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『しびれている身体で生きる』（坂井志織著）合評会 
 

稲垣 諭（東洋大学） 

2020/12/27 

【1】本書全体に関するスタンスと問い 
 

※現象学にとって重要なのは主体性の「経験」であって「言葉」ではない。言葉は、その背後で主体が生

きている「体験」を知る最重要の手がかりである。 

 

・確認事項①：患者さんの病院はAリハビリ病院のみか（233）。 

・確認事項②: 3人以外の治ってしまった1人はどうして調査から外したのか。「病態が大きく異なってい

た」（235）という条件は何か、治ってしまったことの何が問題だったのか。 

・確認事項③：しびれは「医療者にとっては「治らないもの」として、広く認識されている」(217)、

「不可逆的である中枢神経系障害」(235)。これらは参照資料もないことから医学的エビデ

ンスに基づく記述ではなさそうだが、坂井氏が経験した現場をおおう雰囲気のことなのか。

上記のように治ってしまう人もいる？患者さんはどこまでも治癒可能性を希望していた…。 

 

※スタンスの確認：医学、理学療法学、看護学、それぞれの領域には、それぞれ固有の問題と限界があ

る。だとすれば、それら問題と限界を相互に共有しながら、何がその「一人の患者」さんにとって最適な医

療サポートであるか、患者さん本人と共有し、選択できる医療体制が望ましい。それが全体的な医療である

し、その構築を目指すべきである。 

 

※現象学的な問い：「しびれ」は確かに難治性のものが多いと同時に、見過ごされやすい病態である。坂

井氏はそのことを患者さんの一人称的な語りを通して浮き彫りにする。現象学的には「しびれ」という経験

は、「麻痺（重度）」とは異なり（後述するようにこの厳密な区別は難しいが）、常に自覚化をともなうこ

とから意識的な志向性が身体部位や局所から離れることを困難にする。「気づき(awareness)」が亢進し、

「注意(attention)」がそこへ焦点化される。寝ても覚めても「しびれ」を基点に生活世界が組織される。

止むことのない歯痛を考えれば分かるように、その意味ではむしろ「疼痛（本レジュメ10頁、国際疼痛学会

の定義参照）」に近い経験（感覚的であると同時に他の感覚を覆い隠す(203)）であり、外部へ向かうモチ

ベーション、および身体行為の手がかりが奪われてしまう（動けないし、動きたくない）。このしびれから

「注意を外す」可能性や、しびれの「強度を変える」可能性は、どの程度あるのか、あったのか、あるい

は、しびれを回避しながら身体動作を形成することはどこまで可能なのか？ とはいえ、本書ではこれらの

問いは提起されず、その意味では、すでに変容した主体とその世界の記述や説明となっている。 

 

【2】では、本書では何が行われていたのか？ 

 
l 受容という経験                           

・坂井氏は患者さんとの対話を通じて障害の受容を「ポジティブな意味」で行っている。これは、精神分析

やナラティブ療法等でも行われていることで、患者は自分の一部として残存する障害・症状を納得はしない

までも、ゆるやかに受容していく。そこに強制力はなく、むしろ坂井氏との対話を通じて、自分の受け入れ

られる場所をおのずと見つけていくような作業になる。副次的に精神的苦痛の緩和(ケア)も行われる。 

より精確には、坂井氏は、医師の（あるいは、PTとOTの）無慈悲な通告を患者さんが受け止めるさいのバ

ッファ（緩衝材）となり、静かな受容を促している。リハ訓練中に患者さんのイラつきが出そうな場面で

も、坂井氏が横に立ってまなざしていたことで、その感情が抑えられたようにも思える（藤田さん）。あ

るいは、患者さんが坂井氏に伝えようと、自らの症状に積極的に言葉を与えることで、同時に身体経験や症

状の輪郭を浮かび上がらせ（固着させていた？）可能性もある。研究協力とはいえ、しびれに持続的に注
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意を向けさせることが、患者さんの「学習性無力感」を強化していた可能性も否定できない。しびれへの持

続的注意は、しびれとともに生きていくことにどこまで有効なのか。さらに、患者さんにとっては「しびれ

（だけ）」が最重要の問題のように記述されているが、これは「しびれ」に特化して話を聞いていたからで

あって、そのことが異なる文脈における他の問題を見えづらくしてはいなかったかかが、気になるところ

である。 

 

・上記のような受容プロセスになるのは、それはすでに坂井氏が、患者さんの「しびれの経験を聞き」、そ

れを「共有」し、「受け止める」場所から（つまり医師やPT・OTがいう、しびれは改善しないという知見を

「真に受けた」場所）からスタートしているからである。その意味でも、一切の事象が「治らないしびれの

ケア」の問題に吸収されてしまうように見える。しかし、「しびれは改善しない」という医学的方針？を

坂井氏が受容する手前で、患者さんのために「何ができた」のかを考慮することはいつでも可能であり、

その可能性を放棄する必要はない（これが本来の理学療法学の仕事であり、患者さんの選択肢を増やすこ

とになる）。 

 

・中枢性疾患、とりわけ右麻痺、左麻痺では、意識のモードが変わる（これは多くのPT・OTが臨床的に実感

していることでもある）。例えば、左麻痺では楽天的で強引さが目立ち、ことの深刻さを感じ取ることや問

題に直面することが困難になる傾向がある。それに対して、右麻痺では失語があってもどこか通じ合える実

感を共有できるが、他方で知識や言語的意味に回収してものごとを理解したがる傾向がある等々。中枢性疾

患の場合、麻痺やしびれのある患者さんが、どのような脳の損傷を受けたかに応じて、家族からの聞き取り

や、手術前後の人格や意識の変化も調査することも必要となる。 

 

l 患者さん以外の人々の無機化                                 

・他方で、患者さんの一人称に注目するあまり、医師やPT・OTが機械的、無機的存在として描かれること

になる。彼らは患者さんの経験を「理解する」ことのない、患者さんを「物体化する」、ある種の敵対的存

在のように扱われる。彼らには固有名もない。患者と坂井氏のやりとりだけが、人間的な交流をもつやり

取りとして描かれている。その意味では、患者さんの生きた経験を取り出すために、他者から名前を奪う

ことを、坂井氏自身が行なっている。これは、方法的要請としてのやむをえなさでもあるが、医学者が患者

さんに行うこととして、坂井氏が諫めようとしている方向性でもある。しびれは「多様な絡まりの中で」

(26)現れるのだとすれば、患者さんの多様な絡まりと文脈を見る必要があるはずだが、基本的には坂井氏と

の一対一のやりとりが特権化されている。医師やPT・OT、家族がどんな思いで、患者さんにかかわっていた

のか、彼らが患者さんのなかにどのような経験を発見していたのかが分からないまま、匿名の存在として描

かれる。とりわけ、PT・OTという患者さんの身体に直に触れる人たちが、患者さんとどのような会話をし

て、彼らにどんな治療訓練を課していたのかが分からないことは、しびれの残存の問題と大きく関わる。 

 

l 看護と理学療法、ケアとキュアの間                              

・坂井氏が行っていることは、実は、「認知神経リハビリテーション」（以下、認知リハ）の臨床にとても

似ている（本当に似ている）。認知リハは、坂井氏が患者さんに問いかけるように、どのような「生きられ

た経験」をしているのかを患者さんとその身体との対話を継続しながら、しかも「閉眼」（身体と触覚に注

意を向けるため）して治療訓練を設定することで、身体を評価し、神経系の再組織化を促す療法である（イ

タリアの神経科学者C.ペルフェッティが開発）。その意味で、坂井氏は図らずも理学療法の領域に踏み込ん

でいる。実際に、坂井氏は何度も患者さんの発言を確かめようと（評価しようと）彼らの身体に触れてい

る。だからこそ、患者さんの「生きた身体の評価」（これは、ADL等のスコア評価とは異なる）が詳細に行

われていない（あるいは、本書からは分からない）ことがとても残念である（p.7,p.8の図参照）。坂井氏

がPTだったら何が起きていたのかが、気になってしょうがなかった。個々の患者のしびれの残存は、「医

学」そのものの問題ではなく、「理学療法」の問題である可能性が残るからである。 
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「知り合いのPTの痺れに関する見解（メールの抜粋・強調引用者）」 

痺れに関しては、臨床的に非常に難解であることは間違いありません。患者の訴えを精査していくと、今まで感じた

事のない感覚を痺れと言ったり、鈍い感じを痺れと言ったり、正座のあとのビリビリ感に近いから痺れと言ったり

…。日本人であれば、感覚をメタファーで表現できるので、そこから治療を開始します。どの様な感じを痺れと表現

しているのか。その感じを、知覚や行為における病態と比較して、何が原因でその違和感が生じているのかを予測し

ます。基本的には、改善しない痺れはないと考えています。ただ、神経絞扼（こうやく）の様な物理的なものに関し

ては、力源を取らないと厳しいので、その場合のビリビリ感の痺れは分けて考えます。 

 

・理学療法には無数の主義や流儀（神経リハ、認知神経リハ、CI療法、ボバース法、PNF、徒手療法、動作

療法等々）があり、名人も確実に存在するが、医学的エビデンスは高くない。しかも実際の医療現場では、

残念なことではあるが、これが理学療法と呼べるのかというような治療訓練がしばしば行われている。 

 

※下記三冊は、本書ととても近い経験が描かれている優れた理学・作業療法に関わるセラピストの図書であ

る。 

cf.唐沢彰太『傷ついた脳の声が聞こえているか』（学芸みらい社、2020）、p.7、p.8の図は本書より 

本田慎一郎『豚足に憑依された腕』（協同医書出版社、2017） 

人見眞理『発達とは何か リハビリの臨床と現象学』（青土社、2012） 

 

l 本書では、どんな理学療法・作業療法が行われていたか？                         

・「マシントレーニング・スタジオ、有酸素運動、ヨガ、マッサージ、筋トレ」 

・「作業療法時にスクワット」（42） 

・「マット上で筋トレ」（46） 

・「廊下でケンケンパ」（61） 

・「手を揉み、足を揉む」（69） 

・「OTでのボール投げ」（103） 

・「理学療法で立ち座りの訓練と、ふくらはぎを鍛える運動」（143） 

・「つま先と踵と交互に上下させる訓練」（143） 

 

→ これらはほぼ体育か、スポーツジムでの筋力トレーニングである。筋力をつけるために動作をただ反復

する。対して、現在の理学療法は、神経系の可塑性を考慮した「神経リハビリテーション」が主流になり

つつある。が、他方でいまだにマッサージや体を動かせばそれをリハビリだと考えているPT・OTが多いのも

確かである（ただし本書では、PT・OTが上記の訓練を課すさい、患者さんの何を評価し、何を課題だと考え

ていたのかが分からない）。しびれが強いままで、無理な身体運動を強要しすぎている印象があり、しかも

患者さんとのコミュニケーション不足も見て取れる。 

 

藤田さん「あの人たちは、仕事でやっているだけだから、こなしているだけだけど」（154） 

「三つも、四つも、いろいろ言われるけど、できないよ」(140) 

 

→セラピストとの信頼関係が希薄で、要求が過剰、患者さんに難易度の高い無理な課題を与えていた可能性 

 

l 有能なセラピストに出会えていない？                           

・坂井氏は(リハビリのような？)「対症療法」は、「患者の経験を理解し共有するのではなく、しびれを

コントロールする方向に向かわせてしまう」(18)と述べる。だから「しびれを評価やコントロールする方向

ではなく、しびれへの付き合い方を共に見つけていく方向性も必要なのではないか」(18/強調引用者)と。  

 

→対症療法という断定（つまり、改善しないという前提）がまずある。この文章は、しびれは改善しない

のだから、しびれを評価しコントロールする必要がないと言っているようにも見える。とはいえ、しびれを

コントロールし、消すことができれば、患者さんにとってはそれが一番良いはずである。実際に治癒してし
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まった患者さんもいた。「Aだけではなく、Bも必要ではないか(not only A, but also B)」、という文章

なら分かるが、なぜAもBも必要だとは言い切れないのか、とても微妙な言い回しである。Bだけが必要だと

言いたいのか、でもそうも言い切れない、だから疑問文になるし、坂井氏の苦しい思いが現れている。コン

トロールする方向も含めてとはならない「理由」、	「治らないのだから」付き合っていくしかないという

想いがある。だからケアが必要なんだと。しかし、キュアもケアもどちらも必要である。 

 

・「治る可能性があるのではないかとポジティヴに受け止めていた」（16）が… 

・「このような患者の経験を、医学的な分類の枠組みだけで見ることが、そもそも事象の性質にそぐわな

い」（108） → 二項的なゼロイチ思考 

 

→医学と看護の中間で、「生きた身体(lived body)」の評価をするのが本来の「理学療法」学である。「看

護」という位置は、確かに医学や医師が見落としてしまう、見ることのない固有な経験を見つけることがで

きる。が、その他方で、「ケア」の視点だけで見ようとする可能性もある（傾聴、共有、配慮）。とりわ

け、患者さんの発話をそのまま信じることで（こわれた、ばらばら、こわい等々）、患者さんの身体で実

際に何が起きているかを評価しながら共有するという選択肢が見過ごされる。それに対して理学療法学

は、医師でも、看護師でもない固有な「キュアとケア」の中間地点で行われる治療・回復訓練を行う固有領

域である。 

 

・「予備調査でも、理学療法士や作業療法士がマッサージなどを実施して、その後にしびれが軽減したか否 

かを、患者に尋ねている場面をしばしば見かけた。他方で、しびれそのものや、それをどのように感じ

ているかを、患者に尋ねている場面はあまりみかけなかった」（18）強調引用者 

 

→こうした表現は、少数サンプルのリハビリ実践の観察に基づく個人的実感である。これがリハビリの日常

であるかのような類型化・普遍化はとても危険。現在、エビデンスに基づいた、どのようなリハビリが行

われているのかを調査する必要があるし、本書に出てくるPTとOTと患者の会話や、どのような治療訓練が行

われていたのかのチェックも重要。セラピストの当たり外れの幅は相当大きい。 

 

l 類型化の罠：麻痺としびれの差                                     

・「麻痺のある患者は…、一方、しびれに関しては、…麻痺とは違い物扱いしていない」（30） 

   片麻痺患者は「身体が手もと似ない状態」で、しびれは「みたい」で表現される（198） 

「片麻痺患者では、…自分の足じゃないと断言する」（198）	
「片麻痺患者が麻痺した手足を『自分の物じゃない』と断言し、物のように扱うのとは違い、『中身が

違うヒトみたい』という『人』であることを保って…」(34) 

 

→手をさすりながら、「びりびりびりびりして、つかいもんにならん」とモノのように語る患者さんはい

る。 

 

→麻痺の人は、こう述べる、しびれの人は、こう述べる、というのはとても危険な類型化である。これは

患者の「経験」からではなく、「言葉」を盲信することに由来する。たとえば、中山さんは「区別できな

い」(201)、「言ってもピッタリくる感じじゃない」(200)と述べている。患者さん自身が、自分の表現に

自信をもてていない。その意味でも、痺れと麻痺の中間には広範な混合領域があり（麻痺の中にも軽度、

中度、重度がある）、この患者さん特有の身体性は、発話とは独立に、そのつど評価されねばならない。

根拠資料として参照されている文献も、混合状態が含まれている症例が用いられており（田中美恵子『看護

をとおしてみえる片麻痺を伴う脳血管障害患者の身体経験』149頁）、少数事例を普遍化することには、ど

こまでも慎重であるべきである。参照文献が看護領域のものに偏りすぎているため、「しびれ」に関する脳

神経科学や理学療法的な文献も加えることで、どこまで類型化が可能かの吟味をしてもいいと思われる（疼

痛研究も）。言葉に頼らずとも麻痺した身体をモノのように扱う素振りは行動からも観察できる。 
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・中山さんも「これ」(94)と言っている（麻痺が含まれているから？）。 

・藤田さんも「右手、壊れてっから」（146）とモノのような表現。しかし右は失調である。 

 

 →こうした場面ではむしろ、坂井氏の中にある「類型」を患者さんに当てはめてしまうバイアス（反証例

をエラーとして無視してしまうリスク）が生まれる。しかし、それはそのつど患者さんの身体に尋ね、

吟味してみなければならない 

 

・正座をしていても、しびれから痛み、麻痺へとスペクトラム上に経験は進む。 

・「麻痺」との比較より「疼痛」との比較が有効だったのかもしれない（10頁、疼痛学会の定義参照）。 

 

※この麻痺としびれの類型化以外にも本書全体には、 

「部分か、全体か」、 

「物体としての身体か、生きた身体か」、 

「身体部分か、身体全体（健側-患側と身体全体）か」、 

「限局された部位か、からだか」、 

「医学（理学療法学）か、看護か」、 

「評価か、関心か」、 

「コントロールか、共有か」 

 

という二項的な図式（A or B図式）が頻繁にみられ、重点を後者へと置き直そうとする志向性・傾向性が

見て取れる。しかしこれは、本当に患者さんのためなのだろうか？ 看護領域の固有性を際立たせるため

に外挿された図式ではないのか。あるいは、教科書的な現象学理解が、そのような二項的な類型化をもたら

してしまった可能性もある。というのも、患者さんにとってはどちらも大切なことだと思われるからであ

る。こうした危うい二項的類型化は、坂井氏だけの問題ではなく、現象学研究者も行いがちである。 

 

【3】患者さんの身体の何が知りたかったか？ 
 

l 「私はできる(Ich kann)」現象学者フッサール                             

 
「机が机として、部屋が部屋として、世界が世界として奥行きを備えつつ私の前に現れるのは、私が空間をまさに移動できる

からである。私が事物の背後もしくはその先にある諸事物へと移動可能であるからこそ、それらは裏面ないし奥行きをもつも

のとして現出する。その限りで、空間的対象が現れることには、すでに私の身体の実践的な能力性が関与している。そしてこ

の「私はできる（Ich kann）」という実践的な能力性を開示するものこそがキネステーゼである。「私の生は完全に能力可能

性(Vermöglichkeit)における生である」（XV203）」、拙書『衝動の現象学』（168頁）。 

 

・藤田さん「わかってるけど、できない」（143）、「戻れないんだよ」、「冷たいほうが、ゆうこと、き

かない」（145） 

・リハビリでは、身体は「分かるけどできない」から、「分からないけどできる（自動化）」となることが

理想（透明な身体）。 

 

※私はできないという経験モードの多様性 

・離人性統合失調症 わかっているのにできない（それをするのに全力で取り組まなければならない） 

cf. ブランケンブルク『自明性の喪失』（アンネ・ラウ） 

・片麻痺   わかっているのにできない（動かすべき身体のとっかかりがない、拠点がない） 

・しびれ   わかっているのにできない（しびれが邪魔をして筋緊張の入れ方、抜き方が掴めない） 

・運動失調  わかっているのにできない（四肢の方向、距離、速度を調整する手がかりが見つけられない） 

それぞれの患者さんが、どのような経験の「できなさ」を抱えているのか。そしてこのできなさの中に、変

化可能な選択肢がどれほどあったのか、これを知る必要がある。 
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l 患者さんが表現する身体と、患者さんの身体の間                             

 

「からだがおかしい（笑）からだが、バラバラになっている気がする（笑）足のことばかり気にしているか

ら」（191） 

 

 このような患者さんの発言から、実際に彼らの身体に発話の意味内容通りのことが起きているかは分か

らない。にもかかわらず、発話の内容をそのまま患者の身体経験に当てはめるのは、これも類型化の一種

となる。 

例えばマラソンランナーが、試合中に横腹の痛みや足の痛みに気づくと、そこから全体的なフォームやリ

ズムが崩れてしまうことがたびたび起こる。この事態に対しても、上記の発言は当てはまりうるし、そのよ

うな発言をしばしば聞くことがある。つまり、ある場所に注意が奪われ、からだやフォームがバラバラにな

ることは頻繁に起こりうる。とはいえ、マラソンランナーの身体経験と、しびれの患者さんの経験が同じで

あるとはとても思えない。だからこそ、その身体に何が起きているのかが、患者さんの発話とは独立に吟

味され、評価されねばならない。実際、本書でも、患者の発話と身体動作の不和が起きている場面は何度

かあった（できているのに、本人はできないと発話したり、歩けているのに、本人にはそう思えない

等々）。むしろ患者の発話内容は、患者自身でさえわからない患者の身体を知る最良の手がかりである。 

 

l 何がもっと知りたかったか？ 生ける身体の評価                                     

【症例 江川さん】 

・江川さん：脊椎損傷 ADLは自立、C7（上腕三頭筋、指伸筋）感覚鈍麻、左手と下肢にしびれ 

・左手と臍下（さいか)の両下肢のしびれ 

・筋肉痛をかなり気にしている。健側（右手）に筋肉痛は出ていたのか？右足には？ 

・お皿、包丁、スポンジの接触課題 

・手応えのなさ 

 

・下肢のしびれは、仰臥位や側臥位において、あるいは、四肢のポジショニングに応じて変化するのか、

しないのか。その強度は常に一定なのか、楽な姿勢はないのか。 

・脛→暖かいのがわかる→暖かさの認知（温覚）はある。では他の感覚（運動覚、接触覚、圧覚、重量

覚、位置覚、伸長覚等々）はどうか？ 

・そこから腿（→分からない）へとつなげられなかったか。 

・接触するフェルト生地の違いで、しびれの度合いは変わるのか、下肢全体の痺れの強度は同じなのか 

・「接触とともに現れるしびれを回避することは難しい」（49）→接触に応じてどのようなしびれが現れる

のか、接触する対象の変化に応じてしびれは変化するのか、しないのか、どの場所にどの程度のしびれが現

れてくるのか。 

・「当たる」ことによるしびれは、「閉眼して」予測させるとどう変化するのか、しないのか。 

・「当たっちゃえば大丈夫」(51)は、何を意味しているのか。単に耐えているだけなのか、あるいは、予

測が成立するとしびれは変化するのか。 

・歩行の際の「しびれ」、「ふわふわさ」、「分からなさ」は、歩行という動作に由来するものが、どれほ

どあるのか。歩行前の「しびれ」とは同じものなのか。歩行は、立脚期、遊脚期の交代からなるが、それぞ

れのフェイズで、踵の接地、離脱、片足の振り出し、体幹の移動、上肢のバランス制御等々様々なモメント

が自己組織的にパターン化する。そのさい、しびれがどの位相において強くなるのか、あるいは、ならな

いのか。その出現を予測できるかどうか。接地の場合は、足底への体重負荷が、振り出しにおいては股関

節や体幹の移動が問題になるが、その際どの程度しびれが関与しているのか、足や足底の荷重から評価する

必要がある。 

・便通や尿意では、臀筋がとても重要になる（健常者であっても臀筋の意識的コントロールは難しい）。

肛門を締める力はどうなのか、腹筋はどうなのか。これらがどこまでしびれに支配されてしまっているの
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か。この力を込めることができないと、体幹や骨盤を移動させる歩行に問題が出るのは当然である。 

 

【症例 中山さん】 

・「頸椎症」(7頁)、「頸髄症」（91）同じか。 頸椎症性脊髄症？ 

・麻痺としびれは同じもの 

・ほとんどの麻痺は痺れとの区別が困難か 

・重度の麻痺は、亜脱臼するほど脱力するので、麻痺といっても筋緊張が伴っていることは多々ある。その

緊張の度合いとしびれがどのような関係があるのか。 

・患者の「分からない」ということには、質問者が問いを難しく立てていることが含まれている。たとえ

ば、「あなたの右の耳たぶの感覚を教えてください」と問うてみるとよく分かる。健常者だってそんなこと

を聞かれれば当惑する。「あるようで、ないような、微かに存在感はあるが、ふわっと浮いているようでも

あり、触ると一挙に存在感がでてくる」としか言えない。 

・脊髄損傷の不全麻痺にともなうしびれ 

・脳血管障害 

・中山さんの「感覚がない」は、どこまでないのか、あるいはあるのか？「非常にうすい」という表現

（111） 

・「「感覚がない」というのは、動いている感覚、キネステーゼがないこと」（112） 

→これも本当のところは分からない。「運動覚」がないのか、「接触覚」がないのか、「伸長覚」がな

いのか、「位置覚」がないのか、閉眼して確かめてみなければならない。 

・灼熱感や重圧感、苦痛感、ビリビリ感（112） 

・中山さん左の指に麻痺？便意、尿意は、中山さんでも問題（101） 

・湿り気、手の調整の難しさを、滑る、滑らないで表現。手が離れない原因の外在化（105） 

・中山さんのリハ中の強めの緊張感、PTとの関係がうまく行っていないか、難易度の高い課題を行わせすぎ

か。それにより、PTを信用できていない可能性。OTとは良好か？ 

「立つのはさ、杖がなくてもできるから。」(105) 

 

【症例 藤田さん】 

・脳幹部出血、左不全麻痺、右上下肢失調、4ヶ月のリハビリ（？） 

・坂井さんは藤田さんに対して手に触れる温度のアプローチをしている。 

・左麻痺、口内も。麻痺が強い。他人の足症候群 

・冷たいということでどんな経験をしているのか。暖かい冷たい、温い、サウナの水風呂とかの経験はない

のか？冷たさはどれくらいの強さなのか。接触とともにおこる気持ち悪さは、それと同じなのか。 

・「他人の、足みたい、だから、体重を、乗せられない」（140） 

→足底、膝、股関節、体幹移動と痺れの関係 

・「身を委ねるという自らの身体に対する無条件の信頼が損なわれていたこと」（140） 

→ここをどう作っていくのかがリハビリの課題 

・「三つも、四つも、いろいろ言われるけど、できないよ」（140） 

 →とにかく過剰な課題を与えている可能性 

・「これが、毎日、違う人の足、みたいだから、困る」（141） 

→足の感じ取りに毎日変化があるのだとすれば、そこに良い変化の可能性があるか、あるいは変化の要

因を調べられる。 

・「足に体重を乗せられるかどうかを、「ときどき」実際にやってみることで確認しないと、わからないよ

うな状態にあることが示されていた」（152） 

・「座っている、感じ、しないから」（152） 

・左足の外側「ここが、平らに、感じない」（176）、「ロープの上に、いるみたい」（176） 
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