの後方に行った場合、時折そのまま打ち返すことをして

いたという第２回面接後の看護スタッフからの報告は、クライエントは転がったボールを

打って対戦相手からサーブを打ち始めるように薦めていたと判断できた。今回は３０分く

らい卓球を続けてからセッションを終了した。

セッション終了後、セラピストは看護スタッフに次のようなことをお願いした。クライ

エントの排便、排尿のシグナルが通路をウロウロと歩くこと以外にないのかを確かめるこ

とを依頼した。

第５回面接（199x/8/5）
セラピストはクライエントに会いに来て、今回も卓球をすることになった。セラピスト

はクライエントに会いに来て卓球をいつもしているところまで彼が行くことができるか確

かめることにした。そこでセラピストは歩くタイミングをクライエントよりも少し遅れさ

せた。だがクライエントは間違った方向に歩き続けた。

卓球中の様子はこれまでと変わらないやりとりや彼のサーブ時の体の動きの変化があっ

た。また、いつもと同じくクライエントはほとんど会話をしなかった。

第６回面接（199x/8/8）
昼食前に一度病棟に別の用件で来てみると妻と長女が面会に来ていた。最近、クライエ

ントの表情が良くなったと妻はクライエントの前でセラピストに話した。また「先生（セ

ラピスト）のことをあの人は気に入っているのでしょう。」と妻は述べた。セラピストは

一緒に卓球をして楽しんでいること、気にいられたと言われてうれしいということを家族

に伝えた。そしてクライエントにセラピストは微笑んだ。クライエントはこれらの会話を

無言で、しかし時には微笑んで聞いていた。家族はクライエントを散髪に連れ出すと言っ

た。
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午後になって面接に行ってみるとクライエントは病室のベッドで横になっていた。名前

を呼ぶと目を開けて話もせずに歩き始めた。セラピストがクライエントの横に並びながら

話しかけると、クライエントは無言のまま歩き続け、患者たちが日中過ごしているホール

の長椅子に腰掛けた。セラピストは彼の横に並んで座り話を続けた。「何処に行って来ら

れたの？」というと、「わからない」といったので「頭がすっきりしておられるので散髪

に・・・」と続けると、クライエントは無言でうなずいた。クライエントはいつもと様子

が違うので病棟内で働きかけることにした。そこでセラピストはわざとトイレがわからな

い演技をしてクライエントに聞いた。「トイレに行きたくなりました。トイレは何処です

か？」、するとクライエントは「わからない」と言った。そこでセラピストは「じゃあ、

誰かに聞いてくる」と言いナースステーションに行って聞いてくるところをクライエント

にみせた。その後、セラピストはトイレに行って来てクライエントと話を続けた。次に本

セッションで卓球をやるかどうかをクライエントに聞くと首を振って拒否を示したため卓

球は行わなかった。

３時のジュースとおやつが出たときに看護スタッフがテーブルをクライエントの前に動

かした。テーブルに置かれたおやつとジュースをクライエントは無言で食べた。その間、

セラピストは彼の横に座り、彼や他の入院患者の様子を見ていた。そしてクライエントは

空になったコップをナースステーションに持っていった。クライエントが戻ってくるとセ

ラピストは看護スタッフが移動したテーブルを一緒に元に戻そうと彼を誘った。彼は無言

でテーブルに手をかけ一緒に動かす素振りを見せた。セラピストは「一人じゃできないの

で助かります。ありがとうございます。」と言った。すると彼は微笑みながら、一緒にテ

ーブルを動かした。テーブルを動かして、今回のセッションを終了にした。

第７回面接（199x/8/24）
第７回面接では、卓球台を都合により別の場所に移したということを看護スタッフから

聞いたので、本セッションもクライエントと病棟内でかかわった。セラピストが病室にい

くとクライエントはニッコリと笑ってあいさつをした。前回のセッションとは違い今回は

表情もよく、動作も機敏になっているという印象を受けた。今回は卓球台を返却したため

卓球ができないことを告げた。その後、セラピストはホールで話をしたいのでホールに向

かうことを促し一緒に向かった。ホールに移ってから今後のセッションの進め方について

クライエントに聞いてみた。「卓球はやりたいですか？」と言うと、クライエントは「・

・・やりたいですね・・・」と言った。そこでクライエントに選択してもらう質問をした。

「今日しないのならば、次回にしましょうかね、どうしましょう」というと、クライエン

トは「今度で良いです」といった。セラピストはそれに同意した。その後、卓球をする場

所のことを話し合うため続けて選択する質問をした。「卓球台はこちら（病棟）に持って

きてもらうか、それとも別のところに（私たちが）出向いていくかどちらにしましょ

う？」と言うと、クライエントは無言だった。そこでセラピストは「それじゃあ、卓球は

したいですか？」と言うと、「・・・そうですね」と言った。「それじゃあ、看護婦さん

たちに（卓球を行いたいことを）伝えておきます」と話をしてセッションを終了にした。

第７回から第８回面接までの間に次のような出来事があった。真夜中にナースステーシ
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ョンの周りをクライエントがウロウロと歩いており、看護婦が近づくとクライエントは

「おしっこ」と言ってきた。そこでトイレに誘導すると排尿をしたと報告を受けた。

第８回面接（199x/8/26）
今回は卓球をした。卓球中は、これまでと比較してラリーも続くようになり、クライエ

ントの左右にボールを打ってみても反応が良くなり打ち返してきた。時折、クライエント

はスマッシュを打ち、セラピストが打ち返せないときに「すごいですね、難しくて打てな

かった」というとクライエントはうれしそうに微笑んだ。卓球を２５分くらいしてセッシ

ョンを終えた。

第８回面接から第９回面接の間に、クライエントは固形食の摂取を始めていた。クライ

エントが帰宅したときに食事摂取量が増加したことや病院で他の患者の食事をもらったり

して固形食を摂取できそうな様子であったためと報告を受けた。

第９回面接（199x/9/18）
面接にきてみるとクライエントはホールのイスに腰掛けていたので次のように話しかけ

た。「卓球を久しぶりにしますか？」とセラピストがいうと彼は「・・・いい・・・」と

首を振った。その後セラピストは看護スタッフから情報を集め、治療目標をクライエント

がおおむね達成できたことを確認した。そして病棟看護婦長と話し合ってセラピーを終結

することにした。クライエントは、第９回面接の１０日前から固形食と流動食を半分程度

の割合で摂取を始め、徐々に固形食の割合を増加しているところであった。排泄では失禁

をすることも時にはあるが、排泄のリズムを看護スタッフがつかんできており、看護スタ

ッフがトイレに誘導するとクライエントは排泄をそこでしたり、これまでよりもクライエ

ントはトイレで排泄をすることが増し、時には自分でトイレで排泄をしていた。

結果と補足情報
治療経過中の出来事で補足しておきたいのは次のようなことである。第２回面接からし

ばらくの期間、病棟の看護スタッフがお昼の休憩中にクライエントと卓球を一緒にしてい

たということを本ケースをまとめているときにセラピストは知った。このかかわりは看護

スタッフの休憩中にしていたため看護記録には残していなかったといわれた。そこで期間

や頻度、クライエントの様子そして参加者などは報告できない。この期間に看護スタッフ

は病棟の他の入院患者との対戦も設定したが、他の患者よりもクライエントは卓球が上手

なため看護スタッフに対戦相手を望んでいたようであったと後で報告を受けた。

クライエントは第２回面接後、ラケットを自分の病室に持ち帰り、時折素振りをしながら

病棟内を歩いていたという。

また当初導入を意図していた臨床動作法を第３セッションでクライエントに数分施行し

たが、セラピストの力量不足でうまくできなかった。

セラピストは毎回のセッションの前後に看護スタッフに何か変わってきていることを尋

ねていた。その中で、第３回面接の頃から「最近表情が良くなり、話しかけてくることが

多くなった」と報告を受けていた。
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セッションを終了して９ヶ月後における食事摂取量は、ほとんどの食事を摂取している

と報告を受けている（資料１参照  食事量）。しかし食事摂取量の増加にも関わらず体

重の増加は認められなかった。

排泄については、オムツ着用を時々していたそうだが、セッション終了後７ヶ月を過ぎ

た頃にはクライエントをトイレに誘導するよりも失禁をしている頻度が増したためオムツ

を常時着用することになった。

セラピー終結後（199x/9/25）の心理検査結果

MMSE:3/30 HDS:0/32.5 HDSR:1/30

知能評価スケールの場所見当識で何処にいるのかについて「わからない」と答え、「家、

学校、病院のどれか？」とヒントを出すと「病院」と回答できた。３段階命令は達成でき

た。

CAMDEX Recognition test やコース立方体テストでは「わかりません」と言い、何度促

してもできなかったので施行不能と判断された。

FAST では「6.高度の認知機能低下」と判定された。

考 察
１）「自然な」心理療法への導入について

妻から看護スタッフが集めていた情報でクライエントは指図されることが嫌いとセラピ

ストは聞いていた。クライエントは自営業を営み、団体の理事を任されるなど社会的にも

地位が上であった。これらのことを踏まえてセラピストは、クライエントの対人パターン

を「一段上（OneUp）」ポジション（ゼイク,1980）をとる人と推測した。

だが、病院で入院患者は看護婦などの看護スタッフから薬を与えられたり、食事の準備

をしてもらうなど対人パターンでは「一段下」ポジション（ゼイク,1980）を強いられてい

ると考えられる。さらにクライエントとセラピストの年齢差は大きく、セラピストはかな

り年が若い。それ故セッションを持つためにクライエントを面接室に来るよう呼ぶことは

さらに彼の「一段下」ポジションを強めることになると思われた。またセラピストはクラ

イエントと面接室に一緒に行くことや会話を主体としたセッションを持つことがクライエ

ントの現状では難しいと判断した。

以上の理由から特定の面接室を設定せず、セラピストがクライエントの生活空間に出向

いていきセッションを持つことにした。このようにセラピストがクライエントの生活空間

を訪れることはセラピストの「一段下」ポジションを強化するものと考える。クライエン

トが卓球を楽しんでいたと聞いていたので会話が中心にならず体を動かしながら一緒に楽

しめる卓球をすることにした。卓球を通じて関係がとれれば臨床動作法を導入しようと考

えていた。

２）面接場所について

第１回面接の場所は、クライエントの生活している病棟ホールにある食事用のテーブル

で行われた。第２回面接から第５回面接までは病棟併設の多目的室に一緒に出向いていき
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卓球を行った。また第６回面接ではセッション以外の時に家族とクライエントの病室で話

をした。第６回面接と第７回面接は他の患者がいる病棟ホールで長椅子に腰掛けて話をし

た。第８回面接では卓球台を移動した病院内の別の多目的室まで一緒に出向いていき卓球

をした。第９回面接では病棟のホールと廊下で話をした。

クライエントの特徴から対人パターンが「一段上」になるよう狙って基本的にセラピス

トがクライエントの生活空間へ出向いていた。

面接が進む中で卓球台が別のところに移動される事態がたまたま生じた。クライエント

に事情を話して、卓球をするため一緒に病院内の別の部屋に出向いていき、そこで卓球を

行った。このように環境の変化に応じて臨機応変に面接場所を変えた。

３）面接補助者について

第３回面接では面接補助者が同席した。面接補助者を同席させたのは、クライエントの

卓球中の様子をセラピストだけでは観察しきれないと判断し、またクライエントがどのよ

うに他者の存在を認識してどのような行動をとるのか知りたかったからである。

セラピストは、面接補助者を自然な形で同席させている。まず面接補助者を一緒に卓球

をしないかと呼んできたとクライエントに紹介した。しかし彼はそれを拒否した。そこで

セラピストは臨機応変に「審判としてみてもらうことはどうか」と言うと彼は受け入れた。

そのやりとりの中からセラピストはセラピスト自身をクライエントは受け入れていること

を確認した。卓球を通じた面接を続けることが可能であると判断した。

また、面接補助者には、セッション終了後に気づいたことを聞いてクライエントがボー

ルを拾いに行く際の行動を教えてもらった。

４）介入について

本ケースでの介入は自然な流れの中でなされているため、わかりにくいと思われる。実

際にはこれらの介入は、宮田（1996）のいう個人内の問題・内的枠組み、家族・社会的組

織にわたるマルティレベル介入となっている。つまり一つの介入が主介入となったり他の

介入と入れ替わって副次的になっていると考えられる。今回、マルティレベル介入の点か

らは検討しない。ここでは、どのようなことを狙って介入を行い、どのようなことが生じ

たのかを治療目標と介入様式に分けて説明ならびに検討する。

Ａ）卓球を通じての介入

食事拒否

ａ）個人内で生じたこと

セラピストはクライエントの妻（1997）に入院直後に卓球を始めたわけをセラピー終結

後になって尋ねた。妻は「本人が球技に対して忘れていないことを確かめたくてやりだし

た事です。球を追う事、反射神経がどこまで続くかと思いまして。」と回答している。

セッションを開始して卓球を始めた頃は、クライエントの体の動きに緊張感がみられ、

可動域も限られていた。だが、セッションを重ねるうちに返球のために動かす手の範囲も

広がり、その際の反応も早くなっていった。ついに第８回面接ではスマッシュをクライエ
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ントは打ったり、セラピストとラリーも長く続くようになっていった。これらの変容をセ

ラピストは言葉で承認しながら確認をしてクライエントに伝えていた。

クライエントが病棟内でラケットを手に素振りをしながら歩行している様子が観察され

た。これはクライエントが一時期低下した運動能力が再度向上するのを確認しながら卓球

を楽しんでいたからだと思われる。

ｂ）対人間で生じたこと

後藤（1985）は不機嫌による拒食への対応について、その場的対応では解決できないこ

とが多い。日頃からの、良い人間関係の中での精神の安定化が必要であると述べている。

一般に人と一緒に食事をするということは、例えば家族や友人と楽しく食事をするとい

う行為から「心を開いているうち解けた人と一緒に行う」という意味を持っていると考え

られる。ここで親しい人と一緒に行う体験そのものが楽しい体験となっていると考える。

ところでブリーフセラピーの発展に影響を及ぼしたエリクソン（Erickson,M.H.）の弟

子の一人であるオハンロン（O'Hanlon,W.H.,1992）は、エリクソンが治療の中でどのよ

うなことをしていたのか説明するために問題のクラス/解決のクラス・モデルを提示して

いる。彼の説明によると、セラピストは最初に特定の提示問題を一般化する。この行為は、

問題のクラス（class of problem）、つまり一般のカテゴリーに含めることになる。次に解

決のクラス（class of solutions）について考える。解決のクラスは、クライエントにとっ

て助けになる技能や能力のまとまりであり、問題のクラスの対極にある体験のパターンあ

るいはクライエントの背景にある喚起しうる何かを指している。そこでセラピストである

エリクソンはセッション中に内的資源または体験のパターンが高まるような体験をクライ

エントに生じさせる。その後、クライエントはその生活状況の中で必要な内的資源、体験

のパターンを体験することになる。

本ケースでセラピストが働きかけていたのは「クライエントと一緒に行うこと」であっ

た。既に述べた介入を通じてクライエントは「一緒に行うこと」を楽しんでいたと思う。

ｃ）言語面

セラピストは卓球をする中でいくつか言語面で介入をしている。セラピストの言葉掛け

は常に「一段下」ポジションとなる「一段下を保つ言葉（Keeping OneDown Position W

ords）」となっている。ここでいう「一段下を保つ言葉」とは、相手に主導権を持っても

らうための質問形式であったり、賞賛や承認を伝える言葉を指す。この言葉掛けをされた

相手は一段上ポジションが保たれることになる。これとは逆になる対人パターンの関係を

作る言葉を「一段上を保つ言葉（Keeping OneUp Position Words）」と呼ぶ。

クライエントが卓球の中で示した動作や行動にもセラピストは一段下を保つ言葉で話し

かけている。

また卓球の際だけでなく、テーブルを一緒に運ぶ時にも、セラピストは一段下を保つ言

葉を用いていた。

言語面での介入に対してクライエントは言葉を出すことは少なかったが、笑顔でそれら

に応えていた。

ｄ）行動面

ボールを拾いに行くのにセラピストが拾いに行くことを卓球を行ったセッション毎の中

で初期になされていた。クライエントは失敗したボールを拾ってきてもらい、そのボール
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を渡されるというやりとりが生じていた。この両者の対人パターンはボールを拾って手渡

しする人が「一段上」となり手渡しされる人つまり与えられる人が「一段下」となってい

ると考える。

だが次第にセラピストは拾いに行くタイミングをずらして、自らの失敗の時には自分で

拾いに行く関係を作り出していった。その結果、同一セッションの最後の方でクライエン

トは自ら失敗したボールを拾いに行き、時にはセラピストから打つようにボールを渡す動

作が見られていた。この場合の対人パターンは対称的な（symmetrical）関係（ヘイリー,

1963）となっており、どちらかが「一段上」ポジションとなっていないといえよう。

Ｂ）病棟のホールでのかかわりと看護スタッフを介して

排泄問題

ＡＴＤの進行に伴い失禁が見られるということがＦＡＳＴ（本間,1990）に含まれている。

排泄問題について個人内への介入には限界があると判断し対人間での変化によって解決を

促すことにした。

セラピストは看護スタッフにクライエントの排泄行動を観察することを提案している。

この提案は排泄を上手く行えないというクライエントの失敗した結果を報告するのみであ

った看護スタッフに対して、前もって積極的に観察するという働きがけをしてもらい肯定

的にクライエントの行為をとらえてもらえるように狙っていた。またクライエントの行動

観察の結果、クライエントの排泄前後の行動パターンを看護スタッフがつかめばその援助

を促進することが看護スタッフには可能とセラピストは判断したからである。看護スタッ

フが捉えた行動パターンは排泄の前に廊下を何度もウロウロするということであった。そ

の行動パターンがみられると看護スタッフはクライエントをトイレに誘導することが増え

た。

入院直後から、クライエントは自ら意味のある会話を看護スタッフにしてくることが少

なかった。だが第３回面接を過ぎた頃からクライエントが看護スタッフに話しかけること

が増し、時には彼は意味のある会話を看護スタッフにしてくることも多く見られるように

なっていた。そこでセラピストがクライエントの排泄問題に介入した第６回面接でトイレ

にいく演技をして看護婦に聞きに行く様子をクライエントにみせた。すると第７回面接ま

での時期にクライエントが廊下をウロウロしている際に看護スタッフが近づくと彼は「お

しっこ」と意味のある発語をした。そこで看護スタッフは彼をトイレに誘導すると彼は排

尿をしたという。

上述のような経過を経て看護スタッフとクライエントの間には新たな交流パターンが形

成・強化された。だが、アルツハイマー型痴呆の進行によって場所見当識の低下、発語能

力低下と失禁の増加を伴ってくることがあり、心理療法のみでは限界があった。

結 論
本論では、日常での「自然な」心理療法と称して、日頃の臨床の場では当たり前と見な

していることがある「やりとり」が実は「介入」となっていることを述べた。

心理臨床の報告を聞いたり読んだりするとき、私たちは奇抜な技法の適用や「重い」ケ
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ースばかりに注意が向きがちである。だが実は本報告のような観点で自らの臨床実践を振

り返ることが心理療法の効率化や短期化への視点に有効であると思われる。そこからあら

たな技法が生まれてくるのかもしれない。

(９７年９月３０日受稿、９８年１月３０日受理)
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資料１

入院から１ヶ月後の食事摂取量

心理療法開始直後の食事摂取量
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心理療法終了前後の食事摂取量

心理療法終了から９ヶ月後の食事摂取量


