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子どものリハビリは、セラピストと子ども（患者）一人一人との継続的な関わりである。
時に母親または父親の振る舞いが強く本人に影響を与えるとしても、彼らはリハビリの場に
おいてはセラピストとのみ向きあうことになる。この関係性において彼らはそれぞれ固有な
時間の流れのなかでさまざまな変化を出現させる。リハビリというプロセスにおいてセラピ
ストと患者はカップリングの関係にあり、お互いに連動する。そのため変化はセラピスト側
にも患者の側にも生じることになる。こうした変化を「リハビリ的病理」と呼ぶ。以下に症
例の経緯を検討しつつ、リハビリ的病理の内実を考察する。

1．症例
以下に数例の症例（自験例）について経緯の概略を述べ、変化が出現している場面につい
て、注の形で解説する。なお以下の記述のなかで、神経系の形成にまで至ろうとしているも
のを「組織化」
、
本人の振る舞いのなかに自己防御的な振る舞いが出現しているものを「変数」
とした。またそれらとは別に、能力の形成や予期や調整の出現（局面の変化）
、子どもらし
さの発露、エクササイズの失敗などについても記載する。

症例 1
当初本人は、セラピストと挨拶を交わすことさえできなかった。彼はセラピストを前にし
て、それまでと同じ振る舞いでしか対応することができない状態であった。すなわちこれま
でと同じようなことをするだろうと予想して、ようやくセラピストに向き合うのである。予
想に反して今まで経験したことのない問いを問われると、ともかくその場をないことにする
ことにエネルギーを注いだ【1】。
しばらくはまったく課題が成立しないため、彼が拒否せずに参加できる視覚下での選択を
含む課題を行なうようになった【2】。就学後しばらくするとようやく集中して課題に向かう
ようになってきた【3】。そのため彼が参加可能な形での課題を継続しながら、少しずつ難易
度を上げていくことを目指した。本人はリハビリの時間を楽しんでいるようにさえ思われた【4】。
しかしある日、彼がリハビリに来ることを拒否しているために別の施設に移るということを
母から告げられた【5】。
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症例 2
本人は、溺水による広範囲な脳損傷とてんかん発作があり、抗けいれん剤をかなり多く服
用していた。そのせいもあり、最初の一回とカメラマンが来たときを除き、よく眠るように
なってしまった【6】。そののち抗けいれん剤を減量し、服薬時間帯を変更して以来、触れら
れていることを感じとったり、なにかに目を向けたりするような課題の中で、感触や視界に
あるものに気づくということが少しずつ可能になってきた。一時、結果的にできればよいと
いうような振る舞いが見られたが、結果を必ずしも制御できるわけではないためか、あるい
は自分でわかりたいという思いや、触れているものをイメージしたり、次に来るものを期待
したりするようになったためか、いつの間にか結果だけを求めるような振る舞いはなくなっ
、学校、
た【7】。しかしそののち、直接的に痛みを感じるような扱いを母、自宅（訪問 PT）
病院（レントゲン写真撮影）と、リハビリ以外のすべての場で受け、柔らかく触れる感触で
も同様に拒否するようになってしまった【8】。痛みに対しては非常に過敏になってしまった
ため、当面はそれに抵触しない範囲からやり直すこととした。そののちは痛みがない状況で
は比較的リラックスするようになった【9】。しかし結局股関節を手術することとなり、リハ
ビリは休止となった。

症例 3
本人は新生児期以来体重の増えが悪く、生後 3 ヵ月まで入院していた間もよく泣く子で
あったとのことである。生後 6 ヵ月でリハビリを開始したさいも泣いてばかりで難渋した。
風や陽の光、空腹、眠気などなににつけても泣くことから、
「感と取るというより知覚が先
に来て、自分に向かう強度を側量するような注意が向いてしまう」と考え、
「測量モード」
と名付けた【10】。しかし視覚的記憶によって相手や見るものを整理できるようになってから
は、比較的落ち着きを得た【11】。ここから本人の体重は増加し始めた【12】。
視覚的記憶による整理を獲得したあとも、身体に直接変化が感じ取られるような姿勢変化
の場面では号泣した【13】。しかし移動や姿勢変化をすばやく行なうと、最初の一回はさまざ
まに動くことができた。しかしこれは二回目からは奏功しなかった【14】。
そののち、他者と自分という関係性において、他者は自分のやりたいことを実現させてく
れるものと捉えて自分の気に入ったことだけを母に繰り返させたり、行きたいところにうま
く介助で行かせてもらえないと泣いて怒ったりするようになった【15】。しかしこうした振る
舞いでは結局本人自身が物足りなくなったのか、少しずつセラピストとともに動くことを喜
ぶようになった【16】。
一時は左手、左の視野を優先する傾向があり、右麻痺傾向と思われる時期があったが、こ
れはほどなく左を先に見るという程度に軽減した【17】。また一時的に背這いをして、初めて
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みずから動くことができたことを素直に喜んでいたが、結局なにもできないことに気づいた
のか、短期間で消失した。同時に自分で動きたいという気持ちが定着した【18】。この時期に
は体重が漸増した。
そののち、他施設へ母子入院したり通園施設に通ったりすることになって以降は、外出を
非常に嫌うようになり、外へ行くことを意味するバギーに乗ることを拒否する（号泣して姿
勢が崩れる）ようになった【19】。一方では集中して一緒に動くということを行なえば、上肢
の筋緊張を自分で調節することが出てきた【20】。また視覚的に「同じ」ということが少し了
解できるようになりつつある。
リハビリの時間中は次第に機嫌が良くなり、
終了時には威張っ
ているような口調で得意そうにしゃべり続けることもある。しかしそののちバギーに乗ると
また号泣することが常である。バギー上で本を読むと短時間は座っていられるが、終わると
また泣き出してしまう【21】。体重は横ばいである。
そののち、これから行く場所がわかっているさいには泣かずにバギーに乗って座っていら
れるようになった。また母に離れていてもらうと、母の方を向いて泣き顔になったり、課題
をやってもらいたがったりせずに、セラピストと一緒に頑張れるようになった。苦手なこと
（寝返りからうつ伏せになってしまい、戻れなくなったときなど）には泣くが、姿勢が元に
戻るとすぐに泣きやみ、母を見ることもなくなった。またベンチ上に一緒に座ることも可能
となり、姿勢が嫌というより、そこで自分がなにかをするほうが面白くなってきたように思
われた【22】。

2.

リハビリ的病理のモード
以上のようにリハビリ的病理にはさまざまな出現のしかたがある。ここにはいくつかの

モードがあると考えられる。以下にリハビリ的病理のモードについて述べる。

解釈的病理のモード（interpreting mode、以下「I モード」
）
プロセスの開始に際しては、セラピストは必ず仮説的に病理を考察する。しかし最初の病
理の解釈だけで真の病理に到達することはない。真の病理を幾重にも取り巻く周辺病理があ
り、当初は周辺病理に対して解釈することになる。最初の解釈的病理から導かれるエクササ
イズを行なううちに、
次第に最初の病理の奥にもなお別の病理があることに気づくのである。
あるいは病理は進展し、変化していくこともある。子どもの振る舞いが変化したさいやセラ
ピストが行き詰まりを感じたさいには、もう一度新たに解釈しなおすことになる。そのよう
な場合にはこれまでの解釈をすべて捨てて、エクササイズも組み直す。この全体が I モード
である。
周辺病理から始まる I モードの様子がもっとも顕著に現れるのは重症心身障害児（以下重
症児）である。重症児とのリハビリは、
初めはなにが病理なのかさえ不明瞭な状態で開始し、
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次第に（おそらく周辺病理の最外側の）病理が少しずつ感じとられ始めるのである。たとえ
ば症例２は中途障害であるが、出会ったときには重症児の状態であった。そのため当初は、
身体も世界も混乱したままなのではないかと仮に想定しておいてエクササイズを開始した。
しかし本人はすでに次項で述べる変数を身につけていたことが次第にわかってきた。そのた
め当初は、身体も世界も混乱したままなのではないかと仮に想定しておいエクササイズを開
始した。しかしそののち、外部観察者としては軽微に思えることに本人はいちいち強度を感
じており、そのたびに驚愕しているのではないかというように病理を解釈した。そのため当
面のエクササイズの内容は、おもに接触と動きを用いて予期と感じ取りの両方を行なうとい
うように変化した。
症例 1 は重症児ではなく、下肢の運動麻痺が主な病態とされる症例であったが、当初は世
界（セラピスト）と向き合えないということを病理として解釈していた。しかしまったく状
況が変化しなかったため、
「あまりにも視覚以外の感覚が曖昧であり、それを問われること
を避けようとしている」と病理を変更した。本人は当面セラピストと向き合わずに敢えて注
意を向けないという手段しか取りようがないのかもしれないと感じたからである。
このように、本人の状態変化（または不変化）にともなって、かならず病理の解釈が変更
されることになる。解釈を変更したさいには新たなエクササイズを考案する必要がある。リ
ハビリがクイズをして遊ぶ場所になっているような場面では、おそらく病理の解釈が誤って
いるか、まったく解釈がなされていないかのどちらかである。また周辺でさえないものを病
理と想定したりそれに気づけなかったりすると、彼らの病理を温存し助長することになりか
ねない。なぜなら子どもたちは次第に歳を重ね、就学や進級・進学など異なる環境が浸透す
るようになるため、解釈するより先に病理が変化してしまうからである。方法的考察（エク
ササイズの考案）も重要であるが、
エクササイズは解釈にともなって設定されるものである。
解釈が変化すれば、
何度でもエクササイズを検討しなおさなければならない。すなわち I モー
ドとは、何度も修正し解釈しなおしながら真の病理へと接近するための手続きである。それ
とともに病理自体が変化していくことをセラピストが感じとることによって当たらに解釈を
しなおすための手続きでもある。これまでのところ初期の解釈的病理には、予防的予期（症
例１）、過敏（症例 2）
、意識的な緊張（症例 3）
、身体内に起こる撹乱（てんかん発作、不随
1)
意運動、筋緊張など）に対する無視、強度のみの感じ取り、ランディング・サイト 喪失（た

とえば、世界を自分に向かうものと向かわないものに二分して、向かわないものは無視し向
かってくるものは侵害的に感じてしまうために、常に世界のなかに自分の居場所がない場合
や、自分が「ここにいる」ということはわかるが、世界のなかにはみずから降り立つ場がな
く、世界はいつまでも不可解で油断のならないものと感じている場合）などがあると考えら
れる。これらを当初の病理としてエクササイズを繰り返しているうちに、おのずと別の病理
に気づくことがある。病理が次の病理へと移行するさいには、これまでの病理が改善されて
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いる場合も多い。しかしそれと同時に内在的な変数が出現することもある。これについては
次項で述べる。

プロセスの中で子どもの側に出現する組織化のモード（organizing mode、
以下「O モー
ド」）
たとえば症例 1 では、当初は予期的に受け入れたり拒否したりする制御変数を身につけて
いた。あるいは就学後に「機械的なやり過ごし」が可能となるが、これも制御変数の一つで
ある。症例 2 では母の強い介入に対して（もともと薬の影響によって眠いということを利用
するかのように）眠るというのも、本人が獲得した唯一の制御変数であるように思われた。
また最近の、痛みを避けるために下肢に触れる者はすべて拒否するというのも自己制御とし
ての変数である。しかしそののち強い刺激に対してのみ泣くというように変化したのは、痛
くない接触があることに気づき、感じ分けることが可能になったためである。振る舞いのな
かには、組織化に至る前提として、気づきや調整の出現などが起こりうる。
また症例 3 が、
当初の「測量モード」から視覚的記憶を使って周囲を整理できるようになっ
たのは、一種の組織化であると思われるが、本人の意識的な緊張の強さを変化させるほどの
ものではなく、いつでも前景に出てくることができる形でわずかに背景化させただけであっ
た。そのため外出先が増えるという事態に対して予期的な制御ができなくなり、意識の緊張
を強めつつ泣くことしかできなくなってしまった。
こうした子どもたちの変化は、観察者には不連続な振る舞いの変化としてしか感じ取るこ
とができない。しかし本人の側では新しい変数で自己制御することによって、経験のありか
たを自分で枠に入れてしまったり、エクササイズに対応しながら新たに変数が出現していた
りする場面も多い。I モードで対応できていた病理は、この O モードの出現によって次第に
複雑にならざるをえない。
またたとえば症例 3 では、足で床を押すようにして背這いをして喜んでいた時期があり止
めさせると怒っていたが、そのうち自ら背這いをしなくなり、さまざまに動きたいという気
持ちが定着した。本人がみずから獲得した動きを捨てて、
（介助であっても）さまざまに動
きたいという気持ちを率直に表明したのである。すべての子どもに起こることではないが、
時としてこうした局面の変化があり、本人がこれまでとは異なる局面にあることを察するこ
とができる。障害をもつ子どもたちはほとんど子どもらしさが見られないところから始める
のであるが、エクササイズを続けるうちに、自分で動きたい、自分でも触ってみたいなど、
子どもらしい欲求の発露が前景化することがある。こうした変化を感じとったさいには、こ
れまでのエクササイズを変更し彼らの子どもらしい欲求に応える形をとりながら、なおこれ
までとは異なるエクササイズを行なうことになる。そののち症例 3 は、なにかに触れるさい
に力を入れるだけでは届かないということを感じとるようになり、遠い場所には上肢を伸展
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させ、近い場所には肘を屈曲して触れるということを一緒に行えるようになっている。これ
はみずからの筋緊張を調整することができるようになったという局面の変化といえる。
これまでのリハビリは最初になんらかの評価や考察をおこなうとしても、あるいは I モー
ドから導かれるエクササイズを実施するとしても、本人に制御変数を出現させるような経緯
をたどることが多かったと言える。その多くは予防的拒否である。本人に自己制御（変数）
を出現させるような経緯をたどることが多かったといえる。その多くは自己防衛的な予防的
拒否である。本人のなかに自己制御的な変数が出現している場合には、手前まで戻りもう一
度エクササイズをやり直す必要がある。すなわち変数が出現する前に行なっていたことに戻
り、そこに本人の選択性があったかどうか、そしてどのように選択性を入れることができる
かを吟味する必要がある。
一方組織化も、I モードから導かれるエクササイズを繰り返すなかで出現する。このとき
エクササイズは迷うことなく反復され、おのずと活用できるところまで繰り返されている。
反復するといっても、一つのエクササイズだけを反復していれば、おそらく相手は眠くなっ
てしまうだけである。エクササイズには一つの課題に対して幾とおりもの工夫を入れながら
一定の流れを維持するということが必要である。
重症児であれば、当初は何も形成されていないところから、気づきや感じ取りを繰り返し
ながら組織化を試みなければならない。そのときたとえば「一側ずつ－同じ部位を交互に－
両側同時に」というように、脳にとっての負担を徐々に増やしていく形でゆっくりと、そし
て重さをかけずにしっかりと身体に触れていくと、なにかが連続的に動いていくということ
の感じ取りとともに身体の連続性の感じ取りがおのずと導かれることがある。手で触れる代
わりに一側ずつ硬さの異なる人形を用いることもある。
次に子どもの両手を静かに受け取り、
その手を「腹－胸－口－額－頭」というように上肢の可動域の範囲内で触れていく（可動域
が足りずに触れられない部位はセラピストが触れていく）ということを行なうと、みずから
の手で自身の身体に触れると同時に、身体の正中をおのずと感じとるということが起こる可
能性がある。さらに本人の手で「腹－その位置での身体の外側－寝ている床」というように、
手を側方にずらして触れていくと、自身の身体に触れる感触とは別の感触への気づきを促す
ことになる。同時に身体の縁とその外というように内と外の感触をおのずと感じとることに
もなる。これを本人の病理に合せてさまざまに変化させていくと、たとえば次はどこに触れ
るかという予期につなげていくことや、触れかたの強弱をつけて差異を感じとる準備とする
ことなどが可能となる。次に床とそれとは異なる感触の平らな板というように触れていくも
のを一つ増やしていくと、さらに違いを感じ取ることができる。
また視界の端にあるものに気づくということを白黒の図柄で行なっていく。白と黒を用い
るのはコントラストがもっとも強く、視界の端になにかること、それを動かしているときに
は動いているものに触れさせることなど、気づきとともに世界へとランディングさせること
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が起こりやすいからである。こうしたことを
毎回同じ手順で二、三回ずつ行なっていく。驚愕や筋緊張の亢進などが出現するなら、接
触には柔らかさを加え、視覚的な気づきにはコントラストの緩やかなものから開始する。ま
たゆっくりと身体を仰臥位から横向きにして、セラピストのいる側、そして母親のいる側へ
と動かしていく。それぞれによく知っている者の顔があり、動きにともなう方向の変化を感
じとるためのエクササイズになる。同時に面に触れる身体部位が変化することや、背中にか
かっていた身体の重さが動きとともに変化することもおのずと感じ取ることができる。何度
か行なって最後にどちらかの方向へ向いたあと、ゆっくりと抱き起していく。少し抱き起し
ては、本人の目の動きや他の身体部位、筋緊張などの変化をこちらが感じるということを繰
り返しながら、少しずつ床上座位になるまで抱き起していく。最後まで抱き起してこちらと
最大限に近づいたあと、抱き起したのと同じ形で少しずつ臥位まで戻していく。
ここでは、動きの方向の違いを別の形で感じ取ることができる。それと同時に、身体の重
さを坐骨で感じとる機会ができ、座位の準備にもなっている。
こうした流れで行なうエクササイズを「重症児セット」と呼んでいる。重症児の最初の段
階におけるエクササイズであり、さまざまに変更を加えて本人の病理に即したものにするこ
とが可能である。
重症児の場合には、
こうしたエクササイズを少なくても半年から一年は繰り返すのである。
ある症例では「重症児セット」を一年半ほど繰り返した。この症例はなにかを感じたり音が
聞こえたり人が動いたり気持ちが動いたりするたびに不定期に手足が動き、あるいは全身が
反り返ってしまう。そのため「重症児セット」は何度も中断し、
繰り返しに時間がかかった。
そののち座位になってさらに視覚的な気づきを繰り返したり、硬さの異なる人形を他動的に
触れたりするということを追加して半年ほど繰り返したのちに、これまで他動的に触れてい
た人形に自分で触れるということを求めてみた。これは同時に動きの発動と動きの方向をみ
ずから選択することを求めたことになる。数ヵ月は不定期な動きが止まり人形を見つめたま
ままったく動かなくなるという時期が続いた。しかしあるとき突然本人の手に、下に置いた
人形には下に押すような動きが、前に置いた人形には指を開いて前へと触れに行くような動
きが出現した。そののちこの症例は感染から数カ月間の入院をしたが、退院後も少し練習す
ると目で見るということはできるようになった。ただし以前は右に引かれるようになってい
た目が今度は左に行きやすくなり、右は一瞬しか見ることができないという、依然と正反対
の状況が見られた。
しかし目の前のものに触れようとする動きはほとんど見られなっていた。
このように組織化には、一定の流れと倦むことのない反復、および二重の効果を期待でき
る課題設定が必要である。しかしそのつど意識を向けるようなエクササイズであれば組織化
は起こらず、次項の第三のモードに移行してしまうたとえば意識の働きである認知的な課題
を設定し、それに解答している間に運動を自動的に行なうような二重の設定は可能である。
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立位であれば固定されたものに手でつかまるだけで、バランスを取らなければならないとい
う意識は消滅する。その上で床の上に目印のパネルを置き、指定された位置のパネル（また
はパネルとパネルの間）を健側（使いやすい側）で踏むということにすると、意識は目的地
であるパネルの方へ向くが、同時に患側ではおのずと支持が起こっている。また健側で踏む
パネルを少し遠くに置いたり近くに置いたりすると、健側の着地にさいして患側が次の振り
出しの準備に入ることも自動的に起こりやすい。あるいは健側を前に出した立位で、患側の
踵の下に表面素材の異なるパネルを置き、そのパネルがどれかをいわせるような設定であれ
ば、パネルの出し入れ時に自動的に左右の重心移動が起き、パネルを感じ取るために患側の
踵が接地するということも起こる。これを反復するのである。こうした二重の課題は「デュ
「重症児セット」のように一つの課題におの
アルエクササイズ」と呼んでいる 2)。これは、
ずと別の効果が含まれるような二重性とは異なり、二重作動 4) をリハビリに下ろした二重
作動の実践版である。
エクササイズは、組織化が起こりさらにそれが内化するところまで至る必要がある。内化
とは、たとえば運動が自動的に起こることに見られるような、本人にとっての自明性が得ら
れることである。運動の自動性は小脳の制御の獲得であると思われるが、そのほかにも馴化
（一つ一つに驚愕しないこと）や身体内感、視覚的な了解（見えるものは世界であるという
恒常性の了解）などは本人にとっての自明性である。リハビリでは、こうした基本的な自明
性と行為における選択性の獲得が大きな目標となる。反復とデュアルエクササイズはそのた
めの工夫である。
また病理が改善することには同時に内在的な変数の出現がともなうことがある。たとえば
防衛的な対応、現状への満足と改善の放棄、身体や行為の制御の他者委託、自己中心世界で
のみの自己制御と強い安定志向などは、身体制御の範囲が変化することにともなって、世界
に対する関わりのしかたの変化として出現する。すなわち O モードの前後には常に I モー
ドが必要であり、両者は分離できない形で重層的である。また組織化の前提には気づきや調
整の出現などがある。そうした変化を見逃すと、
課題が本人に合わず、
本人は退屈して起こっ
たり泣いたりして周囲を動かすというように自己制御的な変数だけで振る舞うようになって
しまう可能性がある。本人の表情や振る舞いの変化を常に見逃さないことが肝要である。
O モードの出現にさいしてＩモードの考察がないままエクササイズだけを行なえば、次のリ
ハビリ的病理のモードに移行する可能性がある。

エクササイズを行なうことに同時に内在している病理（synchronizing mode、以下「S
モード」）
前述の I モードや O モードを考慮に入れていない場合には、リハビリを行なうことに内
在し固定化していくような病理が出現する。これは多くの場合、代償形成である。たとえば
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動きの自動性を獲得しなければならない場面で、動く方法を教えて意識的に動くことを求め
たり、麻痺した手足に接触感や身体の輪郭、身体とその周囲というように徐々に身体に感じ
取るべき患者に対し、いまこの麻痺した手や足はどのような感じがするかというように言葉
で語らせたり文章を書かせたりすることや、左半側空間無視の患者に、おのずと左右の接触
を同様に感じ取り、
空間の中の左右を感じ取っていくというような過程が必要である場面で、
自分は左が見えにくいということを知ってもらい、自分で意識的に左側に気をつけることを
教えるようなことは、
言語や知識や意識的制御という高次認知機能を使わせているのである。
これは健常と比較したさいの欠損部分を補うような方法であり、身体に感じとるということ
とは違う能力を求めているのである。その結果、見かけは健常者に近づいていながら本人は
ただ機械的な反応をするだけということになってしまうのである。
。左半側空間無視の場合
には、意識的負荷の軽減として本人が積極的に左半側を無視している可能性があり、その場
合はみずから左をないことにしているのである。そこには意識の負荷にたいして防御的に自
己制御するという O モードの獲得がある。しかしそれに対してなお意識を使わせるようで
あれば、見えるが見ないとかいまは左をないことにする方が楽だなどの選択肢もなく、左側
に気をつけてはいるが動けないというように、結果的には一切の自由度を失っていくことに
なる。
またたとえば歩行ができるようにするために歩行自体を使って訓練をするような場合も同
様である。単に歩行（らしきもの）ができるようになればよいということであるなら、治癒
ということを外部観察上の変化と考えているのと同じである。神経系の形成プロセスを考慮
することなく、
ただ外面的に健常者に似れば治ったとしているのである。こうした場合には、
セラピストは患者にとって単なる指令者になってしまう。往々にして患者自身も、これを行
なっていれば歩けるようになるというように錯覚する。歩けないという事態を引き起こして
いる諸々の要因をそのままにされたままで、患者はただ指令に従って足や杖や手を動かして
いるだけとなり、動かすことのできる部位（多くは健側）を強化することとなる。これを反
復すれば、健側のみで動くという強固な代償形成を獲得させてしまう。
I モードを経ずにリハビリを開始したり、途中でそれを変更したりせずに継続すると、以
上のような事態も起こり得る。また I モードと O モードで対応しなければならないときに、
この S モードで対応すると病理が慢性化してしまう。たとえばリハビリに対する拒絶があっ
たときには、本人の病理を再考し、プロセスの中で出現した変数ととらえてエクササイズの
内容を検討することができれば、もう一度 I モードに戻ることができる。しかし拒絶に対し
て拒絶が少なくなるような課題や拒絶が短くて済むような課題を設定してしまうと、なお拒
絶が有効に働いている事態を継続させてしまうことになる。おそらく症例 1 の経緯がこれに
当たるであろう。症例 1 は予防的予期や機械的やりすごしといった O モードの自己制御的
変数が何度も出現していたが、結局はそのままエクササイズを実行してしまい、本人により
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巧妙に自己制御する変数を獲得させることになった。また後半は立位や歩行についてのエク
ササイズを本人がやりたいかどうかを考えずに外からあてがったため、本人はついに組織化
に至ることがなく、また身体の拡張感も能力の形成の感触ももつことがなく、プロセスその
ものが消滅してしまった。
意識や高次認知や単に外部観察から得た「できない」ことを、どのような形であってもで
きるようにするというような治療では、どのようにしても神経系の形成は起こらない。しか
しこれは、見かけ上は最短で治療効果が出ているように見えるのである。エクササイズを考
案する前に、あるいは I モードを取り出す前に、外部的な観察だけでなく、
「内部観察」
、す
なわち本人の生きている世界やありようを推察する必要性がここにある。一見治療効果が出
ているようで、内実は代償形成であるようなリハビリを治癒と呼ぶことはできない。そのた
め、外部からの観察と、彼らの世界を推察する内部観察を経た I モードを何度も繰り返しな
がら O モードに対応し、適宜重症児セットやデュアルエクササイズを導入するという流れ
が必要である。しかし代償形成を行なうリハビリを毎日実行しているセラピストがそこから
脱することは容易ではない。自分の策のなさを感じてなんとかしたいと思っているセラピス
トであれば、こうしたことを学びながら臨床に戻ることを繰り返し、症例の評価を見直すの
であるなら、セラピスト自身が変化することは可能であると思われる。しかしこれまでのエ
クササイズをすべて捨てる決心がつかなければ、外部観察に留まるしかないと考えられる。
以上のように、リハビリというプロセスにおいては次々に病理が現れ、
「見かけの半球優
位性」3）というプロセスの形成過程そのものに内在する病理まで現れる。O モードで述べた
変数は、神経系においてさまざまな回路が一つの回路に収束することを意味し、組織化は回
路の収束をともなってシナプスの再編が起こるということを意味する。しかしこれだけでは
終わらず、組織化が新たな変数を生み、なお病理を生むということになることも多い。それ
はあたかも彼らがみずからのプロセスを閉じていく過程のようにも見える。病態によってさ
まざまな自己維持のための戦略があり、組織化でさえ新たな自閉の回路である場合も多い。
組織化（神経系の再編）そのもののモードに組織化の限界が含まれているかのようである。
それはちょうどフロイトが感じとっていた、患者が病理を繰り返すという問題と同様である
ように思われる。ただしフロイトは抑圧されている状態を病態であるとみていたが、それは
記憶に負担をかけている状態である。フロイトの方法は患者に語らせるというもので、言語
という変数を導入することによって再度組織化をしようとしたのである。しかしそのときの
誘導を誤ると、言語化しやすいところだけを言語化し、言語化しにくいところは再度記憶に
ゆがみや圧力をかけてしまうことになる。そのためふたたび症状が出るのである。患者が治
りたいと言いつつなお自ら病理を繰り返していくとした内実は以上のようなことであったと
考えられる。フロイトはその様子を、いまあることの以前に戻ろうと欲するととらえ、いま
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生きていることの以前は生きていないことすなわち死であるとして、
その様子を「死の欲動」
と名付けたのである 4）。
組織化に向かいながらもなお新たに病理を取り出すことがあったり、本人に繰り返し自閉
の回路が作られようとするのは、神経系では次第に活動する回路が限定されていくことと同
義である。フロイトが名づけた「死の欲動」は、おそらくそうした脳損傷の患者の回復過程
にも潜んでいると考えられる。フロイトの方法論や患者が病理を繰り返す仕組みは異なって
いても、フロイトの直観はどのようなプロセスにおける患者の治癒の過程でも潜在すると考
えることができる。
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＜注＞
【1】変数
当初こうした本人の態度のなかに病理があると考えていたが、この症例が予期を使う形で、直面
している状況を自分が安定できるものにしようとしていることがわかってきた。この症例は予期
という制御変数をすでに身につけている状態で始めることとなった。
【2】エクササイズの失敗
視覚下で行なうことは、一時的に課題が成立してもともとあった視覚的制御とそれ以外の予防的
拒否をより強力にするという変数を獲得させることとなったと思われる。
【3】変数
就学後の変化を、セラピストは能力の獲得に向けた組織化ではないかと捉えたが、実は本人が、
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学校の時間割のようにリハビリの時間を機械的にやり過ごすという変数を得ていたにすぎなかっ
たようである。
【4】エクササイズの失敗
就学後は確かに集中しているように見えた。そのため彼ができるだけ集中できる課題を繰り返し
てしまった。その結果、彼はその時間を楽しむことさえしながら機械的やり過ごしを繰り返して
いたと思われる。
【5】変数
彼は機械的やり過ごしの中で少しの身体の拡張感も能力の進展感も得ることがなく、予期から外
れることのない単純反復のリハビリに戻ってしまった。
【6】変数
基本的に眠気があったことをあたかも本人自身が利用するようにして、セラピストの関わりや自
分自身に突然不随意に起こる驚愕様の過敏反応や母の介入（眠そうになると後頭部などを指で強
く圧迫した）を無効にするためによりいっそう眠るという変数を、本人がすでに得ている状態で
始まった。
【7】組織化の兆し
ようやく本人の予期や気づきがでてきた。あるいは、起きていた方が母の介入が少ないことに気
づいたのかもしれないが、これは副次的に思えた。
【8】変数
痛みを避けるために全てを拒否することは、この時期には当然の変数の獲得と思われる。
【9】気づき
予測的な痛みすら感じとるほどの過敏さがあるが、前項のようなすべてを拒否する痛みではなく、
痛みが起こりそうな状況では予防的に拒否するという選択的な拒否に変化しつつある。痛みがな
い状況に気づいたのではないかと思われる。
【10】変数
「測量モード」とは、あとから思えば意識の緊張であり、それに対する自己制御であった。本人は
新しいことを極端に嫌うだけでなく、自分の意識の緊張すら意識的に感じとってそれを不快に感
じていた様子もあった。
【11】組織化
資格が組織化され、視覚的記憶は可能となったがこれも意識的制御である。意識的緊張が高まる
ことに不快を感じているにも関わらず、意識が安定することにも意識を使わざるをえないようで
あった。しかしここから本人の様子は少しずつ変化していくことになった。
【12】
体重増加の度合いは本人のストレスと正確に相関しているようであった。こののちもそれが見ら
れている。
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【13】
身体に感じる変化は目に見えるものではないため、意識を強く働かせてもわからないという制御
不能の感じがあったのではないかと思われる。この時点ではそうしたことに策がなく、ただ泣く
だけであった。
【14】変数
速く動かすというのは意識が追いつかない状態である。一回目はなにが行なわれているかわから
ないためにされるがままになっていたが、二回目以降には、予防的拒否で対応することとなった。
【15】気づきおよび変数
動きたいという気持ちはあるが、同時に動けない自分に気づき、一時的に他者に依存するという
新たな制御変数を得たのであろうと思われる。他者への依存は、本人にとってはこれまでとは異
なる振舞である。
【16】気づき
背倍をすると、動く感じがわかって面白かったのだと思うが、思うようには動けないことに気づき、
自分でそれをやめたのだと思われる。
【17】
多少とも動ける場合は一側を優位に使うことが奏功して、より多くの動きを獲得するが、この症
例の場合は自力で動くことができなかったため、それ以上この傾向が強まることはなく、左右両
方の接触などに抵抗が少なかったのだと思われる。
【18】子どもらしさの発露
自分で動きたいというのは、三歳頃の子どもに強く見られる傾向である。本児は一人では十分に
動けなかったが、それでもこうした気持ちが出てきたのである。
【19】変数
母子入院以降、これから行く場所の特定が混乱し、ふたたび意識の緊張が高まってきたと思われる。
セラピストの顔を見ても、最初は以前の「測量モード」のような表情が再現されることもあった。
【20】調整の出現（局面の変化）
それまで肩周囲の筋緊張が高く、常に後ろに引けていた両上肢であったが、一緒に触れるという
ことを行なうと、遠くや知覚のものに合せて緊張を調整することが見られた。
【21】
バギーは馴染みのない場所へ行くことの表象になってしまったようである。しかしこれまでの経
緯から、バギーに乗らないと好きな場所にもいけないということに気づくのではないかと思われ
た。
【22】調整の出現（局面の変化）
母から離れて一人でいられるようにみずからの感情や座位への不安を調整したものと考えられる。
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HITOMI, Mari
The rehabilitation for children is a kind of process, which includes a continuous session
with each patient. Each patient has his own morbidity which could change itself in the
sequence of rehabilitation. The morbidity makes his behavior change involving the change
of the therapist’
s hypothesis. We call these changes“Morbidities in Rehabilitation”,
including (1) interpreting mode, (2) organizing mode, (3) synchronizing (with exercise)
mode.
The first mode means the morbidity from which a therapist has as a hypothetical
interpretation before he starts the session. When a patient’
s morbidity changes, the
therapist should modify his hypothetical interpretation on a patient’
s morbidity, and when
a therapist change his hypothesis he should newly consider exercises. The second mode
mainly means that a patient shows a variable as a self-control or self-protection. But also
some children sometimes show the behaviors like an organizing behavior, a formation of
ability, or an emergence of regulating himself. The third mode means a morbidity, which
is included in exercise itself. It results that patients become to compensate for his
weakness rather than to get better.
This paper considers about the situations that morbidities emerge in the process of
rehabilitation.
While patients seem take a turn for the better, they seem willingly to repeat their own
morbidities. It looks like“ Destrudo”in Freud.
Keywords : rehabilitation process morbidity variable

─ 14 ─

