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講義の目次

I. BPDはどんな疾患なのか？
歴史と現在の捉え方

II. BPD治療の効果研究と予後

III. BPD治療の考え方

IV. BPDの家族介入
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歴史

• 境界例の時代 1900年以降

DSM‐III (1980)
DSM‐IV (1994)

DSM‐5 (2013)
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1856-19391856-1926

Kernberg OF, 1928 -

Spitzer R, 1932 -

Frances A, 1943 -

Krueger R

パーソナリティ障害の全般的診断基準
(DSM-IV，DSM-5)

A. その人の属する文化から期待されるもの(｢平

均｣)より著しく偏った認知・行動の持続的パター

ンである。それは，(1)認知，(2)感情，(3)対人関

係機能，(4)衝動コントロール，の２つ以上の領

域に表れる。

B. 幅広い状況において一貫して認められる。

C. 主観的苦痛または社会的機能障害がある。

D. 長期間安定して持続している。
4
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境界性パーソナリティ障害：DSM IV, 5

(1) 見捨てられる体験を避けようとする懸命の努力。

(2) 不安定で激しい対人関係。

(3) 同一性障害：持続的な自己像や自己感覚の不安定さ。

(4) 衝動性によって自己を傷つける可能性のある行動。例えば，
浪費，セックス，薬物常用，万引，過食。

(5) 自殺の脅かし，そぶり，または自傷行為の繰り返し。

(6) 著明な感情的反応性による感情的な不安定さ。

(7) 慢性的な空虚感，退屈。

(8) 激しい怒り，または怒りの制御ができないこと。

(9) 一過性の，ストレスに関連した妄想的念慮，もしくは重症の
解離症状。

5

見方①
BPD症状(診断基準DSM‐IV)

の３因子モデル
(Sanislowら, 2002) 

BPDの特徴は，

① 対人関係の障害

② 行動コントロールの障害

③ 感情コントロールの障害

とまとめられる。

6

これがもっとも重要

DSM-5代替診断モデルでは….

• A. パーソナリティ機能(自己機能(同一
性・自己志向性)，対人関係機能(共感・
親密さ))の中程度以上の減損。

• B. 病的パーソナリティ傾向がある。

• C，この機能減損は，個人的，社会的状
況に比較的広く一貫して観察される。

• D. この機能減損は，比較的安定して持
続する。

7

病的パーソナリティ特性(基準B)と
主要5因子モデルとの対応

病的パーソナリティ特性 主要5因子モデルのパー
ソナリティ傾向

否定的感情 神経症傾向
疎隔 内向性(外向性)
対抗 調和性のなさ(調和性)
脱抑制 誠実性のなさ(誠実性)
精神病傾向 開放性のなさ(開放性)

8
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パーソナリティ障害タイプと
病的パーソナリティ特性

病的
パーソ
ナリティ
特性

反社会
性ﾊﾟｰｿ
ﾅﾘﾃｨ障
害

回避性
ﾊﾟｰｿﾅﾘ
ﾃｨ障害

境界性
ﾊﾟｰｿﾅﾘ
ﾃｨ障害

自己愛
性ﾊﾟｰｿ
ﾅﾘﾃｨ障
害

強迫性
ﾊﾟｰｿﾅﾘ
ﾃｨ障害

統合失調
型ﾊﾟｰｿﾅ
ﾘﾃｨ障害

否定的
感情 高 高 高
疎隔 高 高 高
対抗 高 高 高
脱抑制 高 高 低
精神病
傾向 高

BPDのパーソナリティ機能の障害
診断基準A

自己機能 対人関係機能

同一性 自己志向性 共感性 親密さ

自己像が
不 安 定 ；
慢性的空
虚感

目 標 ， 志
望 ， 価 値
観 ， 人 生
設計不安
定

他 者 の 感
情・欲求の
認 識 の 困
難；他者を
否 定 的 に
見る

親密な関係
が著しく不安
定；理想化と
こき下ろし，
巻 き 込 み と
ひきこもり

BPDの病的パーソナリティ特性
診断基準B

病的パーソナリティ特性

● 否定的感情 （神経症傾向）
(1) 情動不安定
(2) 不安性.
(3) 分離不安
(4) 抑うつ性：落ち込み，惨めさ，

● 脱抑制 （誠実性のなさ）
(5) 衝動性
(6) 無謀さ

● 対抗 （調和性のなさ）
(7) 敵意：頻繁な怒りの感情….

主要5因子理論の5つの尺度
のうちの3つで記述できる。

BPDの疫学

12

一般人口での疫学調査の中央値

1.6 %

プライマリーケアでの頻度： 3 ～ 4 % 

外来治療施設での頻度： 9.3 % 
Zimmermanら (AJP 2005)

厳しい状況
で多く見出
される
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遺伝的要因

• BPDの双生児研究(Torgersenら (2000))では，そ
の遺伝性(遺伝的要因の寄与率)は0.69

• ちなみに，内向・外向は，0.46，神経症傾向
は0.46 (安藤寿康 ｢遺伝マインド (2011)｣)

• 身長は0.8….。

身長だって，若い時なら
頑張れば変えられる。

養育環境の要因

• 養育期の不遇 両親の早期分離・虐待

• 愛着の問題

• 非承認的環境 (Linehan, MM)

• さまざまな治療法が開発されている。

(修正可能ということ)

BPDの神経生理学的病態

脳は｢自動車｣…

Porr (2010)

アクセルは扁桃核，

ブレーキは前頭皮質，

セロトニンはオイル…。

それぞれの機能不全

がBPDの感情や行動

の暴走が起きる。

BPDの何が問題か？

16

• 当事者の苦しみは強烈。
• (Stern A. (1938), Miller S.G.(1994)など)

• 家族など近い関係にある

人々の労苦も大きい。

• 生涯自殺率8‐10%。自殺関連行動多い。

• 他の精神疾患・問題が合併することがごく
多い。
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自傷行為・自殺未遂

• 自傷行為・自殺未遂で入院の精神科患者の
BPDの頻度

55％ (林ら, 2009)

• BPDの人の既往歴に見られる習慣的自傷

BPD女性の66％ (Shererら, 1994)
50％ (Dulitら, 1994)

外来医療機関における各疾患でのBPD患者および

BPD患者の合併精神障害の比率 (ジマーマンら AJP 2005) 

DSM IV診断 患者の中のBPDの率 BPD患者における合併率

大うつ病 12.2%(47/384) 58.8%(47/80)

全般性不安障害 11.1%(20/180) 25.0%(20/80)

パニック障害 16.9%(24/142) 30.0%(24/80)

社交不安障害 18.4%(44/239) 55.0%(44/80)

外傷後ストレス障害 26.1%(24/92) 30.0%(24/80)

アルコール関連障害 17.6%(15/85) 18.8%(15/80)

18

BPD患者の6割がう
つ病

うつ病患者の8人に1人
がBPD

19

Hayashi, et al. (2015) より

精神科医療への思い
(疾病意識・病感は強いが….)

• 苦しい。助けてほしい。こんなに苦しいのは
何かの病気じゃないのか？

⇔問題を特定して病気として把握すること
が困難という性質がある。
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BPD(元)当事者の声

• 治療の筋道が示されない不安 (Katsakou C.ら, 
PLoS One (2012))

• 強いスティグマ(Catthoor K.ら, Front Psychiatry (2015);
• Grambal A.ら, Neuropsychiatr Dis Treat (2016))

• 治療への不満 (Hayward M.ら, Psychiatr Serv (2006))

• 医療者の考えがズレてる (Ramon S.ら, Int J Soc
Psychiat (2001); Rogers B. & Acton T., J Psychiatr Ment Health
Nurs (2012))

• これに対して精神科医療スタッフは…

II. BPD治療の効果研究と予後

22

精神療法の効果研究

• 現在さまざまな治療法の有効性が確認されて
いる。

• 弁証法的行動療法 DBT (Linehanら 1991～)

• メンタライゼーション療法 (MBT) (Bateman &
Fonagy, 1999～)など。

• DBT，MBTのみならず，対照となった治療でも
効果サイズ0.3を上回る改善がほぼすべての評
価領域で認められる。

23

BPD治療の進歩 歴史は長いのだが，あえて 近のものを

Linehanの弁証法的行動療法 (DBT)

〇 基本技能 (次の図)

〇 治療の目標(初期)：① 安全第一 (自殺未遂など
の自己破壊行動を回避すること)，② 治療阻害行動
(治療中断や入院の理由となる行動)の防止，③ 日
常生活の質を損なう行動の防止，④ 有効なライフス
タイルの修得。

〇 週２回の集団技能訓練と
週１回の個人面接。
一年間続けられる。

24
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リネハンの弁証法的行動療法 (DBT)

• 基本技能

① マインドフルネス
(現実的で冷静な自己観察，現実
認識の技能)

② 困難に耐える技能

④ 役に立つ対人
関係技能

③ 感情コントロー
ル技能

マインドフルネス

• 仏教用語(｢正念｣，｢正覚｣，” sammâ sati”)で
あり，感情や判断に捉われることなく，事象を

ありのままに見て，それをアクセプタンスする

という，煩悩から脱する方法である。

• 身体技法，瞑想を重視。

26

認知行動療法の第三世代（弁証

法的行動療法(DBT)，アクセプタン

ス・コミットメント療法(ACT)など）で

重視されている。

27

｢弁証法的行動療法(DBT)」の効果

DBT治療を受
けた境界性PD
患者は，他の
治療を受けた
患者よりも自
殺未遂の再発
までの期間が
長い。

自殺未遂までの日数の生存曲線 治療は一年間，フォローアップ
は２年間続けられた。

自
殺
未
遂
を
し
て
い
な
い
患
者
の
割
合

DBT

DBT以外の治療

初の自殺未遂までの日数

〇 メンタライゼーションを患者と共に学ぶ治療

すべての人間の行動が思考，感情，欲求といった心
理学的過程に基づくものであることを確認・理解する。

〇 始めは「知らない(not knowing)」から気持ちの動き
を理解し合う。

〇 デイケア治療。後に外来治療。

〇 個人療法と集団療法。計２．５時間/週

〇有効な治療技法

1. 肯定的なメンタライゼーションの同定

2. 明確化と情動の詳述….など。

メンタライゼーション療法(MBT)

28
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初のMBT治療8年予後 (2008)

• 1.5年のMBT，1.5年のフォローアップと対照群の
比較

• 8年間(終了後5年間)，ずっとMBT治療群改善

救急医療機関利用の割合 就労または就学の比率

入院治療後16年間のBPD患者の
寛解率と再発率 Zanariniら (AJP 2012)

• 退院後16年では，2年以上の寛解，回復
(GAS>60となること)をそれぞれ99%，60%が
経験した。

• 2年以上の寛解の後に36%が再発する，2
年以上の回復の後に44%が回復の状態を
喪っていた。

30

Zanarini(2005, 2010)は，非BPD
のPD患者に比べてBPDは適応

レベル著明に低いことを報告し
ている。

15年以上経過を観
察しえたBPD症例の
経過

入院は減り，任意入院へ
と移行。
暴力，衝動行為は徐々
に軽快。
親との関係は，徐々に穏
やかなものに変化。
異性関係は鬼門であり
続けるが，それを避ける
技能も発展。
がむしゃらに対人関係を
求める傾向は減り，ひき
こもり優位に。

31

図．７症例の臨床経過

症例１  女性
異性関係    一方的な恋愛感情

身体状態 ←悪性疾患で闘病 ←悪性疾患で闘病

精神症状 不登校 摂食障害，強迫症状 自傷行為，親への暴力，強迫症状 その後も強迫観念，過食嘔吐断続的にあり。

精神科治療 外来治療  数回入院 外来治療

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例２  男性
身体状態  多汗，過敏性腸症候群など多彩な身体症状

精神症状 親への暴力，自殺未遂 その後も両親に対する暴力時折見られている。

精神科治療  少数回入院 外来治療

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例３  女性
就労 アルバイト

異性関係   恋愛 事実婚     別離

精神症状 親への暴力，自殺未遂

精神科治療 数回入院 短期入院 短期入院 短期入院

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例４  女性
就労 他の恋愛関係 アルバイト

異性関係 結婚 離婚 同居 結婚 離婚 不安定な交際

身体状態 跛行

精神症状 暴力，自殺未遂，異性関係多 感情不安定・衝動行為

精神科治療  ３回入院 短期入院 短期入院

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例５  女性
異性関係 身体違和感出現

身体状態 歩行困難，難聴，多様な身体症状

精神症状 自傷行為，暴力，衝動行為，性的逸脱 衝動行為 衝動行為 衝動行為

精神科治療 少数回入院 少数回 短期入院 短期入院 数回短期入院

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例６ 女性
就労 就職 アルバイト

子どもとの関係 出産 親，兄弟と協力して子育て続ける

異性関係 結婚

身体状態 別居・離婚，他の恋愛 事故で離れ離れ 慢性身体疾患に罹患

精神症状 自殺未遂，自傷行為

精神科治療 少数回入院 短期入院 短期入院 自殺未遂・脅迫事件

年齢 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

症例７ 男性
就労 就職 アルバイ ト 職場不適応，職場転々 フル就労

子どもとの関係 妻出産 子どもと別居 同居

異性関係 婚約破棄事件 結婚 別居 離婚 恋人関係破綻数回 同居

精神症状 暴力，過呼吸,失声など 暴力，AL過飲，自殺未遂，うつ状態

精神科治療 少数回入院 通院不規則

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

III. BPD治療の考え方

32
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治療の原則
すべてのチャンネルを使う

• すべての機能領域や場面が治療の舞台となり
うる。例：治療者の言葉や態度，気持ち

• 認知，感情，行動への働きかけ

• 身体技法

• 対人関係の学習体験

• 薬物療法

• 家族サポート・介入，家族との協力

33

BPD治療の実際

気分症状，衝動行為に
けっこう効く。

変化のステージ・レベル
(Prochaska & Diclemente, 1992)

•熟考前 ⇒ 熟考 ⇒ 準備 ⇒ 
実行 ⇒ 持続・維持

•動機づけが重要！

34

変化のステージと介入・プロセス

前熟考期 熟考期 準備期 実行期

●意識化
(自己観察)

●カタル
シス
(劇的解放)

● 自 己 ・
環 境 の
再評価

● 自 己 の
解放
(人生の選択)

●拮抗条件づけ
●刺激コントロール
(刺激制御)

●随伴性マネジメント
●社会的解放
(人生の選択)

35

回復に必要なもの(目次)

1) 回復への意志

2) エネルギーと時間(ゆとり)
3) 日常生活での行動を考える

(1) セルフモニタリング

(2) 行動計画

4) 自分を大切にする

5) 対人関係について考える

36

セルプヘルプ
のために作成



2017/7/6

10

1) 回復への意志

• 前提は，自分がよくなりたい，苦痛を減
らしたいという意志。この意志を持続す
ることは，容易でない。

• 努力は，しばらく成果が得られないこと
がしばしばある。積み重ねが必要。

• 積み重ねが効くのであれば，むしろや
れるときにやればよいと気楽に構えて，
回復を信じながら，セルフヘルプを長く
続けるのがよい。

37

2)エネルギーと時間(ゆとり)を確保する

• 生活の組み立てを考える：生活習慣・生活環
境の改善もすごく有益。

• 生活の構成要素のバランスを保つことも望ま
れる。身体運動と頭脳労働，仕事とリクリエー
ション，一人だけで過ごす時間と他の人々と
過ごす時間….

38

形から入るのもいいも
のです。

これも，セルフヘルプのため
のエネルギー確保に役立つ。

3)日常生活での行動を考える
セルフモニタリング

• 自分の考えや行動を随時確認(モニター)する。

• しばしばみられる問題は，強い感情や衝動に
流されて，じっくり考えて行動できないこと。

39

自分を確認をしながら現実と関わる ⇒ 自己感
覚を確かなものにする ⇒ 自らの意志で選択し
た行動を積み重ねる。

3)日常生活での行動を考える
セルフモニタリング

• 日常生活において行動する前に考えるという訓
練を積み重ねることが必要。

• 思いついてからすぐに行動するのでなく，行動の
前にワンテンポおいて考えることを心がける。

• そこでは，自分のとるべき行動を 低２通りは考
えるとよい。

40
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3‐2) 行動計画を組み立てる

• 行動には，原因となった認識，
その行動自体，その結末が一連
のものとして含まれる。

• 事前の検討ばかりでなく，事後
に自分の行動の原因となった認
識，行動それ自体，その結末を
考える。

• それは，自分自身を確認し，自
分に相応しい行動を計画するた
めに大変に有益。

41

3‐2) 行動計画を組み立てる

• 感情の激流から抜け出て，自分を外から見つ
め直す作業に注力。

• 例：強い怒りの感情に囚われた時に，あらか
じめ決めておいた｢心を静める祈りの言葉を
唱える｣ことをしたり，他の人に｢大丈夫かと声
を掛けてもらう｣という協力をお願いしたりする。

• 行動計画を練って，行動によって自分を活か
すこと。

42

復讐でも怒ることでも，ちゃん
と成果を挙げること。

4) 自分を大切にする

• まずは，自分自身の考えや感じ方を尊重する。
自分の考えをひとまず信じて，口にしてみたり，
少しずつ行動に移してみたりする。

• 自分の感情を受け入れて，それに基づいて次の
行動を考えてみる。

• 自分を過剰に否定的に見る人がいる。自分をど
のように見るかは，さまざまでよいし，幅があっ
てもよい。

• 自分を豊かにするように，自分を肯定するように
行動する。

43

5) 対人関係について考える

• 対人関係は，葛藤の原因にも，強力な支えにもなる。

• 自分と他の人々との関係を，

• 捉えなおす作業はとても有用。

• 身を引いて遠ざかったりたり，

強く巻き込まれたりと極端になる

ことが多い。

• 重要な着眼点の一つは，他の人と自分との距離。
BPDの人は，自分と他の人との距離の調整が苦手。

• 「一歩引いて見てください。」
44
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5) 対人関係について考える②

• 自分と他の人との境界が曖昧になっていないか
を考える。(自分が人の役割まで担おうとして負
担を増やしていないか，過剰に相手の影響を意
識しすぎていないかを検討する。)

• 相手との境界を意識して行
動することは，自分のあり方
を確認し，自分を取り戻すこ
とに貢献しうる。

• 「共感性」が過剰の人もいる。

注意！

45

まとめ：生活の中で回復してゆく

• BPDからの回復は，生活を積み重ねる中で実
現されるべきこと。

• 生活の中での経験はすべて，その人を支え，
回復を促進する材料になる。

• 生活こそが回復の舞台であると同時に，回復
の原動力であるる。

46

回復は，生活の中で生かされ
なければ本物ではないかも。

身体技法
呼吸法

47

身体技法
ストレッチ

48
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IV. BPDの家族介入

49

家族介入

• 背景には家族の労苦がある。

• 心理教育が基本
チャップマン&グラッツ 「境界性パーソナリティ障害
サバイバルガイド (星和書店，2009)」

• 知識が増えると安定するかというとそういうこと
はない。

• EEが強いことが必ずしも予後不良にはつながら
ない。(過剰な巻き込まれがあると予後良
い？？)

50

感情的負荷，社会的活
動の制限やスティグマ，
経済的な負担・将来の
心配，抑うつ・不安

対応法の教授

• Mason & Krueger 「はれものにさわるような毎日をすご
している方々へ (1998)」

第II部 自分自身の人生のコントロールを取り戻す

第5章 自分自身を変化させる

第6章 自分の置かれている状況を理解する:境界線を
引く：スキルを磨く

第7章 自信をもってはっきりとあなたの要求を主張する

第8章 緊急時の対策をもつ

第9章 子どもをボーダーラインの人の行動から保護する

51

家族介入 (林のもの)

① 不安の軽減。心理教育。

② 援助のペースを整える。無理のないこと，
常識外れでないこと。つかず離れず，少し
近め。

③ 境界(境い目，限界)をはっきりさせる。

④ 家族の構造 (世代間境界，家族の役割
…)の確認，強化…。

例 祖母の介入

52

前熟考期，熟考期を長く取る。
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Aさんジェノグラム(家系図)

4845

1819

75

慢性うつ病
ひきこもり

ひきこもり

○

×

弁証法的行動療法に基づく家族介入

• Hoffmanら(2007)による家族療法研究

心理教育

DBTセッションを家族に実施。

｢マインドフルネス」

｢苦しみに耐える｣ を重視。

54

コミュニケーションを確実なものにする

• 黒田(2014)の家族療法

意味内容の擦り合わせ。繰り返してもらう。意
味内容の確認 (言語論を基礎におく)

• メンタライゼーション療法

メンタライゼーションを家族内

で進める。(愛着理論を基礎におく)

55

ご静聴，ありがとうございました。

56

• 質問，コメントを

お願いします。

家族サポート 家族との協力：患者を癒す力，支える力は強力。
BPD家族会 http://www.geocities.jp/bpdmt/index.html#


