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統合失調症，統合失調症型障害および妄想性障害に
より外来通院中の人は，2017年時点で 62,700人に上
り（厚生労働省，2019），外来精神医療は重要な役割
を担っている。しかしながら，2020年 4─5月に日本
精神神経科診療所協会が実施した調査では，緊急事態
宣言の影響を受けた 853機関の内，46.2%が通院間隔
の延長や電話診療への切り替えを行っており（三木，
2021），十分な治療を受けにくい状況である。精神科
デイケアにおいても，コロナ禍によって，十分な運営

と心理支援が難しくなっている。統合失調症者は，病
院のデイケア通所者の約 3分の 2を占めるが（厚生労
働省，2017），デイケアでは長時間集団で過ごすために，
感染リスクが懸念され，休止や通所頻度の減少，滞在
時間の短縮化を余儀なくされている。
コロナ禍による統合失調症者のメンタルヘルスの増

悪に関する報告は，国内外ともに見当たらないものの，
再発した事例が報告されている。加藤（2020）は，寛
解状態の会社員が，新型コロナウイルス感染症に罹患
したのではないかという不安から 20年ぶりに再発し
た事例や東日本大震災後に再発し，その後寛解してい
たが，武漢でのコロナ危機の報道に影響されて 1週間
で病勢が増悪した事例を報告している。このように，
地域在住の統合失調症者においては，定期的通院の難
しさ，日中の居場所の喪失，対人交流の減少など，自
身を取り巻く環境の変化に伴う急激な不安によって，
ストレスの増加や精神的不調が懸念される。よって，
コロナ禍における統合失調症者のメンタルヘルス維持
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 Dohsa-hou therapists assist clients through physical contact, however, this is not advisable during the coronavi-
rus pandemic; instead, contactless Dohsa-hou is safer and more secure. In this study, we examined the possibilities 
of applying contactless Dohsa-hou for outpatients with schizophrenia as a self-care method and its effects on them. 
We administered the program 7 times for 8 outpatients with schizophrenia in a psychiatric rehabilitation center. 
Thereafter, they underwent a voluntary implementation period for two to three weeks at home. The results suggest-
ed that the contactless Dohsa-hou improved self-existence of mind and body (d = 0.83) notably, and slightly im-
proved sense of independence (d = 0.49), balance of mind and body (d = 0.21), irritability and anger (d = 0.23), 
well-being (d = 0.39), and third-party evaluation (d = 0.29). Therefore, the study showed that contactless Doh-
sa-hou can stabilize the physical and mental state, even when conducted under the self-restraint period during the 
pandemic. This study may provide helpful information in implementing contactless Dohsa-hou for outpatients with 
schizophrenia amid the coronavirus pandemic.
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に有用な心理的支援のあり方を模索する必要がある。
統合失調症者に対する動作法の作用　動作法は，入
院中の統合失調症者に対して，精神症状や適応状態，
社会適応機能の改善，活動性と対人交流の向上など一
定の効果が示されている（蒲原・佐々木・斉藤，
1980; 上倉・清水，2013; 鶴，1995）。最近では，統合
失調症者は，健常者と比べて自身の身体を所有してい
る感覚である「自己所有感」を適切に抱きにくいこと
が，ラバーハンド錯覚測定を基に明らかにされている
（上倉・大川・井手・和田，2020）。長期入院中の統合
失調症者に対して，週 1回 40分（全 5回）の集団動
作法を実施した研究では，動作法実施群は統制群と比
べて，ラバーハンド錯覚測定における「自己所有感」
と心身の融和感における主体性感覚の有意な向上が示
されており（上倉，2018a），動作法による「自己所有
感」および自分で自身の行動や思考に作用できるとい
う「自己主体感」の向上が期待される。

統合失調症者に対する触れない動作法　動作法は，
基本的に身体接触を伴う援助（以下，動作援助とする）
を通じて心理支援を行う手法であり，これまで動作援
助を伴わない言語教示による動作法の効果について
は，十分には検討されてこなかった。しかし，新型コ
ロナウイルス感染症拡大により，統合失調症者に対す
る非接触での動作法による支援が求められるところで
もある。鶴（2020）は，従来の身体接触を用いる「動
作法」とは区別して，対面で言語教示を用いる非接触
による動作法を「触れない動作法」と呼称し，コロナ
禍での適用を推奨している。
よって，本論文では，身体接触を用いる従来の動作
法とは区別して，鶴（2020）の定義を踏まえ，対面で
ソーシャルディスタンスを保ちながら，言語教示を用
いて行う動作法を「触れない動作法」とし，その作用
を検討する。加えて，動作法は，「自己治療（成瀬，
1988）」という考えに基づき，主体の心理的活動を重
視し援助する手法であることからも，メンタルヘルス
維持のために，支援者の援助を要さず自身で行えるセ
ルフケア法として期待される。以上のことより，本研
究では，これまで試みられたことのない外来通院中の
統合失調症者を対象として，触れない動作法を実施し，
その効果を検討する。併せて，セルフケア法としての
適用の可能性について検討する。

仮説 1　触れない動作法は，外来通院中の統合失調
症者に対して，動作援助を要さず自身で行えるセルフ
ケア法として適用できる。

仮説 2　触れない動作法の導入前と比べて，外来通
院中の統合失調症者の心身の融和感，ストレス反応度，
精神的健康度，リラックス感が有意に向上する。

方　　法

研究協力者　精神科病院の外来に通院中でデイケア

に通所する統合失調者 10名（男性 7名，女性 3名／
内 1名妄想性障害，平均年齢 48.00歳，SD = 7.29），
精神科医により統合失調症の確定診断を受けており，
抗精神病薬を服薬中の者を対象とした。

研究実施時期　2020年 1─3月に実施した。当初は，
触れない動作法プログラム全 10回の実施を予定して
いたが，感染予防の観点から，3月からデイケアが休
止となったため，研究計画を一部変更した。全 7回の
実施に短縮するとともに，プログラム終了後からデイ
ケア再開までの 2─3週間をセルフケア実施期間と位
置づけ，自宅で動作法を実施する自主実施期間とした。

手続き　動作課題の実施については，日本臨床動作
学会認定動作学講師 2名の助言を参考にした。精神科
臨床経験 14年で公認心理師，臨床心理士および日本
臨床動作学会認定臨床動作士の有資格者 1名（以下，
セラピストとする）が，触れない動作法として，言語
教示による集団動作法プログラムを週 1回 30分全 7
回（以下，#1─7とする）実施し，看護師 1名が研究
協力者の見守りを行った。

#1の冒頭では，からだ3の力みに気づくことを目的
に，立位での全身のゆるめに取り組んでもらった。実
施中は，「たくさん動かすのではなく，ゆっくり自分
のからだの感じを感じながら，少しずつ動かしてみま
しょう」と伝えた。#1─3では，リラクセーションと
身体感覚を感じる目的で肩上げ課題を，左右差の違い
や緊張を感じる目的で腕挙げ課題を，適度な緊張を入
れるとともに現実に接触し，現実検討を高める目的で
踏みしめ課題を実施した。#4では，より微細な自己
調整をする，自分に向き合う体験として，課題の難易
度を上げた。例えば，腕挙げ課題であれば，まっすぐ
というルートをきちんと保持したまま腕を挙げても
らった。全ての課題において，慢性緊張によって動き
にくくなった場合には，そこで止まって自身の緊張を
ゆるめていく，不安・緊張を感じる自分に向き合う体
験を促した。#5では新たに上体の前曲げ課題を導入
し，軸づくり体験を行った。全課題で，少し待つ，ゆ
るむ，動きやすくなるということを繰り返すことで，
動作を意図し，不安・緊張の自己調整，自身に向き合
いそれを乗り越えるといった努力をし，目的とする動
作を達成していくプロセス（成瀬，1988）を体験して
もらうとともに，柔軟に外界に対応する力を養った。
新型コロナウイルス感染症拡大前の #1─6では，言

語教示を主とし，目的とする動かし方がわかりにくい
者に限り，腕の挙上時に曲がっている場合にセラピス
トが腕に少し触れるなど，最低限の動作援助を行った。
2月末の政府の新型コロナウイルス感染症対策強化に

 3　物理的身体ではなくこころ（単なる精神活動を行う心とは異
なり，生きようとする生命体としての原初的な活動）を含み，
生きて動くものを指す。



関する会見を受け，研究協力機関が翌週以降のデイケ
アの休止を決定した。そのため，#7では，セラピス
トがデイケア休止に伴い，プログラムが中断すること
を伝えた。#7終了後には，「自宅でもできるので，よ
かったらデイケア休止中に運動の代わりにやってみて
ください」と伝え，セルフケア法としての動作法の活
用を促した。プログラム実施時は，全員がマスクを着
用し，ソーシャルディスタンスを保った上で，セラピ
ストが言語教示で援助を行った。

質 問 紙

からだの状態に関するアンケート 1　からだの状態
の把握と事前評価（以下，Preとする）を目的として，
自作した。最近 1週間で身体的不調を感じている部位
（人型のイラストを示し，不調部位に〇をつけてもら
う），腰痛やぎっくり腰の既往と現在の調子（自由記
述式），ケガや骨折の既往（自由記述式）について尋
ねる内容であった。

からだの状態に関するアンケート 2　事後評価（以
下，Postとする）を目的に自作した。現在，身体的不
調を感じている部位，プログラムの感想（自由記述式），
デイケア休止中の動作法の実施回数と実施した課題
（選択式）について尋ねる内容であった。

心身の融和感　動作法を体験した健常者と統合失調
症者の内省を基に作成された，身体的自己感覚と心理
的自己感覚の融和を測定する心身の融和感尺度短縮
版4（以下，融和感尺度とする; 上倉，2018b）16項目
を用いた。心身における自己存在感（例：自分が存在
していることを，しっかりと感じられない），心身の
リラックス感（例：ゆったりほんわかしている），心
身の調和感（例 : 頭で考えすぎて体がそれについてい
かない），主体性感覚（例：何か問題が起こっても，
乗り越えられると思う），身体的安定感（例：自分の
体や姿勢がしっかりと定まっている）の 5因子から構
成される。高得点ほど心身融和度が高いことを示す。
回答形式は，1「まったくそう思わない」─4「とても
そう思う」の 4件法であった。

ストレス反応　日常的に経験する心理的ストレス反
応を測定する尺度である新しい心理的ストレス反応尺
度（New Psychological Stress Response Scale: 以 下，
SRS-18とする; 鈴木他，1997）を用いた。不機嫌・怒
り（例：怒りっぽくなる），抑うつ・不安（例：気持
ちが沈んでいる），無気力（例：根気がない）の 3因子，
各 6項目の計 18項目から成り，高得点ほどストレス
反応が強いことを示す。回答形式は，0「全くちがう」
─3「その通りだ」の 4件法であった。

精神的健康状態　精神的健康度を短時間で測定可能
な日本版WHO-5精神的健康状態表簡易版（Simplified 
Japanese version of WHO–Five well-being index: 以下，
S-WHO-5-Jとする; 稲垣他，2013）を用いた。最近 2
週間の気分状態を尋ねる「明るく，楽しい気分で過ご
した」，「ぐっすりと休め，気持ちよくめざめた」など
の 6項目から成る。回答は，1「いつもそうだった」
─4「全くなかった」の 4件法であった。

モニタリング表　体のこわばり，緊張感，リラック
ス感，安心感，積極性の 5項目から成るモニタリング
表（角井・美羽，2006, p.22：著者改変版）を用い，
第 3者による評価として，各研究協力者の最近 1週間
の様子について尋ねた。ビジュアル・アナログスケー
ルにより 0（全くない）─100（非常にある）での回
答とした。

測定のタイミング　Preおよび Post時点で，統合失
調症者に対しては，からだの状態に関するアンケート
1および 2，融和感尺度，SRS-18，S-WHO-5-Jを実施し，
プログラムに関与しない看護師（以下，第 3者とする）
に対しては，モニタリング表を実施して評価を行った。

倫理的配慮　筑波大学人間系研究倫理委員会東京地
区委員会の承認を受け（課題番号 第東 2019-80号），
研究協力者の同意書を得た上で研究を実施した。

結　　果

分析対象者は，作業所への移籍者と活動内容を好ま
なかった者の計 2名を除き，Pre，Postともに回答の
得られた外来通院中の統合失調者 8名（男性 7名，女
性 1名／平均年齢 48.13歳，SD = 8.15，内 1名は，妄
想性障害）であった。プログラム実施時の様子を 
Table 1に示す。Preと Postの融和感尺度，SRS-18，
S-WHO-5-J，モニタリング表の合計得点について，統
計解析アプリケーション HAD16（清水，2016）を使
用して対応のある t検定を行った。その結果，融和感
尺度，SRS-18，S-WHO-5-J，モニタリング表のいずれ
においても，有意差はみられなかった。一方，融和感
尺度の心身における自己存在感（t(7) = 1.36, p = .22, 
d = 0.83）では大きな効果量が，主体性感覚（t(7) = 2.20, 
p = .06, d = 0.49），心身の調和感（t(7) = 0.57, p = .58, 
d = 0.21），SRS-18の不機嫌・怒り（t(7) = 0.78, p = .46, 
d = 0.23），S-WHO-5-J（t(7) = 1.26, p = .45, d = 0.39），
モニタリング表（t(7) = 0.77, p = .47, d = 0.29）では小
さな効果量が得られた（Table 2）。
からだの状態に関するアンケート 1，2（Table 3）

では，Preでは不調部位がないと回答した者が多く，
身体感覚の感じにくさが目立ったが，Postでは，不調
部位が頭，心臓，腰などと明確化した。感想では，プ
ログラムに対しては，「楽しかった。体が柔らかくなっ
た気持ちです（C）」，「とても良いです（D）」，「ここ
ちよい気持ちになれてよかった（E）」など概ねポジ

 4　尺度の原版を「心身の融和感尺度（上倉，2021）」と改称し
たため，本研究で用いた短縮版の名称もそれに倣い，「心身の融
和感尺度短縮版」とした。



Table 1
プログラムで用いた動作課題と実施時の全体の様子

回数
日付 動作課題

触れない動作法プログラムにおける全体の様子
動作課題への取り組みの様子 終了時の様子

#1 
1/16

1肩上げ 
2腕挙げ 
3踏みしめ

動作課題時は，セラピストを見て集中して取り組むが，表情
は硬く，無言で受動的な様子が目立った。からだの感じにつ
いては，半数が「わからない」と述べ，身体感覚に乏しい人
が半数以上いた。

参加者の 3割は緊張がほぐれた
が，7割はからだの感じが不確
実で，変化がわかりにくかった。

#2 
1/23

1肩上げ 
2腕挙げ 
3踏みしめ

からだに注意が向いてきて，不調な所についても自己紹介時
に言及するようになった。#1よりも，表情が和らぎ，より主
体的に取り組んでいた。

「スッキリした」という感想が増
え，からだの感じがわからない
者は 2名だった。

#3 
1/30

1肩上げ 
2腕挙げ 
3踏みしめ

セラピストが肩，腰，足のつっぱりやコリについてそれぞれ
尋ねると，各自が挙手するなどからだの感じに気づきやすく
なっていた。会の名前を決める際には，色々提案され，「心」，
「身体」を含めたネーミングも提案された。#1, 2よりも一層
注意集中して取り組み，教示に応じた動作も速やかで，反応
性がよかった。大半が，心身の緊張の和らぎを感じるように
なった。

身体感覚が向上し，自分の感覚
も言語化できていた。「楽な感じ
がします」，「上半身が軽くて，
下半身が重い感じ」と笑顔で話
すなど，全員が動作課題実施後
の変化を感じていた。

#4 
2/6

1踏みしめ
2肩上げ
3腕挙げ

からだの状態に関する言及が増え，取り組みを通じて，から
だの緊張を感じるようになるなど，身体感覚の向上がみられ
た。腕挙げ課題では，身体軸を意識しながらの微細な自己調
整をするなど難易度が上がったが，集中して粘り強く取り組
んでいた。

自身の緊張部位（コリ）が明確
化するようになった。腕挙げ時
に「腕がポカポカしてきた」な
ど動作時の身体感覚への言及が
増えた。

#5 
2/13

1肩上げ
2  軸のチェック
（片足立ち），
腕挙げ（軸の
移動）

3上体の前曲げ
4  軸のチェック
（片足立ち）

#1よりも表情がしっかりとし，集中して見本をよく見て，そ
の通りに実施しようと試みていた。自身の上体の丸まり，肘
の曲がりには気づかなかったが，セラピストが少し手を触れ
ると気づいて修正できた。腕挙げ時には，軸を意識しつつ腕
を挙げるように伝えると，それに応じて軸のぶれが減った。
前曲げ課題でも，見本に忠実に真っすぐに上体を倒そうとし，
目的通りにできている人が多く，姿勢もまっすぐになってい
た。

「体が楽になりました」と笑顔で
語ったり，「どっちの足も，ぐら
ぐらしました」などと自身のか
らだの状態を捉えた感想が増え
た。また，「心が楽になりました」
と心理的な変化を感じる者もい
た。

#6 
2/20

1肩上げ
2  軸のチェック
（片足立ち），
腕挙げ（軸の
移動）

3上体の前曲げ
4  軸のチェック
（片足立ち）

軸にのる課題では，二人組を導入した。積極的に指摘しあう
様子はないが，予想したよりも緊張は少なく取り組めていた。
♯ 5より一層見本に忠実にからだを動かそうとしていた。言
語教示を基に，まっすぐ腕を挙げようと手先，肘に気をつけ
て注意深く取り組んだり，前曲げ課題では腰を起点に上体を
倒そうとしたりするようになった。前曲げ課題後は，軸がで
きつつあるのか，余分な緊張を入れずにまっすぐに座れてい
た。

「左腕挙げる時に，左肩が痛かっ
た」，「腕がまっすぐ挙がるよう
になりました」，「腰が少し楽に
なりました」など，動作課題中
のからだの感じや動作課題実施
後の自身の変化に言及する感想
が増えた。

#7 
2/27

1  軸のチェック
（片足立ち），
肩上げ（軸を
意識）

2  腕挙げ（軸を
意識）

3上体の前曲げ
4  軸のチェック
（片足立ち）

開始時から，「猫背がひどくて，太ももがだるいです」など
と身体感覚についての具体的な言及がなされた。見本をしっ
かりと見て，自分で行う時も以前より注意，集中していた。
からだの動きを微調整しやすくなり，動きにくい箇所にも取
り組んでいた。
二人一組で腕挙げをチェックしてもらうと，真っすぐに手を
挙げられるように，相手に方向を示したり，援助するように
なった。

動作課題後のからだの感じへの
言及が増えた（「血の巡りがよく
なって，ぽかぽかします」，「背
中のはりがよくなりました」，「背
筋が伸びました」）。「眠くなりま
した」などリラックスした様子
がみられた。

注）動作課題欄の番号は，動作課題の実施順序を示す。



ティブな感想であった。一方で，「一時的に調子がよ
かったが，一日経ったら全てゼロになってしまって悲
しかった（A）」と回答した者が 1名いた。動作課題
については，「やっていると何か不思議な感じがする
（G）」などの回答があった。

考　　察

コロナ禍における触れない動作法の適用　触れない
動作法の適用については，Table 3より「ここちよい
気持ちになれてよかった」，「楽しかった」など概ねポ
ジティブな反応であり，ドロップアウトも 10名中 1
名であった。よって，触れない動作法は，統合失調症
者にとって侵襲性が低く，継続的に参加しやすいと考
えられ，仮説 1の適用の可能性が支持された。また，
言語教示のみで援助可能であったため，クライエント
も感染リスクを減じて安心して取り組める点でも，コ
ロナ禍でも安心・安全に適用しやすいと考えられる。

触れない動作法が統合失調症に及ぼす作用　触れな
い動作法の作用について，Table 1と Table 3を基に質
的側面から検討していく。統合失調症者は，健常者と
比べて「自己所有感」を適切に抱きにくいとされる（上
倉他，2020）。本研究でも，触れない動作法参加前には，
身体の不調を感じにくく（Table 3），#1では，半数が
からだの感じについて「わからない」と答える（Table 
1）など「自己所有感」の乏しさがうかがえ，動作課
題に対しても参加者の多くは「無言で受動的な様子が
目立った」。しかし，Table 1より，#2以降は，参加者
達は主体的に取り組み，#3では，「取り組みを通じて，
からだの緊張を感じるように」なった。#4では，左
右差を実感する課題を実施したところ，「自身の緊張
部位（コリ）が明確化」し，#5では「集中して（セ
ラピストの）見本をよく見て，その通りに実施しよう
と試み」，「体が楽になりました」とコメントする者も
いた。このように，主体的に動作課題に取り組む様子

Table 2
時期ごとの各指標の平均，標準偏差および対応のある t検定の結果

n range M SD t値 p

d

95%CI

lower upper

統合失調症者による評価
融和感尺度
心身における自己存在感 8 1 ─ 4 pre 2.60 0.30 1.36 .22 0.83

post 2.97 0.57 [‒0.34 2.00]

心身のリラックス感 8 1 ─ 4 pre 2.46 0.40 0.20 .85 0.08

post 2.50 0.64 [‒1.03 1.19]

心身の調和感 8 1 ─ 4 pre 2.50 0.47 0.57 .58 0.21

post 2.38 0.72 [‒0.90 1.32]

主体性感覚 8 1 ─ 4 pre 2.46 0.53 2.20 .06 0.49

post 2.75 0.66 [‒0.64 1.62]

身体的安定感 8 1 ─ 4 pre 2.46 0.47 0.20 .84 0.10

post 2.50 0.47 [‒1.02 1.20]

SRS-18

不機嫌・怒り 8 0 ─ 3 pre 0.54 0.68 0.78 .46 0.23

post 0.73 0.93 [‒0.88 1.34]

抑うつ・不安 8 0 ─ 3 pre 0.69 0.64 0.18 .86 0.06

post 0.73 0.68 [‒1.04 1.17]

無気力 8 0 ─ 3 pre 1.04 0.80 0.87 .41 0.18

post 0.92 0.58 [‒0.93 1.29]

S-WHO-5-J 8 1 ─ 5 pre 1.85 0.58 1.26 .45 0.39

post 2.04 0.36 [‒0.73 1.51]

看護師による評価
モニタリング表 8 0 ─ 100 pre 60.75 14.97 0.77 .47 0.29

post 64.63 11.62 [‒0.82 1.41]



からは，自身のからだに意図的に働きかけ，動作課題
を達成しようと努力し，目的動作を達成するという過
程（成瀬，1988）がうかがえた。

#6では，言語教示に応じて，課題からズレた動き
を修正する，軸を意識して動く，腰から上体を倒そう
と試みるなど，一層，意図・努力して心身の緊張を微
細に自己調整するようになった。その結果，「腕がまっ
すぐ挙がるようになりました」，「腰が少し楽になりま
した」と心身の変化を具体的に感じるようになった。
#7では，注意・集中力がさらに高まり，自身の動作
を微調整する，他者に自然な援助をするようになるな
どの変化がみられた。触れない動作法によって，「少
し体がほぐれた（H）」など身体感覚が賦活化し，か
らだを分化して捉える，局所的な部位に注目できるよ
うになる（「右ひざが痛くなった（F）」）などの「自
己所有感」の向上がうかがえた。なお，#7では，動
作課題の実施による変化を感じた者が多かったため，
当初予定した全 10回などに実施回数を増やすことで
効果が高まる可能性がある。
量的側面では，触れない動作法を実施した結果，融
和感尺度，SRS-18，S-WHO-5-J，モニタリング表のい
ずれにおいても触れない動作法導入前後で有意差はな
く，コロナ禍の中，改善および増悪はみられなかった。
よって，仮説 2は支持されなかった。一方で，融和感
尺度の心身における自己存在感では大きな効果量が，
主体性感覚，心身の調和感，SRS-18の不機嫌・怒り，
S-WHO-5-J，モニタリング表では，小さな効果量が得

られた。本研究のサンプルサイズが N = 8であったこ
とや，有意確率がサンプルサイズに依存し，効果量が
それに依存しないことを鑑みると，触れない動作法の
実施によって，統合失調症者においては，自身が心身
共に現実に存在しているという感覚，困難があっても
自身で解決できるという主体性感覚，思考と身体の調
和が整う感覚や精神的健康度の高まり，怒りの軽減が
もたらされ，第三者から見ても緊張の緩和などの変化
がうかがえるといった効果を有した可能性が示された。
統合失調症者は，「自己主体感」と「自己所有感」

が適度に備わっていないために，自他との境界が曖昧
になるという自我障害を呈すとされる（Hur, Kwon, 
Lee, & Park, 2014）。こうした知見を考慮すると，「心
身における自己存在感」の効果量が大であったことは，
#4以降でみられたような意図・努力・身体運動達成
の過程（成瀬，1988）において，自分に向き合い自己
調整したことで，自分で自分の思考や行動に作用しう
る，またそれによって自身の身体を所有している感覚
が生じ，統合失調症の根幹となる自我障害に動作法が
作用しうることが示唆される。

日常での動作法の継続的実施上の課題　自主実施期
間に動作法を実施した継続実施者は 2名と少なかった
が，心理的負担とならないように，動作法の継続的実
施を求めなかったことも影響したと考えられる。ただ，
この 2名については，Post（Table 3）では，「楽しかっ
た。体がやわらかくなった気持ちです（C）」，「動作
法をやってみて，はじめは，うまくいかなかったが，

Table 3
Pre，Post時の不調な箇所と Post時の感想（自由記述）

IDNo. 性別 年齢 不調部位
Pre

不調部位
Post

感想 
自主実施
回数

A 男 38

尻
皮膚炎になっ
ている。
治療中。

首（猫背）

プログラムに参加している時は一時的に調子が良かったが，
一日経ったら全てゼロになってしまって悲しかった。（セラ
ピストには，「アンケートやりました」，「楽しかったです。
動作法楽しかったです」と目を見て直接報告した。背筋も伸
びており，本人の自覚よりも猫背が改善していた。）

0

B 男 49 ない ない よい運動になりました。 不明
C 男 47 ない 頭 楽しかった。体がやわらかくなった気持ちです。 3

D 男 49 ない 頭の中
心臓 とても良いです 0

E 男 47 左胸じんじん 左肩 動作法をやってみて，はじめは，うまくいかなかったが，な
れてくると，ここちよい気持になれてよかった。 2

F 男 52 腰 腰
右膝

（動作法を）しっかりやらないと体重が短かくなった（背筋
が伸びなかった）。（適当にやったら）右ひざが痛くなった。 0

G 男 61
お腹
（便秘） 腰 やっていると，なにか不思議な感じ（「ふわ～とした感じ」）

がする。 0

H 女 64
右膝
筋肉の減少 右膝 少し体がほぐれた。 0

注）（　）内には，セラピストの観察と感想文の補足を記した。



なれてくると，ここちよい気持ちになれてよかった
（E）」と動作法による変化を感じており，このことが
継続的な動作法の実施を促進したと考えられる。
動作法を継続的に実施しにくい要因としては，オン
ライン動作法を体験した健常者に対する予備調査で
は，「自分が行っている方法が正しいか，自信がなかっ
た」という感想があり，統合失調症者においても，こ
うした要因によって動作法を日常的に活用しなかった
可能性が考えられる。よって，セルフケアを促すため
には，動作課題を絞り，動作法の実施方法を習得して
いくことが重要と考えられる。具体的には，実施手順
に慣れてきた頃に，参加者に順番で言語教示してもら
いながら全員で同一の動作課題に取り組む，わかりに
くい点を挙げてもらい，適宜サポートする，自主的に
実施できるように簡明な教示とイラスト付きの手引き
を配布するといった工夫が考えられる。

本研究の意義と今後の課題　本研究から，コロナ禍
において，非接触で安心安全に行える触れない動作法
の新たな可能性が示唆された点は，意義があると言え
よう。本研究の限界として，データ数の少なさと男女
比の偏り，フォローアップ評価の未実施，対照群を設
けていないことが挙げられる。今後，さらなる研究が
求められる。
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