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 丹野 皆さん、こんにちは。会員企画シンポジウム「統合失調症を持つ人への心理的支

援―そのサイエンスとアート―」を始めさせていただきます。私は企画と司会を担当いた

します東京大学の丹野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 企画の趣旨について説明いたします。統合失調症は出現率の高さ、治療の困難さ、慢性

化しやすい点などで、臨床上問題とされることの多い精神疾患です。その心理的援助は心

理士の中心的な課題の一つと考えています。統合失調症といいますと、精神科の医師の仕

事というイメージがあるかもしれませんが、実際には統合失調症を持つ方へのサポートは、

心理士の大きな課題になっています。世界に目を広げますと、統合失調症の方への心理的

援助とかアセスメントは、心理士の中心課題になっています。例えば、認知障害の科学的

な研究、あるいは認知を中心にした心理社会的な介入法、治療効果のエビデンスといった

仕事は心理士がおこなっています。海外のこうした心理士の仕事を見ていますと、サイエ

ンスとアートの統合ということを実現しています。日本においても、こういったことが普

及することが期待されます。 

 そこで、本日のシンポジウムでは、臨床と研究の最前線で取り組んでおられる先生方に

話題提供をいただき、これまでの研究を振り返って、今後の発展に向けてなにが必要なの

か、どのように臨床現場に生かしていくかについて、お話をしていただくことにいたしま

した。 

 来週、公認心理師の国家試験がありますが、これまでの心理士と公認心理師の業務内容

はかなり違っていると思います。これまでの心理士の仕事は、個人的な心理療法モデルで、

見立てに基づいて、受容と共感に基づく心理療法おこなうというようなことが中心だった

ように思います。しかし、公認心理師の国家試験の勉強をしてみますと、これまで以上に

いろいろなことが要求されることがわかります。まず、基礎心理学の「サイエンスに基づ

く基礎研究」を理解しなければなりません。それから心理的アセスメントと心理的援助は

これまでと同じく大切です。ただ、これまでの受容と共感に基づく心理療法は、たしかに

公認心理師の仕事の中心にはなるのですが、さらにそのうえに、エビデンスにもとづく心

理療法の考え方が重視されています。治療の効果というエビデンスを示すことが重要です。 

 さらには、法律・制度にもとづく実践（リーガル・ベースト・プラクティス）が基本に

なります。われわれ心理士は、これまで法律や制度についての知識はあまりなかったので

すが、公認心理師では、法律・制度に関する知識が重視されます。ほかの職種の方々は、

医師・看護士にせよ、教師にせよ、裁判所職員にせよ、業務のことはほとんど法律で決ま
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っているわけです。したがって、公認心理師の仕事も法律や制度に規定されることになり

ます。このことは、多職種連携が重視され、チームに基づく活動ができなければいけない

ということを意味します。つまり、これまでの個人の心理療法のモデルから、他職種連携

のモデルへと移行するわけです。さらには予防、心の健康教育も重要になります。このよ

うに、業務内容の大きな変化があります。そして、例えば虐待、認知症、ひきこもりなど

のように、これまでのような受容と共感に基づく心理療法ではなかなか歯が立たないよう

な領域に、公認心理師は参入していかなければいけない。本日の統合失調症を持つ方への

対応も、新たな公認心理師の仕事の一つになるのではないかと思われます。 

 きょうは、3 人の方に話題提供いただきます。 

 最初は横田正夫先生です。日本大学の文理学部の教授、日本心理学会の理事長、日本心

理学諸学会連合の理事長も務められています。先生には「描画から見た統合失調症」とい

うタイトルでお話しをいただきます。横田先生はたくさん著書、編著があります。例えば

『統合失調症の臨床心理学』。また、これから本屋さんに並ぶ本として『描画にみる統合

失調症のこころ アートとエビデンス』（新曜社）があります。アートとエビデンスとい

う副題は、本日のシンポジウムのタイトルとぴったり合っています。 

 お２人目は、藤野陽生先生です。大分大学教育学部の准教授をされています。本日は

「統合失調症に対する心理社会的介入とその基礎」というタイトルでお話いただきます。

先生は統合失調症などに関する論文、著書がたくさんあり、英語の論文もたくさん書かれ

ています。 

 ３人目は、古村健先生です。国立病院機構東尾張病院の臨床心理士という現場でお仕事

をされています。「本日は統合失調症に対する認知行動療法～そのサイエンスとアート～」

というタイトルで発表をいただきます。古村先生は統合失調症の症状に対する認知行動療

法の第一線で活躍しておられ、たくさんの論文や著書を出版されています。『妄想・幻

声・パラノイアへの認知行動療法』『命令幻聴の認知行動療法』などを翻訳されています。 

 それから、指定討論は松井三枝先生にお願いします。金沢大学の教授をされています。

松井先生のお仕事の中心は神経心理学ですが、『統合失調症の認知機能改善療法』の翻訳

をされたり、統合失調症の領域でも精力的に実践に当たっておられます。最近は『病気の

ひとのこころ』という著書を日本心理学会から出されています。 

 それでは、最初に横田先生から話題提供をいただきます。 

 横田 皆さん、こんにちは。日本大学の横田でございます。きょうは「描画から見た統
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合失調症」というテーマで、発表させていただきたいと思います。割り当てられた時間は

25 分ということでしたので、25 分の中でお話しできればと思います。 

 きょうお話しするのは描画法ということで、このあと発表の先生方と少し趣が違うテー

マとなります。描画法は、従来から投影法の心理検査といわれることが多いと思います。

描き手の性格とか感情とか無意識とかが表れてくると考えられ、その評価にあたっては、

主観が入りやすいという欠点が語られることが多いと思います。 

 例えば、バウムテストというよく知られている検査があります。「実のなる木を描いて

ください」と言われたときに、どういうことが頭の中に起こるかというと、木を思い浮か

べることが起こるだろうと思うわけです。木を思い浮かべて、それを手を使って、用紙に

定着させることが起こると思います。 

 この際に、木というイメージを浮かべるという心的作用があって、その浮かべたものを、

手を使って、用紙に描き写すという作業が行われます。つまり、イメージを浮かべるとい

う一つの能力と、それをコピーするという能力の二つが必須であるということになってき

ます。 

 統合失調症の場合、例えばこんな木が描かれます。これは 38 歳の患者さんの実のなる

木の絵です。幹は平行線で、枝は一線になっていて、実は描かれていて、ヘタまで描かれ

ています。実についてはかなり詳細に描かれています。しかし大きさのバランスはうまく

取れていません。 

 思い浮かべたイメージをそのまま描き写してこうなったのだろうかと、ちょっと思って

しまいませんか。イメージができていて、それがそのままイメージどおりに描画として手

を動かして定着できているのだろうか。それだけの問題だろうかと、私には思えてきます。

つまり、認知的な問題がどこかに働いていて、それが出力段階の絵を描くところに影響を

与えている可能性がないのだろうかと思えるのです。 

 そこで、そのへんを調べてみないといけないなということで、過去にいろいろなことを

やってみました。例えば、コピーするだけの能力の問題であれば、ベンダー・ゲシュタル

ト・テストという、図形を模写させる課題がありますが、それをやってもらうと、そんな

にゲシュタルトが崩れるようなものは出てこない。もちろんゲシュタルトが大きく崩れる

人もいますが、器質的な障害がある人に比べると、それでもゲシュタルトの崩れはそんな

に大きくないように思える。とすると、見たままコピーする能力には、そんなに問題がな

いのかもしれません。 
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 そうすると、頭の中にあるイメージを引き写して描く能力に問題があるということであ

ろうかと疑問が生じます。それで認知地図といって、病棟の生活している空間の知ってい

る知識を絵に描いてもらうという課題をやってみました。病棟の認知地図は、イメージと

して病棟の情報が頭の中にあり、それを絵に描くということですが、患者さんは病棟の中

で迷うことは決してないので、病棟の認知地図については患者さんの頭の中にあるはずだ

と考えられます。 

 左側にあるのが病棟の現実の見取り図ですが、右側にある上下の二つが患者さんの病棟

内の認知地図になります。これを見てもらうと、全体を四角で枠取りして、それを区切る

という描き方にはなっていないことが分かります。部屋を示す四角形を並べて繋げること

で病棟全体を示しています。部屋を主体にして描画が行われています。もう一つの例では、

廊下が主体になっています。 

 おもしろいことは、現実の見取り図と比較して明らかなように、上の図では廊下があり

ません。上側の廊下が描かれず、部屋を示す四角形の並びだけしかありません。廊下は上

側にもあるはずですが、それが消えてしまうというような歪みが生じています。 

 では、病棟の枠組みを前もって与えておいて、枠組みの中に部屋がどこにあるかという

課題に変えてみるとどうなるかというと、この場合には枠組みを区切ることで部屋を示す

ことが出来るようになります。どこに部屋があるかを枠組みの中に的確に示すことが出来

ます。 

 これは別の病棟の枠組みですが、左側は男子病棟で、右側が女性病棟です。男子の方は

男子の病棟を区切っていくことができました。右側は女性の生活している空間の部屋を女

子が区切ることで示すことができました。このように、自分の生活している空間について

は、それなりの的確な情報を持っていることが分かります。 

 これらのことは、病棟についてイメージとして持っている情報があって、それを取り出

すときに部分的に部屋を並べて描くようになってしまいますが、そこに全体の枠組みを前

もって与えてあげれば、枠組みを区切るようにして部屋を全体の中に位置づけることがで

きることが分かります。 

 ただ、絵を描くというときに必要になってくるのは、外にある情報をどのように取り入

れ、取り入れたイメージをどのように加工していくかということも重要と思われます。つ

まり取り入れたイメージを心的に変化させていく操作が必要になります。そこで、子ども

の発達を調べる課題のピアジェの三つ山課題を参考に、同様な課題をやってみることにし
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ました。 

 左側にあるのが描画課題の場面です。上側に実験者、下側に患者さんがいて、真ん中に

テーブルがあり、テーブルの上に三つの積み木を置きます。まず三つの積み木を患者さん

に見たまま描いてくださいと言って描いてもらいます。描き終わりましたたら、用紙を裏

返してもらい、今度は私から、つまり実験者からこれを見たらどういうふうに見えるかを

描いてくださいと教示を与えます。 

 そうすると、180 度回転しているものが描かれないといけないのですが、患者さんの場

合には自分の見たままと実験者が見たままのものとが同じになってしまうということが起

こります。つまり、イメージを変換操作することができません。 

 そればかりではなくて、場合によっては、この右側にある例のように、見たままの描画

で、三つの積み木が横に一列に並んでしまうということも起こります。見たまま描くとい

う課題では、見たままですから、積み木の並びは少し上からの視点で眺めているのですか

ら、全体が三角形の配列になっていないといけないのですが、その空間的な配列を描くこ

とに失敗してしまうのです。 

 もちろん正確に描く人も中にはいるのですが、失敗する人もいる。一列に、並列させて

描いてしまう人がいるわけです。 

 こうしてみますと、患者さんが描画をするというときに、いままでお話ししたように、

まず見たままの段階で並列化してしまうことがあり、浮かべたイメージを変換できないで、

並べてしまうこともあり、イメージとして持っているのだけれども、それを出すときに部

屋をずっと並べていくような形になってしまうこともあるわけです。 

 では少し別の観点から描画について見てみたいと思います。それは患者さんに対象物を

明確に関係づけるように求める課題を与えたときにどうなるかということです。そうした

課題が「草むらテスト」という課題です。「草むらテスト」では「草むらに落とした 500

円を探している自分を描いてください」と教示します。この教示にこたえるためには草む

らの中にいる自分、500 円を探している自分、草むらの中にある 500 円といった対象物の

関係性が描かれなければなりません。 

 統合失調症の患者さんの典型的な描画はこういう形になります。草むらと 500円と人物

が単に並列して並べられてしまいます。ちなみのこの 500円は札になっています。この例

は、30 年程前のもので、まだ 500 円札がある時代の患者さんの描いたものです。人物も

直立し、正面向きで、動作を描くことができていません。横向きを描く人もいますが、な
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かなかそれも難しいようです。 

 500 円と自分の関係でいうと、もうつかんでいる状態を描きます。探し当てたという関

係でしか描けない人が多くなります。 

 健常者の場合は、典型的な描画では探しているという動作が描かれます。冷や汗までが

描かれることがあります。ただ直立しただけの人物を描くことはありません。 

絵を描くということには心的なプロセスを考える必要があるのです。 

 外界を描こうとするときに 1 列に並べてしまうことがある。イメージは浮かべられるか

もしれませんが、そのイメージを全体的に一度にとらえたような形で描くことはできず、

描くときには個々の対象が並列してしまう。個々のイメージを浮かべられるかもしれない

が、それらを全体的に統合したものとして描けないかもしれない。こうしたことを考える

と、描画においては、心的なプロセスのどこに偏りが生じても結果的に並列的なものが現

れてくることになります。 

 検査をする立場として考えると、並列化が起こるとしても、プロセスのどこに問題があ

るのかということを仕分けしていきたい。その仕分けされたプロセスが、どういう精神症

状に関係するのだろうかということも含めて調べられていくと、初めて描画がアセスメン

トとしての機能を発揮できると思われます。 

 いままでお話ししたのは、要するにある一つの時点で見たときに、描画がどうなるかと

いうことでした。それが描画を繰り返し実施うることによって、患者さんの経過が描画の

特徴の変化によって捉えられるようになります。実際に経過を追ってみると、どういうこ

とが起こるかを次に見てみたいと思います。 

 これは、37 歳の患者さんが描いた樹木画です。よく目にする樹木画のイメージと少し

違うと思います。幹がしっかりしていないし、本当にこれは木なのかしらという形をして

います。この人が何年か後に描いた樹木画がこういう形になります。 

 この絵のおもしろいところは、空に雲があって、飛行機が飛んでいるというところです。

さらにこの人が 1 年後に描いたのは、樹木は普段目にする樹木画のものにより近くなって

きていますが、空にはヘリコプターが舞っています。なぜ飛行機とかヘリコプターが飛ん

でいるのでしょうか。課題画として考えたら、樹木だけ描けばそれで十分ですが、そうで

ないものが入ってきてしまいました 

 こういうことがありますので、統合失調症の絵に奇妙といった印象を持つことが起こり

ます。しかしこういう課題にないものが出てきたときに、なぜこれが出てきているのかは
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すぐにはよく分からないのですが、その理由らしきものがあるとき突然明らかになること

があります。 

 この人の場合、もともと自衛隊に勤めていたことがあり、飛行機やヘリコプターを身近

に目にしたことがあり、しかも機械を写真に撮る趣味を持っていました。こうした背景が

ある方でしたので、飛行機とかヘリコプターが出てきたのだろうと思われます。 

 これはまた別の人の絵ですが、44 歳のときの彩色樹木画です。この人の場合には、家

が二つ出てきて、自動車が出てきています。1 年後の樹木画ですが、やはり自動車が出て

きています。しばらくたった 49 歳のときの草むらテストですが、樹木画と草むらテスト

という別の課題であるにもかかわらず、背後には家が 2 軒出てきています。これらもどう

して家が 2 軒出てくるのか分からなかったのですが、あるとき、絵を描いてもらった後で

彼は「これから自宅に外出するんです」とぽつりと言いました。 

 実は自宅には、母屋と離れがあり、母屋にはご両親が住み、自分は離れに住んでいたの

ですが、入院しているものですから今離れは空き家になっている。そのことが彼にとって

は気がかりなのです。そのため、家が 2 軒、母屋と離れが出てくる。家が描かれる理由が、

あるとき突然、ぽろりと漏らした彼の一言から理解ができました。 

 患者さんの場合、課題画の中に自分の関心のあるものがもろに出てくることがあります。

それは、普通接しているだけでは分からないですが、描画を繰り返して行うというような

ことをしていくと、あるとき、患者さんの置かれた状況がなるほどと分かるときがありま

す。これは、描画の主観的な問題というよりは、患者さんについて、あまりにもわれわれ

が知らなすぎることが原因になっています。それを知れれば、描画された課題以外のもの

の背後に、患者さんの関心が深くかかわっていることが分かります。 

 さらに、長期的に俯瞰することも可能です。これは一つの例ですが、横軸に時間をとり、

第 1 期、第 2 期、第 3 期と分けました。この間、30 歳代前半から 50 歳代ぐらいまでの年

代を、非常に単純化して図式化して描いています。 

 第 1 期は患者さんの 30 歳代の前半ですが、一番左にある木の絵がそのころ描かれたも

のです。平板化と特徴を書ききましたが、幹、枝、実が、重ならないように並列的に並べ

られています。 

 それが、30 歳代後半の第 2 期となりますと、焦点化と書きましたが、枝 1 本に実が一

つなっている絵になりました。実に枝がついている付き方は立体的で、枝の背後に実があ

るように、奥行きが描かれています。草むらテストの描画も、麦わら帽子をかぶって腰を
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かがめて探しているように描かれています。 

 ところが、第 3期になると、断片化とまとめていますが、人間と 500円が並列し、人間

が描けなくなってしまいました。 

 このように、同じ個人の中で、先ほどお示ししたようないろいろな描画のパターンが時

期を隔てて表れてきています。実は、同じ個人の中で、症状の変化とともに、描画の特徴

の変化も表れてきています。しかも、それが比較的長期にわたって、ある時期にはある固

定した特徴が出現します。それがあるとき一気に変わる時期があり、場合によっては解体

が一気に起こります。 

 ただ、よく見ていくと時期的に重なり合うこともあり、描画特徴が移行していく境目が

あることに気付かされることもあります。つまり次の変化の一つの手がかりが得られるよ

うな時の絵も認められます。 

 ここで示したのは、変化してしまったあとの描画ですので、大きく劇的に変わってしま

ったように思えます。しかしこの描画で終わりということではなく、たとえ断片化してし

まったとしても、今後再び統合が起こる可能性は十分にあります。どのように解体した描

画であっても、また元に戻れるということは、長く描画を追ってみていくことによって理

解されます。 

 ということで、描画を使うということは、描画に描かれているものを見て、そこから患

者さんがいまどういう状態にあるのかを知り得るということ、その際に、一つの枠組みと

なるのが、断片化が起こったり、平板化が起こったり、統合が起こったりという一つのプ

ロセスがあって、そのプロセスの中に患者さんがいまどこにいるのだろうかということを

見極めていく。次には断片化にいくのか、あるいは統合に向かうのか、どちらにいくのか

をどこで見極められるかということが、われわれに課せられている大きな仕事の一つだろ

うと思っています。 

 以上みてきたように、描画を投影法として捉えるのは全然問題ないのですが、統合失調

症という疾患に向かうときに、やはり投影ということだけでは物足りません。絵を描くと

いう過程の中に起きてくる認知的な問題、認知的な偏りを絵で捉えられる。それは症状変

化を捉えられる一つのツールとなる。患者さんとつきあいが深くなればなるほど、そこに

表れてくるものがストレートになるという特徴もありますので、ぜひ皆さんに使っていた

だきたいと思います。（拍手） 

 丹野 横田先生、ありがとうございました。それでは続けて、藤野先生、お願いいたし
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ます。 

 藤野 大分大学の藤野と申します。私のタイトルは「統合失調症に対する心理社会的介

入とその基礎」です。内容としては、統合失調症の方の認知機能障害に着目した評価の方

法と介入法に関して、お話をできればと思っています。 

 先ほどからお話がありますように、統合失調症というのは非常にさまざまな臨床症状を

呈することになる重篤な精神疾患の一つです。人口の約 1％が生涯にかかる疾患でもあり

ますので、非常にメジャーな疾患でもあります。心理士の先生方も仕事をされているなか

で関わる機会も多いかと思います。 

 そういった統合失調症の方の持つ臨床症状として広く知られているものが、陽性症状と

陰性症状という大きく二つに分けて見ることができる精神症状です。陽性症状は幻覚や妄

想といった、統合失調症に典型的な精神症状が含まれています。一方、陰性症状のほうは、

情動の平板化や意欲の低下といったものが含まれています。 

 DSM のクライテリアに含まれているものではないですが、こういった精神症状に加え

て認知機能障害も、統合失調症の方が持つ症状として、昔から広く知られているものの一

つです。個人差はありますが、判断力や集中力の低下といった認知機能の低下がなんらか

の形で表れてくるということが知られています。陽性症状や陰性症状によって、認知機能

障害が起こっているという見方もあったわけですが、さまざま研究により、治療によって

陽性症状あるいは陰性症状が改善していって、精神症状自体は非常に微弱である患者さん

であったとしても、認知機能障害が残存しているといったことが報告されてきました。そ

のような研究から、認知機能障害は、単に精神症状の二次的な結果として出ているものと

いうだけではなく、統合失調症自体の持っている症状の一つであろうとも考えることがで

きるかと思います。 

 スライドの情報量が多いかと思いますが、統合失調症の患者さんと健常者の WAIS-III

の下位検査の結果をお示ししています。Z スコアで示されていますので、一番上にある白

い四角の段が健常者のコントロールの成績になっています。それを 0 としたときに、統合

失調症の患者さんがどのくらい機能の低下が見られるかということを集団で見たものです。

Z スコアの値が低い、マイナスのほうに大きいほど、低下の程度が大きいということにな

ります。 

 左側に言語性の検査、右側に動作性の検査があり、言語理解、作動記憶、知覚統合、処

理速度も各下位検査がそれぞれ示されています。特に低下が大きい下位検査は、言語性で
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は「理解」です。それから動作性では、「符号」と「記号探し」という二つの下位検査で

非常に低下が大きいということが見て取れます。 

 一方、指標単位では、「言語理解」、「単語」や「知識」に関しては、－1 SD くらい

で、低下はもちろんあるのですが、「理解」と比べるとそれほど低下が大きくありません。

「処理速度」に関しては、どちらの下位検査も非常に大きく低下しており、統合失調症の

非常に特徴的な点であろうと思います。 

 特に「言語理解」が大きく障害されているわけではないにもかかわらず、「理解」の下

位検査で非常に大きく成績が低下していることを考えますと、社会的なルールやその理由

を理解して、かつそれをアウトプットする、自分の言葉で説明していく、自分なりの理解

をしていく部分で、課題があるのではないかと考えられます。 

 それから「処理速度」の問題としては、単純な内容を素早く処理していくという、アウ

トプットに関わる機能で非常に顕著な差があって、統合失調症の方の特徴的な認知機能の

障害を表していると考えられます。 

 こういった認知機能が、支援を考えるときになぜ大切であるかを示しています。認知機

能が重要である理由として、それが社会生活につながっていくことが想定されているわけ

ですが、検査室で、例えばパソコンを使った検査、「数唱」で何桁の数字をどれぐらい覚

えられるといったようなレベルから、社会の中で、さまざまな自分の役割、立場を踏まえ

て、仕事をしていく、社会生活を送っていくというところに、やはりギャップがあるだろ

うと思います。 

 そういったギャップを埋めていく段階を考える必要があります。神経心理検査のスコア

を基盤として、もう少し社会生活に近いところでは、生活技能に関する機能があります。

検査で使われているものとしては、電話をして、自分の診察の予約時間を変更する、おつ

りの計算をするといった日常生活で必要とされるような機能を検査場面で評価するといっ

た段階があります。それから、問診に基づいて、家族の方や本人のお話を聞いて評価する

というレベルがあります。こういったことが、医療施設や評価場面での評価ということに

なりますが、それから、さらに地域社会への適応という問題を見ていく必要があるだろう

ということを示しています。それぞれの段階で、薬物療法、心理社会学的な治療、それか

ら家族支援、就労支援が位置づけられています。 

 先ほど挙げられていたのはモデル図、概念図でした。これが患者さんのデータを基にし

て、このような関係を検討した図です。認知機能と陽性症状と陰性症状が互いに関連し合
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っています。そして、認知機能が社会的なスキルにつながっていって、それが労働状態に

影響しています。認知機能から労働への直接の影響は有意ではなかったのですが、社会的

スキルを媒介して、その患者さんの労働状態に影響を与えています。働くことができてい

るかどうかというのは、患者さんにとっても非常に重要なことで、本人の QoL に影響し

ていることを示しています。 

 こういったことを考えますと、いまの社会の中では、就労しているということの社会的

な位置づけは、患者さんにとっても大事なことですし、またそれによって自分が生活のた

めの糧、収入を得ているという実感も、とても大事なことであると思います。これらの問

題に加えて、周囲の支援はどのようなものが得られているかという視点も重要です。 

 少し事例の紹介をしたいと思います。50 代の女性で、隣人から嫌われているといった

不安の増大があり初診をされました。抗精神病薬を処方されたのですが、外来通院が断続

的で、その後、幻聴や被害妄想の訴えがあり、統合失調症の診断がされ入院に至りました。 

 その後も、退院して外来治療を続けておられたのですが、副作用の訴えや病状が不安定

であるといったことがあり、専門外来を受診して、認知機能検査等を含めてアセスメント

をすることになりました。 

 この際の対応としては、医師は薬剤調整をされ、認知機能検査を実施しました。病前の

推定 IQ が 94 と平均的な水準でしたが、WAIS-III の IQ は 67 とかなりの差がありました。 

 このときは医師が精神療法をされていて、家族に対してもご本人の病状説明を行い、本

人がこれまでどれぐらいのことができていたかということを認めた上で、いま現在、この

患者さんの機能状態であれば、どういうことが可能なのか、あるいはどういう支援が家庭

内で、あるいは家事をしていく上で必要なのか。そういったことをご説明して、対応して

いった結果、安定化したということがありました。 

 このような形で、その患者さんのいま現在の認知機能を評価することは、当然、先ほど

から見てきたように重要であろうと思います。いま現在の認知機能は、いま現在、その患

者さんがどのくらい機能しているかということを示す指標となってきます。 

 それに加えて、その患者さんの状態やつらさを理解する上で、以前どのくらい機能でき

ていた方であったのか、そういうことを可能な限り見ていく必要があろうかと思います。

元の機能水準から、多くは発症していく経過の中で、あるいは慢性化していく中で、次第

に機能の低下が起こってくると考えられていますが、元の機能水準からの低下がどのくら

いあって、いま現在の状態に至っているのか、そういったことを考えていくことが必要と
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思います。このように、いま現在の機能水準の意味を知ることによって、どのような就労

支援が必要なのか、職場であれば、どのくらい複雑な仕事、あるいは関係性の中でやって

いくことができるのか、そういったことを評価していくことにつながっていくと思われま

す。 

 ここで認知機能障害というものをあらためて考えます。ここまで認知機能障害と言って

きたことは、一般の方と統合失調症の患者さんとの比較でしたので、個人間の比較でした。

そのような比較では、グループ間の違いはわかりますが、その方が元の水準からどのくら

い低下をしているかということは、把握することができません。 

 次の議論では、認知機能障害は、現在の認知機能と病前の機能からの低下の程度、これ

を表していると考えたいと思います。現在の機能水準と元の機能水準とのギャップが分か

ることによって、その本人の就労状況、周囲の家族、同僚らの捉え方とのギャップが起こ

ってきたり、以前これぐらいできていたのだから、それぐらいのことができるはずだ、あ

るいはもう症状がよくなったのだから、これぐらいしてもらわなくては困る、そういった

とらえ方が出てくる場合があります。そして、本人自身も前はこれぐらいできていたのだ

から、復帰するときもこれぐらいの仕事がしたいといった希望がある場合があります。そ

こに、ギャップがあり、ご本人が苦痛を感じることになるということもありますので、こ

の差を理解していくことは大事ではないかと思います。 

 IQ を指標として単純な例を考えてみますと、A さんという方は、もともとの IQ では 85

ぐらいの方が、発症後 80 程度になっておられました。一方、B さんは、もともと 120 ぐ

らいの機能であった方が 80 となっておられました。そのようなお二人を考えてみますと、

いま現在の機能水準としては同じ程度。ただ、元の機能水準がかなり違っています。この

お二人に対して、まったく同じ治療、支援をしていくことが有効であるのかどうか、そう

いったことを考える必要があるかと思います。 

 機能低下の程度でみると、B さんのほうが大きく機能が落ちてしまっていて、以前と同

じような仕事を希望されたときには、難しいことが起こってくることが予測されます。つ

まり、いま現在の状態が同じであったとしても、元の水準がどうであったかということに

よって、その意味が変わってくるということが大切であろうかと思います。 

 こちらは機能低下の水準を示している図ですが、0 から－10 ぐらいまで、おそらく測定

誤差の範囲を含んで、3 割ぐらいが通常の範囲になります。一方、機能低下として中等度

から重度の方を合わせますと、約 4 割に病前の推定機能からの低下があると考えられてい
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ます。 

 こういった認知機能障害に対する心理社会学的治療法というのが、非常に重要であると

いうことをここでお示ししています。統合失調症の方に対する治療としては、通常、さま

ざまなアプローチを組み合わせて行われていますが、精神科のリハビリ、作業療法、デイ

ケアや SST、認知リハなど、さらには就労支援や家族教室、心理療法等が行われています。

これらを組み合わせた治療の認知機能に対する効果量が 0.4 から 0.5 とされています。一

方薬物療法の効果量が 0.2 から 0.3 程度というのが、メタ解析等で報告されています。 

 これは認知機能障害に対する効果ということですので、薬の有効性を否定するものでは

ありません。ただ、現状では薬物療法単体では、十分に認知機能の改善を得ることが難し

く、さまざまな心理学的治療法、アプローチも併用しながら、患者さんの支援をしていく

ことが必要とされています。 

 認知リハの方法にはいくつか代表的なものがありますが、認知矯正療法、Cognitive 

Remediation のひとつ、NEAR というもので国内でも導入されています。方法としては、

認知課題のセッション、グループで話し合ったりする言語セッションとに大きく分かれて

います。こういった活動や課題を通して、認知機能改善を目指していくという方法です。 

 認知課題として、帝京大学の先生方を中心に開発された、ソフトを使って実施されるも

のもあります。例えば飲食店の店員となってメニューを渡して注文を取り、料理を時間内

に運んで、請求書をテーブルに置くといったような仕事です。飲食店の店員は、こういっ

たような仕事をさまざまな作業を処理していく能力が必要とされています。機能としては、

記憶、注意配分、遂行機能といった、複数の機能を同時に使いながら仕事をしていくとい

うのが、われわれの日常生活で行っていることです。 

 そのようなトレーニング場面で行った課題を実生活、あるいは仕事でどう生かしていく

ことができるかということをグループで共有し、意味づけをしていくようなセッションに

なります。こちらに関しては、日本でも実践の報告が出てきています。ただ、認知機能強

制療法単独では、認知機能の改善は見られたのですが、その認知機能の改善自体が社会機

能の改善に結びついていなかったということが研究として報告されました。 

 先行研究で得られている知見とあわせて考えますと、認知リハ単体ではなく、就労支援、

家族支援といったような、いくつかの方法を組み合わせて支援をおこなっていくことが、

臨床では必要と考えられるかと思います。 

 さらに、海外のデータですが、ある程度介入期間があるほうが、効果が出やすいという
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ことがあります。おおむね、ある程度改善が見込まれるのが、16～24 週程度ですので、4

～6 カ月程度は期間として必要ということも考えられます。 

 もう一つ、SCIT というものも、最近国内でも導入されていますので、少しだけご紹介

をします。こちらは特に社会的な認知、相手の表情であるとか相手の意図をどう捉えて、

判断、行動していくかということに焦点を当てたトレーニングです。特に、統合失調症の

方が、少ない手がかり、少ない情報から、結論へ飛躍してしまうという傾向に着目したト

レーニングとなっています。 

 こちらもグループでの話し合いを中心としています。写真や映像を見て、そこで登場人

物がどのように感じているだろうか、自分だったらどう思うか、そういったことを話し合

いながら、進めていくセッションとなっています。 

 最後に今後の課題と私が考えているものを、まとめとしてお話ししたいと思います。 

 これまで、心理療法というのは、個人をターゲットとして、個別化された治療、あるい

は支援の方法として発展してきました。それに対して、エビデンスベースという発想から

は、ターゲットを特定の疾患、統合失調症、うつ病、不安障害、強迫性障害といった、疾

患単位をターゲットとした介入がさまざまに開発されてきました。それらの研究では、多

くのエビデンスの蓄積がある一方で、有効とされている方法がすべての患者さんに使える

わけではないといったこともあります。  

 そういった視点に対して、認知機能障害というのは個人内の変化に着目をした視点にな

ります。そういった個別化のひとつの視点として、認知機能の病前からの低下がある方を

特にターゲットとして支援をしていくことが必要ということも考えられます。したがって、

特定の特性を持った対象と個別化の視点を結び付けて、介入を計画するといったことが必

要になってくると思われます。それから、薬物療法に抵抗性を示す患者さんも一定数おら

れますので、そういった方に対して、それ以外の治療法の開発が重要となってくることも

考えられます。 

 支援のための介入として、問題を同定していくということ、それを定式化して、対象の

患者さんに合った治療計画を立案、実施していくこと、そして、現実的な目標設定を患者

さん、家族とともに考えていくことが臨床上必要であるということを、今回の発表のまと

めとさせていただきます。（拍手） 

 丹野 ありがとうございました。藤野先生には、認知機能矯正療法（Cognitive 

Remediation）と Social Cognition and Interaction Training（SCIT）という２つの具体
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的な方法をお話しいただきました。まだまだいろいろ課題があって、認知機能は改善して

も生活機能の改善に結びつかないというのは、この領域ではよくいわれることですので、

それをどうやって改善するかが問題になるかと思います。 

 それでは、続きまして、古村先生、お願いいたします。 

 古村 よろしくお願いします。愛知県名古屋市にあります東尾張病院という精神科の病

院で臨床心理士をしております古村です。私は、「統合失調症に対する認知行動療法」を

テーマにお話させていただきます。英語ではCognitive Behavioral Therapy for psychosis

と呼ばれ、CBTp と略して呼ばれます。 

 さて、いま、藤野先生がお話しされたケースを聞かせていただくと、私の担当している

患者さんたちはもう少し病気が重いのかなという印象があります。精神科の病院ですので、

入院の方が中心になります。少し対象が違うかもしれないなということを念頭に置きなが

ら、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。 

 では、最初に統合失調症の定義です。これは皆さんもうご存じのとおりと思いますが、

どんな方たちが対象になるのかというイメージを共有していきたいと思います。 

 先ほどまでの話題にありましたように、まずは幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾

患ということになります。ちなみに、統合失調症の方たちは幻覚が多いということなんで

すが、幻聴はどれぐらいの割合であるか、皆さんご存じですか。ずっと続く方もいれば、

最初だけで、その後幻聴がなくなる方もいるのですが、幻聴体験は統合失調症の方たちの

約 7 割です。ですから、かなり多くの人たちに幻聴体験があるところが特徴です。 

 また、家庭や社会で生活を営む機能が障害を受けます。症状があるというだけでなく、

生活上に実際的な問題が生じてくることが、統合失調症の方たちということになります。

入院されるときがあるのですが、症状があるから入院するのではなくて、やはり大きな理

由は自傷行為や他害といった行動面の問題となってきます。 

 そして、この統合失調症の方たちは、感覚や思考や行動が病気のためにゆがんでいるこ

とがあります。先ほど横田先生のお話された描画の中にも出てきましたが、やはり現実検

討の弱い部分がありますし、そのことの自覚が乏しく病識の障害がみられます。その結果、

どうなるかというと、残念ながら再燃や再発をしやすいということになります。このよう

な方たちが対象です。 

 統合失調症の経過として、一般的に使われる経過の図をお示ししていますが、前兆期か

ら急性期、消耗期、そして回復期という経過になります。しかし、なかなか症状がよくな
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らない方、治療抵抗性の統合失調症の方たちがおられます。 

 実は、統合失調症のCBTpは、この治療抵抗性の方たちへの対応から始まっています。

どうしてかというと、薬でよくなる方たちは、それ以上なにかを追加しなければいけない

とは思われないのですが、よくならない方たちに対しては、工夫が必要になって、そこで

CBT が導入されることになったという経過があります。 

 その後、早期介入という形で、症状が出始めたとき、まだ統合失調症かどうか分からな

い At-Risk Mental State（ARMS）というときから介入しましょうというものや、実際に

統合失調症の初回のエピソードのときに介入し再発予防をしていきましょうという形での

アプローチも出てきました。このようにして、だんだんとCBTpの対象が広がっていると

いう流れとなっています。 

 先ほどお話ししましたように、慢性の治療抵抗性の統合失調症の人たちへの対応が

1990 年代にイギリスで始まりました。その後、イギリスでは 2002 年から NICE のガイ

ドラインという統合失調症のガイドラインにCBTが登場します。そして 2009年からは、

すべての統合失調症患者に CBTp を実施することが望ましいという流れとなりました。 

 ここにイギリスの中でも統合失調症の CBT の実践的なマニュアルとして出版され、活

用されているものを示していますが、現在いずれも翻訳されて日本でも使われています。 

 治療効果について触れたいと思います。妄想や幻聴に対する認知行動療法があるのです

が、やはり妄想への治療的な効果はなかなか難しいところがあって、それよりも幻聴に対

する認知行動療法のほうが効果が高いといわれています。そのため、きょうは幻聴に対す

る認知行動療法についてのコアな部分となる理論を紹介し、そして実際の臨床場面でどう

やって使っていくのか、それらを組み合わせながらご紹介するという流れでお話をさせて

いただきたいと思います。 

 CBTp という統合失調症の認知行動療法の治療指針ですが、基本は不安やうつへの認知

行動療法と同じと考えていただければと思います。順番に紹介していきますので、CBT

についてご存じない方であってもついてこられると思います。 

 まず、不安やうつの CBT の認知モデルを活用しますというのがありますが、きっかけ

となる出来事［A］があって、それに対する認知［B］、信念、あるいは考えやイメージ

というようなものが媒介して、感情、そして行動といった［C］に影響を与えているとい

う、認知［B］が媒介するという認知モデルというのが、基本的な認知モデルといわれる

ものです。 



 17 

 ここで出てくる C の部分ですね。感情や行動というところがあるのですが、ここには

不安だとかうつだとか怒りというものが入ってきます。これは人間皆共通する部分という

形になってきます。統合失調症に対する場合でも、まずこの感情面、行動面での問題に注

目することがありますし、逆にいうと、こういった感情面、行動面の問題がなければ、治

療の対象外、適用外という形になります。 

 では、この認知行動 ABC モデルは分かったけれども、実際にどういうふうにして話を

聞いていって、導入していくのか、アセスメントしていくのか、治療関係を作るのかとい

うことに移りたいと思います。 

 一つの例と思ってもらえるとよいですが、こういった質問紙があります。HADS とい

われる不安とうつの質問紙ですが、これはこの 1 週間を振り返って丸をつけてくださいと

いう形で書いてありますが、「緊張を感じますか」とかということについて、ときどき感

じますとか、『頻度』を問う問題です。「なにかひどいことがいまにも起こるのではない

かと恐れていますか」という質問に、「少し恐れています」とか、「心配事が心に浮かび

ますか」という質問に、「よく浮かびます」とかという形で、頻度を尋ねる問題です。 

 それだけをやっていてもなかなか先には進まないのですが、そこで「緊張するのはどん

な状況なんですか」とか、「どんなことが起こりそうですか」とか、「どんな心配事が浮

かぶのか教えてもらえますか」という形で、こういったようなツールを使いながら、困っ

ていることを探していく。特に感情面での問題があるのかということを探していくという

ことがあります。 

 まず治療のときに、そういった感情面の問題にこちらは配慮している、そのことがない

かどうか心配している、そのことについて協力したい、ということを、しっかりと前面に

押し出すということになります。そのうえで、その困り事の中身をいろいろ聞いていくな

かで、こういったような質問紙も使いながらお話を聞かせてもらいたいんですという形で、

妄想観念チェックリストというものを使うこともお勧めかと思います。 

 妄想観念チェックリストには、いろいろな体験、あるいは自分の中に考えとして浮かん

でくるものというものの、『頻度』を聞く形になります。これはネガティブなものポジテ

ィブなものについてのいろいろな考えが浮かんでくるかどうかということなんですが、そ

ういったものを使いながら、妄想的な観念がこの方にあるかもしれない、あるとしたらそ

れが実際のいまの苦痛、あるいは困り事と関連しているのかどうか、そういうのをチェッ

クしていく形になってきます。その性質が分かってくると、だんだんとこの人の問題が明
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らかになってくることになります。 

 次に、認知モデルを使った体験の理解という形になるのですが。先ほど挙げましたよう

に幻聴の認知行動療法をきょうは特にということですが、幻聴が聞こえてくると、苦痛や

問題が起きるのではないかと考えることがあるかと思います。でもそれは本当なのかとい

うことなんですが、声が聞こえたら、必ず苦痛になるのかというと、それはそうではない

かもしれない。実際はその声について、それをどう捉えているのかが一番キーになるので

はないかということが、このモデルのキーポイントとなります。 

 これは、強迫性障害の認知モデルを援用した形になっていて、侵入思考があったときに

それをどのように捉えるかということで、その問題が維持されていくのか、それとも問題

なく生活していくのかという形。それと、それを援用した形となっています。 

 では、幻聴でなくて、その認知が必要なんだとか、それで問題行動が起きるかとかとい

うことが問題だということが分かるのだけれども、ではどうやって聞いていくかという話

です。 

 このような質問紙があります。これは「きょうを含めてこの 1 週間の声について、あな

たの体験に一番近いものを一つだけ丸をつけてくださいね」という形で尋ねます。例えば

1 番目。「声はどのぐらいの度合いで聞こえましたか」という頻度を聞くものです。いつ

も聞こえていますとか。声の大きさはどのくらいですか。まあまあ大きい声ですと。これ

は声の大きさを聞く。それから、「声はどのぐらいはっきり聞こえますか」というような

明瞭性を聞くという形、このようなところが幻聴の性質、形式的な側面という形になりま

す。 

 そして、それが「どのぐらいうっとうしいか」という生活への障害度、それから、「ど

のぐらいつらいか」という苦痛度、それから、「声の言うとおりにするか」という服従の

頻度とか、こういったことが ABC でいうと［C］の結果の部分、行動面だったり、感情

面だったりします。こういったところをセットで聞いていく形になっていきます。 

 A と C をつかまえたとすると、では認知［B］は何を聞いたりしたらいいんだろう、ど

う聞いたらいいんだろうということが次なんですけれども。先に困っている内容を聞くと

いう、実際に苦痛だとかそういったところがあるとすれば、それが実際にどこから発生し

ているのかを聞いていくということが流れとなります。 

 そこでもこのような質問紙があって、活用していくのが一つの手かなと思います。「こ

の声について、自分の気持ちに一番合うものに丸をつけてください」ということを尋ねる
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質問紙です。「声は私のことをすべて知っているように思う」とか、「私は声をコントロ

ールすることはできない」という質問に、「まったくそのとおりだ」と言っているとする

と、「声は自分のことはなんでも知っている」し、そして「自分は声をコントロールする

ことができない」、「自分は無力で声のほうがすごく力がある」。このような声の全能性

が、この一つのポイントとなってきます。 

 これが苦痛や問題行動に対して、一番大きな影響を与える要因となっています。そして

その声が、なんでそんなことをしてくるのかを聞く質問ですけれども、声は傷つけたいと

いう意図が向こうにはあるのではないかという悪意と解釈しているかもしれない。あるい

は自分のことを守りたいとかという形で、声は自分のことをなんとかしてくれているとい

う形で、善意で捉えている、意図が善意であるということがあるかもしれません。 

 このような認知的側面を聞いていくと、相手にはすごく力があって、しかも悪意を持っ

てやってくると思ったら、それは怖いし、なかなか抵抗するのも難しいという形になって

くる。逆に、相手には力があって、それは実は自分を守ってくれているものなんだと思っ

たら、喜んで従う形になる。なんで従っているのかなと思ったら、そういう理由なのかな

ということが分かるときがあります。こういったところが認知的側面となります。 

 このときに、実際にこのように考えている根拠はそれぞれあるので、どうしてそういう

ふうに思うようになったんですかということを聞いていくことが、その後の介入のポイン

トとなってきます。このあたりが、アセスメントしながらその後の介入の手がかりを作っ

ていくという介入の準備となっていきます。 

 いま挙げたような形で、幻聴の認知モデルというものがあります。ABC という形で幻

聴の内容や形式、それからそれが出る直前の先行刺激というものを評価したり、あるいは

幻聴への苦痛として、全能性と意図性という大きな二つのところを拾います。その根拠と

しては、幻聴の内容がその根拠になっていたり、併存症状、あるいは原因帰属の問題、あ

るいは自分が幻聴に影響力を与えることができないということが根拠になっている場合も

あります。 

 苦痛や問題行動としては否定的なもの、あるいは肯定的なものになる場合もあります。

実際に対処していると、その対処している行動が悪循環を起こしている場合があるので、

それがどうかなということについても聞いていくことになります。このような形で見立て

をしていくことになります。 

 ここで休憩です。だいぶ話したので、皆さんも疲れてくるのではないかなと思って、小
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休止なんですが、いま言った幻聴の認知モデルですね。それを作ってくださったのが、こ

こにいるバーチウッド先生とチャドウィック先生になります。それから、このテキストを

一緒に作っているトローワー先生という 3 人の先生なんですが。 

 実際に本で読んでいても、どんな人たちがやっているのだろうとか、どんな雰囲気でや

っているんだろうとか、そういうイメージが分からないと、よく分からないところがある

ので、実際にお会いすると、やはり皆さんやさしい。穏やかな感じの先生たちですよね。

そういった感じの雰囲気で、実際の面接でもお会いしているというふうなので、そのあた

りがよく分かってきたなと思います。 

 さて、小休止したところで、また話に戻ります。 

 モデルを使って、問題を理解することがあるのですが、ではそれを次にどのように展開

させていくのかというところで、動機づけということが必要になってきます。例えば、命

令幻聴の認知行動療法というときには、危険な命令幻聴への服従行動の損益分析が一つの

枠組みとなります。 

 声の命令に従うか、従わないということは、その人たちが選択するんですが、それぞれ

いろいろなメリット、デメリットがあるということです。話を聞いて、それらを表に整理

しながら聞いていく形になります。 

 たとえば、声に火をつけろと命令をされて、声に従うと、どんなメリットがあるかとい

うと、そのときは少し声がなくなって、少し楽になった。そう思って従ったのですが、放

火したということで捕まって、声はなくならなかったし、しかも家もなくなってしまった。

家族からも責められて、家族との仲も悪くなってしまった。従うと少しだけいいことがあ

ったけれど、そのあとは嫌なことがばかりだったという感じになります。 

 逆に、従わないとどうなのかというと、放火で捕まらない。あるいは入院しなくていい

ということがあるかなと思うのだけれども、やはり声の命令がきつくて、従わないと殺す

ぞといわれるので、それが怖いんだというところ。従わないようにしたいんだけれども、

殺されるのではないかと思って心配だとか、そういうところが一番苦しいところなんだね

と。そこのところをなんとかすれば、従わないという方向を選びたいんだということが共

有できる。 

 そういう形で、実際にその人にとって、意味のある治療目標を明確にしていく。どこを

検討していけばいいのか、なんのために検討していくのかということを話し合っていくこ

とが動機づけのポイントとなります。そのときに、この損益分析という形で整理していく
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ことが、やはりなかなかまとまりが難しいときに、俯瞰して見ていくことができないとき

に、このようなことがサポートになります。 

 またこのあとは、介入方法ということでいくつか紹介をさせていただきます。介入の中

には認知バイアスへの取り組みというところがあります。先ほど、藤野先生の話でもあり

ましたが、結論への飛躍というのは妄想発想への土台として、やはり大きなファクターと

なります。少ない情報で結論を出してしまう。結論に飛びついてしまうというところがあ

ります。 

 それに加えて、妄想の内容はどのようにして決まっていくのかというと、原因帰属への

偏りが関係している場合があります。たとえば、何か嫌なことがあると、これはだれかが

意図的にやっているのではないかという、そういったような、責任を他者の意図と捉える

という傾向が強いところがあります。 

 こういったところにどのように介入するか。先ほど、SCIT というアプローチのことを

紹介してくださいましたが、社会認知のトレーニングの一つになりますね。同じ社会認知

のアプローチとして、メタ認知トレーニングがあります。 

 これは、問題の検討をするための態度の土台を作るという形になるんですが、きょうは

詳細には触れないのですが、MCT-Jという日本でのMCT を普及しているネットワークが

あるのですが、そこで検索していただくと、いろいろな情報があります。よかったらご参

照ください。 

 次に、現実検討に話を進めていきます。現実検討をするときの理論的背景としては、先

ほど挙げましたが、幻聴の全能性というのが苦痛の元であると考えます。そして、全能性

が緩和すれば苦痛が和らぐというのが理論的な考え方となります。 

 どのような形で検討していくかというと、ABC モデルを念頭に置きながら、根拠を検

討していくということになります。先ほど、「どうしてそういうふうに思ったんですか」

と聞いていくといいですよとか、そのいくつかの要因がありますよということをお話しし

たのですが、根拠を検討していくことで、この全能性が緩和していくことが一つの方法に

なります。 

 こんな形の例ですが、これは 50 代の男性です。女の体に変えたと聞こえて、これは近

所の人に馬鹿にされたんだと、しかも体を変えられたんだと。自分は男性だけれど、女性

の体にされたんだと。それで不安になってしまって、大声で怒鳴ってしまった。それで、

入院になったという方がいます。 
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 入院して、いろいろな話を聞きながら落ち着いたところで、よく話を聞いていくと、体

は本当に変わったんですかといったら、「いや、変わっていないです」と。相手の姿は見

えなかったということも、また情報としては出てきました。すると、この方の中で、少し

捉え方が変わってきて、嫌がらせかもしれないなと。でも、体を変えるほどの力はないの

ではないか。だから、声は口だけなのではないかということで、全能性の部分が少し和ら

ぐことになる。そうすると、つらさが少し減って、聞き流すこともできるようになってい

きました。これは治療の経過のなかでの一部になりますが、こういった例があります。 

 あるいはこれは別の方で、20 代の男性ですが、ずっと怒鳴り声が聞こえて、これは悪

霊に取り憑かれてどうにもならないと思っていました。それで腹が立って大声で怒鳴った

りしていた。誰にも助けが求められず、孤立していたということがあります。 

 この方も暴力行為があって入院になった形ですが、入院しているなかで、薬を飲んだら

だんだん声が小さくなってきたと言っていました。「どう思うの？」と尋ねると、悪霊は

薬に負けたんですと言って、薬は役に立つ、という考えが出てきました。悪霊だという考

えは変わっていないですが、悪霊が薬に負けたということで、少し内容が修正されました。 

 そこで、声に対する影響力、自分自身の力が強まるわけではないのだけれども、薬とい

う道具を使うことで自分の影響力を持てるということで、つらさが減る、あるいは内服す

るということがある。 

 認知行動療法というと、薬物療法と別でやっていて、協力しないのではないかと考える

ときもあるかもしれないのですが、並行してやっていく、協力してやっていくことは基本

にはなりますので。このような体験について、よくよく聞いていきながら、この人の幻聴

に対する全能性がどのように変化しているのか、それをしっかり確認していく、サポート

していくということが大切になってきます。これは現実検討というアプローチです。 

 それから、再発予防の計画ということになります。最初に挙げましたように、なかなか

病識が乏しいということがあったのですが、話し合いをしていくなかで、意外と皆さん、

患者さんに「病気の経過を書いてみてください。病気の経過を最初に図で説明しましたが、

自分の場合はどうなのか、書いてみてください」となると、結構書いてくださいます。 

 そのなかで自分自身の症状を振り返ったりとか、もう一回検討していったりとかができ

ることがあります。例えばこの方、高校の末期に幻聴、「どん」という壁の音とか、その

場にいない人の声が聞こえてきて、あるいはヘルメットをかぶった男の人が大勢見えてい

たということで、あとは人の心の声が聞こえてくるということがあった。そのあと、「草
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を食え」というのが数カ月続いて、偽預言の言い方がきつくなってきて、いろいろなこと

を誓わされて、神社に火をつけてしまったということで、入院になったという形です。で

も、そのあとだんだん入院してよくなってきたということがあるのですが。 

 例えばこの方の場合、「偽預言」と書いてあるのですが、入院するまでは、それは実際

に神様の預言だと思っていて、それに従っておられたのですが、どうも神様はそんなひど

いことをいわないのではないかということを現実検討として話し合っていきました。そし

て、あれは神様でなくてサタンがやっていた偽の預言なんだと、そういうふうに認知が変

わることで、意図が善意だと思ったけれども、それは悪意だということで理解することが

できると、そこについて、今度は従わないという方向になっていく。実際にそういったこ

とをしていくなかで、偽預言はなくなっていくことはあるのですが、こういったような変

化が起こってくる。 

 また、状態のよいとき、それから悪化のサインというものも、段階的に変化していくの

で、それをサインとして見つけていきます。そして、そこのときにどんなふうに対処した

らいいだろうかということを整理しておきます。そのような段階分けした個別の具体的な

サイン、そして対処を作っていくことも再発予防のなかではやっています。 

 そして、ストレスマネジメントです。ストレスということでいろいろなことが影響しま

す。認知機能の問題もあったりして、処理が難しいことがあります。そういったときに、

「なにが気になるのかな」とか、「どんなことを生活上工夫すればいいのかな」というこ

とを話しながら、対処について準備しておくことで、再発の予防ができることがあります。

そういったこともだんだんとやっていけるようになってくると、社会復帰がだいぶ近いな

という形になってきます。 

 このような流れで介入していくということですが、このあと少し日本における展開とい

うことを紹介させていただいて、終わりになります。いまのような介入が日本でされてい

るのかということですが、実際には 2005 年から始まっている医療観察法という制度があ

ります。そのなかでは他職種チーム医療、33 人の患者さんに対して、医師、看護師ら 50

人以上が配置されていると書いてありますが、ここに心理士が 2～3 名配置されています。

この入院医療機関は、1 年半の標準的な入院治療期間のなかで、統合失調症の人たちを対

象に、主に治療しています。入院患者さんの約 8 割が統合失調症です。そのなかに必ず心

理士がチームの中に入る形になっていて、介入しましょうという形になっています。そし

て退院までをずっとケアしていくことがあるのですが、そのなかでどのようにやっていく
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かというなかの一つに認知行動療法も取り入れられるようになって、発展しているところ

があります。 

 また、それとは別の形で、「CBTp ネットワーク」があります。これは 2011 年から東

京大学の石垣琢麿先生、それから東北大学の松本和紀先生、国立精神・神経医療研究セン

ターの菊池安希子先生を中心にしてネットワークを作って、全国での取り組みを一緒に共

有したり、どのようにやっていくといいかということを研究したりしています。また、関

連学会で研修会とかシンポジウムを開催しながら、少し普及活動にも取り組んでいるとい

うのが現状となっています。 

 このようなネットワークの中では研究も行っていて、臨床試験として、統合失調症に対

する認知行動療法の日本における実施可能性の検討ということを、いま松本先生が中心に

なって進めています。日本の中で、実際の患者さんに対して効果を示すことができるのだ

ろうかとか、あるいは、危険なくできるのだろうかということで。将来的には保険点数化

されるようにという形の取り組みが、いま成されています。 

 これが最後のスライドです。さらなる発展のためにということですが、やはり海外で作

られたアセスメントツールはありますが、日本独自で、やはり日本の臨床群を対象として、

どのような言葉でどのようなタイミングで使うのがいいのかというアセスメントツールの

開発をしていくことが課題だと思います。それから、メカニズムの研究についても、なか

なか日本では大きくやることはできていないので、多施設での研究ができるといいかなと

思いますし、介入研究も必要となってきますが、そのようなことが実際にやっていけるよ

うな人材育成、ネットワークの拡充が課題かと思っております。 

 ということで、私の発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

（拍手） 

 丹野 ありがとうございました。古村先生には、具体的に臨床場面に即して、CBTp に

ついてご説明いただきました。非常にうまいまとめをしていただきました。このシンポジ

ウムのタイトルであるサイエンスとアートの関係について、「サイエンスをどのようにア

ートとして実現するか」というふうにうまくまとめていただきました。 

 それでは、続きまして、話題提供に対する指定討論を松井先生にお願いいたします。 

 松井 金沢大学の松井です。私は 30 年以上ずっと、統合失調症患者さんといろいろと

つき合ってきました。臨床に携わってきていますが、今日発表された 3 人の先生で一番近

いのは藤野先生かと思います。基本的には、先ほど丹野先生の紹介にありましたように、
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神経心理学が専門ですが、神経心理学というのは、脳と心との関係をみるための学問です

が、統合失調症を対象としたアプローチは、そのなかでも新しい領域といえます。具体的

には実際の臨床場面では、若いときからずっと統合失調症のアセスメントを比較的に中心

におこなってきていますので、認知機能をみるとか、場合によったら人格的な面もみると

かいったことをずっとおこなってきていたのですが、この 10 年前ぐらいから、そういう

アセスメントからみた認知機能の障害を、心理学の専門家としてなんとかする方向を考え

るようになりました。 

 得てして統合失調症という病気は、従来、薬物療法のみで、心理が介入というところま

で、そんなにタッチできないという感じがあったのですが。先ほど、丹野先生から紹介の

あったワイクス先生との出会いが大きく、イギリスでは臨床心理士が心理社会的治療に参

画していることが多いと知りました。むしろ臨床心理士は中心的な役割を取っていますの

で、これだと思い、私たちは認知リハビリテーションにも取り組むようになってきました。 

 それで、今日、お話しいただいた三人の先生について、それぞれまず一人一人、私のピ

ックアップした感想を述べさせていただきたいと思います。 

 横田先生とは、そういう統合失調症に取り組んでいる心理士そのものが、これまで多く

なかったので、臨床心理学のなかで非常に長いつきあいになると思います。横田先生の描

画の研究などは昔から知っていたのですが、ただなんとなく知っていただけで、あまり深

く横田先生の研究自体を考察したことがなかったと思います。今回これを機に拝見させて

いただいて、すごくいいことをやっておられるということをあらためて思いました。 

 描画というのは、基本的に心理アセスメントとしては、投影法の一つとして用いられて

いる先生方もこの学会では多いと思うのですが。投影法のいいところとしたら、やはり一

般には反応の表出の自由度が非常に高く、絵を描いてくださいということで自由に自身の

イメージを表出します。しかし、そういったいい面とともに、反面では、解釈の難しさが

あると思います。 

 そういう意味では、横田先生のお仕事は非常にオリジナリティが高く、投影法の解釈的

なところだけでなくて、統合失調症の患者さんに継続して実施することによって、一つの

いろいろな描画行動そのものにも、プロセスがいくつかあるといったことが非常におもし

ろいと思いました。私などは認知機能のことを検討してきていますので、結構そういう領

域にも近いようにも思ったくらいでした。 

 要するに、例えば実のなる木を描いてくださいといっても、まず木をきちんと、どうい
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うふうに覚えているかどうかということになると、記憶も関係してきますし、それをどう

いうふうに、記憶していることを自分の中でイメージして取り出すかということも関係あ

るでしょうし、そのイメージしたことも、どの程度自分自身のなかで鮮明であるかとか、

自分の中でどういうふうに内的に思い浮かべるかとかということも関係あるでしょう。 

 それから、また描画ということになると、イメージしたものを、またその表出行動とし

て表すわけなので、いくらイメージできても、それをまた描くところで、上手い人もいれ

ば下手な人もいるということでしょうし、その表出そのものの段階もあるといったいろい

ろな意味があると思います。 

 それから、統合失調症の特徴としたら、なにか並列的にぽんぽんと並べるだけとか、そ

ういうことがあるとおっしゃって、おみせいただきました。そういったことから、どのよ

うに統合する力があるかとか、いろいろな面があり、非常におもしろいことと思いました

が、そのことがよく分析されているように思いました。 

 したがって、投影法ではありますが、それこそ心理学の基礎的な認知というものを、し

っかり取り入れながら、分析されて、非常にオリジナリティが高いように思いました。 

 それから、横田先生はもう何十年も描画を通して長く患者さんと関わっておられて、1

人の患者さんでも長期にわたってとっておられるので、そのことによって、経過の中での

発見というのをいくつか紹介いただきました。例えば、なにかが急に加わってきたという、

そのなにかがなんなのかと考えると、本人の中にはなにかあったことが推測されるのでし

ょうかね。1 人の患者さんでも、断片化して描いていたものが、だんだん少し、うっすら

と平板化していたものがまた統合化されるとか、そういうようなプロセスが出てきたり、

長年実践されてきている先生ならではの発見と思いました。 

 本シンポでは、サイエンスとアートという副題がついているので、描画というものを、

少しサイエンティフィックな目で見ると、そういうことを描画に影響することとはなんな

のかということも、考えてみるきっかけにはなるように思いました。 

 もしかしたら、横田先生のおっしゃることは、精神症状の浮き沈みといったこともなに

か描画として反映するところもあるのだろうし。視点を変えた認知プロセスという意味か

ら、また少し見えてくるものもあるのではないかと思ったりもします。ハテナと描いた例

は、罹病期間は長くなると、加齢の影響などもあるのではないかと思ったりしながら聞い

ていました。以上が感想ですが、横田先生には、またなにかコメントがあればお願いしま

す。 
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 次に藤野先生のご発表について、先ほど言いましたように、私自身も認知リハビリテー

ションに取り組んでいますので、お話はとてもよく分かりました。NEAR というアプロ

ーチをご存じの方も多いかもしれないのですが、それと SCIT を紹介されていたのが後半

だったと思います。その介入前に、WAIS などの検討で、統合失調症の人が平均的には認

知機能全体が落ちていて、特に理解の面とか Digit Symbol による処理速度が落ちている

という話をされていました。その他に注目されたもので大事なことと思ったのは、知能の

低下、認知機能の低下といってもいいと思うのですが、低下というのは、全体の分布の中

で横断的に見て高いか低いかということもありますが、その人の病前の知能に比してどの

くらい落ちてきたかということがとても大事と思います。最近は病前の知能をみる検査も

出てきていますので、ある程度調べることもできると思います。 

 要するに、同じ IQ80 でも、もともと 120 だった人が 80 に落ちているとしたら、IQ が

40 も落ちたということで、その人の機能自体は大きく落ちているわけですね。しかし、

病前の IQ 抜きにしてみると、知能が 80 というと、一応平均範囲内ではないかというこ

とで、臨床的に単に検査だけすると、普通知能はあるから別になんともないと、臨床医な

どはそう判断する可能性もあると思います。したがって、そういう意味では、こういう統

合失調症のような患者さんを見るときは、その人の中での前の能力と比べてどのくらい差

があるかという視点はとても大事だと思います。特に、認知リハといった治療的なアプロ

ーチをする際には、それがないといいアプローチはできないように思うのです。 

 お聞きしたいのは、例えば NEAR とか SCIT をやっているというお話ですが、日常的

には効果を見る際には、病前の知能までなかなか見られなかったりすると、一応は認知機

能の検査を行って、あまりよくないと認知リハを導入しようという話になると思うのです

が、そのあたりがいまお話しした、認知機能のその人の中での低下ということと、全体像

の中での低下にかなりギャップがある場合、患者さんによってはそういう場合もあるので、

そのあたりはどうされているのかお聞きしたいと思いました。 

 次に、古村先生は、統合失調症に対する認知行動療法ということで話しされました。

CBT そのものは、うつ病や不安障害とか強迫症などでご存じの方が多いと思うのですが、

統合失調症に行う認知行動療法ということで紹介されていて、非常に興味深いご発表で、

分かりやすかったと思います。基本的に導入アセスメントの見立てから介入までというこ

とを、幻聴のある患者さんの例でご説明してくださったので、非常に分かりやすかったの

ですが、少し確認という意味でお尋ねします。 
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 導入するのに適した患者さんということでしたが、お話を聞いていると、基本的にはや

はり幻聴のある患者さんが一番いいということでしょうか。幻聴があるだけではなくて、

その幻聴に対して自分自身がどういうふうに思っているかというアセスメントをきちんと

なされて、不安やうつなどの感情面の問題のある場合に、この CBT が適用ということで

よかったのかどうかということを確認したいと思います。 

 先ほどの藤野先生の認知リハビリテーションで使うところの認知と、認知行動療法のと

ころで使っている認知が、同じようで意外に違う意味で使われているように感じました。 

認知というのは ABC の中でいつも出てきますが、ここで使われている認知は、認知リハ

ビリテーションのところでいう認知機能面の認知ではなくて、どちらかというと幻聴とか

陽性症状を自分自身がどういうふうに捉えているかを認知と言っておられるということで

よかったのかどうかということです。つまり、認知症の認知とか、いろいろありますが、

使い方が、同じ心理的なアプローチでも全然違うようにも感じました。 

 さらに、お話しされたかもしれないのですが、お聞きしたいのは、特に陽性症状を持っ

ている患者さんは、やはり薬物療法だけでは実は完璧ではなくて、陽性症状が以前残って

いる患者さんはたくさんおられると思うのですが、統合失調症の経過中で、CBT はこう

いうときに導入したらいいんだという時期があるのかどうかということです。 

 それから、当然、統合失調症の患者さんはほぼ全員、薬物療法を続けていると思うので

すが、薬物療法との関係や絡みはどうなのかということは、臨床の現場においては大事な

ことかと思ったので、もしもわかれば教えていただけるとありがたいと思いました。 

 このことに関して模式的には、先ほど説明された中にたくさんありますが、陽性症状と

か陰性症状とかあって、特にこの認知機能の低下（ここで言う認知機能の低下は、認知リ

ハで使うところの認知的な意味が大きいですが）が重要かもしれません。陽性症状という

のはある程度、薬物療法によってコントロールできて、完全ではなくても、統合失調症の

人の社会復帰がなかなか難しいというのは、認知機能の低下が実は微妙にあるというとこ

ろが、最近になってようやく注目されてきていると思います。 

 この認知機能そのものをやはり治療というか介入もしないといけないのではないかとい

うことが、インターナショナルな動向と思います。皆さんが着目しているそういう認知機

能の低下に目を向けると、心理社会的治療が出てくるのだと思うのです。 

 さらに考えたい事項として、全体として、お三方とも関係していることになると思うの

ですが、統合失調症の治療の両輪というと、薬物療法と心理社会的治療ですね。昔は薬物
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療法だけだったのですが、いまはもうだんだんと心理社会的治療も両輪のなくてはならな

いものだというようになってきていると思うのです。 

 従来の心理社会的治療、従来あったものとしたら SST などは日本には比較的早く導入

されてあったし、作業療法とかは基本的におこなわれてきてはいるのですが、いまここで

紹介された認知行動療法とか認知リハビリテーションは、日本ではまだそんなにたくさん

おこなわれているところが多くないので、これからの重要性は大きいかと思うのです。 

 そうすると、それぞれの技法があるわけで、それぞれこの研究者は CBT が得意だから

CBT をおこなっている。この研究者は認知リハが得意だから認知リハをおこなっている。

この研究者は SST が得意だから SST をおこなっているということだと、患者さんにとっ

ては当たり外れみたいな感じになりますね。よって、それぞれの技法について、トータル

に見て、どういうときに、それぞれの技法同士のインターラクト、患者さんにとったらど

ういう時期にどの技法を用いたらいいのかとかといったことも考える時期にきているので

はないかと思ったりします。 

 患者さん個人個人をみると、やはり発症から急性期、維持期、回復期とずっと続くわけ

で、経過中のいつ介入したらいいかとか、そういうことになにかお答えできる先生がおら

れたら、教えていただきたいと思います。 

 それから、プラス、統合失調症そのものは、最近は予防的なアプローチもとても重要と

思います。発症してしまうと、通常、服薬を続けないといけない疾患ということで、その

意味でも大変な病と思います。早く発見できればある程度予防できるということなので、

発症前の早期の発見、病前期とか、発症しても陽性症状が出る前くらいの前駆期とかに、

こういう認知という観点からの、CBT とか認知リハのアプローチがあり得るのかどうか

ということです。 

 さらに、そういう様々なアプローチ同士の技法の組み合わせのことや、今日ご紹介され

たことはすべて大事だと思うのですが、現状では診療報酬にはなっていないわけなので、

診療報酬化するにはどういうふうにしていったらいいかということが、たいへん大きな問

題としてあります。 

 また、もう一つ、介入のことに絡んでは、介入の効果そのものが日常生活に、どこまで

般化するかということがあります。実際効果の検証として認知機能の検査で上がったから

よくなったといっても、それが、どこまでいつまで続くのかとか、日常生活レベルで本当

に改善しているのかどうかとか、そういうことをみるためにはどうしたらいいのかという
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ことは、また大きな問題としてあります。 

 それから、認知機能そのもののアセスメントに絡めたことですと、一般的には認知機能

の評価としたら、やはり神経心理学的な検査とか認知機能の検査とか、客観的な検査はい

まどんどん出てきていますので、そういうことで測ることはできます。 

 調べることも多いと思うのですが、私などは、日常ただ患者さんと接していると､認知

の機能の問題をあまり自覚していなかったり、逆に過大に、わりと知能の高い人などはそ

うなんですが、自分は駄目なんだと思い過ぎたり、記憶力がよくないとか思い過ぎるなど、

客観的な評価とかなりずれていることをしばしば経験します。主観的に患者さん自身が捉

えている認知の自分の状態は、客観的なレベルとずれがあることも、かなりあるのではな

いかと思います。そういう意味では、私は横田先生が紹介された描画というのは、主観で

はないけれど、本人が産出したもので、いろいろ変化をするわけですね。よって、ちょう

ど、いわゆる客観テストと捉えるものと、本人自身が捉えている主観的な認識との、なに

か本人も知らずに描いてしまっているものなので、少しつなぐような意味もあるのではな

いかと思ったりします。 

 そういう意味では横田先生がなされているように､こういう描画などを用いて、例えば

認知リハで副次的な評価に使うとか、例えば横田先生がおこなわれているように、経時的

にずっと追ってみているとか、また、横田先生がおこなわれていること自体も、長くつづ

けていると、一つの介入というか、アプローチにもなるかと思ったりしました。 

 少し長くなりましたが、もしも述べましたことで、何かありましたらお願いいたします。

（拍手） 

 丹野 松井先生、ありがとうございました。 

 それでは、話題提供の方々に壇上に並んでいただいて、松井先生の質問に対して、お答

えをいただきたいと思います。松井先生からはいろいろな質問があったのですが、個別の

質問としては、横田先生には、検査の結果と主観的な認識のずれがある場合に、描画が有

効なのではないかとか、あるいは加齢の影響はどうなのかという質問でした。藤野先生に

対しては、どのように介入が生活機能に汎化するのかというようなご質問ですね。それか

ら、古村先生には具体的にいくつかご質問がありました。 

 それから３人全体への質問として、技法同士の関係をどういうふうに考えたらいいのか、

技法をどう組み合わせるか、あるいは、どういう経過のときはこういう技法を導入したら

いいのか、といった質問をいただきました。それから、前駆期とか ARMS、病前期など
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へのアプローチはどうしたらいいかというようなご質問もありました。 

 先生方、お一人ずつ個別の質問と、全体的な質問に対してお答えください。横田先生、

よろしくお願いします。 

 横田 松井先生からのコメントに対してですが、プロセスを考えるときに必要なのは、

やはり時間を考えないといけないということです。同じ一つの描画でも、さっと描いてし

まう人もいるし、1 時間ぐらいかけて描く人もいる。さっと描けた人は、あるときになる

と、1 時間かけて同じような絵を描く。同じような絵ですが、線は微妙に細く、ためらう

ようになり、やがては描けなくなるというような、そういう意味での時間的なプロセスを

考慮しないと、正確な意味でのプロセスは分からないということです。 

 それと、加齢の影響ということをおっしゃいましたが、加齢ってなんだろうと考えたと

きに、加齢に伴う全体的な構造の変化があると思います。私はそれをライフサイクルの変

化というのですが、ライフサイクル的な変化が患者さんの中に起こってきて、それがその

人の立ち位置を完全に変えてしまうことがあると、それが直接絵の中に出てきます。これ

は非常にきれいに出てきます。加齢によって認知機能が低下することもあると思いますが、

むしろライフサイクルに伴ってくる関係性の変化のほうが、描画の中には出やすいと私は

思っています。 

 それと、描画を長く続けることによって、介入的な意味があるだろうとおっしゃいまし

たが、それは明確にあると思います。関係性そのものが、描画というただ単なる一つのテ

ストとしての関係以上のものになってくることは、あると思います。 

 ですので、長く続けると、単に続けているだけであっても、患者さんにとってはその出

会い方が最適であるというような関係性は出てくる可能性があります。もちろん逆もあり

ますが、最適な時間感覚があるとは思っています。 

 そんなところでよろしいでしょうか。 

藤野 まず評価のところに関しては、急性期の患者さんでは、評価自体ができない場合も

多いので、ある程度落ち着いた段階、あるいは慢性期ということになってくるだろうかと

思います。 

 全体の分布に関しては、ある患者さんの評価をしたときに、健常者の水準と比べると落

ちていることがありますが、患者さんの中で見たときに、相対的にどのくらいの位置にあ

るのかということは、支援者の側が持つイメージとして大事かと思います。どのくらいの

支援が必要そうかを見積もる際の手助けになるのではないかと思っています。 
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 個人内のギャップについては、先ほどお見せした研究の中では、JART と WAIS-III を比

較してその差を検討しておりました。 

 それから、最後に汎化していくためにということですが、私としては、機能が高まった

ことそれ自体に加えて、そのことによって患者さん自身が効力感を高めていくということ

で、対人関係、人間関係、就労に大きく関わってくると思います。そのあたりが心理士の

仕事としては大切になってくるのではないかと思いました。 

 古村 私からも少し回答というか、コメントなんですけれども。まず CBT に導入する

のに適した患者さんはいるのかということで、幻聴のある人が適用になりやすいのかとか

という話があったのですが、今回、ご紹介した ABC の認知モデルを使うことで、幻聴の

ある人がどう苦しんでいるのかをこちらが理解しやすくなれば、それはその人には適用で

きるのではないかという考え方です。 

 幻聴のある人を探し出して、その人たちに介入するんだということではなくて、その人

がなにに困っているのかということを聞いていって、感情面の問題とか行動面の問題を聞

いていくと、どうも幻聴に対する認知がやはりそこに一番大きく関与しているんだとなっ

たら、そこに介入していくことが改善への道として近道だろうという形の、その通り道を

一つ増やすことが、皆さんにとって有益なのではないかというところが一つです。 

 そして、幻聴に対する CBT が効果が出ているということとしては、特に命令幻聴に対

して危険な行動をしてしまうという人たちが、危険な行動をしなくなる。そういうことが

やはり一番効果としては分かりやすいというところはあります。 

 もちろん閉鎖されてる病棟の中にいるから、そんなことをしないというわけではなくて、

きちんと社会の中に生活していても、危険な行動がなく生活できるようになっているとい

うことが、それがやはり一つのターゲットになっているので、それが一つの効果になって

くるのかなと思うというところです。 

 そういった意味では、発表の最初にも、私の臨床の場で対象となっている人が少し病気

が重めの人かなと話をしたのですが、いま話したような自傷とか他害がなくなっていくと

いうことが一つのポイントになってきたときに、CBTp が役に立つのではないかというこ

とがあります。 

 あと、CBT における「認知」と認知リハにおける「認知」が、どういう関係になって

いるのかということですが。認知行動 ABC モデルでは、その出来事をどう捉えているの

かという認知を扱いますが、そのときにまず認知機能が下支えしていて、どうインプット
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しているかというところ､そこがやはりベースになってきます。認知機能が崩れていて、

この人の捉えているものが小さくなっていたら、いくらその人の認知を変えていこうと思

っても、変えていくことが難しいので、認知リハが先に立ったほうがいいかもしれないと

いう患者さんたちはいるかなと思いますし。その手前には薬物療法が先に立ったほうがい

いでしょうとか、あるいはそういった人たちが安心できる相手を環境に適応するというこ

とで、作業療法あるいはデイケアを利用することもあると思います。まずは安心できる相

手との中でちゃんと情報が取れる人をちゃんと捕まえて、サポートしてくれる人を捕まえ

て、それで認知機能を高めたところで、CBT という介入がようやくそこではいる場合が

あるという形の関係になっているのではないのかなとは思います。 

 いろいろとご質問していただいたなかで、組み合わせて答えをさせていただきました。

以上です。 

 丹野 ありがとうございました。松井先生、いかがですか。 

 松井 たいへん明快で分かりやすかったのですが、基本的に同じ陽性症状に結果として

ターゲットを当てるにしても、薬物療法だとまさに陽性症状をとることそのものを目的と

しますよね。しかし、基本的にいま聞いて分かったのは、CBT の場合は、目的は最初は

困っていることとかそういうことで、その背景に幻聴とかが出てきて、結果としてそこに

ターゲットを当てるという、最初の目的が違うことでいいですかね。 

 古村 そうですね。もう 1 点、つけ加えさせていただきたいのは、薬物療法が興奮して

いる部分を、脳の中のその部位を収めようというところがあるのに対して、認知行動療法

は前頭葉を使って収めようという、焦点が違うということです。脳の中でも焦点を当てて

いるところが違うというような形があるかなと思います。 

 松井 あと、認知との関係のこだわりも分かりました。基本的には関係してくるという

ことですね。その母体として、認知機能面、すなわち、認知リハでいうところの基本があ

るということですね。 

 丹野 ありがとうございました。それでは、フロアの先生方からご質問をいただこうと

思います。 

 質問者 絵画療法の病棟の枠を作ると、病棟の絵を描きやすかったように、枠を与えて

あげると、偏向が統合しやすい。例えば丸い絵を描いて、描画を描いていただくと、短期

間のうちに統合できる方が多いという経験を持っております。 

 丹野 ありがとうございました。例えば描画のときに枠を作ると統合しやすいのではな
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いかというご質問でしたが、横田先生、いかがですか。 

 横田 枠を与えることで、うまくまとめやすくなる人もいますが、また逆の人もいらっ

しゃいますね。 

 質問者 枠を丸に変えてみるといかがですか。 

 横田 丸い枠ではやっていないのでわかりません。 

 質問者 四角の枠でも、3 カ月ぐらいで治る方が多いです。 

 横田 急速に改善したように見える人の場合、また急速に悪くなることもあるように思

います。描画の特徴が安定するまでにかなり時間がかかる人がいらっしゃいますので安定

を待たないといけないと思っています。 

 質問者 私が言いたいのは無意識を意識化する療法でございます。自覚して受け入れる

からそんなに時間はかかりません。 

 横田 そのようなこともあるかもしれません。私の申し上げたかったことは、無意識を

扱うのではなく、描画を認知的なプロセスとして扱いたいということでした。 

 丹野 ありがとうございました。 

 今大会の井村 修大会長は、「サイエンスとアートの融合」というスローガンを掲げら

れました。このシンポジウムはこのスローガンに沿って企画されたわけですが、サイエン

スとアートは、本来対立するものではありません。古村先生がまとめていただいたように、

サイエンスをどのようにアートとして実現するかというような方向が大切と思います、逆

に、アートの効果をサイエンスするという方向もあると思います。サイエンスもアートも

取り入れて、双方向の研究と臨床実践を発展させていければなと思いました。 

 最後にシンポジストの先生方に拍手をいただきまして、終わりとさせていただきたいと

思います。（拍手） 本日はありがとうございました。 


