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摂食障害とは摂食障害とは

東京大学医学部附属病院心療内科　科長　
東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　准教授

吉内　一浩

摂食障害とは

　「摂食障害」という病名は、お聞きになったことはあっ

ても、実態はよく分からないという方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。「摂食障害」は、文字通り「食事

を摂るという行動に何らかの障害があり、日常生活に影

響が出ている病気」ということになります。ただし、そ

の行動の背景には、「やせたい」、「太りたくない」、「体

型が気になる」という気持ちが過剰になってしまうとい

うような心理的な問題が存在することが多く、いつも体

重や体型、食物のことで頭がいっぱいになったり、「食

にコントロールされてしまう」状況になったりしてしま

い、そこから抜け出せなくなり、とても辛い状況に陥っ

てしまう病気です。また、女性に多い病気ですが、男性

にも見られることがありますので、その点は注意が必要

です。

　原因に関しましては、現時点では、特定の原因で生じ

るとは考えられておらず、様々な要因が複雑に絡み合っ

て生じると考えられています。従って、「親の育て方が

悪い」ということもありません。一般的に「原因探し」

をすることは不毛であると考えられており、いかに回復

していくかを考えていくことが重要です。

　摂食障害には様々なタイプの病気がありますが、今回

は、神経性やせ症、神経性過食症、過食性障害（むちゃ

食い症）の 3つをご紹介したいと思います。

神経性やせ症

　神経性やせ症という病名は、お聞きになったことがあ

りますでしょうか。以前は「拒食症」や「神経性食思不

振症」などの名前で呼ばれていたものですが、後でご紹

介するように、この病気は、食欲の多い少ないの問題で

はなく、病名によって誤解を生じないように、「食欲」を

連想する言葉を病名から外しました。

　神経性やせ症は、病的にやせているにも関わらず、自

分はまだ太っていると思ったり（ボディイメージの障

害）、自己評価が体重・体型に大きな影響を受けるため、

体重が増えることを恐れて低体重を維持（あるいは体重

減少）しようという行動を続けます。

　つまり、病気の本態は、食欲の多い少ないではなく、

ボディイメージの障害や自己評価が体重・体型に大きく

影響を受けることなど、認知の歪みであると考えられて

います。そして、周囲が心配するような低体重や体重減

少があっても、ご本人には病的な状態や危険な状態であ

るとの認識がないことも特徴の一つです。ちなみに、以

前は、月経が停止することが診断の条件の一つになって

いましたが、現在は、月経の有無は問いません。

　また、神経性やせ症には、摂食制限型と過食・排出型

の 2つのタイプがあります。摂食制限型は、過食や排出

行動が見られないタイプです。過食・排出型は、過食や

排出行動（自分で嘔吐したり、下剤や利尿剤を大量に使

うことなど）を繰り返すタイプです。過食・排出型のよ

うに、神経性やせ症であっても過食を伴う場合があり、

食欲の多少が病気の本態ではないことが分かると思いま

す。

神経性過食症

　神経性過食症は、繰り返す過食が特徴です。過食とは、

ある時間帯に明らかに大量の食物を食べ、さらに、その

間、食べることを止めることができないような状況を言

います。また、神経性過食症は、過食に加えて、体重増

加を防ぐための不適切な代償行動（自分で嘔吐したり、

下剤や利尿剤を大量に使ったり、過剰な運動をしたり、

絶食したりすること）が見られます。そして、神経性や

せ症と同様、自己評価が体型や体重に過剰に影響を受け

ています。つまり、神経性過食症は、低体重がない点を

除けば、神経性やせ症の過食・排出型と同じような状態

であると考えられます。実際、神経性やせ症から神経性

過食症に移行することも少なくなく、神経性やせ症と神

経性過食症の病気の本態は、共通していると考えられて

います。
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過食性障害（むちゃ食い症）　

　過食性障害（むちゃ食い症）は、繰り返す過食が、神

経性過食症と共通します。また、過食することに関して、

苦痛を感じます。ただし、神経性過食症とは異なり、体

重増加を防ぐための不適切な代償行動は見られません。

従って、肥満となっている場合も少なくありません。

心身両面への影響

　摂食障害によって、以下のように、心身両面に大きな

影響が出ることがありますので、早期発見・早期治療が

望まれます。また、死亡する危険もあります。

　身体面への影響に関しましては、大きく分けて、低栄

養によるものと、排出行動によるものがあります。低栄

養によるものとしましては、無月経（女性の場合）、貧血、

胃腸の動きの低下、肝臓の機能の悪化、腎臓の機能の悪

化、血糖値の低下、電解質（ナトリウムやカリウムなど）

の異常、骨粗鬆症などがあります。排出行動によるもの

としましては、嘔吐時の胃酸による歯の損傷、電解質の

異常、逆流性食道炎などがあります。

　特に、血糖値の低下は昏睡（意識がなくなる）から死

にいたる可能性がありますし、電解質の異常でも不整脈

から死にいたる可能性があります。また、骨粗鬆症によ

り、若年者であっても、骨折によって、日常生活に影響

が出ることがあります。

　精神面への影響に関しましては、うつ病や不安症など

の精神疾患の合併が報告されています。また、記憶力・

思考力・集中力の低下も生じて、学業や仕事に影響する

こともあります。さらに、アルコールなどへの物質依存、

自殺のリスクが高くなることも報告されていますので、

その点に関しても注意が必要です。

　このように、心身両面において、死にいたるリスクが

高くなることから、若年の死亡率が最も高い精神疾患の

一つとなっています。

ご家族としてできることは？

　以下のような行動の変化が見られたら、摂食障害の始

まりかも知れません。体重の変化や、月経の状況などを

確認しましょう。思春期のお子さんの場合には、インター

ネットなどから成長曲線のための用紙を入手して、学校

の身体計測による身長と体重をグラフ化してみることを

お勧めします。

＊ 炭水化物や肉・魚類、揚げ物、お菓子を避けて、

野菜ばかり食べるようになるなど、食事の内容に

変化が出た。

＊ カロリー計算を始め、食物の重さを計ったりし始

めた。

＊ 家族とは別に食事を摂るようになった。

＊ 極端に運動量が増えた。

＊ 食後にトイレに長時間こもるようになった。トイレ

が詰まることが繰り返される。吐物の臭いがする。

　ご家族の対応としましては、摂食障害という病気をま

ず理解していただき、摂食障害特有の症状をコントロー

ルしようと格闘しないよう気をつけてください。ともす

ると、足りない部分に目が行ってしまいますが、まずは、

日常生活で、ご本人の「望ましい行動」を見つけて、積

極的に褒めてください。ご家族も大変だと思いますが、

ご本人が一番辛いので、焦らず、対応していただくのが

よいと思います。病院に通院中の場合には、主治医に相

談の上、治療チームの一員として、どのような役割を分

担すればよいかを確認してください。

早期発見・早期治療の重要性

　摂食障害に関しまして、概略をご紹介しました。治療

に関しましては、心身両面の治療が必要です。そのため

にも、なるべく早く、医療機関を受診してください。ご

本人が医療機関への受診を拒否するような場合には、粘

り強く「（ご本人が）少しでも辛い状況から抜け出せる

ように協力したい」という理由を伝えて、受診を勧めて

いただくのがよいと思います。



摂食障害に合併する窃盗癖について摂食障害に合併する窃盗癖について

特定医療法人群馬会　赤城高原ホスピタル
院長　竹村　道夫

はじめに
　摂食障害に合併しやすい嗜癖問題としては、
アルコール依存症、薬物依存症、自傷行為、性
的逸脱行為、ためこみ症や窃盗癖など、多数あ
ります。摂食障害に合併する窃盗癖は、摂食障
害臨床にとって極めて重要な問題であるにもか
かわらず、しばしば過小評価されています。こ
こでは、窃盗癖の治療について、私たちの臨床
経験を紹介し関連する諸問題を解説します。
　私が勤務している特定医療法人群馬会赤城高
原ホスピタル（群馬県渋川市、以下AKH）と関
連医療施設の京橋メンタルクリニック（東京都
中央区）で、私たちが診療に関わった常習窃盗
患者は、2008 年から 2022 年 6 月までの 14 年
6か月で 2,300 例に達しました。

窃盗症概念
　精神障害としての常習窃盗、クレプトマニア
（kleptomania) の邦訳名としては、米国精神医
学会による『DSM-5 精神疾患の分類と診断の手
引』の翻訳（2014 年）の際に、「窃盗症」とい
う新しい日本語疾患名が採択されました。
　DSM-5 による窃盗症の診断基準は、Aから
Eまでの 5項目からなりますが、A項目は「個
人用に用いるためでもなく、 またはその金銭的
価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に
抵抗できなくなることが繰り返される」と翻訳
されています。A項目は、窃盗の主たる動機が、
その物品の用途や経済的価値でなく、衝動制御
の問題にある、という意味に許容範囲を広く解
釈すべきだ、というのが私たちの見解です。
私は、多くの窃盗症患者にみられる特徴として

以下の 12 点を挙げています。① 9割が万引き、
②ほとんどが単独犯、③リスクに見合わない窃盗
犯罪を繰り返す、④窃盗以外の反社会的行動が少
ない、⑤職業的犯罪者ではない、⑥窃盗衝動のス
イッチが入ると自力での中断が困難、⑦再犯傾向
が強い、⑧心理的、生理的飢餓感を持っている、
⑨摂食障害などを合併することが多い、⑩刑事罰
ではほとんど更生しない、⑪治療前には病識がな
い、⑫多くは専門的治療によって回復可能。

摂食障害と窃盗症
　私は、「病的飢餓感」、「涸渇恐怖」、「ためこみ
マインド」という 3つのキーワードを用いて窃
盗症患者の心理を説明しています。被差別意識
と承認欲求を起源に持つ心理的飢餓感は、自分
の所有物が減ること、なくなることに対する恐
怖を生みます。この恐怖への対処として、一部
の人は予備の物品や資金をためこみたい衝動に
駆られ、実際に身の回りに必要以上の物品をた
めこみます。さらに一部の人は、万引きや窃盗
などの犯罪にまで踏み込みます。
　窃盗行為の達成感やスリル感、報われた感覚
などの魅力に圧倒され窃盗が常習化すると窃盗
症が成立します。私はこのことを、「窃盗症は衝
動性障害として始まり、嗜癖行動として進行す
る」と表現しています。
　摂食障害患者は、心理的飢餓感に加えて生理
的飢餓感 ( 強い空腹感 ) という「ダブルの飢餓
感」を持つので、典型的な窃盗症を発症し易い
のです。窃盗症患者を詳しく観察すると、食事
と体重コントロールの障害を伴うことが多いこ
とが分かります。患者本人には自覚がないが非
定型摂食障害（特定不能の摂食障害）に相当す
る食習慣や部分症状を合併していたり、摂食障
害症状の既往歴があったりします。一方、精神
科治療を長期間受けていた患者さん方の報告で
は、摂食障害や窃盗癖の問題を主治医に報告し
ていなかったり、報告しても曖昧な応答のみで
放置されていたりすることが多いようです。
　非定型例を含めた広義摂食障害合併群は、
AKH入院中の窃盗症患者の約 6、7割を占めま
す。私は、摂食障害合併群こそが窃盗症の中核
群であると考えています。

窃盗症治療の原則
　窃盗症の治療内容としては、患者の自助努力
と自浄作用を最大限に利用します。仲間、とく
に回復（途上）者との健康な人間関係を大量に
埋め込むために、治療初期からシャワーを浴び
るように回復者の声を聞かせるように配慮して
います。外来患者では、自助グループ出席を義
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務づけています。現在、常習窃盗者のための自
助グループ、ＫＡ（クレプトマニアクス・アノ
ニマス）が日本全国、20 か所以上にあります。
オンライン・ミーティングも 5か所以上開設さ
れています。
　窃盗症の薬物療法には限界があり、私たちは
ほとんど期待していません。むしろ、合併する
アルコール・向精神薬依存症の治療を要するこ
とが多いのが実情です。
　窃盗症患者の入院治療をする場合には、治療
の場の安全性を保つために監視体制の強化が必
須です。例えばAKH敷地内には 27台の防犯カ
メラがあり、看護師は頻回に持物、所持金検査
を行っています。

摂食障害に合併する窃盗症、対応の際の
注意事項
(1) 常習窃盗を見つけ出し、治療対象と規定する
　摂食障害患者を含め、食事と体重コントロー
ルに問題を持つ患者では、万引き常習者が多い
ので、治療者は「万引き問題があるのではない
か？」と患者や家族に質問すべきです。
　そして窃盗癖を見出した場合には、これを単
なる一時的逸脱行動と考えるのでなく、常習窃
盗自体を治療対象のひとつと捉え、新しい視点
から対応を見直す必要があります。

(2) 道徳的叱責を避け、患者を必要以上に追及し
ない

　常習窃盗患者たちは、治療初期には、自分の
犯罪歴を隠したり少なめに報告したりします。
検察官の尋問のように、窃盗の頻度と成功率、
防犯努力などをしつこく探るのは適切ではあり
ません。治療者からの叱責や説諭は、治療から
の脱落を促進します。治療者側にその意図がな
くても、道徳的欠陥を指摘し暗に責められてい
ると患者に受け取られかねない言葉を避けるべ
きです。さもなければ患者の自責感を刺激し、
うつ病を合併する患者では、自殺に追いこむ危
険性があります。患者の犯罪歴を責めず、とり
あえずは報告できたことを称賛し、嘘っぽい患
者も窃盗症専門治療に導入し継続させることが
重要です。

(3) 病気を犯罪行為の免罪符とさせず、治療契約
書を作成する

　私たちは、原則的には、窃盗症患者の心神耗
弱を認めず、責任能力を認める立場です。治療

的には、窃盗症という精神障害であることを犯
罪行為の免罪符とはさせません。この方針に沿っ
て、治療開始後の万引きに関しては、返金（商
品代）プラス迷惑料（万引き 1件につき 1万円）
の支払いを義務づけています。この方針を書面
にして、治療契約書を作成します。

(4) 患者の窃盗問題に関心を持ち続ける
　治療的には、窃盗問題から目を背けず回復し
ようとする努力を評価します。患者が勇気を出
して報告した窃盗癖に関心を持ち続け、面接の
度に上記治療契約書の携帯を確認すべきです。

(5) 摂食障害と窃盗症、どちらの治療を優先する
か

　典型的な摂食障害に軽症の窃盗癖が付随して
いるような場合には、摂食障害に対して適切な
治療が行われ、摂食障害の全般的症状が軽快す
れば、窃盗衝動も収まります。
　一方、中等度以上の窃盗症で、治療中も窃盗
行為が継続する患者の場合には、原則的には、
摂食障害よりも窃盗症治療を優先すべきです。
窃盗行為が継続したままでは、患者が検挙・留
置され、社会生活や家庭が崩壊します。患者が
服役したり、自殺企図にいたり、結果的に治療
そのものが中断します。

(6) 専門医への常習窃盗患者紹介のタイミング
　常習窃盗者本人に病識がなく、治療意欲がな
い場合も少なくありません。可能なら患者の家
族や保護者を窃盗症の専門家に紹介すべきです。
また、起訴前捜査中、あるいは起訴後の略式命
令待ち、裁判進行中など、司法判断待ちの期間は、
最適の治療チャンスです。この機を逃さず、専
門治療につなぐべきです。

おわりに
　常習窃盗に対する治療は有効で、回復は可能
です。治療に積極的で担当医の指示を受け入れ
る患者の回復率は、アルコール、薬物依存症、ギャ
ンブル障害などのそれと同等であるという印象
を持っています。

5



摂食障害の認知行動療法摂食障害の認知行動療法

文教大学人間科学部臨床心理学科　特任専任講師
国立精神・神経医療研究センター　科研費研究員　小原　千郷

はじめに
　摂食障害の有効な治療法の一つに認知行動療
法があります。認知行動療法とは、主に物事の
捉え方や考え方（認知）を変えていくことで気
持ちを楽にし、行動を修正していく心理療法で
す。摂食障害においては、体型や体重にとらわ
れすぎるといった「認知」、過食や嘔吐をやめ
られないといった「行動」にアプローチしてい
きます。認知行動療法の考え方を知ることは治
療を受けない場合でも症状軽減のための参考に
なります。今回は摂食障害の心理療法として保
険収載がされている（Enhanced cognitive 
behavior therapy; CBT-E）の概要を紹介し、
その中から過食や嘔吐の改善のためのヒントを
お伝えします。

CBT-E とは
　CBT-E では、マニュアルに基づき 1回 50 分
の心理面接を 20 回 ( 極端なやせがある場合は
40 回程度 ) 実施します。世界中で効果が検証さ
れており、開発者らによるとCBT-E は極端なや
せがない摂食障害患者（神経性過食症や過食性
障害など）に対してはプログラム完遂者の 6 割
に有効とされています。

　CBT-E では、摂食障害を維持する中心的な問
題は、「体型や体重、それらのコントロールに関
する捉え方（認知）」の障害であると考え、その
改善を目指します。全体的な治療の流れは、ま
ずその人の摂食障害の症状がなぜ維持されてい
るかを図に表し、治療のターゲットを決めます。
次に食事の記録を付けながら規則正しい食生活
の確立を目指します。治療の後半では、食行動
の異常を招く考え方にアプローチします。最後
に再発の予防を話し合って終了となります。日
本ではまだ取り入れられたばかりの治療法です
ので、CBT-E 自体を受けられる医療機関は多く
ありませんが、多くの治療者がCBT-E をはじめ
とした認知行動療法の考え方に基づいた指導を
行っています。

CBT-E からのヒント 1

問題を図解する
　食行動の問題が生じた原因は様々であっても、
それが悪循環して維持される過程には多くの共
通点があります。図１はこれまでの研究から導
かれた、摂食障害の方に共通する食行動問題の
維持過程の概念図です。この概念図を個人にあ
てはめて作成し、問題の維持過程を理解するの
が治療の第一歩です。

体形と体重、そのコントロールへの過大評価
（例：太っている自分に価値はない）

厳格な摂食制限
（例：一日 1000キロカロリーに抑えようとする）

出来事と関連した気分変化 過食 著しい低体重

嘔吐 /下剤乱用

図 1．問題の概念図
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CBT-E からのヒント 2

規則正しい食事の確立
　次の課題は規則正しい食事を確立することで
す。一度セルフコントロールを失い、過食や代
償行動（嘔吐や絶食、下剤乱用など）に陥ると、
満腹感が感じられなくなったり、適切な食事が
分からなくなったりします。このステップでは、
いつ、どこで、何を飲食したか、その時に何が
起きたかをリアルタイムで記録します。その際、
下記のポイントを守った食事を心がけます。
① 計画的な食事をする（食欲にかかわらず、
決めた時間に食べる）

② 朝食・昼食・間食・夕食を食べ、それ以外
は食べない

③ 計画的な食事とおやつの間隔は 4時間以上
空けない

　こうすることで、飢えからくる過食衝動を防
ぎ、食行動が安定しやすくなります。普通に食
べると極端に太ってしまうことを心配する人が
いますが、週に 1度の体重測定で長期的にモニ
タリングし、そのようなことがないことを確認
します。嘔吐や下剤の乱用も飢えと過食衝動を
強めるので、できるだけ我慢します。過食衝動は、
代わりにする活動のリスト（例えば、親や友人
に電話をする、気分が変わる音楽をかけるなど）
を作成し、やり過ごします。
　こうした取り組みで、安定した食行動を確立
し、過食を減らしていきます。

CBT-E からのヒント 3

体型・体重の重要性を減らす
　皆さんは、自分自身を評価するときに、何を
基準にしているでしょうか。一般的に健康な人
は、仕事や勉強、スポーツ、人間関係、家族、趣味、
外見といった多様な基準で自分を評価していま
す。しかし、摂食障害を持つ方は、体型や体重、
そしてそれを適切にコントロールできることが
自己評価の重要な事柄になりすぎて、そのこと
自体がストレスとなり過食を助長しています。
したがって、自己評価に占める体重・体型の重
要性を減らすことが必要で、主に 2つの戦略を
取ります。
　一つ目は、他の興味のある活動を増やすこと
です。まず、増やしたい活動をできるだけたく
さん挙げてみます。摂食障害を発症する前にやっ
ていた活動や興味、今興味のあるもの、将来重
視したいこともヒントになります。他の人が休
日に何をしているかを考えてみるのもよいで

しょう。そして、やってみようと思う活動を一
つか二つ決めて実際に取り組んでいきます。
　二つ目は、体型・体重の確認を減らすことで
す。摂食障害の方は鏡を見ることや、身体をつ
まんだり測定したりするなど体型を確認する行
動を一日に何度も行いがちです。こうした体型
確認は、やればやるほど気分が悪くなり、体型
や外見の不満を持続させます。CBT-E では平日
と休日の 2日間、体型確認をしたときの時間・
場所・方法・その時感じたことを記録し、自覚
を促します。そして、やめたほうが良いもの（例
えば肉をつまむ）と、やめられないけれどやり方・
頻度を調整したほうが良いもの（例えば鏡を見
る）に分類し、不適切な体型確認を減らすこと
を促します。

CBT-E からのヒント 4

摂食障害を招く思考と態度のコントロール
　今まで見てきたように、体型・体重を重視し
すぎる考え方などに代表される特有の「思考と
態度」が摂食障害の中核にあります。例えるなら、
人は生活の場面ごとに再生されるDVDを持って
いて、「勉強」というDVDを再生するときは知
識を習得することに集中し、友達と遊ぶときは
「遊び」を再生し、全く別の心がまえになります。
しかし、摂食障害を発症すると「摂食障害」の
DVDだけが時と場所を選ばず再生されるように
なるようなものです。この摂食障害の思考と態
度に陥るきっかけを認識し、直ちに止めて他の
ことをするのが再発予防には大切です。

終わりに
　摂食障害の症状は多様であり、適切な治療も
人によって異なります。例えば低体重がある場
合は体重を増やす戦略が不可欠です。今回紹介
した認知行動療法は過食や嘔吐、体型へのとら
われを減らして他の生活を充実させたいと考え
ている方に特に向いている治療法です。参考文
献のように自分で取り組める本なども出ていま
すので、興味のある方はぜひ手に取ってみてく
ださい。

参考文献：
『過食は治るー過食症の成り立ちの理解と克服プログ
ラム』クリストファー・G・フェアバーン　金剛出版　
2021
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「食べられない」から生まれたレシピ「食べられない」から生まれたレシピ
料理研究家　Mizuki

　私は23歳で23キロになりました。典型的であり、
重度の拒食症です。
　この病気のはじまりは高校生の頃でした。普段は
ほとんど勉強などしないくせに、テスト前は徹夜で
やってノイローゼのようになっていました。親から
いい点をとるように言われたことはなく、ただいい
点をとらなければならないと、自分で自分を追い込
むのです。どこか真面目で融通がききません。やる
かやらないか、白か黒かという性格。通知表も極端
なもので、中途半端な点数をとるのが嫌で、テスト
用紙を白紙で提出したこともありました。
　テスト前のある日、友達といつものようにお昼ご
はんを食べようとした時のこと、急に涙が溢れてき
ました。そのままお弁当袋を開くことができず、人
前で泣いてしまったことも恥ずかしくて、その日は
学校を早退したのでした。
　そこから食べる量が極端に減り、体重はみるみる
落ちていきました。一日何回も体重をはかっては、
数字が減っているとほっとする。その感覚はまさに
達成感。それはまるで自分の努力が報われたような、
認めてもらえたような気持ちになっていたのです。
　その後どんどん体重が減り、様々な不調が現れ、
入退院を繰り返すようになりました。明らかに摂食
障害ですが、私はそれを認めることができず、ただ
胃が痛くて食べられないだけだと言い張っていまし
た。でもまわりはみんな気が付いていました。ただ
母だけは娘の言うことを信じてくれていました。そ
の結果母は責められるようになり、私は居たたまれ
ない気持ちになっていました。それでも、どうして
も自分をコントロールすることができず、早く死に
たいと思うようになったのです。
　23 歳の夏には、天井を見つめる生活をしていま
した。身体が限界を迎えたのでしょう。内臓の痙攣
が始まり救急搬送されました。奇跡的に命は助かり

ましたが、プツンと糸が切れたようになり、歩けな
い、話せない、精神的にもおかしくなって、小さな
子供のようになってしまったのです。その後長い入
院生活を終え、27 キロで退院。私の摂食障害は１
ミリも治っていませんでした。だけれども、死ねな
かった事実に生きるしかないと思い知らされたよう
に感じたのでした。
　生きるしかないのなら、このままではいられない
のです。まともに歩くこともできず、人とコミュニ
ケーションをとることもできない私は、家でひとり
でできることを探し、料理に行き着きました。食べ
物に触るのが怖くて、匂いも怖くて、今思い出して
も震えてしまいますが、意を決したのでした。母や
家族に恩返しがしたい。なにかやって喜ばせたい。
その一心でした。
　お菓子を作って病院の売店に置いてもらったり、
小さなお店をやったり、たくさんの人に支えられ、
少しずつ社会に戻ろうとしていました。そんな時、
私は料理のSNSに出会ったのです。顔も見えない、
名前も知らない皆さんが応援してくれました。病気
のことを告白したら、あたたかく受け入れてくれま
した。私はここで頑張ると決めてレシピの投稿を続
け、いつしか料理本を出したいという夢まで持つよ
うになり、必死でやりました。やるかやらないか、
白か黒かという性格が役立つ時がきたのです。そし
て、投稿を見た出版社から声がかかったのでした。
　私が料理本なんて出したら、母はどれだけ喜ぶだ
ろう。元に戻ったと思うかな。そんな風に考えてい
た頃から10年以上の時が過ぎました。あの頃とやっ
ていることも、性格も何も変わっていませんが、白
と黒の間が少し見えてきたような気がします。普通
になりたかったから、普通の生活をしたかったから、
今も普通の料理を作っています。
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