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　 我が国は失われた10年を経てもなお、空前

の財政赤字、少子高齢化、人口減少を背景と

して経済の低成長、国際競争力の低下、企業

の海外逃避という状況に陥り、更なる内向き志

向、孤立化を深めている。その結果、今や国家

予算の過半を社会保障費が占めるという異常

事態に直面しつつある。

　高齢化社会を迎えて、医療費が年々増加の

一途をたどるのは自明の理である。

確かに、増加率の抑制を図ることが喫緊の

課題とされているが、医療へのアクセス制限や

医療抑制が正しい選択でないことも自明の理

である。

先進国ではドイツと我が国が真っ先に高齢

化国家となるが、そこでは新たなヘルスケアシ

ステム理念やヘルス事業のイノベーションが先

進国のモデル作りとして要求されている。この

意味に於いても、新時代の医療のあるべき姿

をわれわれは模索せねばならない。

我が国の伝統的な相補・代替療法

　 我が国では古来漢方を含めた東洋医学が

主流を占めていた。しかし明治に入り、近代西

洋医学を日本の医療の中心とする政策が取り

入れられ、東洋医学は正規の学問領域から外

れた。

現在、日本国民の平均寿命、健康寿命は世

界でトップクラスを誇っており、その要因は、医

学・医療の発達と、医療へのフリーアクセスを

保証する国民皆保険制度にあろう。さらに大き

な要因は、国民の優れた知性に支えられた

種々な健康増進法や相補・代替医療に代表さ

れる種々な施術・モノ（食のもたらす効果や温

泉入浴療法などを含む）を国民一人一人が取

り入れ、未病の段階での治療や疾病予防、健

康増進を目指す心があるからであろう。如何に

して、近代西洋医療と古来から今日に至るまで

続いてきた我が国の伝統医療や伝統的習慣を

効率よく使い分けるかが、新時代の医療実践

理念となろう。

「新時代の医療」　　　
医療を取り巻く我が国の環境
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要旨

統合医療は近代西洋医学と伝統医療、補完・

代替医療を統合したものである。

心身医学は心身両面からみる全人的医療であ

る。日本において、心身医学療法には面接、

自律訓練法、催眠療法、行動療法、認知行動

療法、交流分析療法、バイオフィードバック療

法、内観療法、絶食療法、森田療法、ヨガ、気

功等がある。米国では、補完・代替医療として５

つのカテゴリー、代替医療システム、心身医学

的介入、生物学的療法、手技療法・身体への

アプローチ、エネルギー療法で構成される。 

心身医学療法は“Mind and Body Medici-

ne”として補完・代替医療の一翼を担っている。

はじめに

　 心身医学が対象としている心身症は、「身体

疾患の中で、その発症や経過に心理社会的な

因子が密接に関与し、器質的ないし機能障害

が認められる病態をいう。ただし、神経症やう

つ病など、他の精神障害に伴う身体症状は除

外する」と定義１）されている。したがって、本

来、心身医学では器質的あるいは機能的身体

疾患を対象としている。しかし、現代日本では、

高度情報化社会、経済不況、核家族化など複

数のストレス因子が相まって、うつ病や不安障

害がこれまでになく急増し、精神医学だけでな

く、心身医学でもこれらの精神医学的疾患を診

療することが多くなってきている。表１に示すよ

うに、臨床現場で心身医学が対象としている疾

患としては、①心身相関のはっきりした器質的

あるいは機能的身体疾患（狭義の心身症）、②

身体症状を呈する精神疾患（不安障害、軽症

＜仮面＞うつ病、転換性障害、疼痛性障害、

摂食障害など）、③身体疾患に伴う精神症状

（ターミナルケア、ICU症候群、コンサルテー

ション・リエゾン精神医学など）、である。心身医

学では①を中核的な対象疾患ととらえている

が、②と③は社会的ニーズが高く、精神医学と

オーバーラップする領域である。特に、摂食障

害と疼痛性障害は心身医学でも多くの患者を

診療している。また、最近では引きこもりや不登

校の問題も多く、これらの領域も精神医学と重

なるところであり、心身医学ではそれらの身体

症状に対し主に診療を行っている。本稿では、

こうした日本の心身医学の現状を踏まえ、心身

医学における統合医療の現状と課題について

解説する。

1.　統合医療と心身医学

　 「心身医学」の語源である“Psychosomatic 

Medicine”は、従来、主として精神分析、力動

統合医療と心身医学
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精神医学に基礎を置き、患者のパーソナリティ

や精神内界の葛藤、それらの心因的役割など

病態心理を重視し、精神分析による内的葛藤

への洞察とパーソナリティの成熟を治療目標と

してきた。近年、欧米では、こうしたかつての精

神力動的心身医学は、コンサルテーション・リ

エゾン精神医学の中に吸収され、精神科医を

中心に実践されている。一方、日本のようない

わゆる「心身症」を中心とした「心身医学」は、

米国では現在、“Mind and Body Medicine”とし

て５つのカテゴリー（①代替医療システム、②心

身医学的介入、③生物学的療法、④手技療

法・身体へのアプローチ、⑤エネルギー療法）

で構成される補完・代替医療(Complementary 

a n d A l t e r n a t i v e M e d i c i-

ne)の一翼を担っている。ただし、この“Mind 

and Body Medicine”は、日本の心身医学と全く

同じ意味ではない。つまり、臨床では、日本で

は「心療内科」という医師の専門臨床科の１つ

として、西洋医学の枠組みに組み込まれている

のに対して、米国では医師以外の各種補完・

代替医療専門家が中心となっている。また、日

本の心身医学療法が心理療法など心から身体

へのアプローチが中心であるのに対して、米国

ではボディワークなどの身体から心へのアプ

ローチも数多く行われている。したがって、日

本の心身医学は「補完・代替医療」と「近代西

洋医学」の中間に位置していると言え、その２

つを併せ持った「統合医療」が発展していく上

で、日本の心身医学は重要な役割を果たしうる

と考えられる2）。

2.　心身相関

　 身体疾患と心理的因子との関連性、すなわ

ち心身相関は、心身医学の理論基盤である。

これは、統合医療の考え方とも合い通じるもの

あり、その詳細についてまず解説する。

1)心理的因子による身体反応

a. 条件づけによる身体反応

　不安、緊張、恐怖、悲しみなどを伴う状態で、

たまたまある身体症状が同時に何回か起こると

一種の心理・生理学的な条件づけが形成され

て、そのような状態になるといつでもその身体

症状が起こることがある。このようなメカニズム

で動悸、頭痛、過呼吸発作、喘息発作、頻尿、

乗り物酔いなどの身体症状がおこる。

b. 不安、緊張、抑うつによる身体反応

　 不安や緊張状態では動悸、ふるえ、冷や汗

などの症状がよくみられ、抑うつ状態の身体症

状としては不眠、頭重、倦怠感、食欲不振、性

欲減退、便秘などがある。

c. 暗示による身体反応

　 暗示とは他人から与えられた言葉や刺激を

理性を働かせないでそのまま受け入れることに

よって、様々な信念・感情・行動などが生じる現

象である。

d.心身交互作用

　 体のちょっとした症状に意識を集中したりとら

われたりすると、その症状がますます気になり

気にしていると身体症状も強くなり、そのために

さらに注意をひかれるという悪循環におちい

る。これを心身交互作用というが、これが心身

相関の症状の発症や経過に重要な役割を果
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たすことがある。

2)　心身相関の生理的メカニズム

心身相関に関する初期の基礎的研究につい

ては、セリエ(Selye)のストレス学説やキャノン

(Cannon)の闘争-逃走反応(Fight or flight 

reaction)が有名である。Selyeは、生体が外界

から刺激(ストレッサー)を受けると、そのストレッ

サーがどのようなものであれ、生体には胃・十

二指腸潰瘍、胸腺の萎縮、副腎皮質の肥大を

特徴とする身体変化(ストレス反応)が非特異的

に起こることを報告し、一般適応症候群と名づ

けた。これらの反応は時間経過としては、警告

反応期(ショック相、反ショック相)、抵抗期、疲

弊期と移っていくと説明している。また、Cannon

は犬におびえる猫の心身の反応を闘争-逃走

反応として、副腎髄質から分泌されるアドレナリ

ンの作用として説明した。これも現在では、視

床下部-脳幹-交感神経系を介するカテコール

アミン(アドレナリン、ノルアドレナリン)の作用と

して説明されている。

近年、脳生理学、精神神経免疫学、分子生物

学などによる心身相関現象の科学的解明がな

されてきており、中枢神経系、自律神経系、内

分泌系、免疫系が、密接に相互作用し、ネット

ワークを形成していることが分かっている。

3)　心身相関の分類

　 心身相関に対しては、これまで積み重ねてき

た臨床経験から次のように３つのカテゴリーに

分類される。ただし、これら３つのカテゴリーは

相互に無関係でなく、しばしば依存し、相互に

関連し合っている。

a. ストレスにより身体疾患が発症、再燃、悪

化、持続する群（狭義の心身症）　　　　

　 心理社会的ストレスが身体疾患の悪化因子

あるいは発症因子の一つとなっている場合で

ある。この場合、生活上のライフイベントの変化

（出産、結婚、離婚、転居、就職、転職、進学、

近親者の病気や死など）や日常生活のストレス

（家庭、職場、学校での対人関係の問題、慢性

の勉学、仕事の負担など）が疾患の発症や再

燃に先行してみられる。また心理状態（不安、

緊張、怒り、抑うつなど）と症状の増減との間に

密接な相関が認められる。

b. 身体疾患に起因する不適応を引き起こして

いる群

　 身体疾患の中でも特に、気管支喘息、アト

ピー性皮膚炎、慢性関節性リウマチ、クローン

病、エイズ、悪性腫瘍などの慢性疾患では、慢

性再発性に経過し改善の見通しが立ちにくい

ことが少なくなく、しばしば治療にかかる肉体

的、精神的、時間的、経済的負担が大きい。そ

れらによって、患者に著しい心理的苦痛や社

会的、職業的機能の障害が生じ、心身医学的

な治療の対象となる場合がある。症状として、

睡眠障害、対人関係障害、社会的状況の回避

や引きこもり、学業や仕事の業績の低下、抑う

つ気分、不安などがみられる。

c. 身体疾患の治療・管理への不適応を引き起

こしている群

　 心理社会的要因によって医師の処方や指導

の遵守不良などが引き起こされ、身体疾患に

対する適切な治療や管理を行うことが妨げら
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れ、治療や経過に著しい影響を与えている。症

状として、ステロイド治療をはじめとした薬物や

処置に対する不合理な不安・恐怖、症状のコン

トロールに対しての無力感、医療あるいは医療

従事者に対する強い不信感などを認める。

3.　心身医学的治療と相補・代替医療

　 心身医学的治療３）を表1に示している。最も

基本になるのはカウンセリングである。受容、共

感、支持によるカウンセリングによって感情の

発散、心身相関の気づき、問題点の明確かが

なされる。それに加えて以下の各種治療法が

なされる。

1）自律訓練法４）

ａ．概略

　 1932年にドイツの精神科医シュルツによって

まとめられた心理生理学的治療法であり、背景

公式：「気持ちがとても落ち着いている」、第１

公式：「両腕両脚が重たい」、第２公式：「両腕

両脚が温かい」、第３公式：「心臓が静かに規

則正しく打っている」、第４公式：「とても楽に呼

吸（いき）をしている」、第５公式「お腹が温か

い」、第６公式「額が心地よく涼しい」の決めら

れた計７つの公式を用いて、自己暗示すること

で心理的緊張の軽減を図る方法である。

ｂ．適応・禁忌

　 自律訓練法は、不安や緊張に由来する身体

症状を緩和する治療法であり、不安や緊張もし

くはストレスが関与していることが明らかな疾患

であれば、適応である。禁忌症としては、自律

訓練法によって副作用的反応や症状の悪化な

どを引き起こす可能性がある症例であり、①心

筋梗塞が疑われたり、起こった直後、②調整困

難な糖尿病患者で、長期間の観察が不可能な

とき、③低血糖を起こす患者、もしくは低血糖

様状態の患者、④急性精神病や分裂病的反

応の激しいとき、⑤退行期精神病反応、迫害

妄想、誇大妄想を示す患者、⑥極度に不安感

や焦燥感が亢進している場合、⑦消化性潰瘍

の活動期などが挙げられる。

2）催眠療法５）

ａ．概要

　 催眠法は18世紀ウイーンの医師メスメルに

よって始められたといわれているが、フロイトが

メスメルのところに催眠の勉強に行って、そこか

ら精神分析療法を作りだしたことはあまりに有

名である。また、前述した自律訓練法も、催眠

状態を経験した人々の内省報告に端を発して

おり、催眠に由来する治療法は意外に多い。

昨今、いろいろな心理療法が開発されて、催

眠療法が往時ほど頻用されなくなっているが、

この治療法を適用して改善をみた心身症の症

例がこれまで報告されており、心身医学的治療

の選択肢のひとつとして身につけておきたい技

法である。

ｂ．適応・禁忌

　症例を十分分析して、その上で適応されるべ

きであるが、総じて、ヒステリー（転換型）傾向の

強い症例などがまずは対象といえよう。

3）行動療法６）

ａ．概要
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　 1950年代後半から発達してきた心理学的治

療法で、パブロフの条件反射の発見に端を発

している。心身相関の最近の考え方の項でも

触れたが、古典的あるいはオペラント条件づけ

が心身症の遷延化・難治化の一因になってお

り、この見地から心身医学的治療のひとつとし

て行動療法が用いられる。具体的治療法として

は、系統的脱感作、主張訓練法、リラクゼー

ションなどの逆制止による治療法、エクスポー

ジャー（暴露法、フラッディング）、トークンエコノ

ミー・シェィピングなどをはじめとした強化法、

除外学習法・処罰学習法・拮抗反応法などの

消去法、レスポンスコスト法、自己コントロール

法、合理情動療法などの認知行動療法、モデ

リング法などがある。

4）　認知行動療法７）

ａ．概要

　 1960年代後半、これまでの行動主義心理学

に対する反省批判が起こり、認知心理学が発

展し、基礎心理学の一分野となった。それまで

学習とは、刺激と反応の結合が強まる現象であ

ると信じられていたが、それでは説明がつかな

い心理現象が数多く観察されるにいたり、認知

過程が注目されるようになった。具体的な理論

と技法としては、回避反応・暴露反応妨害法、

観察学習理論、マッチングの法則、Ainslie-

Rachilinの理論、単純提示効果と順応、反応形

成法、タイムアウト法などがある。

ｂ．適応・禁忌

　不適応的な認知が原因であったり、増悪因子

であるような学習性の問題の治療に有用であ

る。実際には、不安障害、うつ病、慢性疼痛、A

型行動パターン、過剰適応、燃え尽き症候群、

摂食障害、人格障害などに適応されている。意

識障害がある場合や、明らかな幻覚妄想など

の思考障害を持った患者は禁忌である。また、

知的レベルが極端に低い人に用いる場合、工

夫が必要である。

5）交流分析療法８）

ａ．概要

　交流分析療法とは、精神分析の理論をもとに

アメリカの精神科医エリック・バーンによって

1950年代に創始されたパーソナリティ理論であ

る。性格、対人関係のパターンが図式化され、

わかりやすく示されており、心理状態や行動を

評価し具体的に自分を変えていくやり方を学

べる。具体的には、個々のパーソナリティを分

析する構造分析、対人関係におけるやりとりを

分析する交流パターン分析、交流様式の中で

裏と表を含む二重構造のコミュニケーションを

していないかどうか分析するゲーム分析、幼少

時に形成された非現実的な認知様式を分析す

る脚本分析などがある。

ｂ．適応・禁忌

　 適応は、一時的不適応がある患者と神経症

レベルの患者である。重い性格障害のある患

者では、一般に交流分析療法で効果を期待で

きない。

6）バイオフィードバック療法９）

ａ．概要

　 フィードバックという言葉はもともと工学系の

言葉であり、出力されたものの一部を外部の回

路を用いて入力側に戻し、出力をコントロール
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しようとすることをさしおり、1950年代の後半か

ら始まった自律神経系のオペラント（道具的）

条件付けによる随意的なコントロールの研究を

基礎としている。本療法は、筋電図、心拍、皮

膚温、皮膚電位活動、脳波などのバイオフィー

ドバックにより、リラクゼーション、意識変容状態

を得、それを治療の場、逆制止の場などとして

用いたり、心身相関の気づきを深めることによ

り、心理療法の導入に用いたりする。

ｂ．適応・禁忌

　症状が、脳波、皮膚電位反射、筋電図、心電

図、胃電図など電気的変化に置き換え可能

で、不適切な学習の結果、症状が出現してい

る場合が適応となる。

7） 内観療法１０）

ａ．概要

　 仏教的修行法に由来する内観法が、心身医

学的治療に応用されたのは、石田(1965)に遡

る。基本的には、（１）屏風などによる視覚的遮

断、（２）面会・通信・読書・雑談・テレビ等の禁

止という厳格な行動制限と同時に、（３）寝食・

入浴・清潔の保証、（４）定期的面接による指示

と助言、といった「包まれた遮断環境」下で実

施する。内観３項目、①世話になったこと、②し

て返したこと、③迷惑をかけたことに沿って、小

学校から現在までの生活年代を約３年ごとに

区切り、対象（両親、配偶者、祖父母、上司、

担任教師、同僚、友人など）を絞って、順次回

想（“しらべる”）していく。通常６泊７日を１クー

ルとし、早朝から夜更けまで１日１５時間程度、

１回２時間ずつ、連続的に内省させる。

8）　絶食療法１１）

ａ．概要

　 断食は古今東西行われてきたが、九嶋、長

谷川らが絶食療法と名付けて我が国に導入

し、その後1970年代に鈴木がこれに改良を加

えて「東北大学方式絶食療法」と名付け、心身

症に適応した。本療法は個室などの社会的に

隔離した場所で施行し、10日間の完全絶食中

毎日各種ビタミン剤を混ぜた500~1,000 mlの5

炭糖液の点滴補液を行い（飲水自由）、その後

5日間の復食期で徐々にもとの食事に戻してい

く。治療的意味としては、患者の症状をめぐっ

ての悪い条件付けを修正する機会を与えること

であり、また、絶食というストレス状況を乗り越え

た場合、これが患者にとって１つの克服体験を

もたらすことにある。

ｂ．適応・禁忌

　 絶食療法の適応にあたっては、患者への動

機づけと自我レベル（絶食に耐えうるかどうか）

の把握が必要である。自我の確立が未熟で、

反社会的人格障害や精神病質的要素を有し

ている、情緒不安定な患者では、絶食期に症

状がより顕在してくることがあり、適応は禁忌で

ある。

９）　森田療法１２）

ａ．概要

　 森田療法は、森田正馬(1874̃1938)により、

神経質（森田神経質）を対象として考案された

日本独自の治療法である。気を紛らわすこと

（読書、テレビ、会話など）を一切禁止し、食

事、用便、入浴のみ許可する、絶対臥褥を５~

７日間実施後、軽い作業から重い作業に入っ

ていかせ、作業をどうすれば効率よく、スムー
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ズにいくかを工夫させつつ作業そのものに成り

切る体験をさせる。しかし、実際に一般病棟に

てこれを施行するのは困難であり、作業に変わ

るものとして思い切って「歩くこと」にのみ限定し

た歩行訓練療法（森田療法変法）が考案され

ている。

ｂ．適応・禁忌

　自分の心身の状態や変調などに敏感に反応

し、その生理現象を自らなくそうと思えば思うほ

ど、実際に胃の不快感や動悸などが強まる、い

わゆる「とらわれ」によって症状が発症している

患者が主な適応である。精神病、境界例、ヒス

テリーは適当でない。

10）　ヨーガ、気功１３）

ａ．概要

　 ヨーガや気功法などの身体的手法の特徴

は、身体の動きと呼吸のあり方をとおして、①リ

ラクゼーションが深められ、ホメオスターシス機

能の回復が図られるという生理的効果と、②必

然的に自己を見つめる機会が与えられるという

心理的効果に集約される。

ｂ．適応・禁忌

　 葛藤、不必要な心配、緊張状態の持続が疾

患の生理的治癒機転を妨げていると考えられ

る場合で、しかも患者には十分な洞察能力が

あると判断される場合である。

おわりに
　 心身医学的治療は生体の防御機能を十分

発揮させ、患者がセルフコントロールしていけ

るようにすることにある。そのためには、患者の

個別性を尊重し、種々の治療技法を適切に取

り入れながら、柔軟に対応することが治療者に

は求められる。情報化社会、国際化、高齢・少

子化社会、実績主義などで人々の不安やスト

レスが強まっている今日、患者を全人的に心身

両面から的確に把握し、治療コンプライアンス

を高めることにより、ＱＯＬの改善が得られ、効

率よい医療が実践できるものと考える。相補・

代替医療はその一つの有効な手段として用い

られている。
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表1　心身医学でよく診る疾患

Ａ．狭義の心身症

１．呼吸器系気管支喘息，過換気症候群，神

経性咳嗽，喉頭痙攣など

２．循環器系本態性高血圧症，本態性低血圧

症，起立性低血圧症，一部の不整脈など

３．消化器系胃・十二指腸潰瘍，急性胃粘膜

病変，慢性胃炎，上部消化管機能障害，過敏

性腸症候群，潰瘍性大腸炎，胆道ジスキネ

ジー，慢性膵炎，心因性嘔吐，びまん性食道

痙攣，食道アカラシア，呑気症など

４．内分泌・代謝系神経性食欲不振症，過食

症，pseudo-Bartter症候群，愛情遮断性小人

症，甲状腺機能亢進症，心因性多飲症，単純

性肥満症，糖尿病など

５．神経・筋肉系緊張型頭痛，片頭痛，慢性疼

痛，書痙，痙性斜頚，自律神経失調症など

６．その他慢性関節リウマチ，全身性筋痛症，

腰痛症，外傷性頚部症候群、更年期障害，慢

性蕁麻疹，アトピー性皮膚炎，円形脱毛症，メ

ニエール症候群，顎関節症など

Ｂ．身体症状を呈する精神疾患

 軽症うつ病（仮面うつ病）

 不安障害

 転換性障害

 疼痛性障害

 摂食障害

Ｃ．身体疾患に伴う精神症状

 コンサルテーション・リエゾン

 ターミナルケア

 ＩＣＵ症候群

表２　心身医学的治療

１．一般内科ないし臨床各科の身体療法

２．生活指導

３．面接による心理療法（カウンセリング）

４．薬物療法（向精神薬、漢方など）

５．ソーシャル・ケースワーク

６．自律訓練法、自己調整法、筋弛緩法

７．催眠療法

８．精神分析療法、交流分析

９．ゲシュタルト療法

１０．ロゴセラピー

１１．行動療法、バイオフィードバック療法

１２．認知療法

１３．家族療法

１４．箱庭療法

１５．作業療法、遊戯療法

１６．バイオエナジェティックス療法

　　（生体エネルギー療法）

１７．読書療法

１８．音楽療法

１９．集団療法

２０．バリント療法

２１．絶食療法

２２．東洋的療法

1）森田療法
2）内観療法
3）鍼灸療法
4） ヨーガ療法
5）禅的療法
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