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展望論文

Ⅰ．研究の背景と目的　
これまで，統合失調症に対しては，言語を媒

介とする心理療法が主流であり，支持的心理

療法が多く用いられてきた。しかし，精神症

状軽減までには数年〜 10 年前後と長期間の介

入 を 要 し（ 岡 村，2009; 高 橋，2003; 山 田，

2000） ，費用対効果の観点から米国精神医学

会（American Psychiatric Association; 以 下，

APA と略記 / 2004，2009）と英国国立医療技

術評価機構（The National Institute for Health 

and Clinical Excellence; 以 下，NICE と 略 記 / 

2009，2014）の統合失調症者の治療ガイドラ

インでは推奨されていない。認知行動療法に

ついては，統合失調症者への有効な治療法と

し て 推 奨 さ れ る（APA，2009，2009; NICE，

2009，2014）一方で，その万能視を疑問視す

る論文の存在もあり，病的体験の言語的報告に

よる心理的負荷と一定の知的レベルを要する等

の適用範囲の限界も指摘される。よって，侵襲

性が低く適用範囲の広い有効な心理療法が求め

られる。

海外では，ボディ・サイコセラピーのエビデ

ンスが認められ，NICE（2009，2014）が統

合失調症への適用を推奨している。我が国では，

そうした動向に先んじて，1980 年代より動作

を媒介とする心理療法である動作療法が統合

失調症に適用され（蒲原ら，1980），その臨床

的有用性が認められている（江崎，2003; 池

田，1992; 上倉・清水，2013，2015; 永山，

臨床動作学研究
vol.23, 49-65

* 筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達科学

専攻（博士課程）

　統合失調症に対する動作療法は，臨床的効果はありながらも効果研究は進んでお
らず，普及には課題がある。よって，その効果要因とメカニズムの検討が求められ
る。本研究では， まず動作法研究の現状を明らかにした。次に，統合失調症に対す
る動作療法の効果要因とメカニズム仮説について展望し， 研究課題を提示した。そ
の結果， 動作法研究の対象は，発達障害が 31％と最も多く，統合失調症に関する
研究は 8％と非常に少なかった。統合失調症に対する動作療法の効果要因について
は， 各効果要因の影響力とその関係性は未整理で，メカニズム仮説が林立している
状況であった。共通する効果要因としては，①主体的（能動的）体験，②自体感，
③現実検討の体験，が想定されたが，こうした体験や感覚は非意識～半意識的なも
のであるためその実証は困難である。そのため，近年蓄積されている統合失調症の
「自己意識」障害の知見を援用し，測定可能なより意識的なレベルを含む概念を生
成し，メカニズム仮説を検討することが重要と考えられた。

キーワード :統合失調症，動作療法，自己意識，効果要因，メカニズム

統合失調症に対する動作療法の
効果要因とメカニズムの検討

上倉　安代 *



50

臨床動作学研究　第23巻

2010; 鶴，1988，1995，2005）。動作療法には，

①薬物療法によっても改善困難な陰性症状の改

善，②作用の持続性，③短期的介入による効果

と費用対効果の高さ，④知的水準によらず幅広

い適用が可能，⑤言語的報告を求めないという

侵襲性の低さ，⑥ドロップアウトの少なさとい

う利点があり，さらなる活用が期待される。

このような臨床的効果を有しながらも，統合

失調症に対する動作療法研究は十分には蓄積さ

れていないのが現状である。上倉（2015）は，

統合失調症に対する動作療法研究を展望し，今

後の課題として，急性期や外来患者への適用，

量的研究やプロセス研究の導入，効果をもたら

す要因（以下，効果要因とする）と心理的変化

のプロセスの検討，心理臨床における動作療法

の展開を挙げている。効果研究においては，効

果要因とメカニズムの検討は進んでおらず（上

倉，2016; 畠中，2015），臨床的効果はあり

ながらも動作療法の普及が進まない一因とも

なっている。よって，統合失調症に対する動作

療法の効果要因とメカニズムの検討が求められ

る。

そこで，本研究では，まず動作法に関する研

究を概観し，統合失調症に対する動作療法に関

する研究の現状と位置づけを明確化する。次に，

統合失調症に対する動作療法の効果等について

整理し検討した上で，その効果要因とメカニズ

ム仮説について展望し，今後の研究課題を提示

する。

Ⅱ．動作法に関する研究の動向と課題　
本邦における統合失調症に対する介入研究の

現状を把握するために，動作法を用いた研究

を検索した。文献探索は，2017 年 3 月 29 日

に，「CiNii（国立情報学研究所学術情報ナビゲー

タ）」を用いて行った。キーワードは，「動作

法」，「動作訓練」，「動作療法」として検索を行っ

た。そのうち，総説などの介入研究ではない文

献と作業療法や理学療法における日常・家事動

作訓練に関する文献を除外した結果，最終的に

動作法− 508 本，動作訓練− 123 本，動作療

法 35 件の計 666 本が抽出された。

介入対象を分類した結果（図１），動作法に

よる介入の対象は発達障害が 31％と多いのに

対し，統合失調症は 8％と非常に少なかった。

その要因として，心身障害領域に比べて，精神

科領域での動作法の導入が進んでいないこと，

臨床家が多く研究者が少ないことも影響したと

推測される。今後は，統合失調症を含めた精神

科領域全体における動作療法の効果と作用につ

いて，研究の蓄積が求められる。

Ⅲ． 統合失調症者に対する動作療法に関す
る研究

統合失調症に対して動作療法を用いた介入研

究を検索した。2017 年 12 月 3 日に，「CiNii（国

立情報学研究所学術情報ナビゲータ）」を用い

て検索した。キーワードを「動作法」，「動作訓

練」，「動作療法」，「統合失調症」，「精神分裂病」
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図 1 　本邦における動作法に関する研究の内訳
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とし，タイトルにこれらを含む文献を検索し

た。その結果，11 本が抽出された。なお，論

文数が少ないため，この中には紀要も含めた。

この内，展望論文 1 本を除いた 10 本について，

統合失調症を対象として動作療法が行われてい

ることが確認できた。これらに加え，引用文献

と研究者の業績から収集された研究 10 本（学

会発表論文集含む）を分析の対象とした結果，

合計 20 本が収集された。

１．統合失調症に対する動作療法研究の動向

統合失調症に対する動作療法に関する研究

は，①姿勢（斜頸含む），②精神症状，③適応

状態，④退院促進という 4 領域にまとめられ

た。動作療法による介入の対象を，急性期と慢

性期に分類した結果，慢性期 16 本，急性期 3 本，

慢性期と急性期の両方を対象とした研究は，1

本であった。したがって，動作療法は，主に慢

性期の統合失調症者の陰性症状と陽性症状の改

善を目的として用いられているといえる。

急性期の統合失調症者に対する介入研究が少

ない要因として，急性期では，陽性症状の消失

を目的とした薬物療法が主であるのに対し，陰

性症状では，薬物療法のみでは治療効果が上が

りにくい（山口，2006）ためであると考えら

れる。加えて，動作療法が，陰性症状による意

欲や活動の低下のために言語面接や作業療法な

どにのりにくい統合失調症者に対する第三のア

プローチとして期待されていることを示してい

る。そうした中で，急性期の統合失調症者に対

しては，江崎（2003），池田（1992），上倉・

清水（2013），鶴（2005）によって介入がな

され一定の効果が得られている。しかし，介入

頻度の不明な研究や介入期間が非常に長く動作

療法の効果か自然経過による治癒なのかが判然

としない事例もあり，今後の研究の精緻化とさ

らなる知見の蓄積が求められる。

なお，再燃を繰り返す統合失調症者に対する

再発予防効果もみられ（上倉・清水，2013），

再発予防や外来患者の地域生活支援という領域

における動作療法のさらなる活用が期待され

る。最近では，薬物療法でも改善困難な難治

性の統合失調症者に対しても，適用されてい

る（上倉・清水，2015; Kamikura & Shimizu，

2016）。このように，急性期〜慢性期に渡って

広く活用され，薬物療法でも改善の困難な難治

例への適用可能性が示唆されていることから，

動作療法は， 適用範囲の広い心理療法といえ

る。

研究テーマと研究手法は，動作療法研究初期

にみられた，自閉や拒否・接触性の緩和といっ

た陰性症状の改善をターゲットとし事例を基に

変化を検討するものから，濱田（2004）以降

は，動作療法による体験様式の変化およびそ

の結果としての精神症状の変化をテーマとし

た，評価尺度を用いた量的研究へとシフトして

いる。ただ，標準化されていない評価尺度の使

用，実施者による観察を基にした評価によるバ

イアスの危険性，統計的手法の適切性の問題と

いう研究上の課題がみられる。

そうした中で，上倉・清水（2013）は，社

会適応機能測定を目的として標準化された

評 価 尺 度 で あ る Social-Adaptive Functioning 

Evaluation（Harvey et al., 1997） の 日 本 語

版日常生活社会適応機能評価尺度（熊谷ら，

2005; 以下，SAFE と略記）を用いて効果測定

を行った。SAFE は，〔衝動のコントロール〕，

〔会話技能〕，〔対人交流への参加〕，〔治療への

協力〕等の 19 項目から構成され，〔0：障害な

し〜 4：極度の障害〕の 5 段階で評定され，低
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得点ほど社会適応機能が高いとされる。評価時

には，動作療法に関与しない看護師二名による

評価を行った上で，その平均点を評価点として

統計的分析を行うという手法をとっており，上

記の研究上の課題がある程度クリアされた研究

を行っている。ただ，対象者数が 12 名と少な

く比較対照群を設けていないため，今後はエビ

デンスベースドの流れを受けた実証的研究の蓄

積が求められる。

２．統合失調症者に対する動作療法の効果

収集した文献 20 本の内，①介入頻度と実施

手順の明記，②評価方法の適切性（評価の客観

性が保たれ，適切な観察や評価がなされてい

る），③分析手法の適切性（適切な統計的手法

の使用），④一般的な動作療法の介入期間（通

常，1 回 50 〜 40 分／ 6 〜 15 回程度の実施）

が認められた論文を分析対象とした。この基準

に該当せず研究の客観性と妥当性が疑われる論

文 9 本を除外した。

なお，池田（1992）による研究は，介入頻

度が不明ではあるものの，客観性・妥当性が担

保されており，研究の少ない急性期の統合失調

症者を対象としていることから，また，上倉・

清水（2015）と Kamikura & Shimizu（2016）

による研究は，介入回数は高いものの時間数と

しては④の基準に該当し，かつ希少な難治例に

対する介入が行われていることから，本研究で

の分析対象に含めた。その結果，11 本を本研

究の分析対象とし，表１に示した。抽出された

研究論文について，①動作課題，②効果，③効

果要因とメカニズム仮説の観点から分類し分析

する。

①動作課題

統 合 失 調 症 に 有 効 な 動 作 課 題 を 探 る た

め，表 1 に示した研究で使用された動作課

題を整理した。その結果，肩上げ課題（蒲原

ら，1980; 上 倉・ 清 水，2015; Kamikura & 

Shimizu，2016; 永 山，2010; 鶴，1988，

1993，2005）， 躯 幹 の ひ ね り 課 題（ 池 田，

1992; 蒲原ら，1980; 上倉・清水，2013; 永

山，2010; 鶴，1988，1995，2005）， 軸 立

て課題［片足立ち動作課題，立位踏みしめ課

題，バランスとり課題，重心移動課題を含む］

（ 池 田，1992; 上 倉・ 清 水，2015; Kamikura 

& Shimizu，2016; 永 山，2010; 鶴，1988，

1995，2005）が主に用いられていた。

初めて統合失調症に対して動作療法が行われ

た時は，リラクセイション課題が用いられた（蒲

原ら，1980）。それ以降は，統合失調症に適し

た動作課題の模索期に入り，他動的援助の実施

（池田，1992），リラクセイション課題に加え

て軸立て課題を追加する動き（鶴，1988）が

みられた。鶴（1995）以降は，肩上げ課題と

躯幹のひねり課題と共にタテ系動作課題がほぼ

用いられるようになり，これら 3 種が主な動

作課題として用いられている。

肩上げ課題は，イス坐位でもあぐら坐位でも

取り組むことができ，肩を上げるという日常で

も行っている動作を用いるものである。肩周り

は，慢性緊張が生じやすい部位であり，行うこ

とによってリラクセイション効果が生じ，動作

療法の導入としては用いやすいリラクセイショ

ン課題である。成瀬（2000）は，動作療法で

得られる「伴う体験」は治療継続における重要

な要因であり，特に動作療法開始早期でのリ

ラックス感と安心感の生成は，治療継続の上で

も重要であるとしており，自我が脆弱で侵襲性

を感じやすい統合失調症者においても，このよ

うな課題を用いることによって不安が緩和し侵
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襲性が低くなると考えられる。

軸立て課題は，タテ系動作法と呼ばれる手

法であり，緊張を適度に入れて地面に対して

直に自身の体を立てることの重要性から編み

出されたものであり，足を地面にしっかりつ

けることで，いわゆる “ 地に足がついた ” とい

うような現実検討能力の高まり，安定感が得

られるとされる。不安による姿勢の不安定さ

への影響については，従来から実証的に示さ

れ て い る（Bolmont et al., 2002; Ohno et al., 

2004; Wada et al., 2001）。例えば，Matsuura 

et al.（2015）は，統合失調症者と健常者を対

表 1　統合失調症に対する動作療法の効果

著者 実施形態 介入頻度
／期間 評価方法 対象 症状 結果

蒲原ら
（1980）

集団 

→ 3 事例
を掲載

週 1 回 60 分
／ 3 か月

①事例の経過 
②カメラ撮影  

（直立時の右側
面と左側面およ
び背面） 

入院 
慢性期 

（陰性症状）

自閉 
姿勢の悪さ

リラクセーション 
コミュニケーションの向上 
短期的な姿勢の改善

30 代，女性 自閉 
部屋の隅で身体をゆすって座っている 
話しかけてもほぼ反応なし 
院内行事への参加少

集団を意識 
おしゃれをする 
表情の変化 
言葉で意思表示 
行動範囲の拡大

30 代，女性 自閉 
状態下降気味 
状態悪化時：非常にネガティブ

集団を意識・身なりを整える 
  （※途中，動作療法拒否エスケープ 
→自殺企図）  
後半～同室者や洋服のことを話す

30 代，女性 院内寛解状態 
姿勢が非常に悪い 

（背中が屈，うつむきがち） 

訓練の補助的役割を担当 
姿勢の改善  （動作法実施直後）  
スタッフを手伝う 
他患との動作課題の拒否が減少 
表情の改善 
自信の増大

鶴  
（1988） 

 
※鶴 

（2002） 
に記載
の鶴   

（1988） の
内容を転
載

集団 
→ 1 事例
を掲載

週 1 回 90 分
／ 15 回

①事例の経過 
② Body 
Dynamics 
Posture Test 
③姿勢 
④握力検査 
⑤クレペリン精
神作業検査

入院 
慢性期 

（陽性症状）  
60 歳，女性

10 年以上入退院を繰り返す 
 
無為・自閉 
抑うつ感，切迫感 
幻聴 
幻聴に左右された行動 
  （院内で息子を探す）  
ほぼ全身の強い緊張 
可動域の狭さ 
動作の不安定性  （ふらつき）  
身体状態の違和感なし

 
 
主体的・能動的活動の向上 
表情の改善 
幻聴の低減 
幻聴による問題行動の低減 
 
姿勢の改善 
動作の安定性  （ふらつき減少）  
握力の上昇 
自体への注目

池田 
（1992）

個別 不明 事例の経過 急性期 （再燃） 幻聴・妄想
適応困難

幻聴・妄想の改善 
適応状態の改善 
再燃の予防

20 代，男性 
急性期 （再燃） 

幻聴、妄想 
 
慢性的な筋緊張（首、肩、背、腰）  
反張

症状の増悪なく退院 
不安・焦燥時も動作療法を行い再燃な
し

10 代，男性 
急性期 （再燃） 

治療抵抗 
被害妄想 
対人緊張 
 
からだを硬直させほとんど動かず 
からだ全体の非常に強い筋緊張 
首・肩を回し動かすことが困難 
首・肩の痛み

治療関係の安定 
陽性症状の再燃なし 
不登校にならず通学 
再発の危険時にも、Th に援助要請 
身体の緊張の自覚

20 代，男性 
急性期 （再燃）  
＋口蓋裂による
構音障害＋精神
遅滞

自閉的生活 
不眠 
心気妄想，幻聴 
暴力、自罰的、自己への立腹 
精神遅滞による了解不良さ 
 
※身体的特徴の記述なし

院内適応の改善 
：身体の緊張の自覚 
治療関係の安定 
行動拡大（病棟行事に参加等） 



54

臨床動作学研究　第23巻

表 1　統合失調症に対する動作療法の効果（続き 1）

著者 実施形態 介入頻度
／期間 評価方法 対象 症状 結果

鶴  
（1993） 

集団 週 1 回 70 分
／ 14 回

事例の経過 入院 
慢性期 

（高齢，陰性／
陽性症状） 

院内適応タイプ，自閉退行タイプ各 2
名を選出 

課題の段階的な提示が大切 
導入期－片方肩上げが有効 
背反らせ課題－能動的受容的体験 
　　　　　　　様式の展開に有効 
片脚上げ課題－統制的体験に有効

60 代，女性 【院内適応タイプ】 
幻聴 
妄想

 
幻聴を気にしない 
妄想を語らない 
からだが軽い動かしやすい 
爽快感活力の回復

60 代，女性 【院内適応タイプ】 
幻聴 
妄想

 
幻聴を無視 
現実的対応 
からだが軽い動かしやすい 
爽快感活力の回復

60 代，女性 【自閉退行タイプ】 
硬い表情 
自閉無言 
常同行動 

（ドア前に立つ / 廊下の徘徊）  
他者の回避

 
和んだ表情 
行動拡大 
手伝い 
院内行事の参加 
食事量の増大

60 代，女性 【自閉退行タイプ】 
ぼんやりした表情 
見当識障害 
身辺処理困難  （着替え・服薬）  
退行 
院内行事の不参加

 
すっきりした表情 
見当識障害改善 
身辺処理可能 
援助要請

鶴  
（1995）

個別 週 1 回 60 分
／ 14 回

事例の経過 入院 
慢性期 
 （陰性症状）  
30 代，女性

幻聴 
幻聴による苛立ち・問題行動（物を叩
く，蹴る）  
自閉 
臥床気味 
前屈姿勢 
作業療法行事の不参加

幻聴の解消 
気分の安定 

（［からだの調子がよいと気分もよい」）  
日常や家族のことを語る 
活動性の向上 
自体感の確実化 

（「腕がよく動くようになった」）  
作業や行事への参加 
他患の世話

鶴  
（2002）

集団 週 1 回 
／不明 
／ 14 回

事例の経過 慢性期
（陰性・陽性症

状） 
年齢不明，女性
5 名

精神症状に左右された行動・情動面の
問題を有する者

陰性症状が改善
3 事例で幻聴・妄想が緩和
➡陽性症状への効果は，今後要検討
緊張の自己弛緩 （3 回目～全員） 
心地よい自体感の体験
動作の柔軟性
動作のコントロール性の向上

自閉 
徘徊 
強い慢性緊張  （全身）  
動きの幅少

自閉の減少 
徘徊の減少 
自発的発言の出現

常同行動 
強い慢性緊張（全身）  
動きの幅少

常同行動の減少 
リラックス行動の出現（TV を楽しむ） 

衝動行動 
強い慢性緊張（全身）  
動きの幅少

衝動行動の消失 
自己コントロール力向上

うつ気分 
慢性緊張（首，肩，背） 

うつ気分の訴えの激減 
行動活発化

攻撃的言動 
強い慢性緊張 （全身）  
動きの幅問題なし

攻撃的行動の消失 
自己安定感の増大

鶴  
（2005）

個別 週 1 回 60 分
／ 15 回

事例の経過 通院 
急性期 （再燃）  
20 代，男性

斜頸（2 か月改善ないため動作療法依頼）  
首～脚に強い慢性的筋緊張 
姿勢の不調の自覚なし 
幻聴 
幻聴による不穏 
意欲や活動性の低下 
笑顔なし

斜頸の改善 
リラックス 
姿勢の改善 
幻聴内容の変化  （被害的→賞賛的）  
幻聴へのとらわれ減少 
活動性向上，家業手伝い 
笑顔の増加，顔つきがしっかりする
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表 1　統合失調症に対する動作療法の効果（続き 2）

著者 実施形態 介入頻度
／期間 評価方法 対象 症状 結果

永山  
（2010）

個別 週 1 回 60 分
／ 15 回

事例の経過 入院 
慢性期 
30 代，男性

斜頸  （薬の副作用＋緊張）  
：電気けいれん療法著効せず 
しびれ・首の痛み 
歩行不安定 
易怒性・暴力行為 
現実感の乏しさ 
自閉

斜頸の改善 
緊張を自覚 
首の緊張緩和  （「首がやわらかい」）  
歩行の安定 
情緒の安定化 
心的活動の活発化・現実感の回復 
被害感の緩和・対人交流の増大 
  ↓ 
退院

上倉・
清水  

（2013）

集団 
30 代～ 70
代の男女
12 名 

（男性 4 名， 
女性 8 名）  
 
→集団＋ 3
事例を掲
載

週 1 回 40 分
／ 6 回

①事例の経過 
②社会適応機
能尺度  （SAFE：
The Social-
Adaptive 
Functioning 
Evaluation）  

：看護師が評価

入院 
急性期 
慢性期 

（陽性・陰性症
状） 

長期入院のおそれのある者，長期入院
者（日常生活上，対人的困難）

：陽性症状活発
：陰性症状強く，退院意欲が低下

日常生活機能の改善
（SAFE　動作療法導入前よりも導入後

に有意に改善　z=-2.14，p<.05）
：陽性症状の軽減
：意欲，主体性の向上

急性期 
［閉鎖病棟］ 

30 代，男性

硬い表情 
病識の乏しさ 
自閉 
自発性の低下 
注察妄想  （悪化時） 

表情の和らぎ，笑顔の増加 
治療に取り組む姿勢 
協調性の増長，援助行動の出現 
主体性  
精神症状安定 
   ↓ 
退院 
再燃の危険の低減：薬物療法で速やか
に収束するようになる

慢性期 
［閉鎖病棟］ 

60 代，男性

奇行 
幻覚  （体感幻覚）  
妄想 
連合弛緩 
作業療法集中困難

奇異行動・病的体験の減少 
幻覚・妄想に振り回されなくなる 
応答性の改善 
回復への希望の出現 
集中できる時間の増大 
  ↓ 
SST に毎回参加 
自身や症状について語るようになる

慢性期 
［開放病棟］ 

40 代，男性 

体感幻覚を伴う妄想 
強迫的傾向 
意欲低下 
退院不安 

からだの痛みへの過敏さが緩和 
現実的な体感の回復 
意欲増大 
退院不安の低減      
  ↓ 
SST 参加後，退院  （悪化なし） 

上倉・
清水

（2015）

個別 1 ～ 2 週に 
1 回 10 ～ 30
分／全 32 回

①事例の経過 
②音読量

入院 
［閉鎖病棟］ 

難治例 
慢性期 

（陽性症状活発）  
60 代女性

児童期発症，長期入院中 
陽性症状活発で薬物療法・電気けいれ
ん療法は著効せず 
疎通不良・転倒の多さから隔離・拘束
中 
 
 
 
 
妄想 
思考障害・支離滅裂 
奇異行為 
興奮・易怒性 
自閉・疎通不良 
拒絶 
こだわり 
緊張病症状による身体の硬さ 
転倒

 
陽性症状改善
身体状態の悪化による抗精神病薬中止
時に，被害感出現するも自己コント
ロールし抑制
疎通の改善・転倒の減少 隔離・拘束
解除→行動拡大 
音読量増加  （集中力改善）  
 
妄想の低減 
思考障害・支離滅裂の改善 
奇異行為の減少 
情緒的安定化 
対人親和性の増大・対人交流増大 
情緒的応答性・自発的交流の増加 
拒否の減少 
興味関心の拡大 
歩行の安定・転倒の減少

Kamikura 
& Shimizu 

（2016）

個別 2 週に 1 回
20 分／全 26
回

①事例の経過 
②描画テスト  

（HTP：House 
Tree Person 
Test） 

入院 
［開放病棟］ 

慢性期 
（陽性症状活発）  

60 代女性

30 代で発症後，未治療期間あり。 
入退院を繰り返す 
 
 
妄想 
体感幻覚 
させられ体験 
妄想に左右された問題行動 
自閉 
硬い表情

HTP：妄想を示す指標の減少 
　仲良く会話する女性を描く 
　→自閉 ・妄想の緩和， 
　　対人交流の増大 
妄想の低減 
現実的身体感覚の実感 
現実的な捉え方 
問題行動の減少・現実的な対処 
対人交流の増大・活動性の増加 
笑顔の増加
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象として重心動揺を測定し姿勢の不安定さと心

理状態の関連を検討した結果，統合失調症者で

は健常者よりも有意に重心が不安定であり，精

神症状と不安が姿勢の不安定さに密接に関連し

ていることを示している。こうした研究からも，

軸立て課題が統合失調症者の精神症状および不

安の緩和に作用することが示唆される。躯幹の

ひねり課題は，側臥位になり腰を起点として上

半身を開いていく課題であり，自己弛緩とコン

トロールが求められるものであり，リラクセイ

ション課題とタテ系動作課題の中間に位置する

といえる。

なお，リラクセイション課題は，本来主体的

な努力活動を必要とするものではあるが，主体

性と意欲の低下，空虚な自己感がみられる統合

失調症者においては，導入当初には他動的な

援助が必要な場合があるのも現実である（鶴，

1988）。単純な他動的援助については，上倉・

清水（2013）が，それまで非現実的ながら幻

聴体験や身体の痛みに集中することで，かろう

じて保っていた自己枠を崩し症状を悪化させか

ねないとして，その危険性を指摘している。統

合失調症は，援助の匙加減の求められる難しい

疾患であり，それに応じた適切な援助には熟練

を要する。したがって，自我境界の曖昧さと侵

襲性の感じやすさという特有の治療困難性のあ

る統合失調症においては，タテ系動作課題はリ

ラクセイション課題を補完するとともに，安全

な自体操作感と自己感の形成につながり，自我

境界の明確化と現実検討能力の向上を図るとい

う作用があると考えられる。

このように，統合失調症に対する動作療法適

用初期にみられた，リラクセイション課題を主

とした介入に加えて，自己―自体―環境系に働

きかけより強靭な自己活動を要するタテ系動作

課題が導入され，それらが一定の効果を生んで

いることが読み取れる。ただ，動作課題の作用

に関する仮説については，臨床家の経験に基づ

いたものが大半を占め，仮説の検証は十分とは

いえない。足立（2013）は，高齢者を対象と

してタテ系動作課題を実施した結果，重心動揺

が少なくなったと報告しており，こうした実証

的研究を積み重ね，さらに課題ごとの特色を詳

細に検討していくことが，より有効なアプロー

チの実践につながると考えられる。

②効果

統合失調症に対する動作療法の効果について

は，表 1 の［結果］欄に示した。長期入院中

の慢性期の統合失調症者においては，陰性症状

によって集団療法の参加継続が困難な場合も多

いが，これらの研究においてはほとんどドロッ

プアウトの報告がないのは特筆すべきことであ

る。また，動作療法の実施によって，精神症状

が悪化したという研究報告は見当たらなかっ

た。

全ての研究で，精神症状や社会適応能力，対

人交流等の改善が報告されていることからも，

言語を媒介とする心理療法とは異なり，動作療

法では病的体験の言語報告を求めない侵襲性の

低さと効果の高さがみられる。加えて，薬物療

法でも改善の困難な難治例への適用と陽性・陰

性症状改善の可能性が示唆され，動作療法の

適用範囲の広さと治療効果の高さがうかがわれ

る。

③効果要因とメカニズム

動作療法の特徴と有用性については，池田

（1992）は，クライエントの主体的努力を把握

しやすい，クライエントに即座にフィードバッ

ク可能である，クライエントとセラピスト間で

の共体験・共感が生じやすい，クライエントの
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動作療法の受け入れがよい，具体的な “ 動作 ”

を取り上げることでクライエントの不安を緩和

するとしている。こうした動作療法の特徴が，

侵襲性の低さと効果要因に関連していると考え

られる。

それでは，統合失調症に対する動作療法の効

果要因とはどのようなものであろうか。効果要

因とメカニズム仮説については，収集した論文

20 本のうち効果要因に関する記載のあった 12

本を取り上げて，表 2 の［効果要因］と［メ

カニズム］欄に示した。

1980 年代より，主に鶴 光代（1982，1984，

1988，1992，1993，1995，2002，2005）

によって，統合失調症者に対する動作療法の効

果要因の検討がなされた。メカニズム仮説に

ついても，主な検討は鶴光代（1982，1984，

1988，1993，1995，2002，2005） に よ っ

て行われており，その他の研究者による仮説の

検討は少ない。そうした背景には，動作法自体

のメカニズム仮説の検討と検証が進んでいない

現状も影響していると考えられる。しかし，近

年ではエビデンスベースドな心理療法が求めら

れており，クライエントの利益，説明と同意と

診療報酬の点数化において，メカニズム仮説の

検討は重要な研究課題である。

鶴（1984）は，統合失調症者の実感の乏し

さに対して，動作療法によって「言語説明ので

きないところで自己理解感，自己一致感が生じ

る」とし，その際の「実感」を効果要因として

挙げている。そして，「からだとともにあって

安定し，能動的有効的に活動する自己の存在を

より確実にするもの」として「自体感」の概念

を重視し（鶴，1991），「自体感」が確実化す

るに伴い現実検討能力の改善がみられ，精神症

状が安定化するとした。つまり，現実的な身体

感覚を感じ取れることが，現実検討能力の改善

につながるとしている。こうした「自体感」は，

自我境界が曖昧で現実感を持ちにくい統合失調

症にとっては特に重要なものといえる。動作法

研究においても，「自体感」は重視されており，

多くの研究者によって実証的研究がなされてい

る（平野，2010; 井上，2014; 本吉，2011）。

その後，鶴（1995）は，効果要因として意図・

努力・身体運動実現の過程，主体的体験の促進

を挙げ，鶴（2002）では，自己弛緩を重視す

るとともに，体験様式という観点から仮説を示

した。すなわち，動作療法における意図・努力・

身体運動実現の過程において，外的には，自己

弛緩と動きのコントロールが行われ，内的には

主体的体験様式，現実的体験様式，安定感・快

感の体験様式，客観的体験様式が生じ，結果的

に自己確実的体験が生じるとした。そして，自

身の身体に能動的に働きかけ，具体的な動作の

実現に向けて努力するという体験のあり方であ

る「能動的現実的体験様式」と自身の動作の適

否やバランスを検討しながら動きをコントロー

ルしていくという体験のあり方である「自己統

制の体験様式」が提唱された。こうした仮説を

発展させ，鶴（2005）は，動作療法による統

合失調症の心理的変容プロセスとして，①能動

的体験様式が生じる，②①の過程で自体感が育

まれ，それに伴い現実感覚が賦活化する，③統

合失調症の積極的な自己活動が活性化し，④課

題動作と日常生活において現実的対応の体験が

なされるという仮説を提示した。

ただ，心理的な変容についての検討は試みら

れているものの（濱田，2004; 門田，2005;

鎌田，2008; 三浦，2007; 山口，2006），こ

うした体験の生起については実証的には確認さ

れていない。その背景には，研究協力者数の少
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表 2　統合失調症に対する動作療法の効果要因とメカニズム仮説
著者 出版年 ターゲット 効果要因 メカニズム

鶴 1982 心身の緊張の慢性化 
社会的自発的行動の抑制

自体への気づき 
自己弛緩 
慢性緊張の緩和 
自己コントロール力の向上

身体活動の硬さ，緊張への気づきとその緩和・
解消の実現 
→動作・行動の自己コントロールを再学習 
→社会的自発的行動が改善

鶴 1984 認知障害 動作課題 動作課題による動作認知の改善 
→認知障害の改善

感受性や行動の乏しさ 動作改善過程における感受性や行動
の賦活化過程

成瀬 (1983) －動作過程には， 自分の身体を自分
の意図通りに適切に活動させるための自己活動
が存在し，「自己」の活動性，能動性が「動作」
の発現に大きく関与

自己活動の障害 
；「自己」の活動の低下と歪み－動作障
害（特異な姿勢・身体運動）として表出

自己活動の活性化 鈍くなり硬くなり統制的でなくなった動作を改
善していく過程で自己活動が活性化

コミュニケーションの障害 集団動作法 
（⇔集団での画一的アプローチ） 
：個々の症状等に配慮した上での人と
人との緊密的なアプローチ

対人接触に問題をもつ分裂病の人達が身体を通
じた一対一の関係性の中で能動的なコミュニ
ケーションをもつことを通じ，集団の社会化さ
れた状況に関与

身体も含めた自己の統合への違和感 心身を統合したアプローチ 
→身体運動と内的自己活動を動作と
いう概念で一元化した「動作法」は
分裂病の治療法として非常に有意義

実感の乏しさ 言語説明のできないところで生じる
自己理解感，自己一致感 

：「自分がよくわかるようになった」   
という 実感

鶴 1988 ・主体的活動性の低下 
・妄想・幻聴への対応と統制 
のあり方

自体と自己をコントロールする体験 自体を対象化し， 向き合う；現実への向き合い
方の体験 
→能動性の高まり，能動的活動 
→より高い感受性を必要とする活動 
→特定された部位を焦点化し自己弛緩 
　；細分化し，選別化する過程 
→対象の客観視の習得⇒客観性の向上 
　新たなコントロール法の獲得 
→自己コントロール力の向上 
    （幻聴の減弱，幻聴に左右された行動 
    の減少） 
→体のコントロール法の明確化 
→積極的な自己コントロール法（新しい対処 
　方略）の獲得

池田 1992 心理的変化 自己統制の方略の獲得

鶴 1992 ・身体的自我感情への 
  気づ きの乏しさ 

・自我能力の低下

心理療法として行われる身体運動を
通してのアプローチ

鶴 1993 ・受動的体験の仕方 
 （引きこもり等） 

・非現実的体験の仕方 
 （幻聴・妄想等）

自体感の変化 非現実的な自体感が実体的な自体感へ変化←こ
のプロセスで自体への能動的かかわり，動作の
諸相での現実検討の体験が展開

鶴 1995 ・慢性期における自己活用 
  の困難さ

意図・努力・実現の過程 他者から与えられた課題を自分の課題として受
け取り，その実現に努力 
→ 簡明な動作課題の設定による努力目標 
　 の明確化

主体的体験の促進 主体的活動体験 
→受け入れ，チャレンジ，自己活用という 
 　体験様式の修得
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表 2　統合失調症に対する動作療法の効果要因とメカニズム仮説（続き 1）
著者 出版年 ターゲット 効果要因 メカニズム

鶴 2002 ・受動的な体験様式 
・非現実的な体験様式 
・主観的な体験様式

←からだに働きかける能動的体験 
←動作を生起させる現実的体験 
←動作の正否を検討する客観的 
　体験

主体者としての自己が，身体を能動的，現実的，
客観的に制御する動作過程を通して，受動的， 
非現実的，主観的な体験様式をより望ましい体
験の仕方へと変化

・受動的な体験様式 ←からだに働きかける 
　能動的体験 
　自分のからだとの対応 
←能動的体験様式に伴う肯定的 
　自体感

「気持ちよい」などの肯定的体験がなされると
き，自体への消極的働きかけは積極的なものに
変化 
←治療場面での能動的体験様式が，日常生活で
自発的能動的行動として出現する節目

・非現実的な体験様式 
・主観的な体験様式

←動作を実際に生起させる 
　現実的体験 
←動作の正否を検討する 
　客観的体験

課題としての動作を適切に受け取り，動作遂行
における現実検討を増して，課題動作を実現で
きるようになったころ，外界と自分自身に現実
的に客観的に対応できるようになる

・心理的不安定さ 体験様式の重要視 例 . まっすぐに安定して立つ 
×動作の変化→こころの変化 

：動作ができて立った結果がこころを落ち 
　着かせる 
 
〇体験（こころ）の変化 
　→動作の変化として表れる 

：安定した立ち方を目指し，それに向けて努力
する動作過程のなかで，落ち着いて自体操作を
するという自己統制の体験が展開したとき，安
定して楽に立つという動作が実現 
この動作過程のなかでの安定した自己統制の体
験が，新たな体験様式を形成したとき，日常の
体験の仕方が変化

心地よい自体感 安定感・快感の体験様式により心地よい自体感
が得られる

自己活動の活性化

自己弛緩 自己弛緩の過程で，過剰緊張（無意識的な力み）
に気づき，弛める体験が得られる

・受動的な体験様式 
・非現実的な体験様式 
・主観的な体験様式

←主体的体験様式 
←現実的実感的体験様式 
←客観的体験様式 

・安定感・快感の体験様式

鶴 2005 ・斜頸 
・情動不安定 
・現実検討能力の乏しさ

・能動的体験 
・現実感覚の賦活化 
・新鮮な自体感の生成 
・自己活動の活性化

【能動的体験の仕方の展開】 
 　：からだの緊張を抜き気持ちよさを体験 
→ 【現実感覚の賦活化，新鮮な自体感の 
 　生成による自己活動の活性化】 
 　：部位ごとの動きを意識的に現実検討し 
 　なが ら動かす体験 
→ 【自体軸動作課題で現実感をもって現実 
 　対応的にからだを動かす体験】 
　 ：状況と自身の望みに適合した対応

上倉・清水 2013 ・精神症状 
・院内不適応 
・再燃 
・退院意欲の低下

非無意識的努力による自己調整 
体験と自己存在感の回復

現実的な存在である自己身体へ非意識的に注意
を向ける 
→自己身体を対象化し自己操作する体験 
→現実検討の促進 
→病的体験の軽減，病的体験に巻き込まれ 
　ずに客観化 
→内外の刺激に左右されにくい自己存在感 
　を回復
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なさ，体験様式の測定に適したチェックリスト

が使用されていない可能性，標準化された尺度

が用いられていないという客観性と妥当性の問

題が指摘される。そのため，このような体験が

存在するのか，存在するとすればどのように生

じるのかについては，未だ明らかにはなってい

ない。

近年では，上倉・清水（2013）が，効果要

因として非意識的努力による自己調整体験と自

己存在感の回復を提唱している。この研究で

は，これまで動作療法研究ではあまり言及され

なかった意識面を重視し，意識下にある非意識

的な状態でのクライエントの自己努力による自

身の心身の調整体験が重要であるとしている点

が特徴的である。メカニズム仮説としては，現

実的な自己存在である自己身体（注：意識化さ

れ，自分の所有物である身体の意）に非意識的

な注意を向けることにより，自己身体を対象化

し自身で操作する体験が生じ，現実検討が促さ

れることによって，病的体験が軽減する，病的

体験が残存しつつもそれに巻き込まれず客観化

できるようになり，結果として自己存在感が回

復されるとしている。とりわけ，自己存在感の

回復は，自我境界が曖昧であり，させられ体験

や体感幻覚といった自我障害を呈する統合失調

症者にとっては，非常に重要な要素であるとい

える。

上倉・清水（2015）では，自体操作による

自体のコントロール力の改善を通じて，心身の

自己コントロール力が改善し，不安・緊張が緩

和することを示している。このように，身体に

注意を向け自己操作し，動作の適否を判断する

という現実検討過程を経ることが，現実検討能

力の増長につながり，結果として精神症状の軽

減や精神症状に左右されない自己の形成につな

がるといえる。こうした仮説は，メカニズム仮

説の基軸になるものであるが，さらに詳細にど

のような作用がどのような心理的機能に及びこ

うした心理的変容につながるのかというより詳

細な検討が求められる。

３．�統合失調症に対する動作療法の効果要因�

とメカニズムの検討

統合失調症に対する動作療法の効果要因とし

表 2　統合失調症に対する動作療法の効果要因とメカニズム仮説（続き 2）
著者 出版年 ターゲット 効果要因 メカニズム

上倉・清水 2015 難治性統合失調症者との 
ラポールの形成

身体を通じたセラピストへの信頼感
の形成 
自己・他者対峙的体験

他者・外界への信頼感の回復 

・精神症状 
・感情の貧困化 
・不安・緊張

自体感の確認作業を通じた自己対峙
的体験

自体感 
→現実感の回復 
→精神症状の安定化，情緒の賦活化，  
　自己像の回復

自体操作によるコントロール力改善 自体操作 
→自体のコントロール力改善 
→心身の自己コントロール力の改善 
→不安・緊張の緩和，精神症状の安定化

Kamikura & 
Shimizu

2016 ・体感幻覚 
・妄想

自体操作 
自体感 
自己への気づきの促進

自身のからだを感じ，注意深く動かす体験 
→からだへの気づきと主体性の回復 
→妄想・幻覚がありながらも，対処可能

・自閉 身体を通じた自身とのコミュニケー
ションの改善

身体を通じた自身とのコミュニケーションの改善 
→自－他コミュニケーションの改善 
→自発的交流，より深い対人交流
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ては，様々なものが挙げられているが，その概

念的妥当性の検討は進んでおらず，各効果要因

の影響力や効果要因間の関係性は未整理であ

る。そのため，各研究者が自身の重視する効

果要因に焦点を当てて各々メカニズム仮説を提

案している状況である。ただ，研究者が挙げて

いる効果要因を概観すると，統合失調症に特に

効果的な要因としては，①主体的（能動的）体

験，②自体感，③現実検討の体験が共通してい

た。

近年，認知科学領域では統合失調症の自我

障害に関する研究が活発に行われ，「自己意識

（Self-consciousness）」の障害が統合失調症の

自我障害に関連するという実証的研究が蓄積

されている。「自己意識」とは，“ 自身の意思

や行動は自身のものであるという感覚 ” である

「自己主体感」と “ 自分の体であるという感覚 ”，

物理的生理的身体を意識化し自身の所有物と感

じる感覚から成る「身体的所有感」から構成

さ れ る（Gallagher，2000，2012，2015）。

「自己意識」の概念を参照すると，上述の①主

体的（能動的）体験の結果により，「自己主体

感」というより意識的な感覚が生成され，②

自体感の増長によって「身体的所有感」が認知

されると考えられる。そして，③現実検討の体

験を通じて，「自己主体感」と「身体的所有感」

が意識レベルで現実に即した形で体験されるこ

とにより，「自己意識」の障害が改善され，自

我障害が軽減し，ひいては精神症状の安定化に

つながるという仮説が考えられる。上倉・清水

（2013）においても，動作療法では非意識的

な自己調整体験が重要であり，それによって自

己存在感が賦活化されるとしており，動作療法

は非意識〜意識という広範囲にわたって，主体

的な自己調整に作用し，結果として短期間の介

入で主体性の回復ともいえる自己存在感の回復

につながると考えられる。

上倉（2016）は，健常者を対象として動作

療法による「自己主体感」と「身体的所有感」

の変容の可能性を予備的に検討している。その

結果，1 回の動作療法によっても，「自己主体感」

と「身体的所有感」が賦活化されることを示し

ている。また，Kamikura & Shimizu（2016）は，

薬物療法によっても軽減困難な陽性症状（幻聴，

体感幻覚，させられ体験等）に悩み問題行動を

呈した統合失調症者に動作療法を適用し，「自

己主体感」と「身体的所有感」の観点から動作

療法のメカニズムを検討している。その中では，

身体と感覚に注意を向けることで緊張と動きに

くさを感じ，「身体的所有感」の獲得が図られ，

「意図・努力・身体運動達成」の過程により自

己コントロールがなされ，「自己主体感」が向

上し，こうした過程で現実検討がなされ，結果

として自我障害が改善し，ひいては体感幻覚や

幻聴が改善するという仮説を挙げている。今後

は，これらの仮説の精緻化と実証的検討が求め

られる。

他方，疾患は異なるが，認知症者に対する動

作療法では，不自由で居心地の悪い身体像から

動作法によって適度なゆるみと不安の軽減がも

たらされることにより，居心地の良い身体像へ

変化することが観察されており，こうした肯定

的な身体像の変容が肯定的な自己像の変化へ

繋がる可能性が示唆されている（上倉・成田，

2014）。したがって，身体像の変化と自己像の

変化の関連についての検討も重要である。

４．今後の課題
統合失調症に対する動作療法の効果要因とし

ては，①主体的（能動的）体験，②自体感，③
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現実検討の体験が想定される。ただ，こうした

体験や感覚については，事例の観察のみから仮

説が生成されており，実証的研究は進んでいな

い。「体験」という概念は，非意識〜半意識的

なものであり，どのようにそれを実証するのか

が今後の課題である。

現状では測定困難な「体験」という概念を基

にして生成されているため，統合失調症に対す

る動作療法のメカニズム仮説も，実証が困難な

状況である。そのため，最近蓄積されている統

合失調症の「自己意識」障害の知見を援用して，

測定可能なより意識的なレベルを含む概念を生

成し，新たに仮説を生成することも重要であろ

う。その際には，心理測定尺度や認知に関する

実験等を用いた実証的検討が求められる。
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Abstract

Review of researches concerning effect factors and mechanisms 
of Dohsa-hou on schizophrenia

Yasuyo Kamikura
Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Doctoral Program in Lifespan Developmental Sciences, University of Tsukuba

Dohsa-hou has many clinical effects on schizophrenia. Research on these effects has been very minimal, and 

Dohsa-hou is not so widely used in clinical fields. Therefore, we see a need to investigate its effect factors and 

mechanisms. The purpose of this paper is to reveal the status of research on Dohsa-hou, and to survey its effect 

factors and mechanism hypotheses for use in treating schizophrenia. 

Our results show that research on the effects of Dohsa-hou on developmental disorders comprised 31% of 

all Dohsa-hou research, while research concerning its effects on schizophrenia were only 8%. The influence of 

each effect factor of Dohsa-hou and its relationship were not completely clear, and the mechanism hypotheses 

were varied. We assumed experiences of reality testing, active (voluntary) experiences, and sense of self body 

to be common effect factors. However, it is difficult to measure these factors because they are experienced 

subconsciously. Hence, we propose the use of “self-consciousness”, which is dysfunctional in schizophrenia, to 

generate a new concept and mechanism hypothesis that could be measured empirically.

Keywords：schizophrenia, Dohsa-hou, self-consciousness, effect factor, mechanism
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