まえがき

リハビリテーションの現場では、さまざまな患者さんがいます。治療をする際には、相
手の性別、性格、やる気などで大きな影響を受けてしまいます。特に、精神疾患をもつ患
者さんに対して、苦手意識をもつセラピストは多いと思います。当院は精神科病院であ
り、対象患者さんはすべて精神疾患をもっているため、当院のセラピストは常にこの苦手
意識と戦っているのではないかと想像する人もいるかもしれません。しかし、当院のセラ
ピストは実に上手に患者さんたちと付き合っています。彼ら（当院の科長は女性ですし、
セラピストの半分は女性でありますが…）は、患者さんと深い信頼関係を構築し、やる気
を起こさせ、調子にのせ、回復の喜びによって、精神症状まで改善してしまいます。もち
ろん、精神科医や看護師、精神保健福祉士、作業療法士、薬剤師など多職種のチームワー
クの中での協働作業ではありますが、素晴らしい匠たちだと、私は誇りに思っています。
彼らの存在はわが国においては、特殊なものかもしれません。しかし彼らの日常で当たり
前にしていることは、多くの臨床現場で必ず役に立つと確信しています。この本が、多く
のセラピストや患者さんの力になることを祈っています。
また、本書を出版するにあたり、安部学先生、大畑徹也先生、宮田久嗣先生をはじめ多
くの方々にお力をいただいたこと、この場をお借りして心から御礼申し上げます。
医療法人社団光生会

平川病院

院長

平川淳一

第5章

精神症状別
リハビリテーションの実践
この第 5 章では実際に精神疾患をもつ患者にどう対応したか、その対応がどういうアウトカム
を得たかについて記載をした。冒頭の 4 症例については、第 1 章で示した槪略図に当てはめて
紹介し、その他については対応方法を中心に記載をしている。また、個別症例の紹介以外に、
疾患の診断基準（DSM-Ⅳ）、そして臨床現場で具体的に用いられている対応方法の例も追記
してあるので、日々の臨床のヒントにしていただきたい。

128

1

症例
［統合失調症、多発外傷］
は真っすぐだ」と言う。「誰かが義足を違う

症例の基本情報

義足にすり替えた」「薬を飲んだから体がし
びれる」

60 歳代、男性。
診断名：統合失調症、多発外傷（右肘頭骨折、骨

＊幻聴：「お前はバカだ」「おまえはダメだ」な
どの自己を否定する内容。

盤骨折、左膝蓋骨開放骨折、右下腿切断、左踵骨
骨折、左 2〜4 中足骨骨折）、肺塞栓症。

＊体感幻覚：「骨盤にボルトが入っていて、そ

A 精神科病院に 20 年以上長期入院されてい

れが動くと当たって痛い（実際には入っていな

た。入院中の単独での院外散歩時に希死念慮

い）」
。ボルトの大きさや質感もはっきりと感

が出現し近隣アパートの 3 階より飛び降りて

じている。

受傷。B 救急病院に搬送され観血的手術を施

精神面への対応の工夫

行された後に、リハビリテーション目的にて

訓練実施場面での配慮

平川病院に入院となった。入院時は左下肢ギ
プス装着、左下腿切断、その他骨折部位も治

●

セラピスト間で役割を分担し明確にする。

癒しておらず寝たきりの状態であった。治療

●

訓練前に内容を提示。

経過でさまざまな精神障害がみられたが、最

●

最初は簡単なものから徐々に変更。

終的には義足を装着しての歩行を獲得し前精

●

道具や目印などを使用しわかりやすく。

神科病院に退院となった症例。

●

疲労に注意し、必要に応じ休憩を入れる。

●

訓練後にはその日できたことを評価する。

初期評価
身体面

物品の工夫
●

ドレッシングのための弾性包帯を靴下タイプ

MMT：おおむね 3〜4 レベル。

の短いものに変更。

ROM：右肘関節、両股関節、SLR、両膝関節に

訓練拒否

制限あり。

●

ADL：BI 10 点、FIM 50 点。

うにする、各訓練内容の明確化。
義足装着の誤った認識

※術後管理中で動作は食事以外にすべて介助が
必要。
精神面
［精神面：初期］
性格は穏やか。自発語は乏しいが表面的なコ
ミュニケーションは可能。全般的に無為・自閉

時間割カレンダー作成し自身で確認できるよ

●

定規などを当て視覚的に誤りを確認しながら
実施。

最終評価
身体面

的でリハビリテーションに対してはあまり意欲

MMT：4〜5 レベル。

的ではなく訓練拒否もしばしばみられた。訓練

ROM：著明な制限なし。

経過のなかで幻聴・体感幻覚がみられていた。

ADL：BI 90 点、FIM 106 点、入浴動作以外はほ

［精神症状の例］
＊妄想：義足を曲がったまま装着しても「これ

ぼ自立。
歩行は義足装着下での独歩可能になる。
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レベル

退院時

・身体機能向上に伴い

・退院への理解や受容

高
レベル

患者の身体面の変化

中間

入院時
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低
の精神症状の把握

歩行補助具や義足操

・落ち着いているか

作など新たな訓練課

・不安感

の程度を把握
・退院先の環境を見据
えた動作訓練による

題が増える

・病識

身体・精神双方への

・今まで表面に出てい

・障害受容

なかった精神症状が

・リハの受け入れ

出現する

・やる気の有無

準備

・訓練負荷やメニュー

・リハに乗せるための

などの工夫が必要

工夫や対応
・笑顔がみられるか

注意している点
時期を問わず

リスク（希死念慮など）

訓練に乗れているか

気分の浮き沈み

主治医・PSW

ゴール達成時期の最終決定

依頼・伝達
他部署への

主治医・PSW

を連絡

初期評価後、患者の身体

室での言動・行動を共有

患者の状況変化によるリス

的ゴールの提示

看護

クの変化の提示．病棟での

患者の状況変化によるリス

症状などの共有

身体看護に必要な情報の

クの変化の提示、最小介助

共有

による身体看護

精神科 OT

主治医・PSW

看護

身体機能の変化に伴うリハ

看護

退院先の状況、身体機能

精神面

は可能であるが無為・自閉的な面がみられてい

無為・自閉は残存し妄想的発想も続いたが、

た。本人としては「また歩けるようになりたい」

傾聴すると治まる程度。訓練拒否はなくなった。

との発言もあり、歩行獲得を目指してリハビリ

経過

テーションを開始した。開始時は訓練拒否もな
く導入できたが意欲的ではなく受動的であっ

入院時は骨折部位の治癒過程により病室で寝

た。希死念慮はみられず今回の自殺行動への後

たきりの状態で、表面的なコミュニケーション

悔の発言もあったが、スタッフとしては油断す

第５章

各時期の精神面への配慮すべき点

・精神科診断名と実際
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ることなく、日々の発言や行動には注意を払っ

を自身で確認できるようにした。そうすること

た。また、絞首予防のために切断部に使用する

で自ら真っすぐな位置で義足を装着できるよう

弾性包帯を靴下タイプの短いものに変更するな

になり、誤った発言もみられなくなった。その

ど使用物品などにも配慮し対応した。

他では訓練終盤まで「義足を誰かが勝手に違う

一方で、患者と良好な関係を築けるように雑

義足に交換している」
「薬のせいで体がしびれ

談を増やし、楽しい雰囲気づくりをしながら訓

る」
「薬の内容を薬剤師が勝手に変えている」な

練に取り組んだ。運動量や課題が増え移動手段

どのさまざまな妄想的訴えは続いたが、訓練に

の変更など身体的にも精神的にもストレスが増

直接影響のないものは積極的な傾聴に留めるな

加した頃に幻覚や妄想などが徐々に明確になっ

どの対応をとった。そうすることで症状自体は

てきた。それに伴い訓練拒否をすることもしば

消失しなくとも、訓練自体の進行は可能であっ

しばみられた。訓練拒否の内容はセラピストや

た。最終的には義足での歩行および自己管理が

リハビリテーション自体が嫌で拒否しているの

可能になり、前精神科病院へと退院となった。

ではなく、どちらかと言えば幻聴や妄想により
「行けない」というものが多かった。そのため、

まとめ

前述した工夫や配慮を実施することで訓練自体

精神疾患をもつ多発外傷患者の場合、入院時

は実施可能となり「行けない」という拒否も

のラポール形成や症状の把握は訓練の進行やリ

徐々にみられなくなった。拒否はなくなっても

スク管理の意味でも大変重要になる。また初期

進行が難渋したものの一つに義足装着時の誤っ

に症状が落ち着いているようにみえても訓練進

た認識があった。義足を曲がったまま装着して

行に伴う移動手段の変化や義足装着などの求め

いても、本人は「これは真っすぐになっている」

られる内容の変化に新たに症状が明らかになる

という発言があった。セラピストが何度も口頭

こともある。可能な限りの予測と出現した症状

で説明してもけっして納得することはなかっ

に対する臨機応変な対応が求められる。

た。これに対して義足の中心位置に印を付けて

（濱田賢二）

これを目印に義足装着時に定規を当て中心位置

コラム

デイケア科

デイケアはすでに地域で生活している精神障害者を対象にした外来医療の場である。対象
者の多くは入院やひきこもり生活を経験しており、デイケアの集団療法を通じて対人場面で
の主体性や自己効力感を取り戻していくことになる。一方で地域生活の土台となる体力や身
体機能の回復も重要な課題となる。そのためデイケアのスポーツプログラム以外に、個別に
自分の身体とじっくりと関わることができる身体的リハビリテーションを利用する場合もあ
る。専門スタッフと身近な目標を設定して一つ一つ課題を積み重ねていくことで、着実に身
体面でのリハビリテーションを進められている。また専門スタッフがかたわらにいることで
自分の身体を客観視できて、身体とのほどよい付き合い方を知る機会になっている。デイケ
アでは対人交流を通じて、身体的リハビリテーションでは身体との関わりを通じて、自分と
の付き合い方やコントロールしにくい対象と折り合いをつけてゆくことを体験しているのだ
と感じる。

（井手

学）
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［双極性感情障害、アルコール依存症、上肢切断］
症例の基本情報

救命病院で幻肢、幻肢痛について相談するも
のの、自分が求めているような対応はなくそれ

20 歳代、男性。

が一つのストレスになり、うつ状態や不眠と

リハビリテーション対象診断名：右上腕骨開放

いった精神症状の悪化に繫がっていた。

骨折、右上腕不全切断。
精神科診断名：双極性感情障害、アルコール依
存症。
［高校時代］
高校へ入学した後、次第に休みがちになった。
［大学時代］
その後、大学に入学するものの対人関係が一
つの要因で、うつ状態や不眠となった。メンタ

また、医療に対する不信感をもち、治療者に
対し試すような発言が多くみられていた。
そこで、訓練内容を明確にする目的でイン
テーク面接を実施した。
作業療法：認知神経リハビリテーション（幻肢
痛へのアプローチ）、上腕義肢作製、利き手

交換。
理学療法：基礎体力づくり。
なかでも、幻肢痛へのアプローチに対し大き

態は改善傾向に向かったものの、一貫して不眠

な関心をもった。「高校の頃からブラックボッ

は訴えていた。ときおり躁状態もみられ、好き

クスと言われている、脳に興味をもっていて、

なライブで怪我をすることもあった。周囲と上

何冊も本を読んだ。そして、幻肢痛に関する内

手くコミュニケーションがとれずに中退した。

容にも触れていた。当時はまったく理解できな

［フリーター時代］

い状態であったが、実際に幻肢痛が生じている

さらに不眠症状は強くなり、インターネット

と探りたくなる。あとは、この痛みは非常に苦

にて自身の症状や治療薬について調べた。その

痛であり開放されたいと思います」
。障害受容

中で、本人が興味を示したのは、
「睡眠薬とア

はできていると人ごとのように言う。

ルコール飲料を一緒に飲むことで強い効果を示
す」という体験談であった。それを試したとこ
ろ、すっきり寝ることができたという。
その後、精神的にも安定傾向にありコンビニ
でアルバイトをしていた。しばらくすると、職
場でトラブルを起こし、ウィスキーハーフボト
ルを毎日飲むようになりアルバイトを欠勤する
ようになった。
［受傷時］

［入院 1 か月］
体性感覚の改善に伴い、焼きつくような痛み
を伴う幻肢痛が軽減してきた。そして、徐々に
医療に対し不満をもっていたことを、自らの言
葉で語り始めることができるようになった。
利 き 手 交 換 は、 左 手 で 箸 が 使 え る よ う に
なった。
［入院 2 か月］
上腕義肢作製に取り掛かる段階になり、「義

欠勤が数日続いた後、自宅マンション 4 階か

肢は必要ありません」と言い出す。「もし作る

ら飛び降り、救命病院に搬送された。診断名

のなら、パンチができるような義肢にして欲し

は、右上腕骨開放骨折、右上腕不全切断。翌

いです」と現実味のないことを言う。

日、再接合術を施行するが、3 日後に再接合部
の壊死がみられ右上腕切断となる。
［平川病院入院時］
救命病院入院より約 2 か月後、リハビリテー
ション目的で平川病院入院となった。
入院時、断端末から手部にかけて幻肢、幻肢
痛の訴えがあり、鎮痛薬を毎日服薬していた。

既婚者である理学療法士が親の立場として、
自分の子供が上腕切断に至った場合の想いを本
人に伝えた。すると、一時的にうつが強まった
ものの、「自分のことしか考えていなかった。
作りたい」と気持ちに変化が出てきた。

第５章

ルクリニックへ通院し始め、服薬によりうつ状

