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摂食障害において親を発症原因とすることの

意義と弊害

一拒食症の1事例に対する「物語」の視点を用いた質的解析一

磯野真穂＊

抄録：不適切な親f関係が摂食障害を引き起こすとするモデル（＝「家族モデル」）は，すでに

多くの批判にあい，現在主流の機序モデルではない．しかし，このモデルは当事者や家族に対

し，いまだ強い影響力をもつ．これまで「家族モデル」に対する批判は「正・誤」の二項対立の

巾で展開されてきたが，単に「家族モデル」を「誤り」とするだけでは，このモデルがいまだ当

事者や家族に受容される理山を明らかにすることはできない．したがって，本稿は，「家族モデ

ル」を内面化したと思われる1事例を取り上げ，当事者にとっての「家族モデル」の意義とその

内面化の功罪を，「物語」の観点から解析した．結果，「家族モデル」は，親を原因とすること

で，当事者を病気にかかったことの罪悪感から救済するが，疾病利得を生み出し，救済の範囲を

親子関係の中にとどめて，社会性の回復を促さないという弊害も見出された．

Key　words：物語（ナラティブ），質的研究，摂食障害，医療人類学，家族

1序論

　不適切な親子関係が摂食障害を引き起こすと

するモデル（以ド「家族モデル」）は，U本に

おいて，医療者，当事者，家族，さらには一般

にも広く知られている．「家族モデル」はすで

に多くの批判にあい，現在主流の機序モデルで

はないが，このモデルは当事者や家族に対し，

いまだ強い影響力をもつ．

　本稿は，批判にあいながらも「家族モデル」

が現在も力をもつ理由を，これまで行われてい

たような「正しい・誤り」の一項対立ではなく，

「物語」の枠組みで読み解くことを目指す．

　本稿ではまず日本における「家族モデル」の

概要を振り返り，「家族モデル」の是非が「正
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しい・誤り」の二項対立の中で行われてきたこ

と示す．次に「家族モデル」の是非を「物語」

の視点で分析することの意義を示し，「家族モデ

ル」の内面化がみられる1事例を取り上げ，家

族モデルが当事者や家族に受容される理由と，

その功罪を探る，

2本稿における「家族モデル」の定義
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　摂食障害の原因を親の不適切な子育てに求め

る機序モデルは，精神分析に端を発する1）2）．こ

の見方はやがて，Minuchin3）やPalazzoli4）のよう

な家族療法家によって体系化され，後に，嗜癖

の観点からもとらえ直された5），

　したがって，不適切な子育てに原因を求める

といっても，背景の理論が異なるため，おしな

べて一般化することはできない，しかし症状を

心理的問題の身体化とみなし，その身体化の原

因に不適切な子育てを置く見方は一貫してい
る．

849

Presented by Medical*Online



　ゆえに本稿は，「摂食障害の症状を心理的問題

の身体化ととらえ，そのような現象が起こる主

な原因を親の不適切な子育てに求める見方」を，

理論の差異を問わずに「家族モデル」と定義す

る．

3日本における「家族モデル」に
　対する批判の形式

　「家族モデル」に対する明確な批判を初めに示

したのは社会科学者の浅野6）である．浅野は，

日本における摂食障害の増加が，母親や本人の

「女性性」の享受の失敗や，母子の共依存といっ

た個人の病理に還元されることで，摂食障害増

加の背景にある社会的，政治的問題が隠ぺいさ

れると警鐘を鳴らした．また浅野に続き，「家

族モデル」に批判的な当事者がいること自体が，

このモデルの妥当性を疑わしくさせるという見

解7）や，親に原因を求めることで家族関係がさ

らに悪化する場合があるという見解も社会科学

から提示された8）．また後者と同様の批判は臨

床からも提示される9）．

　「家族モデル」に対する疑義は21世紀に入る

とより活発になる．医療側からは，「家族モデル」

の科学的妥当性のなさや10），原因の多因子性に

基づいた批判がなされるようになった11）．また，

本疾患の器質的要因が明らかになるにつれ，家

族に原因を求める議論は減るだろうという科学

史的見解も提出された12）．　一方，社会科学から

は，過去にさかのぼり原因となるものを除去し

ようとする行為が回復に結びつかないことを当

事者への質的調査から示す研究が出された13）．

　このように多くの批判が「家族モデル」に対

してすでに提示されているが，これだけの批判

が，医療を超えて沸き起こること自体がこのモ

デルの影響力を逆照射する．実際，「家族モデル」

の影響を受ける当事者が現在も多いことが質的

調査により指摘されている14）15）
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4「家族モデル」に対する議論の枠組
　みの転換一「自然科学」から「物語」の枠

　組みへ

　それでは批判があるにもかかわらず，なぜ当

事者や家族は，「家族モデル」を内面化するの

だろうか，

　前節でみたように「家族モデル」に対する批

判はさまざまであるが，これらはすべて，「正・

誤」の二項対立の中で展開されている．つまり，

より正しい見方を提示したり，その悪影響を示

したりすることで，「家族モデル」が「誤り」

であることを示す方法である．

　しかしこの方法では，「家族モデル」を「誤

り」に押し込めるばかりで，このモデルが当事

者やその家族にいまだに受容される理由を十分

に明らかにすることはできない．いま問うべき

は，批判がありながらも，それを受容する当事

者や家族が存在する理由ではないだろうか．

　しかし「止・誤」の二項対立を用いてはこの

問いの答えは得られず，したがって枠組みの転

換が求められる．

4．1．2つの語り：「自然科学の議論」と「物語」

　心理学者のBruner16）は，人の思考形式には，

自然科学的なものと物語的なものの2つがあ

り，この2つを混同し，一方の形式で，他方の

形式を評価したり，語り直したりすることはで

きないと述べている．

　自然科学と物語において特に異なるのはその

評価基準である．自然科学の議論では，妥当性

が評価基準となるが，妥当性は「よい物語」の

評価基準にはなりえない．「よい物語」とは，

人の琴線に働きかけ，今を読み変える力を与え，

未来を開くストーリーのことであり，妥当性と

は無縁だからである．

4．2，病気における「物語」の重要性

　人は，「自分はどこからきて，今どこにおり，こ
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れからどこに行くのか」についての「人生の海

図」17）をもち日々を過ごす．しかし慢性の病気や

原因不明の病気にかかると，現在の社会的地位

は揺るがされ，その延長線一ヒにあった未来も不

確かになり，結果海図そのものも不確かになっ

てしまう18）．

　このような状況に陥った際，人は，過去と今

と未来を新たな形で結び直すことのできる新た

な「海図」を模索する．「なぜこのような病気

になったのか」，「この病気は今の自分にとって

どんな意味があるのか」，「この病気にかかった

自分の未来はどうなのか」という問いは，病気

によって不確かとなったこれまでの海図を新た

なものに書き換え，病気によって失われた尊厳

を取り戻そうとする人々のあがきである19）．そ

して，このあがきから人を救い出すのが，自己

の尊厳を回復し，病気に意義を与え，未来に希

望を見出す力をもった「物語」である17）．

4．3．「物語」としての「家族モデル」

　本節の冒頭で述べたように，これまでなされ

た「家族モデル」に対する批判のほとんどは，

それに妥当性がないことを示そうとする自然科

学の思考形式に基づいている．しかし「家族モ

デル」を「自然科学的事実」ではなく，「物語」

の一つとしてとらえると次のような問いが生ま

れるだろう．

　「家族モデル」は摂食障害という明確な治療方

法のない病気を抱え，これまでの「人生の海図」

をあてにできなくなった人々にとって「よい物

語」として機能するのではないだろうか？

　妥当性を重視する自然科学の議論では，病気

の当事者の「家族モデル」のとらえ方ではなく，

摂食障害・般の機序における「家族モデル」の

妥当性において議論を進めざるを得ない．

　しかし，「物語」の枠組みで「家族モデル」

を検討することにより，当事者の人生にとって

「家族モデル」がどのような意義をもつかという

議論が可能となる．

Vol．　53　No．　9．　2013「L・身医

　心身医学領域において，物語の視点は辻内

ら20）により積極的に取り人れられており，摂食

障害においては医学から斎藤21），社会学から中

村14）の論考があるが，いずれも「家族モデル」

が受容される理由を物語の観点から読み解いた

ものではない．

　したがって本稿では，「家族モデル」を内面

化したと思われる当事者の語りを「物語」の観

点からとらえ，批判がありながらも「家族モデ

ル」が当事者に受容される理由を探ることとす

る．

5対象と方法

　次節で紹介するさゆりさん（仮名，当時25

歳）とは，social　networking　service（SNS）上

に開かれた摂食障害の当事者のコミュニティを

通じて出会った．筆者による協力者募集の掲示

に彼女が反応をした形である．

　さゆりさんには，2006年4月～2009年7月

にかけてインタビューを実施した．インタ

ビュー回数は合計14回，録音されたインタ

ビューの総時間は28時間，インタビューの平

均間隔は2．8±3．1カ月であった．

　調査においては，まず「どのように摂食障害

になり，その過程で何を考え，どう感じました

か」という質問をし，その回答をメールで送っ

てもらった．続く初回インタビューでは，その

メールに書かれたエピソードのそれぞれをより

詳しく語ってもらい，その後インタビューでは

「最近どうですか」という質間に合わせて，前

回のインタビューについてさらに詳しく聞くと

いう方法をとった．またインタビューは同意書

への署名に基づき実施した，

6結果

　本節では，さゆりさんが「家族モデル」を学

ぶに至った過程とその影響をよく表すエピソー

ドを取り上げつつ，さゆりさんの摂食障害が回

復に向かうまでの道のりを紹介する．次節にて
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「家族モデル」がどのような物語としてさゆりさ

んに作用したかを検討する注1）．

6．1．「家族モデル」を学ぶ

　大学受験を控えた高校3年の秋，さゆりさん

は地元の精神科で神経性食欲不振症の診断を受

けた．診察を受けるまでは，自分に何が起こっ

たかまったくわからなかった彼女であるが，診

断を受けてからは，週1回の診察だけでなく，

摂食障害の専門書も進んで読むようになった．

「親に原因がある」と書いてある本が多く，そ

のような記述を見ては，過去を振り返り，原囚

を探した．

　また診断以降，両親の彼女に対する態度が激

変した．これまでになく彼女の気持ちを聞いて

くるようになり，また自分たちの気持ちも打ち

明けるようになった．

　両親がそう変わった理由は，親の育て方が発

症にかかわりうると考える担当の精神科医の影

響が大きいようであった．診察では，親子関係

について多く聞かれるだけでなく，両親もしば

しば診察に呼ばれ，週1回で開かれる家族会に

も参加するようになった．

　このようにさゆりさんは診察でのやりとり，

専門書の記述，両親の態度の変化を通じて「家

族モデル」を体験していく．

6．2．高校休学から大学受験

　診察には通い始めたが，拒食は改善しなかっ

た．海藻や野菜などカロリーのないものばかり

を口に入れては嘔吐するようになり，症状悪化

のため高校は休学となった．

　1カ月の休学の間に拒食は治まり，母親と外

食ができるまでになったが，復学し，受験勉強

を始めると，今度は菓子パンとパフェばかりを

食べるようになった．

ii　1）本節で紹介する事例の詳細は磯野（2010）22）に記載

されている．

852

　さゆりさんは，この食生活にっいて「受験勉

強をn∫能にしつつも，病気であり続けられる食

べ物が菓子パンとパフェであった」と述べてい

る，つまり「大学合格は自分でも達成したい目

標であったが，普通に食べたら親に心配しても

らえなくなってしまう．しかし菓子パンとパ

フェなら脳にi’分な糖分が補給され，しかし病

的であることを親に示すことができる」という

理山である．

6．3．大学退学と入院

　さゆりさんの拒食がこれまでになく悪化した

のは，難関大学へ合格し，　・人暮らしを始めて

からであった．夏休み直前には，水すら吐き出

すようになり，マンションで倒れているところ

を父親に実家へ連れ戻された．

　実家での静養を経た翌年，さゆりさんは自分

の意思で大学を退学した．専門学校へ進んだり，

旅行をしたり，興味のある習い事をしたり，そ

こで出会った仲間と事業を始めたりと，自分の

やりたいことを少しずつ行えるようになった

が，症状は一転激しい過食となり，そのために

外出できないこともしばしば起こった．

　そんなさゆりさんの状態が再び拒食に転じた

のは，事業で知り合った仲問の1人と交際を始

め，地元で同棲を始めた頃からである．同棲は

うまくいかず，3カ月で解消となり，仕事も変

えたが，希死念慮が強くなり，カフェインの錠

剤をオーバードースし，そのまま人院となった．

　人院中，さゆりさんは激しい治療拒否を示し

た．看護師の目を盗んで過食嘔吐をしたり，そ

れができないと暴れたりして，体重は35kg（身

長167cm）にまで落ち込んだ．徐脈が現れ，栄

養状態回復のための点滴の必要性が生じたが，

さゆりさんは，当然それに対しても激しく抵抗

をした．「嫌なら内科に転院してもらうしかな

い」と担当医に言われたことで，渋々それを受

け入れたものの，点滴の合間に体操をするなど，

治療拒否は相変わらずであった．
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　治療を拒否し，「死にたい」と言い続けたさ

ゆりさんであったが，「お願いだから死なない

で」と母親が涙を流し，訴えたことで，回復の意

思が芽生えて退院となり，2カ月後には，アルバ

イトを始めようと思えるほどにまで回復した．

6．4．回復

　高校3年以来，困難を拒食によって回避し続

けてきたさゆりさんであったが，旅行先で知り

合った男性と交際を始め，地元で生活を共にす

るようになったことが回復の契機となった．両

親は，定職をもたず，離婚歴のある男性と娘が

交際していることに大反対であったが，彼女の

気持ちは変わらず，両親からは経済的に独立し，

2人で生活を営むようになった．

　これまでの交際と違い，さゆりさんは彼に自

分の摂食障害を話すことができた．一方，彼は，

嘔吐をしているさゆりさんを見ると，心配そう

にのぞきこんだり，お腹をつまんでからかった

りなど，摂食障害の人にやってはならないとさ

れていることを平気でやったり言ったりする男

性であった．しかし彼女は，彼のするいわゆる

「普通」の対応が，「何も言わずに見守る」といっ

た教科書的な対応をされるより気楽であったと

話す．さゆりさんの症状はこの頃から寛解しは

じめ，筆者が最後にインタビューをした際はご

くまれに過食嘔吐を行う程度にまで減少してい

た．

6．5．さゆりさんの解釈　「私はなぜ拒食症になっ

　　たのか？」

　さゆりさんの語りにおいて一一貫していたの

は，心的苦痛を拒食で表現したという点であり，

またそうなった原因は両親にあるという点で

あった．

　さゆりさんによれば，両親は，幼い頃から不

仲であり，夫の実家に嫁いだ専業主婦の母は，

家で孤立しがちであった．母は，Ll頃たまった

愚痴をさゆりさんにいっも吐き出しており，さ
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ゆりさんは愚痴を聞くと母親が安定するのを見

て，愚痴を聞いて母親を守らねばならないと感

じていたという．

　また成績が悪くても，性格を褒められ，甘え

上手な妹と違い，自分が甘えることは許されず，

唯一褒められるのは成績だけであったため，親

に認められるには勉強で成果を出すしかないと

感じていた．進学においても，さゆりさんの意

思は尊重されず，高校も大学も，親と学校の希

望で偏差値の高い学校への志望が決定された．

　つまり，さゆりさんによれば，このような養

育環境が心理的苦痛を拒食でしか表現しえない

自分を生み出したのである．

7　考察

　夫婦間の問題を子どもにぶつけることで解消

しようとし，また子どもの意思を尊重しないと

いう，両親についてのさゆりさんの指摘は，2

節で示した「家族モデル」の論者が，摂食障害

の原因となる親の態度として挙げたものと一致

する．またそのような養育の結果，心理的問題

を身体化せざるを得なかったというさゆりさん

の語り（6．5節）も，「家族モデル」そのもので

ある．

　しかし，さゆりさんは，診察と専門書，さら

には親の態度から「家族モデル」を包括的に学

んでいる（6．1節）．したがって，本節ではこれ

らを踏まえ，彼女の語りを「家族モデル」の正

しさの証明ではなく，内面化の結果とみなし，

考察する．

7．1．「よき物語」としての「家族モデル」

　「家族モデル」の内面化は，さゆりさんの拒

食を寛解させてはいない．それにもかかわらず，

彼女はなぜ「家族モデル」を内面化したのであ

ろうか．

7．1．1　過去と現在に一貫性を取り戻す

　4．2～3節で示したように，慢性の病気や原因

不明の病気はこれまでの人生の道標となってい
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た海図の書き換えを要請する．それは言い換え

ると，病気によって一貫性を失った過去から現

在までの歩みの書き直しの作業である．

　拒食になった当初さゆりさんは，自分に何が

起こったのかよくわからなかった（6．1節）．つ

まり「なぜノ〉自分はこうあるのか」という過去

と現在についての問いの答えを，拒食によって

失っていたといえる．しかし，筆者がインタ

ビューを開始した頃のさゆりさんは，この問い

に対する明確な答えをもっていた．そして，過

去と現在は，説得力のあるエピソードとともに

（6．5節），一．一貫性のあるストーリーとして「家

族モデル」に準じて語られていた．

　この点を踏まえると，彼女にとって「家族モ

デル」は，病気によって・貫性を失った過去と

現在を，理路整然とした形で再び結び直すため

の「よき物語」として機能したといえるだろう．

7．1．2　過去・現在・未来について3重の救済

　人は社会において常に何らかの役割を担い，

それが遂行不能になると自責の念に駆られる．

しかし，「病気」というカテゴリーは，「それが

できないのはn分ではなく，病気のせいである」

という免罪符を与え，本人を心理的に救済す
る23）．

　「家族モデル」は，この心理的救済において

強い力を発揮する．そして，この救済は「過

去・現在・未来についての3重の救済」と呼び

うるものである．

　まず「現在についての救済」とは，「これま

での役割が遂行できないのは自分ではなく，病

気のせいである」という現在の状態についての

救済である．

　この「現在についての救済」は，「摂食障害」

という病気のカテゴリーも成しうるが，次に述

べる「過去と未来についての救済」は「家族モ

デル」のみが成しうるものである．

　まず「過去についての救済」とは，「摂食障

害になったのは自分ではなく，親のせいである」

という，過去の発症原因について救済である．
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一方，「未来についての救済」とは，「回復でき

ないのは自分ではなく，親が変わらないせいで

ある」という，同復についての，つまり「未来

についての救済」である．

　摂食障害の場合，原因は多因了とされ11），原

因と回復過程の詳細はあいまいに付されるが，

「家族モデル」は本人を発症原因から明確に外す

ため，過去と未来に関して強い救済力をもつ．

さゆりさんの語りが「家族モデル」に準じて固

定されたのは，「家族モデル」が与える3重の

救済を用いた自責感からの解放であったことが

推測される．

7．2．「悪しき物語」としての「家族モデル」一「閉じ

　　られた救済」

　過去と現在に一一貫性を取り戻し，自己を3重

に救済する点で，「家族モデル」は「よき物語」

として働いたが，　・方で，回復を阻む「悪しき

物語」として働いている点も見受けられる．

　まず「家族モデル」は疾病利得をもたらして

いる．さゆりさんの拒食には，受験期に人ると

食べ方を変えたり（6．2節），転院させると言わ

れると点滴を受け入れたり（6．3節），親が懇願

するまで治療拒否を続けたり（6．3節）といっ

た戦略的側面が多々みられる．これらのエピ

ソードは，自分が「親の犠牲者」であることに

正当性を与える「家族モデル」を戦略的に用い

た疾病利得とみることができるだろう．

　また鈴木24）は，拒食は，現実に立ち向かえな

い際の逃避行動として機能する場合があると述

べており，実際さゆりさんの拒食も受験や一人

暮らし，恋人との不仲といった現実の困難に直

面した際に悪化している．しかし，「家族モデル」

は，親子関係の内部で本人を救済するため，「拒

食に追いやった現実の問題に具体的に対峙して

自らを救済する」という道をふさいでしまう．

つまり「家族モデル」は，親子関係の内部に限

定され，かつ症状ありきの「閉じられた救済」

にしかなりえない可能性をはらむのである．
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7．3．展望

　慢性疾患においては多くの病者が物語を構築

していることが知られており，　・般に物語論に

おいては，その物語を医療者が尊重することが

重要とされる25）．しかし今回論じた「家族モデ

ル」のように，社会性の回復を阻む「閉じられ

た救済」として，物語が働く場合もあることが

今回の事例で明らかになった．

　病気の当事者が紡ぐ物語の様相に支援者が気

づき，偶然や縁という言葉でしか表すことので

きないような人間関係の結びつきの中にどれだ

け病気の当事者をつないでいけるか．そして，

そのような結びつきの中で，未来を開く物語の

作り手となる力が本人に備わっていることをど

れだけ信じられるかが，「開かれた救済」を導

く支援のあり方の…つのように思える．

8　結論

　本稿は，「家族モデル」を「物語」の観点か

らとらえ，なぜこのモデルが批判にあいながら

も，いまだ当事者や家族に受容されるのかを，

「家族モデル」を内面化したと思われる拒食症の

当事者の事例を用い検討した．結果，「家族モ

デル」は，揺らいだ過去と現在に一貫性を取り

戻させ，過去・現在・未来について3重の救済

を与える利点があることが示唆された．しかし

疾病利得を生み出し，救済の範囲を親子関係の

中にとどめて，社会性の回復を促さないという

弊害も見出された．
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Abstract

　　　The　Merits　and　Demerits　of　Making　Parenting　a　Cause　of　Eating　Disorders：

A　Qualitative　Analysis　of　a　Case　of　Anorexia　Nervosa　through　a　Patient’s　Narrative

Maho　Isono＊

　　　　　　　　　　　　＊School　of　Letters，　Arts，　and　Sciences，　Waseda　University

（ルimling　Addre∬：Maho　Isono，1－24一口byama，　Shinjuku－ku，　Tbkyo　162－8644，　Japan）

　　　　Background：The　etiological　model　of　eating　disorders　which　asserts　that　inappropriate　parenting　results　in　the

development　of　an　eating　disorder，　which　this　study　calls“the　familial　model，”has　already　received　much　criticism．

Although　many　Japanese　medical　professionals　usually　attempt　to　explain　that　the　familial　model　is　wrong　because　of

its　low　scientific　probability　the　model　still　has　a　strong　impact　on　patients　with　eating　disorders　and　their　families　in

Japan．　T（）explain　why　many　patients　employ　the　familial　model　to　understand　their　eating　disorders　in　spite　of　the　criti－

cism，　this　study　uses　for　its　theoretical　framework　not　a　natural　science　method　but　an　approach　based　on　the　narra－

tives　of　the　illness．

　　　　Subjects　and　Method：This　study　conducted　a　qualitative　interview　with　an　anorexic　patient．　The　interviews

were　conducted　14　times　over　a　period　of　27　months．　Since　this　sublect　had　internalized　the　familial　model，　this　study

analyzed　how　this　internalization　had　occurred　and　how　the　patient　interpreted　the　etiology　of　her　anorexia　nervosa．

　　　　Result：The　subject　internalized　the　familial　model　through　medical　consultations，　professional　books　about　eat－

ing　disorders，　and　her　parents’attitudes，　which　drastically　changed　after　her　diagnosis．　The　subject　continued　to　suffer

severe　anorexia　as　she　faced　difficult　problems　in　her　life．　Indeed，　the　anorexic　condition　helped　her　to　escape　from

these　problems．　The　subject　explained　that　she　became　anorexic　because　of　inappropriate　parenting　from　her　parents

who，　for　instance，　expected　too　much　from　and　exercised　excessive　control　over　their　children；therefore，　she　was

only　able　to　explain　her　psychological　pain　by　starving　herself．　However，　she　started　to　recover　from　her　anorexia

after　she　succeeded　in　making　social　relationships　outside　her　family．

　　　　Conclusion：This　study　finds　that　the　familial　model　is　able　to　restore　psychological　coherence　to　the　past　and

present　of　a　patient　disturbed　by　the　development　of　an　eating　disorder．　The　study　also　shows　how　patients’guilt　feel－

ings　about　developing，　having，　and　failing　to　recover　from　an　eating　disorder　are　alleviated　by　blaming　their　parents．

Therefore，　this　study　finds　that　through　the　internalization　of　the　familial　model　the　patient　sees　some　ga▲n　from　her

illness．　However，　this　gain　at　the　same　time　results　in　inhibiting　the　recovery　of　their　social　skills，　since　through　blam－

ing　their　parents　as　a　cause，　they　are　allowed　to　escape　into　an　eating　disorder　rather　than　confronting　the　real　prob－

lems　that　they　failed　to　handle　in　the　process　of　developing　their　disorder．

Key　words　narrative，　qualitative　research，　eating　disorders，　medical　anthropology，　family
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