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心理リハビリテーションは、最近では動作法とよく呼ばれているが、日本

で生まれたユニークで革新的な心理療法である。成瀬と彼の共同研究者たち

は、心理リハビリテーションキャンプを通じ、1960年代の半ばより動作法を

開発してきた。キャンプに参加する、ハンディキャップをもつ子どもたちの

数は、沖縄では増え続けている。彼らは多様な障害を持ち、たとえば脳性マ

ヒ、自閉症、精神遅滞、多動傾向や言語的コミュニケーションの困難さなど

である。動作法は動作不自由を改善させるばかりでなく、彼らの行動や心の

コントロールカを高める。われわれは1976年以来沖縄県で動作法を実践して

いる。本研究のおもなねらいは、沖縄における心理リハビリテーションの展

開を振り返ることである。そして２１世紀の世界における動作法の可能性を討

論する。

キーワード：心理リハビリテーション（動作法)、心理療法、キャンプ、

障害児、沖縄

はじめに

心理リハビリテーションとは、成瀬（九州大学名誉教授）と彼の共同研究

者たちが開発した、動作課題を通じて動作不自由の改善と心身の活性化を目

的とした、わが国独自に開発された心理臨床の一連の技法と理論をいう（成

瀬、1995)。初期は脳性マヒを対象としていたが、その有効性が自閉性障害

など他の障害でも確認され、現在では統合失調症や摂食障害、不登校や高齢

者などにも適用されている。そして障害児を対象にした心理リハビリテーショ

ンという呼び方だけでなく、より広い対象で使用される動作法あるいは臨床

動作法という呼び方も定着してきた。沖縄県においては、井村修と古川卓が

主として障害児を対象として実践してきたので、本論文では心理リハビリテー

ションを使用することにした。1976年に心理リハビリテーション第１回「沖

縄キャンプ」が開催されて以来、2003年までに24回のキャンプが実施されて
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いる。その間多くの関係者が心理リハビリテーションに携わり、さまざまな

実践が展開されてきている。また最近では離島からの要望も強まり、沖縄県

立八重山養護学校を拠点に、「えいまキャンプ」が開催されるようになった。

本論文では沖縄県での心理リハビリテーションの展開を振り返りながら、琉

球大学の地域貢献のひとつのあり方を論じることとする。

心理リハビリテーションのプログラム

心理リハビリテーションの標準的プログラムは、５泊６日の集団宿泊集中

訓練である。それに別途の日程で１日の事前研修会がある。基本的にはトレー

ニーとトレーナー、保護者とスーパーバイザーなどのスタッフが泊まりこみ、

朝７時の起床、７時30分からの朝の会、８時からの朝食、９時からの第1回

目の動作訓練、１０時から１１時30分までのトレーナー研修と親の会、11時30分

からの第２回目の動作訓練、１２時30分からの昼食、１時30分からの休憩、２

時30分から４時までの集団療法、４時からの第３回目の動作訓練、５時から

30分間の係り別ミーティング、５時30分からの夕食、１時間30分の休憩およ

び入浴を挟み、８時からの班別ミーティング、９時からの全体ミーティング

で午後１０時に１日のプログラムが終了する。トレーナーは１人のトレーニー

を任され、－日に３回の動作訓練のセッションをこなし、班別や全体ミーティ

ングで事例のスーパーパイズを受ける。このスケジュールは、かなりハード

なものであることは、誰もが容易に想像がつくだろう。しかしこのシステム

は、1960年代の中頃から展開されてきた、心理リハビリテーションキャンプ

の試行錯誤的実践から生まれてきたもので、経験の浅いトレーナーを育てな

がら、なおかつ効果を上げることができるという特長がある。

心理リハビリテーションの誕生

脳性マヒの青年に催眠を実施し動きの改善を発見したのは、当時群馬大学

に勤務していた木村駿と、熊谷の身体障害者厚生相談所相談所の小林であっ
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た（小林、1966)。彼らの研究報告をもとに、筋電図を用い脳性マヒの緊張

を研究したのが大野であった（大野、1967)。大野の研究はＮＨＫの科学番

組「明日を開く一手が動いた－」に収録されている。ある脳性マヒの少年が

催眠に誘導されると、それまで振り切れるほど振れていた筋電計の針が、ほ

ぼ直線を描くようになった。催眠という心理的手続きにより、コントロール

不能と思われていた脳性マヒの緊張が低下し、体を動かせるようになったの

である。しかしこの方法も限界があることが次第に明らかになっていった。

彼らが催眠から覚醒すると緊張が再び出現するのである。

催眠が一時的効果しか持ち得なかったことは残念なことであった。しかし

脳性マヒの動作不自由は、脳の障害を基盤としているものの、催眠という心

理的援助で変容可能であることを証明したことになり、動作不自由の心理過

程が注目されることになった。そして成瀬の研究チームは、催眠を用いない

技法の開発という、新たな挑戦を行うことになった。井村が大学に入学し、

心理リハビリテーションに興味を抱くようになったのは、ちょうど動作研究

がさかんになったこのころである。前述のＫＨＫのビデオを見ては驚き、整

形外科医で当時足立学園の園長であった高松鶴吉の集中講義で、アタッシュ

ケースいっぱいのレントゲン写真を見せられ、どこに心理学があるのかと思っ

たりした。

催眠を用いない技法は、心理リハビリテーションあるいは動作訓練とも呼

ばれている。いわゆる自己弛緩法であり、ジェイコブソン（1929）の漸進弛

緩法にもとづいている。そのため'970年代の技法は、リラクセイション中心

であり、躯幹部や足首やひざ、股関節や腕などの異常緊張をいかに低減させ

るかが課題であった。そのような比較的単純な技法であったが、心理リハビ

リテーションの効果はすばらしく、わずか１週間のキャンプ期間中に、歩行

や立位が可能となる子どもたちがかなりいた。そして'970年代の中頃から

1980年にかけて、心理リハビリテーションは養護学校を中心として、全国に

広まって行った。しかしその後、障害の重度・重複化にともない、リラクセ
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イションだけでは効果の薄い子どもたちも現れ始め、坐位やひざ立ち、立位

や歩行を課題とした、タテ系訓練技法の開発が進んできた。

心理リハビリテーションの対象の拡大

当初は、動作不自由の改善を目指した、心理リハビリテーションであった

が、やがて動作を課題として子どもたちと関わると、さまざまな心身の変化

が生じることが明らかになっていった。自閉や多動の子どもたちに、心理リ

ハビリテーションが効果のあることを発見したのは、筑波大学の研究グルー

プであった（今野、1977,1990)。腕上げという単位動作訓練を、トレーニー

とトレーナーが注意を共有しながら、実施していくというものである。短期

間のセッションで、多動行動が減少し可他者からの指示が通るようになると

報告されている。またダウン症については田中の研究がある（田中、1986,

1988,1992)。ダウン症の子どもたちにも、固有の姿勢のゆがみや特定の部

位に緊張がみられ、それが成長とともに強くなるため、リラクセイションの

必要があるという。鶴（1982）や高松（1992)、池田（1992）は、統合失調

症患者を対象に、心理リハビリテーションを実践している。リラクセイショ

ンやタテ系動作訓練を展開するにつれ、他者への関心が増加したり、鯵屈し

た姿勢が改善されたり、表情が柔らかくなったりさまざまな変化が見られた。

その他心身症やうつ状態への適用も試みられている（小川、1992；清水1992)。

これらの対象を拡大した一連の研究からわかってきたことは、動作課題を

媒介として、トレーニーとトレーナーが共同注意構造を持ち共有体験を行う

こと（大神、2000）と、動作は随意筋を通した主体の能動的・心理的活動の

基礎であること（成瀬、2000）の２つである。前者の指摘は対象者の対人的・

社会的変化に関連し、後者の指摘は自発性や自己活動の活性化につながるも

のだと考えられる。その後心理リハビリテーションの対象は拡大し、高齢者

やスポーツ選手にも適用されるようになり、健康動作法や動作療法という呼

び方も使用されてきている。これまでの心理療法が主として言語を媒介とし
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ていたが、心理リハビリテーションでは動作を媒介とし、言語によるアプロー

チでは到底扱えなかった重度心身障害児や、むしろ非言語的アプローチの方

が豊穣な効果が期待される障害者を対象とすることになった。事例研究など

を通し、心理リハビリテーションの有効性はかなり検証されつつあるが、こ

れまで以上に発展し多くの人に受け入れられるには、実験的研究も含めたリ

サーチの必要性と理論の構築が重要だと思われる。

沖縄における心理リハビリテーションキャンプ

これまで沖縄県では、本島を中心とした「沖縄キャンプ｣、石垣市で開催

される「えいまキャンプ｣、成人を対象とした「青春キャンプ」がある。そ

の他日帰りの月例訓練会が、西原町の社会福祉センターで毎月１回、石垣市

健康福祉センターで隔月に１回、琉球大学のリハビリテーション心理学Ｉ．

Ⅱの授業で年間14回の訓練会を実施している。表１から表３は、これまで沖

縄県で実施されてきた、心理リハビリテーションキャンプの概要を示してい

る。これらの表は宮里潔（沖縄県立那覇養護学校）の協力を得て作成したも

のであり、沖縄県での心理リハビリテーションの歴史が一目瞭然である。い

くつかの時期に区切り考察することとする。

①草創期：1976年から1985年

横山久（沖縄県立総合教育センター）が、九州大学の主催する心理リハ

ビリテーションキャンプに参加し、ぜひ沖縄でも同様のキャンプを行いた

いとして開催されたのが、石川少年自然の家でおこなわれた第１回沖縄キャ

ンプである。スーパーバイザーはもちろん九州大学から派遣され、総合指

導として成瀬教授（当時）も参加している。二宮（1977）の報告によると、

保護者では父親が５名も参加し熱心に研修を行ったこと、トレーニーが沖

縄の歌を歌ったのでスーパーバイザーがわからなかったこと、スーパーバ

イザーも沖縄の歌を練習したことなどが記されている。そして約２年の空

白後に、名護青年の家で第２回沖縄キャンプを開いている。きっとスーパー
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バイザーの交通費や運営資金の確保などで準備期間が必要だったのであろ

う。そして第４回までは名護で開催されている。しかし横山の転勤にとも

ない本島で開催できなくなり、第５回と第６回は石垣で開催されている。

さまざまな都合で宿泊ができず、通い形式でキャンプを行ったと横山は語っ

ている。多くの方々の援助を得て開催されたキャンプであろうが、沖縄県

内で有資格のスーパーバイザーは横山だけであり、技法の指導や運営面の

リーダーシップで横山の孤軍奮闘がしのばれる。

②模索期：1986年から1990年

井村が琉球大学に赴任し、当時鏡が丘養護学校の校長の故金城順亮や輿

儀弘が中心となり、沖縄本島でのキャンプを1986年に復活させた。スーパー

バイザーとして故山本昌央（当時熊本女子大学教授）も参加していた。ト

レーナーは養護学校の教員であり、さながら校内研修会といった雰囲気で

あった。琉球大学からもボランティアとして学生が参加した。みなで踊っ

たエイサーは楽しかった。このキャンプは、金城の`情熱とリーダーシップ

で支えられたものであり、トレーナーの組織や保護者との協力関係は未成

熟であった。したがって金城が退職した後は、１週間の認定キャンプが開

けなくってしまった。月例会を行ってもトレーニーが集まらず、トレーナー

の方が多くなることもあった。また井村がスーパーバイザーとして、月例

会の会場で待っていたら、宮里から今日はトレーニーが集まらないから中

止だと伝えられ、暗婚たる思いで帰ったこともあった.しかし保護者から

の要望もあり、できる範囲で活動を続けようということになり、１泊２日

や２泊３日、３泊４日とさまざまな形式のキャンプを実施してきた。この

時期は心理リハビリテーションを、沖縄にいかに定着させるかという模索

の時期であった。

③発展期：1991年から1996年

保護者の方々の熱心な準備と宮里のマネージメントにより、1991年から

認定キャンプが再開された。しかしトレーニーは集まるものの、トレーナー
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がなかなか集まらず苦労した。トレーナーの大部分は、養護学校の教員に

依存していたため、学校行事と重なったり転勤があったりすると、キャン

プの参加が困難になるようだった。トレーナーの養成が急務であり、大学

生も含めた底辺の拡大が望まれた。幸い1994年から琉球大学の心理学コー

スで臨床心理学実習（現在は心理学実習）が開講され、キャンプでの研修

も実習のプログラムのひとつとなった。参加した学生の評判も好評であっ

た。臨床心理学コースの学生にとっては、障害児臨床は余り興味がないの

ではと思っていたが、予想は見事に裏切られてしまった。単位とは関係な

く４年生になっても学生たちは参加を希望した。1992年から認定キャンプ

の形式が変わり、事前研修１日とキャンプは５泊６日になった。この５泊

６日の間学生たちは、トレーニーと１対１で対時し、訓練に関する責任を

負うことになる。いわば真剣勝負である。このような体験はおそらく他で

は味わえないであろう。キャンプが終了すると、トレーニーの変化だけで

なく、トレーナーの成長も著しいことがわかってきた。充実したキャンプ

での臨床経験、これが学生にとっては魅力的なのであろう。その後大学院

の修士課程が設置され、大学院の学生も心理リハビリテーションのキャン

プに参加するようになった。学生のトレーナーに占める割合が次第に大き

くなっていった。

④充実期：1997年から現在

古川が1996年の５月に琉球大学保健管理センターに赴任した。その年の

キャンプには参加できなかったが、1997年から現在に至るまでスーパーバ

イザーやマネージャーとして貢献している。また星野公夫が沖縄国際大学

に2001年より赴任し、沖縄県内でのスーパーバイザーの有資格者が増加し、

指導体制が整ってきた。それと同時にリハビリテーション心理学Ｉ．Ⅱの

開講、月例会場の西原町の社会福祉センターへの移動、「えいまキャンプ」

や「青春キャンプ」の開催など、心理リハビリテーションは幅広く実践さ

れることになった。また2002年度より石垣市での活動は、琉球大学の地域
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貢献事業の一環として位置づけられ、研究重点化経費の配分を受けるよう

になった。これはわれわれの地域での活動が評価された結果だと考えられる。

この時期のもうひとつの特徴として、トレーニーの参加希望者の低年齢

化と増加が挙げられる。以前は月例会の存続が危うい時期もあったが、会

場を西原町に移したころから変わって行った。それまでの会場は時間制限

が厳しく、２時間ほどの訓練が終わったら急いで帰らねばならず、ミーティ

ングの時間も十分に確保できなかった。現在の月例会には毎回30名以上の

トレーニーが集まり、それにほぼ同数のトレーナーと保護者が参加するの

で、１００名以上の者が集まることになる。そして午後１時から約１時間の

トレーナー研修を行い、訓練を２回、班別および全体ミーティングを行っ

て、午後５時に終了するスケジュールである。トレーナーも学生ばかりで

なく、養護学校の教員や臨床心理士、理学療法士など、以前と比べると多

彩な顔ぶれになっている。このような月例会での活動が、トレーニーやト

レーナーの底辺の拡大に寄与し、キャンプ参加希望者の増加につながって

いるものと考えられる。

表１沖縄キャンプ

－１６５－

開催回数 期日 場所 スーパーバイザー等 参加者数

第１回 1976年12／1９

から12／2６

沖縄県立石川

少年自然の家

成瀬悟策（総合指導)．大野博

之、星野公夫、安中康子、鶴光

代、安部恒久、二宮昭〈マネー

ジャー）

トレーニー２２人

トレーナー２３人

サプ７人

第２回 1979年３／2６

から４／I

沖縄県立名趨

衛年の家

大野博之(総合指導)、林幹夫、

安中康子、１１｣本昌央、野口宗雄、

二宮昭

トレーニー２１人

トレーナー２２人

サプ11人

第３回 1980年7／27

から８／３

沖縄県立名護｜星野公夫(総合指導)、111中新正、

養護学校 常安栄、横山久

トレーニー18人

トレーナー１７人

サブ１７人
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－１６６－

第４回 1982年７／2７

から８／２

沖縄県立名鐵

養纏学校

安[IIbIlif、１m中新正、横山久、 トレーニー１９人

伊藤肺夫トレーナー１９人

サプ９人

第５回 1983年７／2Ⅱ沖抑県立八爪｜横１１｣久、島{Illj腱ｆトレーニー11人

から７／2７１１１養麺学校 トレーナー１１人

サプ１３人

第６回 1984年７／2１

から７／2７

沖縄UiL立八１１ｉ」１１本{』災、微山久

111錠瀬学校

トレーニー１１人

トレーナー］０人

サプ］2人

第７回 1986年７／2１

から７／2７

沖IyMil立鏡が

丘養護学校

111本佃央．柴lllilf二、横11｣久、

｣l:村修

トレーニー１９人

トレーナー１９人

サブ１１人

第８回 1988年３／2６

から３／2７

沖縄ⅡiL並糸満

粁年の家

)l:村修 トレーニー１０人

トレーナー12人

第９回 1988年８／2２

から８／2４

教育福祉会館 樅[II久．仲村修 トレーニー10人

トレーナー１１人

第１０回 1989年７／２２１教育福祉会館

から７／2４

横山久、）|:村修 トレーニー１３人

トレーナー１３人

サブ５人

第11回 1990年７／21戦育編祉会館｜横１１１久、１１０１水良三、）'二村修トレーニー15人

から７／2４ トレーナー１５人

サプ６人

第12回 1991年７／２０１教育福祉会館I1ill｣久、井村修．遠矢浩一

から７／2６ 沖縄ﾘｉＬ立鏡が

丘養護学校

トレーニー１６人

トレーナー１６人

サプ６人

第13回’1992年７／2３

から７／2８

教育福祉会節 欄111久、ｉｉｉ柵史朗、池原保 トレーニー１２人

トレーナー１２人

サプ７人

第14回 1993年７／2１

から７／2６

教育福|【１１:会館 横111久、池原保、井村修 トレーニー１４人

トレーナー１４人

サプ３人

第15回 1994年７／2２

から７／2７

救育福祉会鮒 樅IlI久、丼+1催、ｉｉｉ橘史朗 トレーニー１４人

トレーナー１３人

サプ５人

第16回 1995年７／2２

から７／2７

教育福祉会館 iR機史朗、塚越克也．横山久 トレーニー１４人

トレーナー14人

サプ５人
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石垣市での活動

2001年から石垣市でも、心理リハビリテーションキャンプ（えいまキャン

プ）を開催することになった。これは前年の沖縄キャンプに参加した石垣出

身のトレーニーに著効が見られ、それに驚いた八重山養護学校の保護者が、

ぜひ石垣でもキャンプを開きたいというのがいきさつだった。そしてこのキャ

ンプの実現は、保護者の代表の宇根規光と、八重山養護学校の宮城茂の尽力

によるものであった。これまで３回の夏季のキャンプと隔月の月例訓練会が

もたれている。スーパーバイザーは、星野、井村、古川がローテーションで

行っている。宮城が転勤になった後は、平良功(八重山養護学校)がマネージ

－１６７－

第17回 1996年７／2０

から７／2５

教育福祉会館 星野公夫、井村修、横山久、奇

恵英

トレーニー１７人

トレーナー１７人

サプ１２人

第18回 1997年７／1９

から７／2４

教育福祉会館 池原保、井村修、古川卓、富里

潔

トレーニー２１人

トレーナー２１人

サブ２人

第19回 1998年７／1９

から７／2４

教育福祉会館 星野公夫、井村修、古川卓 トレーニー１６人

トレーナー１６人

サプ５人

第20回 1999年７／2０

から７／2６

敬育福祉会館 成瀬悟策（総合指導)、星野公

夫、井村修、古)Ⅱ卓

トレーニー１８人

トレーナー18人

サプ６人

第21回 2000年8/5か

ら8/10

教育福祉会館 星野公夫(総合指導)、横山久、

1K橋史朗、古川卓、岡嶋一郎

トレーニー１６人

トレーナー１７人

サプ１５人

第22回 2001年８／５

から８／1０

教育福祉会館 星野公夫、横山久、井村修、古

川点

トレーニー１９人

トレーナー１９人

サプ７人

第23回 2002年８／６

から８／11

教育福祉会館 星野公夫、横山久、井村修．平

山篤史

トレーニー２１人

トレーナー２１人

サブ６人

第24回 2003年８／1８

から８／2３

教育福祉会館 星野公夫．横山久、井村修、古

)Ⅱ卓、川村由紀、野村れいか

トレーニー２６人

トレーナー２６人

サブ４人
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メントの責任者である。このような石垣市での活動が、「離島の心身障害児

への『臨床動作法』による発達促進プログラムの提供」ということで、大学

研究重点化経費の対象に選択され、琉球大学の地域貢献事業の一端を担って

いることは、前述したとおりである。大学の有する知識と技術が、地域に還

元されることはよいことである。それは地域に貢献する、開かれた大学とい

う琉球大学の理念にも合致するであろう。

「えいまキャンプ」の特徴はおおらかさにあるだろう．動作訓練のセッショ

ンは３回あり、研修もミーティングも認定キャンプの規定どおり実施される

が、キャンプの雰囲気はのんびりかつおおらかである。石垣市という限られ

た地域で、親密で相互扶助的関係性のなかで開催されるキャンプは、暖かさ

がありまたのびやかさがある。一日のプログラムが終了した午後10時過ぎに、

トレーニーの父親たちが集まり、三線を弾きながら泡盛をかたむける風景は、

幸せとは何だったのだろうと考えさせる力がある。各県各地のキャンプはそ

れぞれ特徴があり、それぞれの魅力があるのだろう。しかしそのなかでも石

垣キャンプは際立ったものである。今後他地域のトレーニーやトレーナーと

交流をもち、沖縄のよさ石垣の魅力を体験してもらいたいと考えている。

表２えいまキャンプ（石垣市）

－１６８－

開催回数 期［１ 場所 スーパーバイザー等 参力Ⅱ者数

第１回 2001年８／1４

から８／1９

ｉｌＩＩ繩鼎立石垣

少年自然の家

Ⅱ:村修．古川卓 トレーニー１２人

トレーナー12人

サプ８人

第２回 2002年８／1３

から８／1８

沖抑県立石垣

少年自然の家

liL野公夫、井村修、古川卓 トレーニー１２人

トレーナー12人

サプ７人

第３回 2003年８／1４

|から８／1９

沖縄県立石垣

少年自然の察

星野公夫、平山篤史 トレーニー１６人

トレーナー１６人

サブ６人
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青春キャンプ

「青春キャンプ」は成人のトレーニーを対象にしたキャンプである。当初

は保護者が準備の中心であったが、現在はトレーニーが企画・運営する、全

国でも注目されているキャンプのひとつである。そして運営のお手伝いを琉

球大学の学生が行っている。このキャンプを始めたきっかけは、養護学校を

卒業すると訓練の機会がなくなり斫体が固くなったり痛くなったりして困る

という、あるトレーニーからの訴えであった。しかしキャンプのメリットは

訓練効果だけでない。それを上回る人とのつながりという宝がキャンプには

ある。

表３脅春キャンプ

－１６９－

開催回数 期日 場所 スーパーバイザー等 参加者数

第１回 1998年３／2７

から３／2９

教育福祉会館Ｉ 宮里潔、池原保、古川卓 ｜トレーニー７人
トレーナー３人

第２回 1999年３／2１

から３／2３

教育福祉会館 井村修、古川H;〔 トレーニー10人

トレーナー１０人

第３回 1999年７／1８

から７／2０

教育福祉会館 成瀬栖策(総合指導)、井村修．

古川I;［

トレーニー10人

トレーナー10人

サプ２人

第４回 2000年４／１

から４／３

教育福祉会館 池11(保、」|:村修、古川卓 トレーニー１２人

トレーナー１２人

サブ２人

第５回 2001年３／2４

から３／2５

教育福祉会館 池Uj(係、」|:村修、古川卓 トレーニー１０人

トレーナー１０人

サブ２人

第６回 2002年３／2１

から３／2３

教育福祉会館 ↓|:村修、古川卓 トレーニー１１人

トレーナー15人

サプ５人
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第24回沖縄キャンプについて

「沖縄キャンプ」は認定キャンプと呼ばれる、集団宿泊形式の発達促進集

中プログラムである。トレーニーとその保護者およびトレーナーがひとつの

ユニットになり、スーパーバイザーの指導の下に５泊６日キャンプを行う。

１日に３回（各１時間）の動作訓練のセッション、トレーナーの研修会、親

の研修会、集団療法、ケースカンファレンスなど、午前７：３０から午後１０：

00までのスケジュールである。平成15年８月１８日から８月23日の第24回沖縄

キャンプには、２６組の親子と26人のトレーナー、５人のスーパーバイザーお

よびボランティアのスタッフが参加した。実施したおもな援助技法は、リラ

クセイションに関する技法とタテ系動作訓練の技法であった。会場は那覇市

の教育福祉会館であった。

多くのトレーニーにおいて異常緊張の低下と保持姿勢の改善が見られた。

４歳のTTは四つ這の姿勢が取れるようになり、右腰を軽く補助するだけで

前進することが可能となった。また７歳のARはそれまでできなかったひと

り立ちを10秒程度維持することが可能となった。寝た姿勢の状態が多く覚醒

水準の低かったＥＫは、動作課題を実施すると目を見開き自発的な反応が見

られるようになった。多動傾向が強く着座が困難であったＨＭは、動作課題

に取り組めるようになるに従い、言語的な指示でも多動行動を抑制すること

ができるようになった。その他のトレーニーにおいても、睡眠障害の改善や

他児へ関わりの増加などの成果を得る事ができた。また親の研修会では、障

害児を育てることの大変さや喜びなどの体験が自己開示され、親どうしの相

互サポート機能が高まっていることが確認された。

－１７０－



沖繩県における心理リハビリテーションの展開

写真１坐位訓練の様子

写真２ひざ立ち訓練の様子

写真３立位訓練の様子

蕊蕊議i蕊鍵讓蕊；:露iii議鍵蝋
､ごJPcgiD唖［ＲＲリ

蕊蕊 〈鷺
酩

１１

ＡＰＩ

写真４第24回沖縄キャンプ参加者
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親の会

親の会は、心理リハビリテーションの活動において重要な位置を占める。

トレーニーの募集、資金集め、食事作りやキャンプの運営、月例会の実施な

ど多くの活動で中心的役割を果たしている。草創期においては名護の保護者

を中心に活動していたようである。しかし“はづき会',と名づけられた親の

会が、沖縄本島で組織的に結成されたのは、1986年の第７回キャンプからで

ある。初代会長は親富祖久子であり、又吉澄子、新垣安子、永吉洋子、吉浜

郷子、平良百合子、金城ひろ子、新崎毎子と続く。また副会長や会計として、

上原良江、武内律子、城間米子、新里高子、金城京子、前泊夢路、豊里尊江、

堀切美津江がいる。石垣では“えいま会”という親の会が結成された。初代

会長は宇根規光で現在は池田恵子である。

親の会はキャンプを運営する母体であり、障害児を持つ親の親睦団体であ

り、また心理リハビリテーションを学ぶ研修集団という多面的な性格を持つ。

若い親たちにとっては、年長児の親は頼もしい先輩でもある。トレーナーミー

ティングが終わり、そろそろ就寝の時間になるころ、親たちのミーティング

が開催されている。そこではキャンプの運営だけではなく、子どもたちのこ

と、家族のこと、親自身のことなどさまざまな話題が語られるようである。

いわばある種の集団カウンセリングが自発的に行われていると考えられる。

またキャンプのプログラムには、親の研修の時間が設けられており、心理リ

ハビリテーションの理論と技法を学ぶことができる。

地域貢献としての心理リハビリテーション

心理リハビリテーションの活動は、さまざまな人々の協力や好意がなけれ

ば、運営することも継続することもできない。トレーニーと保護者、それに

トレーナーの３者の連携があってこそ、心理リハビリテーション活動は成り

立つのである。換言すれば、その３者が心理リハビリテーションに魅力を感

じているから、２０年以上にわたる活動ができたのであろう。

－１７２－
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現在沖縄での活動は、「沖縄キャンプ｣、「青春キャンプ｣、「えいまキャンプ」

(石垣市）の３つのキャンプがある。それと月に１回の月例訓練会（半日）

がある。またリハビリテーション心理学Ｉ.Ⅱの授業では、トレーニーに協

力していただき、琉球大学で臨床動作法の基礎的研修を行っている。キャン

プにおけるトレーナーは、琉球大学の学部学生や大学院生が中心であり、彼

らの心理臨床の技術の修得に大きく寄与していることは言うまでもない。ま

た同時にトレーニーや保護者にとっては、大学の有する知識と援助技術を利

用するチャンスとなっている。これらの活動は相互に補完しながら、生きる

力や喜びを体験し、障害者との共生社会を形成する－歩となると思われる。

２１世紀の心理リハビリテーション

これから心理リハビリテーションは、どのように展開していくのであろう

か。ひとつは障害児を対象としたもので、動作の改善や行動のコントロール

ということが課題となる。もうひとつは健常者や動作に問題のない心理的障

害者が対象となるだろう。彼らに対しては、動作課題を通して自己（心）を

活性化していくことが課題となる。したがって今後基本的原理は共通である

が、対象者により技法的バリエーションが生まれてくる可能性がある。

動作を面接の手段ととらえることは、欧米では考え付くこともできなかっ

たことであり、成瀬の慧眼によることは言うまでもない。動作を利用するこ

とで、言語が獲得されていない重度障害の子どもにも、有効に関わることが

できるようになった。また体感やボディーイメージをとおし、言語では扱う

ことのできなかった体験を、治療的に利用することが可能となった。これま

で難治とされてきた摂食障害に対しても、短期間で劇的に改善した報告があ

る（星野、1999)。悪しきものとして拒絶していた身体を、動作法のセッショ

ンをとおし良きものとして、あるいは心地良きものとして受け入れ、自己が

変容し確実化するような体験が生起したのであろう。成瀬（1995）の指摘す

る体験様式の変化が生じたと考えられる。
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心理リハビリテーションへの期待は、国内のトレーニーや障害者からだけで

はなく、海外からの要請も近年高まっている。井村が2003年１月に（琉球大

学後援財団国際交流奨励事業助成金)、古川が10月に（宇流麻学術研究助成

金）インドキャンプに参加した。ニューデリーの教育委員会の仲介で、

ＢＡＬＶＡＮＴＲＡＹＭＥＨＴＡＶＩＤＹＡＢＨＡＷＡＮＡＮＧＵＲＩＤＥⅥＳＨＥＲＳＩＮＧＨ

ＭＥＭＯＲＩＡＬＡＣＡＤＥＭＹにおいて、心理リハビリテーションキャンプが

実施された。学校はニューデリーの中心にあり、小学生から高校生まで2000

人近くが在籍する、健常児と障害児がともに学ぶ統合学校であった。トレー

ナーは障害児教育を担当する若手の教員だった。動作法は非言語的アプロー

チであるため、言葉によるコミュニケーションが困難な外国でも、ある程度

の効果を上げることができる。インドではトレーナーや保護者から、言葉に

よる説明を求められ、かえって困惑させられる経験をした。古川はこれまで

韓国やイランにスーパーバイザーとして招聰されたことがある。

日本は心理療法に関しては輸入大国である。欧米のさまざまな技法や理論

が紹介され、日本各地でワークショップなるものが開かれている。舶来もの

はありがたく感じられるのは、明治維新以来の日本人の習性であろうか。し

かしアジアを中心に、心理リハビリテーションは世界に広まりつつある。タ

イやマレーシアでもキャンプが行われている。成瀬とともに彼の共同研究者

の一員として関わってきた者として、これから心理リハビリテーションが、

どのような展開を示すのか楽しみである。
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写真５インドキャンプ

(足首のリラクセイション）

写真６インドキャンプ

（ひざ立ち訓練）
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