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プレゼンテーションのノート
Thank you, Chairman.Today, I will present our investigations into structural and functional abnormalities of the auditory cortex in schizophrenia, suggesting a progressive process in this key region in the course of the illness.Parts of the data are from University of Tokyo where I am now affiliated with, and others are from Harvard Medical School, USA, where I worked as a visiting researcher.



そもそも
「価値」ってなに？



患者さんの「価値観」に
寄り添うってこと？
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上から目線な価値観を
私たちに押し付けてくるってこと？？



架空事例
• 肺炎で内科に入院した60代女性
• 入院後、肺炎はよくなったが、認知症を持つ
方で、同じ部屋の別の患者さんの 煎餅を
取ってしまうことが繰り返された

• お姉さんが面会に来た際に、スタッフがその
ことを話題にした途端、「妹がそんなことを
するはずはない！」と怒りがおさまらず、
患者相談窓口に「名誉を傷つけられた」と
訴えた。その後、本人の退院について持ちか
けても、「謝罪せよ」の一点張り



地方に生まれ、
家計が苦しいなか、

父がアルコール依存症で母に暴力
離婚となり、母に引き取られる
近隣から後ろ指をさされる

児童期

思春期

成人期

母がうつ状態となり
さらに家計は苦しくなる。

姉は大学への進学をあきらめ、
上京し就職、家に仕送り

本人は、姉を頼って上京、大学に進学

姉はその後、働いたお金で大学に入学し直し、
結婚して家庭も持ち、社会的に成功。
本人は独身だが、姉妹仲はよく、
よく一緒に旅行に出かけた

本人が認知症となり、徘徊
姉は警察から呼び出されたり、
近隣から苦情が出るため、

謝って回るのが心の負担となっていた

高齢期

気になる行動の背景に人生が

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「人はどう生きるか」は、総合人間科学の命題です。これは、私たちが行ってきた東京ティーンコホートに応援メッセージを寄せてくださっているお二人の著名人のライフストーリーです。浅田次郎さんは、幼いころの親子関係の辛い経験を、思春期に文学と言葉に出会い、乗り越え、４０代で直木賞、現在に至ります。「思春期の子どもに豊かな物語を食べさせて」ご自身の体験にもとづく、日本ペンクラブ会長からの深い言葉です。毛利衛さんは、思春期に抱いた宇宙への憧れから自然科学者を志し、４０代で日本人初のスペースシャトル搭乗を果たします。日本科学未来館長として、社会のイノベーションを生み出す源である思春期の子どもたちに期待しています。お二人とも、思春期の内的な体験をエネルギーとして、主体的、能動的に人生を送り、自己を実現し、その人生体験を次世代に伝えようとされています。



人は長期的な人生行動を
どう生きているのか？

行動

日々の
生活習慣
（中期）

今ここでの
意思決定
（短期）

年単位の
人生行動
（長期）

身体 脳

精神



長期的人生行動をその人らしく
能動的に選択するよう突き動かす

駆動因は何か？

年単位の人生行動



長期的人生行動をその人らしく
能動的に選択するよう突き動かす

駆動因＝価値

年単位の人生行動

価値



価値は対象側のものじゃなかった？

コンセンサス



価値は主体側のものだった

患者家族 医療者

コンフリクト

私は苦労して社会的成功を
収めてきた。その妹を
万引き者扱いするのか！

認知症だから
物を盗ってしまうのは

仕方ないが、他患に迷惑だから
退院してほしい

それを理解せず理不尽な怒りを
向けるのはおかしい



価値にもとづく支援
支援者に求められる三つの基本

Organizational Change

（組織変革）

Co-Production

（共同創造）

Trauma-Informed care

（トラウマを熟知したケア）

（ティックポック）
TI C-P OC



個人が社会をつくる
（社会をつくっているのは個人）

個人は対人関係を基盤として成立
（社会が個人に影響を及ぼす）



価値にもとづく支援
支援者に求められる三つの基本

Organizational Change

（組織変革）

Co-Production

（共同創造）

Trauma-Informed care

（トラウマを熟知したケア）

C-1 個人・心理 C-2 社会・地域

D ピア人材

（ティックポック）
TI C-P OC



コースC-1 職域架橋型 人材育成
総合病院で多職種協働できる（職域を架橋できる）臨床心理人材など

臨床心理職

看護師

作業療法士

精神科医

精神保健福祉士

身体科医師



Trauma-informed care
（トラウマを熟知したケア）

• 行動や症状の背景をトラウマ
（価値形成ー人生行動）の視点から理解

• トラウマを過去、特に児童・思春期まで
に体験した（adverse childhood 
experiences [ACEs]）人にとって、
医療・支援者との出会い方は、トラウマ
の再体験となり得る



「価値」と「価値観」は同じ？

価値

価値のなかで、意識している
（自覚している）部分＝価値観

価値のなかで、意識していない
（自覚していない）部分
＝人生行動の大部分は
意識化されずに駆動されている



コースC-2 地域架橋型 人材育成
病院と地域（学校・行政・福祉）を橋渡しできるコーディネーター

医療

保健所
福祉事務所

ハローワーク

会社
学校

コーディネーター

家庭

児童相談所



組織変革(Organizational change)

 Co-productionにもとづくサービス提供は、意思決定に
おける患者と医療従事者の関係を変えるものである

 スタッフ個人だけでなく、組織構造の風土や理念を変え
なければならない

 組織変革への抵抗（resistance to change）が必然的に
生じる

 ピアサポートワーカー（自身が疾患の当事者としての体験
を持つ）の必須性

ImRoC
Implementation of 
Recovery through 
Organizational Change

Geoff Shepherd博士



支援者

勾配

ピアサポート
ワーカー

（情報、選択肢、意思決定、責任）

コースD ピアサポートワーカー養成
当事者と支援者の共同意思決定を橋渡し

当事者



Co-production
共同創造

共同
創造
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Organizational

Change

Trauma-

Informed care

個人・心理 社会・地域

Co-Production

TI C-P OC
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