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この講義では

精神障害を様々な観点からとらえ直す

リハビリテーションをとらえ直す

リカバリーについて

私たちの特性

精神疾患はわからないというが・・・

実は自分たちの心理的なプロセスを当てはめている

精神病は心の病

当事者と周りの人の間に大きな隔たり

病気そのものよりも理解されない苦しみがある

精神疾患の捉え方

現象をどう捉えるか？

回復とは？

リハビリテーションとし
て何を行えば？

現在では
統合失調症を認知機能障害で語ることが常識

機能障害の治療

リハビリテーション

ようやく病や障害として理解されるきっかけ

ほんとうにその理解でいいのか？

病を受けた本人の体験や苦しみへはなかなか届かない

統合失調症を外から眺める

内因性の疾患

原因不明

遺伝と環境の相互作用

様々な仮説

ストレスが原因ではない



脳機能のおさらい

統合失調症で問題となる脳機能

前頭葉

意欲，問題解決，計画，社会認識，共感，気分，洞察，衝動，判断，抽象思
考，作業記憶

側頭葉

知覚，現実検討，記憶

基底核

感覚刺激の弁別，覚醒状態，集中

⼤大脳辺縁系

情動的な出来事の理解，過去の記憶との関連づけ，経験からの学習
家族のための統合失調症⼊入⾨門より

⾏行動はどのように⽣生じるのか

現実は脳の中で作られる

1. 身体の感覚（外部と内部）を統合して、

2. 記憶と感情を付け加えて

3. 状況に対する判断を行い

4. 状況に対する行動計画を立て

5. 実行する

6. 結果を振り返る

現実は常に脳で作られている。

中枢神経が障害されることは現実を作ることに影響

様々な脳の部位が現実を作ることに関わっている



しかし！

脳機能・精神機能だけで語れるのだろうか？

精神が病む，障害をされるとはどういうことか？

考えていくためには，精神とはなにか？を考える必要
がある．

ICFの精神機能が精神なのだろうか？

ICF MENTAL FUNCTION

全般的精神機能

意識機能

見当識機能

知的機能

全般的な心理社会機能

気質と人格の機能

活力と欲動の機能

睡眠機能

ICF MENTAL FUNCTION

個別的精神機能

注意機能

記憶機能

精神運動機能

情動機能

知覚機能

思考機能

高次認知機能

言語に関する精神機能

計算機能

作業療法の教科書には

精神障害と作業療法　山根寛

身体障害との比較で記載されている

精神障害作業療法学　山口芳文

治療技法は記載はあるが・・・

精神疾患の理解と精神科作業療法　朝田隆

精神疾患は精神機能の異常である

機能が精神なのだろうか？

（○○）機能が ，私の 精神である．

注意機能は中西の精神である

「中西の」がつくと言うことは，機能を操る主人公が必
要となる→精神？

では精神とは，なんなのか？・・・自分ということ？

自分はどうやって生まれて、何をしているのか？

分かりやすくいうと

車と言う機能を動かす運転手（精神）が必要となる



リヒトハイムの図

様々な著作にあたってみると
❖ 「こころとからだのあいだの病気」河合隼雄

❖ 「現実とのいける接触の喪失」ミンコフスキー

❖ 「体験的構造の根本的改変」中井久夫

❖ 「プトレマイオス的転回」コンラート

❖ 「パターンの逆転」安永浩

❖ 「自明性の喪失」ブランケンブルグ

何が起きているのか？

精神疾患を捉える基本

外因・・外部から脳自体に損傷を受けて精神症状

心因・・出来事をきっかけに精神症状

了解できること

内因・・出来事をきっかけとしながらも，不可解な経過

了解できない

心はどこまで脳なのだろうか　兼本　浩祐

診断水準

神経学的水準

筋肉・末梢神経を含む実際の執行機関の障害（優位性は目立たない）

神経心理学的水準

特定の機能を遂行するために学習によって構築される機能環の障害（優位
性がある）

精神医学的水準

この機能環に命令を下す主体の障害（局在化が見られない）
心はどこまで脳なのだろうか　兼本　浩祐

内因性の病気ということは

機能ではなく，機能を操作する主体の問題

脳の全面的な変化

世界や自分の体験がまるっきり変わってしまう

機能を問題としている我々はそれだけでいいか？　　　
→リハビリテーションとして

「歯車」

何ものかの僕を狙つてゐることは一足毎に僕を不安にし出した。そこへ半透明な歯車も一つづつ僕の視
野を遮さへぎり出した。僕は愈いよいよ最後の時の近づいたことを恐れながら、頸すぢをまつ直すぐに
して歩いて行つた。歯車は数の殖えるのにつれ、だんだん急にまはりはじめた。同時に又右の松林はひつ

そりと枝をかはしたまま、丁度細かい切子硝子を透すかして見るやうになりはじめた。僕は動悸の高ま
るのを感じ、何度も道ばたに立ち止まらうとした。けれども誰かに押されるやうに立ち止まることさへ
容易ではなかつた。……

それは僕の一生の中でも最も恐しい経験だつた。――僕はもうこの先を書きつづける力を持つてゐな

い。かう云ふ気もちの中に生きてゐるのは何とも言はれない苦痛である。誰か僕の眠つてゐるうちにそ
つと絞め殺してくれるものはないか？



体験が変わる
• 自分と世界との関係が変化すること

• 同じものが同じに見えなかったり、グロテスクにな
ったりする

• 基本的に世界との信頼関係がなくなって行く可能性

• そのなかで、生活を余儀なくされる

主体はどこに

わたくしという現象は

仮定された有機交流電灯の

ひとつの青い照明です

風景やみんなといつしょに

せはしくせわしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電灯のひとつの青い照明です

「春と修羅」　宮沢賢治

関係の中で生まれる主体

「私」とは

自分だけで存在出来るのではなく，他者や社会の中で互いに鏡となること
を通じて「私」になることができる

私は独立したものではなく，「私」の中にもたくさんの他人や社会が入り
込み，また，私も「他人や社会」に様々な形で入り込んでいる

自分の思いと行動を押し出せて，他人の思いと行動を受け取れることにな
るで主体となる



粘菌のネットワーク

自立分散方式
司令塔がいなくても、それ
ぞれが活動しながら、全体
としてうまくいく方法

病や障碍をもつということは

様々な関係性が阻害あるいは分断されてしまうこと

心と身体（内部環境）

もの・制度と人間

人間と人間

情報や財・ものの交換過程が阻害あるいは一方通行の状態

主体（人間らしくあること）でなくなることが脅かされる

機能として捉えると

生じている問題を、機能で考えることが可能

了解可能になること

機能が問題なのだから、体験は私たちと同じ

しかし本人の特異な体験、苦しみなどを理解されにくい

内因性として考えると

機能として理解するより了解できない

本人が体験していることを少しでも理解しようとつとめる
必要がある

いかに本人が病や障害、現実をどのように体験しているか

気をつけること

目の前を現象をどのように捉えるのか？

脳機能（車）

精神（運転手）

どこに焦点をおくかで、現象は異なって見えてくる

作業療法士としての理解・行動も変化してくる

《生が生きるに値するものであるという気持ちを個人に与える「もの」》とは何
かという問題である……この《生が生きるに値するものであるという気持ちを個
人に与える「もの」》が何から成り立っているかということ、それは私には分か
らない。この「もの」を多分私は私のなかにもっているだろう。しかし、この気
持ちを与えるこの「もの」が不明確になる時がよくある。すると、感覚が衰弱し
て、私は地下鉄のなかで呆然自失してしまったりする……彼らは私の前にいる。そ
して彼らのこの「生は何から成り立っているかという問い」に耳をかたむけるかぎ
りにおいてしか私は精神科医ではない。「私は死ぬ理由よりもたくさんの生きる
理由をもっていない」という発話を聞くことができるということ、これが精神科
医の特殊性にほかならないのである。

ダニエル・ルロ



ダニエル・ルロ

それはわれわれの偏見、良識、「自明に思われること」を廃棄することであ
る。つねに開かれていること。病者を治療する前に、われわれはわれわれ自身
を「治療」しなければならない。治療チーム全体を治療しなければならない。
われわれ一人ひとりが防衛線を張りすぎて、われわれのなすべきことから遠ざ
からないためにである。
　これがわれわれがみずからを養成するということであろう。

現象を慎重に捉え、
支援を考える必要

リハビリテーションを再考

リハビリテーションは権利の再獲得と定義されるでは権利とはなんだろうか？
「ただの人間にすぎない人間は，他の人たちに仲間として扱われうる資質その
ものを失った人間であるといってよいのではないだろうか？」

（ハンナ・アレント）
→ただの人間以外のものである場合のみ人権を持っている
→そして別の人間である場合のみその人は一人の人間以外のものである

なぜ人権ができたか

公共の展覧会から愛や結婚をめぐる大人気の書簡体小説を読むこと，身体への
拷問のような経験が，自律性と共感という実践を広げることに貢献した．
! ! 他の人も同じ感情を持っていると言うこと
! ! 他の人も同じような考えをもっていること
! ! 他の人も同じような身体をもっていること
想像された共感・共同体が人権の基礎として寄与した．

リハビリテーションとは権利の再獲得
! すなわち対話の可能性に開かれた別の人間になることではないのか？
! 他者に働きかけ，考え，協同し，世界に共に参画する一人の市民として
生きることを目指しているのではないか？

BONNIE SHERR KLEIN

「私が映画作りという本来の仕事をしていたことからすれば，リハビリテーシ
ョンでする仕事は私をからかっているように感じました．映画作りは，私が以
前から持っている技能や経験を必要とし，さらに新しい多くの適応を必要とす
るものでした．役に立つものでした．私の身体以外の広い世界と私が再びかか
わり合いをもつことでした．外に出ること，公共の場に顔を出すことに焦点が
ありました．私が何かを作り出す人間であることを確かめるものでした．私は
自己の感覚を再び得ることができました．」

回復過程



機能的に考えると

作業療法でよく使われる⾔言葉 対応するもの

安全・安⼼心の保証 ⾃自律神経系の回復

病的体験の影響の低下
⾝身体感覚が持てる

上位中枢の抑制が始まる
知覚・感覚の回復

現実検討が進む 状況の理解・判断

⾃自⼰己ペースの理解 作業計画が⽴立てられる

⾃自信を持つ
達成感を得る

作業遂⾏行が実⾏行できる
結果をフィードバックできる

⾃自分らしい⽣生活を送る
趣味を広げる
⾃自⽴立する

状況に合わせて柔軟な⾏行動ができる

どこで停滞しているのか？

回復期において

⾃自律神経の回復（睡眠・⻝⾷食欲・消化）を観察する

状態が変化しやすい

病気が過ぎたばかりで疲れやすい

⺫⽬目指す⺫⽬目標

⺫⽬目的的⾏行動を最後まで実⾏行できる

ものから⼈人へ→発達的観点が役⽴立つ

簡単な活動から複雑な活動

様々な状況に合わせた柔軟な⾏行動へ

慢性化の分かれ⺫⽬目になる

視点を置くところ
問題⾏行動に視点を置くのではなく

どのようなプロセスが起きているから、問題⾏行動となっているかを考える

例えば

やることがあるのに他⼈人をじゃまする

いままで

相⼿手がいやだということがわかっていない

相⼿手の表情や状況が読めない

わかってもらう必要がある

ではなくて

⾃自分の⾏行動が最後まで出来ずに、途中で注意がそれて異なる⾏行動が引き起こされている

気になることがあると⾏行動が停⽌止し、ほかの⾏行為が引き起こされる

どうやったら注意がそれずに⾏行動できるか？

⾏行動計画を考える上で
概念モデルの提供

全体的な遂⾏行⽅方法の枠組みを提⽰示する

⾏行為ごとの教⽰示

結果をフィードバックするのではなく、⾏行為の途中に指導やフィードバックを⾏行う

いつでも正のフィードバックが有効なわけではない

無謬学習

失敗のないように

学習能⼒力の評価が必要

病前機能

現在の認知機能

薬物療法の状況

統合失調症の認知機能ハンドブック



体験を考える！

本人はどのような体験を

病や障害を持つ中で本人はどのように感じ，ニードを持
っているのだろうか？

症状をとるのではなく，症状が物語る物をメッセージ
をして理解し，そこに託されたニーズに応えていくと
言う態度が必要　　　　

統合失調症の回復とはどういうことか　横田泉

ストレングスモデル

問題点に焦点を当てるのではなく，

リカバリー指向で開かれた支援を行う

願望×能力×自信＝見込みと可能性

当事者とも対等に参加を求める

ストレングスモデル　チャールズ・ラップ

少数派として

多数者になることを目指すよりも、少数派として生きる
道を模索する必要があるのでは？

中井久夫

最後に

機能的な見方と体験的な見方をうまく使うことで、より
当事者が、リカバリーに向けた支援が可能になる


