
日本大学医学部附属板橋病院心療内科部長
丸　岡　秀一郎

（聞き手　池脇克則）

　心理療法の３本柱である「自律訓練法」「交流分析」「行動療法」についてご
教示ください。

＜静岡県開業医＞

心理療法

　池脇　私は内科の医師として外来を
担当していますが、あまり心の悩みに
対してアプローチすることがなく、心
理療法になじみがないのです。まず心
理療法、これはどういう患者さんが対
象になるのでしょうか。
　丸岡　その前に、自己紹介を兼ねて
お話しさせていただきます。私は日本
大学医学部附属板橋病院の心療内科で
診療していますが、同時に呼吸器内科、
アレルギー専門医として一般臨床も担
当しています。心理療法は心理社会的
ストレスにより、精神症状や身体症状
がでた患者さんに薬物療法以外のアプ
ローチを行う治療法です。したがって、
対象となる患者さんはストレスで健康
状態が悪化した方ということになり多
岐にわたります。例えば個々の患者さ
んがお持ちの心理、社会的な背景が体

の病気の悪化につながっている状態を
先生方も多々経験されていると思いま
す。心と体の心身相関があり、それに
よって生じた身体疾患の病態が「心身
症」です。この心身症も心理療法の対
象であり、その治療を行うところが 
「心療内科」で、基本的には私のよう
に心理社会的要因についてもマネジメ
ントする内科医が担当します。
　池脇　今先生がおっしゃったのは、
対象の患者さんは、いろいろなストレ
ス、悩みが体の問題として出てくる。
それが心身症ですから、非常に広範な
患者さんを対象としているといってよ
いでしょうか。
　丸岡　そうですね。一部紹介します
と、喘息という病気がありますが、こ
れはアレルギー性の炎症が起こって、
空気の通り道が狭くなって息苦しくな

る病気です。そこにストレスがかかっ
て発作が増悪してしまう、あるいはコ
ントロールが非常に悪くなる患者さん
が多々いらっしゃることが昔から言わ
れています。呼吸器心身症の代表的な
病気で実際に薬物療法ではなかなかコ
ントロールがつかない患者さんが、心
理療法も含めた心身医学的アプローチ
でコントロールができるようになるケ
ースがあります。
　池脇　病は気からといいますが、喘
息が悩み、ストレスで悪くなっていく。
たぶんこれは血圧などでもそうでしょ
うし、日常我々が診ている患者さんの
病態にわりと関係していますね。
　丸岡　密接にかかわっています。
　池脇　今日の質問は心理療法には自
律訓練法、交流分析、行動療法と３つ
の柱があるということですが、わかり
やすく説明していただけますか。
　丸岡　非常に受け取りにくい部分が
あるかと思うのですが、３つの心理療
法を含む心身医学的アプローチは、身
体疾患のマネジメントをするうえでは
非常に有効であることがわかっていて、
薬物療法ではないアプローチで、より
自然なかたちで患者さんの病態改善に
いい効果を与えると行われています。
基本的には、イメージされているとお
り、専門医あるいは臨床心理士が担当
することが多いものですから、一般的
な臨床の場で行うのは非常に難しい部
分もあると思います。ただ、そのコン

セプトは一般診療においても応用でき
る部分があり、少し紹介させていただ
きます。三大柱の心理療法のコンセプ
トは、ぜひ活用いただければと思いま
す。
　池脇　それぞれの説明を受ける前に、
例えば今回の場合は心身症に対しての
心理療法ということで、おそらく世界
各地でいろいろな方が独自に「私はこ
ういうやり方だ」ということを提唱し
て、それぞれのところを極めたと推察
します。少し簡単な言い方ですが、そ
の中で最終的に残ったものとして、こ
ういうものがあるという理解でよいで
すか。
　丸岡　そうですね。エビデンスがあ
り、より臨床にも応用できるものが残
ってきています。
　池脇　日本ですとよく森田療法とい
うのがありますね。あれも大きなくく
りでは心理療法の一つなのでしょうか。
　丸岡　そうです。
　池脇　まず、この順番どおりにいく
と、自律訓練法は何となく言葉でイメ
ージできるのですが、どういうものな
のでしょうか。
　丸岡　簡単に言いますと、リラクセ
ーション法でこれは1890年にフォーク
トという人が、患者さんによっては自
己催眠によって催眠に類似した状態に
なりうることを見つけ、それをさらに
ドイツのシュルツという人が研究発展
させて、自律訓練法という方法に行き
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着いたのです。具体的には、より公式
化された語句、それを繰り返し暗誦す
ることによって、その内容に関連した
身体、体の部位の活動にイメージを向
けることによって、段階的に生体機能
を変えていく方法です。
　より具体的にイメージしていただく
と、姿勢としては非常にリラックスし
た状態でスタートします。目を閉じて、
ゆっくり静かに、適度な明るさのとこ
ろで行っていただくのですが、標準的
な練習としては一種の瞑想のようなか
たちになります。まずは、気持ちを落
ち着かせていって、そこから公式１か
ら６までを、順番に、手足の重たい感
じ、温かい感じ、心臓の調節、呼吸の
状態、お腹、そしてひたいの調整、涼
しい感じ、これをある意味、公式化さ
れた語句で繰り返し暗示をかけること
によって体に意識を持っていく。
　池脇　おそらく先生あるいは臨床心
理士が誘導することによって、患者さ
ん自身がリラックスした状況になると、
今言われたようなことが体感できる。
そういう訓練ですね。
　丸岡　そうですね。我々の中では自
動的注意集中といいますが、それで結
果的に自律神経の調節をよくしたり、
身体の症状、あるいはストレスで非常
に負荷がかかっていた状態も落ち着い
ていきます。
　池脇　次に交流分析についても説明
いただけますか。

　丸岡　交流分析の「交流」は、人と
人との交流という意味になります。い
い人間関係を形成するためにどうした
らいいのかを考える心理療法になりま
す。具体的には、エゴグラムという質
問紙を使って、自身の中の自我の構造
がどういうパターンになっているのか
をわかっていただいたうえで、人間同
士の交流がいい方向にいっているのか、
悪い方向にいっているのかを考えてい
くような交流パターンの分析や、人生
を一つの脚本をもとにして考える脚本
分析など、幾つか分析の方法がありま
す。単純にいうと、人と人との交流を
いかによい関係にしていくか、という
ことを考える心理療法です。
　池脇　最後に行動療法ですが、どう
でしょう。
　丸岡　行動療法は、不適応行動、あ
まりよろしくない行動を変える目的で
行う心理療法です。これは行動理論あ
るいは学習理論、いわゆる条件づけの
理論を応用して、不適応行動をいかに
減らし、いい行動に持っていくかを考
え、行う心理療法です。
　池脇　これは時間がかかる訓練、治
療と考えたほうがいいでしょうか。
　丸岡　そうですね。１回ですべてが
解決するものではないので、確かに非
常に時間もかかることもあるし、治療
者側からいうと、経験も非常に大きい
心理療法になります。
　池脇　大学病院で心療内科があれば

スムーズですが、そうでない場合には、
心療内科のクリニックや、そういうと
ころでもよいですか。

　丸岡　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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