
０７ 脳・精神系 

 

2015 年 04 月 「社会脳からみた認知症」 伊古田俊夫 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ  

デフォルトモードネットワークでは、たとえば愚痴のようなとりとめもない思考に始まり、

徐々に過去や未来に思いをめぐらし、自身と自分の人生を考えていると思われています。過

去と未来の自分を展望しながら、現在の自分を考えることも特徴です。さらに自分を内省し、

自身の言動を振り返り、反省する機能も、デフォルトモードネットワークに備わっていると

考えられています。 

「他者の行動を模倣する」神経細胞が発見され、「ミラーニューロン」と名づけられました。

他人の行動を見て模倣する神経細胞で、「物まねニューロン」などとも言われています。 

ミラーニューロンの存在部位が社会脳の脳領域とピタリと重なっていることです。物まね

をすることにつながっていくのかもしれません。 

偏桃体：側頭葉の深部に位置し、左右に一つずつあります。ちょうど木の実のアーモンド（扁

桃）に形も大きさも似ていることから、偏桃体と呼ばれています。食欲や性欲、身の危険の

察知など、「本能感覚」の宿る領域です。片方だけの損傷では、大きな症状は現れません。 

偏桃体から発せられた警告は、「恐怖感」「不信感」「不安感」といった感情として私たちを

包み込みます。この感覚の支配が強い場合には、たとえその情報が誤っていたとしても修正

はむつかしく、間違った判断のまま突き進んでしまいます。 

偏桃体は「思い込み」や「偏見」をもたらす神経核なのです。 

線条体は喜びや快感、モチベーションなどの「ポジティブな感覚」を生み出す領域です。 

社会脳は「ネットワーク」が基本。 

ToM ネットワークは人の目つきや顔つき、表情から、怒り、悲しみ、喜びなどを感じ取り

ます。 

過去の体験を参考にしながら未来を志向し、さまざまな条件の未来を考えて活動していく

機能を担っています。 

デフォルトモードネットワークは過去を振り返りながら未来を思い、他人や社会との関わ

りを考えながら自分について考える機能、自己を内省する思考も含まれるとされています。 

他者に対する人物評価、「私とは何者か」という自己評価や自己認識が行われる脳領域です。 

理不尽な物事に対する怒りを抑え、欲望や感情にそって行動する自分を抑えます。心の理性

的な抑制、すなわち「我慢する心」のネットワークです。 

脳の機能には三つの階層性があると考えられます。 

生物脳機能：呼吸、意識、摂食、生殖、運動、感覚など、基礎的な生命維持・種族維持に直

結した脳機能です。 

高次脳機能：言葉を生み出し、言葉で意思疎通をする、物事を記憶し、思考し、新しい法則

や理論、科学技術、音楽や絵画などの芸術を生み出し、文明を築いた脳機能です。 

社会脳機能：人の気持ちを理解することで、共感や連帯、協調性などを発揮し、人々の心を



受け止めて社会を形成してきた「社会的認知」を担う脳機能です。 

三つの脳機能が融合して初めて、人間の社会生活が営まれます。当然のことながら、生物脳

機能や高次脳機能がきちんと働くことで、社会脳機能も作動します。前二者が作動しなけれ

ば社会脳も働きません。 

さまざまな人の心の働きの中で、最も重要かつ基本的なものは、「他者の心や気持ちを理解

する」という人間特有の働きであると考えられます。目や顔、表情などの外観の観察から人

の心の内を推測するという能動的な働きにこそ、あらゆる社会生活の基礎があり、うまく社

会生活を営む源になっています。このような、相手の外観からその人の心を理解する機能は、

「心の理論」と呼ばれてきました。 

偏桃体が、他人の苦しみや怒り、嫌悪感などを示す表情を理解する脳領域となっています。

偏桃体が壊れると、それらを理解することができなくなります。偏桃体は感情の理解、特に

苦しみや怒り、嫌悪感などのややネガティブな感情に反応すると言われています。 

喜びや楽しさの感情は、自分が喜ぶときに活動する線条体などが活動することで、他人の喜

びや楽しさなどの感情を理解していると考えられています。 

同情・共感は広い範囲の脳活動に支えられて生まれています。不快感や嫌悪感などを感じる

ときに活動する脳領域とよく似ています。 

同じ共感でも、苦しみや悲しみに同情する場合と、喜びをともにする場合とでは、活動する

脳領域は大きく異なると考えられています。それは、私たちの脳が、自分のことを悲しむ領

域で他人の悲しみに共感し、自分のことを喜ぶ領域で他人の喜びに共感しているからです。 

妬みの感情の神経基盤は、前頭部帯状回や扁桃体などの活動によって発生しています。恐怖

感や怒り、劣等感などの感性の発生と共通しているようです。 

アルツハイマー型認知症でも前頭側頭型認知症でも、前部帯状回は侵されやすい領域とし

て知られており、脳 SPECT による観察でもほとんどの例で血流低下を認めます。前部帯状

回の機能が低下すると、他人に関心をもたない状態になる可能性があります。目の前にいる

人に対しても関心が薄れ、時には無視して通り過ぎてしまいます。 

脳の活動からみると、比喩の理解とユーモアの理解とがよく似ています。 

社会的認知とは次のようなものでした。 

－表情などを見て他人の気持ち、心を理解する 

－他人の心の痛みを自分の心の痛みとして感じる 

－相手の気持ちを推し量りながら自分の行動を決める 

－みんなで協力し、物事を行う 

－自己の感情や欲望を適切に抑制する 

－自分を振り返り、反省する 

 

2014 年 08 月 「認知症を知る」 飯島裕一 講談社現代新書  

アルツハイマー病は、脳の神経細胞が著しく減少し、これが脳の萎縮につながる。脳内には



「老人班」「神経原線維変化」という二つの奇妙な構造物が出現します。老人班は、βアミ

ロイドを核にしています。肉眼では見えない小さなもので、神経細胞の外側にシミのように

沈着します。一方神経原線維変化は、βアミロイドを引き金とし、老人班とは異なり神経細

胞の中にたまり、神経細胞を死滅させる。 

レビー小体が、脳幹といわれる脳の深い部分に溜まることによってパーキンソン病が引き

起こされることはすでに知られていた。しかしレビー小体が大脳皮質にも出現し認知症に

つながることもわかった。 

筋肉などの細胞は、エネルギー源となるブドウ糖を血液中から得ていますが、細胞にブドウ

糖を送り込む働きをしているのがインスリンというホルモンです。逆に言えば、インスリン

は血糖値を下げるホルモンであり、インスリンの働きが低下したり、不足すると血糖値が上

がって糖尿謬を引き起こします。 

中年期の高コレステロール症は、アルツハイマー病のリスクを高める。コレステロールには

悪玉（LDL）と善玉（HDL）とがあります。「悪玉」が多すぎたり、「善玉」が少なすぎる

と動脈硬化を招きます。悪玉が深く関わっている動脈硬化は粥状硬化と言われるタイプで、

アテローム硬化とも呼ばれています。食の欧米化によって増えていますが、加齢によって起

きる現象でもあります。太い動脈に生じるもので、内壁にコレステロールなどの余分な脂質

が沈着すると白血球の一種であるマクロファージが集まってきてドロドロした粥状の「粥

腫＝アテローム」をつくります。アテロームは、動脈の薄い内膜の下にできる病巣です。 

介護者への配慮：ほめられたり、注目されたいと思うのは自然なこと。自己愛が満たされな

いとき、さまざまな心の病が起きます。 

介護される側からの「すまないね」、周囲の「あなたは立派だよ」といった一言で、介護者

は楽になる。 

愛の反対は憎しみではなく、無関心である。これはマザーテレサの言葉である。介護もまた、

相手に関心を持つことから始まります。相手の心に近づいていくには、コミュニケーション

を深めることです。共感や通じ合っていると言う感覚です。 

老いてもなお自立なのでしょうか。高齢社会では、「誰かの世話になって生きていく」、これ

が当たり前のことではないか。長い老いを支えあう仕組みや、社会資源がもっと必要なので

す。 

 

2014 年 06 月 「母という病」 岡田尊司 ポプラ新書   

それにしても、母という病がこれほど広がるのは、何故だろう。それは、決して母親がなま

けものになったからではない。逆だ。世の中があまりにも、慌しく忙しくなり、母親が母親

以外にも多くの役割をこなさなければならなくなっているからだ。ときには、父親の役割ま

で引き受けなければならない。 

豊かで快適になったはずの社会は、子どもから、本来の母親を奪ってきたように思える。そ

れが、母という病の増加をもたらしている大きな原因ではないだろうか。経済が豊かになっ



ても、幸福になるどころか、生きることにすら意味が感じられず、空虚感に苛まされる人が

増えている一因が、そこにあるように思えてならない。あくせく努力すればするほど、本当

の幸福や豊かさから遠ざかっていくとしたら、それはなんと虚しい道だろう。 

 

2014 年 04 月 「脳内麻薬」 中野信子 幻冬舎新書  

報酬系の中心となる神経は、ドーパミンを分泌する神経、A10 です。A10 は中脳の腹側被

蓋野 VTA という部分から出て、脳の各部に伸びています。 

A10 に刺激を送っているところが私たちの脳の中で快感をコントロールしているところで

す。それは２つあります。１つは前頭連合野、つまり知的活動の中枢です。ここからのびて

いる神経は VTA に興奮性の神経伝達物質グルタミン酸を送り込みます。この物質は A10 を

興奮させます。もう１つは側坐核というところで、これはまさに快感の中枢です。ここから

伸びている神経は VTA に抑制性の神経伝達物質 GABA を送り込みます。この物質はいわ

ばブレーキの役割をしており、A10 の活動を抑えます。 

現在、アヘンは世界の 94%をアフガニスタンが生産している。 

運動神経の興奮については、アセチルコリンが促進、ドーパミンが抑制の役目を果たしてい

ます。パーキンソン病になるとアクセルだけで、ブレーキが効かない状態になり、手足が震

え出すのです。 

抗精神病薬は、おもに統合失調症の治療に用いられる薬です。統合失調症は非常に有名な精

神病ですが、原因がまだ明らかではなく、多くの仮説が提出されている段階です。その中で

は大脳辺縁系（意識しない脳）におけるドーパミンの過剰が原因であるという説が有力で、

従って抗精神病薬もおおむねドーパミン受容体を遮断することで症状を改善するものが多

くなっています。 

脳は脂肪細胞から分泌されるレプチンの濃度を知り、高すぎれば食事の量を減らして代謝

を上げ、低すぎれば食事の量を増やして代謝を下げるという方法で、体重をコントロールし

ている。 

脳が「今は満腹状態である」と判断すると視床下部からのオレキシレンの分泌が減り、室房

核からの CRH の分泌が増えます。こうして私たちは満腹状態を感じるのです。逆に脳が空

腹状態を感知すると室房核からの CRH の分泌が減り、視床下部からのオレキシンの分泌が

増えます。 

過食・拒食はほかの依存症と同じく A10 神経を中心とする報酬系の異常からくるものでは

ないか。過食というのはドーパミンの量が満足できるレベルになるまで食べ続けることか

ら来る症状のようです。 

肥満しやすいラットの側坐核を測定したところ、放出されるドーパミンの量が少ないこと

がわかりました。この傾向は、そのラットの子の代でも同じであり、遺伝することがわかっ

ています。つまり肥満体質のラットはドーパミンの出が悪いので十分な量になるまで食べ

続けるのでしょう。 



 

2014 年 04 月 「睡眠と脳の科学」 古賀良彦 祥伝社新書  

脳幹は呼吸、体温調節、循環器の機能調節など生命維持に必要な働きを司っているので、人

間が生きている限り、休むことなく働き続けます。これに対し、知覚、推理、思考、記憶な

ど、脳の高度な機能を司る脳皮質は疲れたときに休むことが出来ます。 

体の疲労回復や傷んだ組織の修復を行う成長ホルモンは、主に入眠直後の深い睡眠時に脳

下垂体から分泌されます。 

レム睡眠は、急速な眼球運動をともなう睡眠で、睡眠中に目がキョロキョロと活発に動いて

いるのが特徴です。浅い眠りで、脳は覚醒に近く、体はゆったりと弛緩している状態です。

ノンレム睡眠は、脳が眠る深い睡眠です。成長ホルモンなど、体の健康維持に必要なホルモ

ンの分泌を促すのも、ノンレム睡眠の特徴です。 

睡眠に関わるホルモンの一つ目が「成長ホルモン」です。このホルモンは、脳下垂体から分

泌され、骨や筋肉の成長を促すと共に、体の疲労回復や傷んだ組織の修復を行うホルモンで

す。23 時から 2 時間までの 3 時間内に、深いノンレム睡眠に入った時にもっとも活発に分

泌される。したがって、成長ホルモンを大量に分泌させて、体を成長させたり、美肌を維持

しようと思うなら、23 時前に就寝しなくてはなりません。「睡眠不足は、健康や美容の大敵」

と言われるのも、これで理解できるのではないでしょうか。 

二つ目のホルモン、「メラトニン」には、眠りのリズムをコントロールするだけではなく、

老化を促す活性酸素の毒性を中和したり、体内の有害物質を解毒して無害化したり、腫瘍の

発達を弱める作用などもあります。メラトニンは、朝日を浴びた約 15 時間後、たとえば 7

時に起きて朝日を浴びれば 22 時頃から分泌が始まります。したがって 23 時に寝るために

は 7 時、遅くにはとも 8 時までに朝日をたっぷり浴びてください。 

三つ目のホルモンは快適な目覚めに関わる「コルチゾール」です。このホルモンは、体内環

境を睡眠モードから活動モードに切り替える作用を持っています。 

 

2014 年 04 月 「アルツハイマー病とは何か」 岡本卓 角川 SSC 新書  

老化による物忘れでは、「体験の一部」を忘れているけれども、「体験全部」を忘れているわ

けではありません。 

短期記憶が近時記憶を経て長期記憶として固定されていくときにキーポイントになるのは、

脳の奥にある小指ほどの大きさの「海馬」という部位です。新しくものを覚えるとき、まず

大脳皮質の何箇所かで即時記憶ができ、それが海馬へと流れ込み、ここでまとまりのある情

報として整理されて近時記憶となる。その近時記憶が強化され、長期記憶となって大脳皮質

のさまざまな所で保管されるのです。そこで海馬は記憶の中枢と呼ばれます。しかし認知症、

特にアルツハイマー病では海馬から冒される為、まず近時記憶が失われます。即時記憶はあ

るので、オウム返しに話することはできるし、「たった今」のことは会話もできます。そし

て発症以前の長期記憶はかなり保たれています。ところが「さっきの記憶」が失われる。そ



のため、「若いころのことは覚えているのに、さっき食べたお昼のことは忘れている」とい

ったことが起こるわけです。 

 

2013 年 05 月 「よくわかる認知症の教科書」長谷川和夫 朝日新書  

ネットワークを構築するそれぞれの神経細胞の間にはわずかな隙間（シナプス）があり、こ

の隙間を神経伝達物質が移動して電気信号を伝えます。神経伝達物質が減ると、電気信号が

途切れやすくなり、ネットワークの交通網が遮断されてしまいます。 

神経伝達物質には、脳の部位や働きによって、さまざまな種類のものがあります。アセチル

コリンのほかドーパミン、セロトニン、アドレナリンなどが有名です。うつ病の場合、セロ

トニンが減少し、パーキンソンの場合、ドーパミンが減少することが知られています。 

認知症の人の信頼と絆を得ることができなければ、認知症の人の混乱は深まり、ケアは困難

になります。認知症のケアには、信頼と絆こそが基本でありゴールなのです。相手と同じ弱

い立場に自分を置きます。そして全身を耳にして、相手の心の声に耳を傾けましょう。相手

の表面的な言葉や行動や症状ではなく、相手の心の声を聴こうとします。 

その人の内的体験の中に分け入って、その人に共感すること、それが新しい介護の文化なの

です。 

「今のあなたのままでいいのです。困っていることがあったら私たちもいっしょに考えま

す」という姿勢を全身と行動で示します。その人全体を受け入れます。 

足もとのおぼつかない幼い子が公園を歩いていました。ところが何かのはずみで転んで泣

き出しました。するとそこに４歳くらいの女の子が駆け寄ってきました。助け起こすのかな

と思ったら、女の子は倒れている小さな子どもの傍らに自分も腹ばいになり、幼い子どもを

見てにっこりしました。女の子が「起きようね」というと小さい子も「うん」といっていっ

しょに立ち上がり、手をつないで歩いていきました。この女の子の物語はパーソンセンター

ド・ケアの原点を示しています。最初に倒れた子どもに駆け寄り、引き起こすのではなく、

自分も腹ばいになったのです。そしてにっこり笑って、「起きようね」と言葉にして、その

子どもの可能性を信じて、立ち上がることを促します。そして、そのことが実現するといっ

しょに喜びます。これこそがケアを必要とする人の視点に立った姿勢です。 

スピリチュアルケアという言葉も介護現場でふつうに使われるようになってきました。相

手の心の奥底を理解し、厚い信頼関係をつくり、いっしょにいることを友として喜ぶケアと

いう意味。 

心と心の絆をつくること。そのままの相手を受け入れること。 

高度のアルツハイマー型認知症の人が、自らの状況についてはっきりと認識しているかの

ような言葉を発したり、そのような行動をする時期があることが報告されています。また、

ともに暮らしている家族から、ごく短時間ではあっても、はっきりした意思表示を聴いたと

いう報告もあります。これらは、介護者が認知症の人を受け入れる介護を行い、その人のも

のの見方に寄り添い、過剰な押し付けや訂正をしない場合にみられます。 



死を迎えるという人生の最重要イベントで、暮らしをともにしてきた家族に囲まれ、温かい

絆の中で看取られることこそが本来の姿である。 

 

2013 年 04 月 「こころの医療宅配便」高木俊介 文芸春秋  

彼女は毎日テレビやラジオから行動をすべて監視されていると怯えている。彼女のするこ

といちいちに対して、あざけりの声が聞こえる。そんな幻聴や妄想に耐え切れなくなって、

つい最近まで一年以上、病院に入院していた。 

日本では、いろいろなこころの病で治療中の患者さんの数が、およそ 300 万人である。そ

のうち、うつ病や躁鬱病の人が 90 万人。そして統合失調症の患者さんも 75 万人いる。 

社会の中で人間関係をうまく結ぶことができないこと。これが、病気の種類にかかわらず

「こころの病」をもつ人たちの大きな特徴である。そのために、こころを閉ざして自分の殻

に閉じこもり、さらに社会生活から遠ざかってしまう。この悪循環から抜け出すためには、

この人たちが生活している現場にこちらから出かけて行き、そこで安心してもらえる人間

関係を築かなくてはならない。そのようにして初めて、閉ざされていたこころの扉が少しず

つ開かれていくのだ。 

病人本人にも、こんな病気になるなんてなんてだめな人間なんだろうというコンプレック

スが生まれる。そのために、ますます他人に対してこころを閉ざし、目の前にある医療や福

祉に手を伸ばすこともできないで、誰にも助けを求められないまま閉じこもってしまう。 

統合失調症という病気をもった人たちの多くは、確かに幻覚や妄想のような布通には理解

しにくい症状をもっている。それはちょっとシュールだ。けれど、実は正直で純粋、愛すべ

き人たちである。 

この病気では症状が悪化すると、幻覚や妄想のために、自分が世間から非難されたり馬鹿に

されたりしていると感じて不感症や猜疑心が高まり、まわりの人たちの心配や忠告を受け

入れることができなくなる。そのために、必要な医療をうけることができないまま、症状が

悪化していく。 

認知症は、脳の神経細胞が老化によって減少することによって起こる老人の病気である。つ

いさっき経験したことでもすぐに忘れてしまう。自分の年齢や家族のことがわからなくな

る等、「物忘れ」が症状の中心だ。 

歳をとると人は誰でも多少は忘れっぽくなる。しかし、認知症では、自分自身の人生に刻ま

れた忘れようのない歴史までも忘れてしまう。長年つれそった夫や妻が誰だかわからなく

なる、自分が愛情を注ぎ続けてきた子供たちがわからなくなる。これまでの人生で苦労して

きた自分の仕事や住み慣れた家も忘れてしまうのである。こうなると単に「物忘れ」という

言葉では言い表せない。自分というものそのものが消滅してしまうような重大事態である。

激しい不安に襲われ、周りの人々が信じられなくなる。そのために、ちょっとした物忘れか

らでも、誰かが自分の大切なものを奪っていってしまっているのではないかと感じ、妄想を

生じる。 



 

2013 年 03 月 「それぞれの生を支えあうセンス」 村瀬嘉代子 日本評論社  

統合失調症の発症因は生物学的脆弱性、人間関係の諸々の不運、社会や時代の特質、これら

さまざまなことが複雑に絡み合っていると考えられている。私には東郷失調症になること

は不運なくじがあたるようなもので、その人に責任はなく、人口比のなかの発症可能性のわ

ずかな確率をその人が敢えて引き受けられた、と思うと一言で尽くせない気持ちになる。し

たがって、引き受けられないこと、責任が負えないことにまで手を伸ばすのではなく、市井

の人々がそれぞれの応分のスタンスで、療養している人に批判やネガティブな眼差しより

も共存する心を持つことが病からの回復、あるいは病を抱えて生きるという生を底支えす

るのではなかろうか。 

2012 年 12 月 「愛着障害」 岡田尊司 光文社新書  

ストレスや脅威に対して、過剰なまでの愛着行動が引き起こされる人もいる。このタイプの

人の場合、愛着システムが過剰に活性化しており、少しでも愛着対象が離れていきそうな気

配を感じただけで、強い不安を覚える。そのため大騒ぎをして、愛着対象が自分のそばにい

るほかないようにする。これは、愛着システムが育まれる時期に、過剰活性化戦略が、自分

の安全や安心を守るのに有利だった結果、そうした行動スタイルを身につけたと考えられ

る。たとえば、養育者の関心が薄く、大げさに騒いだときだけ、かまってもらえたというよ

うな状況である。 

愛着の問題が、発達にも影響するということは、いくぶん複雑な状況を生んでいる。本来の

発達障害は、遺伝的な要因や胎児期・出産時のトラブルで、発達に問題を生じたものである

が、愛着障害にともなって生じた発達の問題も、同じように発達障害として診断されている

のである。両者を区別するのは、症状からだけでは難しい場合も多い。しかも、ごく幼いこ

ろに生じる愛着障害は、遺伝的要因と同等以上に、その子のその後の発達に影響を及ぼしう

る。愛着パターンは第二の遺伝子と呼べるほどの支配力をもつのである。 

愛着不安を抱えているにせよ、それを愛着回避によって守っているにせよ、愛着障害の人は、

「自分が他人から受け入れてもらえる」と信じることができない。自分のようなものは誰に

も愛してはもらえないだろう。自分のことさえ嫌っている自分など嫌われて当然だという、

根源的な自己否定を抱えやすいのである。 

自立のためには、周囲から自分の存在価値を認めてもらうことが必要になるし、それを得る

ことによって、自己有用感と自信を持ち、人とのつながりのなかで自分の力を発揮すること

ができる。それが、自分の関心や嗜好と近いものであれば、いっそう幸福であろう。つまり

自立の過程とは、自分が周囲に認められ受け入れられる過程であり、同時に、そうした自分

に対して、「これでいいんだ」と納得する過程でもある。自分が成功するには、この両方の

プロセスが、うまく絡み合いながら進んでいく必要がある。どちらか一方だけでは成り立た

ないのである。 

この数十年、社会環境が、愛着を守るよりも、それを軽視し、損なう方向に変化してきたと



いうことに尽きるのである。その変化は、さまざまなレベルで起きている。もっとも重要な

のは、母子の絆を脅かすものであり、さらには、家族、学校、友人関係、職場といったレベ

ルにおいても、医療や福祉といった支援を必要としている人間を支える領域においてさえ

も、愛着という要素は、効率主義に反するものとして、ないがしろにされ続けてきたのであ

る。合理的な考え方からすると、古臭く、本能的で、原始的とも言える仕組みは、もっと効

率的で、近代的な仕組みにとって代わられるべきものとみなされたのだ。だが、それはちょ

うど、邪魔になる根っこは切り取って、幹や葉だけがあればいい、と考えるようなものだ。

効率的な社会において、人間の根幹である愛着というベースが切り崩されることによって、

社会の絆が崩壊するだけでなく、個々の人間も生きていくのに困難を抱えやすくなってい

るということなのである。 

 

2012 年 07 月 「新型うつ病のデタラメ」 中嶋聡 新潮新書  

かつては、なんらかの予定外の事情で仕事を休んだ場合、その事情が病気のような本人にと

っても不本意で避けられないようなものであっても、「まわりの人に迷惑をかける」という

意識を持つのが普通でした。実際、現在でも、うつ病の場合には、このような気持ちが聞か

れる場合が大部分です。このような気持ちを持たないのが「新型うつ病」の特徴です。 

「やる気はあるが、困っている当事者」と、「困ってはいるが、やる気のない当事者」とは

違います。後者の場合、問題の少なくとも一端は、本人にあります。本人自身がやる気を出

し、問題解決のために動かなければ何も起らないでしょう。これを区別しない支援は成功し

ない。「新型うつ病」もうつ病だとされることで、本当に手厚い治療や支援を必要としてい

る人の必要性がぼやけてしまう。 

 

2012 年 06 月 「発達障害を見過ごされる子ども、認めない親」星野仁彦 幻冬舎新

書 

小学校 4 年生になる 9 歳前後から、自我や社会性の低さが目立ち始めます。たとえば、ほ

かの子どもと一緒に遊べない、集団行動ができない、学校のルールを守れない、といった症

状が現われてくるのです。この時期までに適切な治療と適切なサポートが行われれば、症状

もかなり改善されますが、そのまま見過ごされ、叱責や注意、体罰などの不適切な対応を続

けていると、二次障害を引き起こす可能性もあります。 

 

2012 年 01 月 「統合失調症」 岡田尊司 PHP 新書  

統合失調症の病気の進行とともに脳が縮む。機能的な異常が続いているうちに神経細胞自

体がやられて脳の堆積が小さくなっていく。それがまた、脳の機能低下を引き起こす。神経

線維の走行も乱れる。母親の胎内にいるときから二歳くらいまでの間の急速に神経回路が

発達する段階で、神経系にトラブルが起きる。このため情報処理がうまくいかないことがあ

る。 



注意の機能には、繰り返し見られる情報は重要でないというフィルターがる。統合失調症で

はこのフィルターの機能が弱いと考えられている。そのため無関係なノイズも、すべて情報

として取り込まれてしまうため、処理能力をオーバーしてしまいやすい。その結果、選択的

注意も持続的注意も低下してしまう。 

プレパルス抑制とは、予め刺激を与えておくと、次に同じ刺激を与えられたときには反応が

抑えられるという慣れの現象。統合失調症の人では、驚愕反応において慣れが起きにくい。

つまり一度体験したことでも、また同じように驚愕反応が起きてしまう。何が起こるか予め

わかっていても情動的反応を抑えられないのである。 

統合失調症では「黒い服を着た人の中には諜報機関のスパイがいる」という命題と、「黒い

服を着た人はすべてスパイである」という命題の違いを混同してしまう。 

前頭前野などでグルタミン酸系の過剰活動が、統合失調症の陽性症状だけでなく、認知機能

障害を引き起こす原因になっている。 

統合失調症の機能低下は前頭前野の過剰な活動による。つまり頭が働きすぎることが機能

低下を引き起こしてしまう。考えすぎて結局何も考えられないというのが統合失調症の思

考回路が陥った状態なのである。 

前頭前野の錐体細胞においてグルタミン酸系とドーパミン系は合流し、相互に関わり合っ

ている。ドーパミン系が着火システムならば、グルタミン酸系は小さな火を燃え上がらせる

燃料システムといったところである。 

NMDA 受容体をブロックすると、グルタミン酸系の過剰活動が起き、さらに、DI 受容体の

ダウンレギュレーションにより、意欲低下といった陰性症状やさらなる認知障害が生じる。

何らかの理由で、グルタミン酸系の過剰活動が起き、それが統合失調症という病気の本態だ。 

安定した仕事を持つことが、統合失調症の回復に大きなプラスの寄与する。 

統合失調症の過敏さは、単に過敏という域を超えている。自我障害といった症状に見られる

ように、周りの世界と自分を隔てる壁がないも同然で、絶えず侵入を受けたり、自分の内面

が外に筒抜けになったりしている状態なのである。本人の脆い安全感を極力脅かさないよ

うにすることが大事である。 

強い感情や我を出さずに、相手のペースに合わせて受容的に接することが第一である。声の

大きな、乱暴な喋り方は避け、小さめの柔らかな声でゆったりと話すことが大事だ。 

妄想は、現実の世界では満たされない何かを、現実を突き抜けることで代償しようとするも

のだからだ。それは咎められた自己の尊厳を守る最後の砦なのである。 

 

2011 年 08 月 「脳バンク・精神疾患の謎を解くために」 加藤忠史 光文社新書  

果たしてマウスやラットといった小動物に幻聴が存在しうるものでしょうか。 

国民の 40 人に一人が現在、何らかの精神疾患のために治療を受けている。 

最近自殺者が毎年 3 万人を越えていますが、その 8～9 割がうつ病など、何らかの精神疾患

にかかっていたと推定されています。3 万人と言われてもピンと来ないかもしれませんが、



亡くなった方の 40 人に一人以上が、自殺によって亡くなっている。統合失調症は、ドーパ

ミンという神経伝達物質を遮断すると良くなるので、おそらく、ドーパミンが過剰な状態に

なっているのだと思います。そして、脳の中に、ドーパミン過剰を引き起こすような病変が

あるはずです。しかし、その病変はまだ特定されていません。海馬や側頭葉、前頭葉など、

いくつかの脳の部位が小さくなっていることはわかっている。 

健康な人の脳では、何かの理由で悲しくなったときにだけおきる一過性の反応が、うつ病患

者さんの脳では、何らかの理由で長引いて起こり続けている、ということのようです。 

パーキンソン病は一般的に、中脳の黒質緻密部という場所にあるニューロンが、なんらかの

理由で失われることによって起きる病気です。この部位のニューロンは、神経伝達物質の一

つであるドーパミンを含んでおり、ニューロンの枝を線条体という別の場所に伸ばしてそ

の活動を調節しているので、それらが失われると線条体が適切に働かなくなって、全身のこ

わばりやふるえ、運動の開始と停止の困難さで特徴づけられる、パーキンソン病の症状が出

現することになります。 

神経病理学の分野でこれまで研究が進んできたのは、パーキンソン病などの神経疾患や、精

神科領域ではアルツハイマー型認知症や皮質基底核変性症などの変性疾患です。これらの

場合、一旦成熟した神経系の細胞が、加齢や薬物、外傷、物理的刺激、遺伝的な要因によっ

て、変化したり傷ついたり、ある細胞集団が消失した像が見られます。変性に関わるある種

の物質が沈着することもあります。これに対して、統合失調症、自閉症などの精神疾患は、

グリア細胞増殖のような変性疾患の特徴が見られないので、変性疾患ではなく、ニューロン

の樹状突起や軸索の伸長の異常やシナプスの連結の異常による神経回路のネットワーク形

成の異常として、つまり、神経発達の障害であると捉えられるようになりました。 

脳の各部位は、さまざまな機能に応じて互いに連係してはたらく神経回路というシステム

を構築し、相互に、電気的シグナルを伝えるニューロンによって連絡しあっています。ニュ

ーロン同志は直接連結しておらず、「シナプス」というわずかな隙間を隔てて接しているの

が特徴です。ニューロンの中を伝わってきた電気的シグナルは、シナプスの直前にある神経

終末で、ここに貯蔵されている化学物質のシグナルに変換されてシナプス中に放出され、別

のニューロンへ、その細胞表面にある受容体というタンパク質に結合することにより伝わ

ります。そこでは、分子のシグナルが再び電気的シグナルに置き換えられます。この脳神経

系の最も基本的な過程を「神経伝達」、シナプスに放出される化学物質を「神経伝達物質」

と呼びます。ニューロンは、含有する神経伝達物質で分類され、たとえば、ドーパミンをシ

ナプスに放出するニューロンは、ドーパミンニューロンと定義します。 

パーキンソン病患者の死後脳で神経伝達物質のドーパミンが激減している。 

抗精神病薬がドーパミンの受容体を遮断することによってドーパミン伝達を阻害する。 

統合失調症患者では NMDA 受容体機能不全があり、本受容体を介するグルタミン酸伝達が

低下していると考えられるようになった。 

D-セリンは、統合失調症の難治性症状の治療法開発を目指して NMDA 受容体機能を適度に



促進するために、D－アラニン・グリシンなどとともに用いられるようになったアミノ酸で

す。 

多くのアミノ酸には、互いに右手と左手のように鏡像関係にあるD型とL型がありますが、

哺乳類組織のアミノ酸は L 型で占められ、D 型が恒常的に存在することはないというのが

従来の定説でした。しかし、筆者たちは先に述べた動物実験の過程で、ネズミやヒトの脳で、

D 型のセリンだけが例外的に、生涯、高濃度に維持されることを見出しました。私たちの脳

には、統合失調症に治療効果のある物質が備わっていたことになります。 

統合失調症の脳では、ドーパミン神経伝達系、NMDA 型グルタミン酸受容体とそれを調節

する D-セリンの代謝系などが障害されている可能性が高いと考えられています。 

発症前後に MRI をとると、特に発症後 1 年の間に、目立って脳の灰白質という、神経細胞

が多く存在する部分が少なくなっていることが見つかった。 

統合失調症の死後脳では神経細胞の突起が短くなり、スパインの密度の減少があらためて

最近報告されています。これらは神経細胞同士の連絡が減っていることを意味しており、脳

が進行性に小さくなる変化を説明できる可能性を秘めています。 

 

2011 年 06 月 「日月神事」 中矢伸一 徳間書店  

日月神事とは、この国土の魂から表層化した意思エネルギーとも言えるだろう。したがって、

私たちが本当の幸福の確率を目指すとするならば、必ずこの国魂との不可分な関係を無視

しては絶対に栄えることは有り得ない。 

少しでも「公」のために生きることで、あなたはもっと有意義で、大きな幸せに近づくこと

ができる。その幸せこそ、永遠に亡びぬ本物の幸せである。 

個人の自由や権利を強調しすぎ、公の概念を軽んじた結果、今日のような乱れた世相になっ

ているのではないだろうか。 

ここへ来て、様々な社会的欠陥が露呈してきている。政治腐敗は今に始まったことではない

が、経済の生き詰まり、公衆良俗やモラルの低下、凶悪犯罪の増加と社会不安。。。これら諸

問題はすべて「個」のみを強調して「公」の概念を等閑したことによるものだ。 

武士道とは、武士階級における倫理的規範である。その徳目には、忠義、信義、廉恥、礼儀、

犠牲、質素、倹約、潔白、名誉などが挙げられる。どれも、現代の日本において失われつつ

あるが、「私」のために用いられ、歪められているものばかりである。 

日本民族は、そもそも「公」のために一丸となりやすい気質があり、また国民全体が気持ち

を一つにし、力を合わせることで、強大な力を発揮する性質を持っているのである。 

日本の男子は、一人では世界で一番おとなしいが、十人組むと世界で一番強くなる。だから

絶対に組ませてはならない。そのためには国のため、皆のためという考えを根絶やしにし、

一人一人を孤立させろというのが、占領時の重要なテーマであった。かくして、日本には気

骨ある男子がいなくなった。 

働くときは働き、遊ぶときは遊び、死ぬときは死ぬのが弥栄である。人生は常に弥栄なり。



永遠の生命を知れば、何処で何をしようが、どんな状況にあろうが、嬉しく、有難く、楽し

いものである。 

 

2011 年 06 月 「脳の科学史」 小泉英明 角川新書  

真性自閉症の人の場合は、「心の理論」とか、他人の立場に立って感じられる能力が欠落し

ています。相手が何を考えているか、全く想像がつかないのです。皮肉とか比喩、隠喩とか

が、何処まで理解できるかが問題です。自閉症スペクトラムの中でも、アスペルガー症候群

の場合には皮肉がわかりません。隠喩となると正常な人でもなかなか理解しずらい。これら

がみんな脳の同じようなところで働くというのがわかってきました。その機能のいちばん

元のところは、相手の立場に立って考えられるかどうかということで、これが基本になりま

す。「憎しみ」の感情で働く場所の一部も関連しています。 

色覚は非常に難しい問題です。例えばミツバチは紫外線まで見えるので、人間が見えない色

で、花の色を感じています。 

人間ができる出力は筋肉を動かすことで、それ以外はできません。筋肉からの出力ができな

くなるのが、ALS,筋萎縮性側索硬化症という症状です。つまり神経の伝達が悪くなって筋

肉が硬化してしまうのです。 

サルは精神的なものには報酬系は反応しないけれど、人間は精神的なものでも反応すると

はっきりわかりました。これは人間の報酬系が少しずつ変化して進化してきたからです。ま

さにここに教育の必要性が出てきます。自分が価値を感じるものによって、満足感が得られ

る。これは人間にしかできないものなのです。自分は損をしても、相手が幸せになることを

した、そういうときも報酬系が働く可能性がある。 

自分の子供がボスザルに殺されても、そのあとボスに従って一緒になると、もう殺された子

ザルのことは忘れてしまう。憎しみの感情がないのです。これは記憶の問題で、憎しみとい

う高次な感情を持たないために起こることです。人間特有の感情の一つが憎しみなのです。 

仲間が居る、誰かのためになっている、目的のために一生懸命努力している、明るい未来が

描ける、これらのことで私たちは幸せな気持ちになれます。 

 

2010 年 04 月 「発達障害境界に立つ若者たち」 山下成司 平凡社新書  

単に勉強ができない「健常児」と、どうしても学習が定着しない「境界児」との間にはどう

しても渡れない深くて暗い川がある。 

簡単な計算問題などを解くことがどうしても定着できない LD 児のように、本人や周囲の

努力では改善できない KY の要素があります。一見、ごく普通の能力を持っているように見

えて、境界上に位置する「高機能自閉症」とか「アスペルガー症候群」と呼ばれる発達障害

を抱える人たちがいます。勉強もでき、基本的な言語コミュニケーションも問題ないのに、

なぜか「周囲の状況が読めない」「言外の意味を理解できない」「思ったことがつい口に出る」

「ちょっと行動が奇妙だ」などの特徴があって、「和」を重んじる日本型の職場やクラスで



浮き上がった存在になる。高機能自閉症やアスペルガー症候群といわれる障害を持つ人は、

ある意味、幼い子どもの心をどこかに持ったまま成長した人々です。 

 

2009 年 12 月 「いつまでも老いない脳を作る 10 の生活習慣」石浦章一 WAC 文庫 

100 歳近く長生きするゾウの細胞分裂の回数と 2～3 年しか生きないマウスの細胞分裂の回

数は、ゾウは 125 回程度、マウスは 28 回程度でした。動物の平均寿命と細胞の分裂回数が

きれいに比例します。 

活性酸素はフリーラジカルの代表的なものですが、フリーラジカルは自由に動き回る電子

をもった分子構造で、非常に不安定で電子のバランスがとれていないので体内の細胞を駆

け巡って自分に合った電子を奪って平衡を保とうとします。そこで安定した分子を破壊し、

さらに多くのフリーラジカルを生み出して破壊をさらに広げることになるわけです。 

リポフスチンは、老人性のシミ、シワなどの原因になるだけでなく、脳や内臓にも付着しま

す。そして脳は他の臓器よりも脂質量が多く、リノール酸などの不飽和脂肪酸を大量に含ん

でいるため非常に酸化されやすいのです。脳内の脂質が異常に酸化された結果、アルツハイ

マー病を引き起こすことにもなります。 

食べ物を摂り入れて、それを熱に変えることで私たちの活動は支えられています。私たちが

1 日で摂取するのはほぼ 2000kcal ですが、これを体内でエネルギーに変えるためには

500Lit もの酸素を必要とします。 

生命活動している以上は活性酸素はできてしまう。しかし私たちの体は酵素によって無毒

化する。しかし年齢とともにそれが追いつかなくなる。 

テロメアを修復してくれるのが再生酵素テロメラーゼです。この酵素は幹細胞とガン細胞

だけに見つけることができます。 

水晶体の表面には活性酸素の影響を抑える酵素が豊富に含まれている。ところが年齢とと

もに酵素の量が減って活性酸素の影響を抑えられなくなるために白内障になると考えられ

ている。 

血行が悪くなるのは、食べ物、そして体を動かさないことによる。肉類など飽和脂肪酸が多

く含まれる食べ物を食べ過ぎると、コレステロール値が上がり血管が詰まりやすくなりま

す。ですからたんぱく質を摂るのならば、ＤＨＣ（ドコサヘキサン酸）やＥＰＡ（エイコサ

ペンタエン酸）などの不飽和脂肪酸が多く含まれている魚がいいといわれている。 

皮膚、肝臓、生殖、造血幹細胞があって、新しい細胞をどんどん作ってくれる。 

糖尿病はインスリンの働きが低下しているためで、糖尿病の治療のためにはカロリー制限

と運動が必要。カロリー制限するとインスリンの働きが変わる。 

脳細胞は 40 歳を過ぎると 10 年で 5%づつ減っていきます。心臓の細胞や脳細胞は生まれた

ときからほぼ増えることはありません。 

海馬の中の一次記憶は時間の経過とともに大脳皮質全体のいろいろなところに移し変えら

れていく。 



人の脳はは「アルファ波」「ベータ波」「シータ波」「デルタ波」「ガンマ波」に分けられる。

日常生活で多く出ているのがベータ波。リラックスしたときに多く出るのがアルファ波。寝

入りばなに出るのがシータ波（記憶に関係している）。深い睡眠状態で出るのがデルタ波。

集中しているときにガンマ波が活発に出る。 

神経伝達をしている脳内物質は「神経伝達物質」といわれ、ノルアドレナリン、セロトニン、

ドーパミン、アセチルコリン、グルタミン酸などがある。この中で長期記憶に関わるものが

グルタミン酸です。 

ストレスがかかるとコルチゾールというストレスホルモンを出す。コルチゾールは血糖値

を上昇させ、ナチュラルキラー細胞を抑制するなど免疫力を落としてがんを悪化させたり

します。さらに交感神経を興奮させてアドレナリンを分泌させます。そのため血管を収縮さ

せ血圧を上昇させ、血液を固まりやすくし、胃の粘膜の血流定価なども招きます。このこと

が十二指腸潰瘍、心筋梗塞、脳梗塞などの原因になります。 

 

2009 年 12 月 「戦争する脳」 計見一雄 平凡社新書  

大脳皮質の任務の基本が、抑制・制御であり興奮・促進ではないということは、重要なこと

である。脳の本音は余計な刺激がなければ、なるべく静かにしていてもらいたい。 

躁病というのはどこが困るかというと、愉快で明るいから、人をその気にさせるところにあ

る。患者の語ることがかなり誇大的だとわかっていながら、ついそうかなと信じ込みそうに

なる。 

大戦の責任云々と言っても、ドイツ人はあの時暴力団に国を乗っ取られていたんだ､と言え

ばすむところがあるが、日本人は先の大戦で日本固有の文化伝統のすべてを動員してしま

ったからそうはいかない。 

実際の攻撃動機は実は現在に潜んでいる。今の欲望満足のためなのに「記憶」に正義を求め

る。 

軍人こそは戦争をよく知るがゆえに腹の底から戦争反対論者なのだ。常識人が戦争体験を

すればそう考えるのが当たり前だ。肉体性というのは日常性である。日常のありふれた生活

の中でまっとうにからだを動かして、きちんとした生活を送っている人が戦場でも良い軍

人であった。非常識なのは、観念のとりこになったイデオロギー軍人である。 

宗教だろうが美学だろうが、何を纏っていても、軍事組織の形態をとっているものには警戒

を緩めるべきではない。夢想家こそ危ないのだ。 

精神病と「正常」な精神との間は、はたから見れば「そこは危ないよ」と分かるのに本人は

いつも同じ調子でスタスタ歩いていくようなもの。 

 

2009 年 12 月 「アスペルガー症候群」 岡田尊司 幻冬舎新書  

他の人と一緒にいても、「まるでたった一人の世界にいるように」周りの出来事に対して関

心を示さず、孤立的に振舞う。相手を喜ばせようとか気に入られようとかは思わず、周囲か



ら親しい触れ合いを求められても、拒否してしまうこともある。誰かが不意に、自分の世界

に入り込んできたり、決まりごとに従うように強要されたりすると、激しく拒絶反応や癇癪

を起こすことになる。親しみを込めて話しかけたときに、能面のような顔のまま、こちらを

見もせず、ただ機械のような口調で、「何か用ですか？」とだけ返事が返ってきたら、あな

たは二の句が継げなくなってしまう。自分の行為が相手にどう受け取るかがわからない。 

アスペルガー症候群の人では、顔や表情の認知が弱い。顔がなかなか覚えられず、表情の意

味を読み取り損ないやすい。自閉症スペクトラムの人では、顔を特別なものとみなさず、物

体や他の体の一部と同じように認識しているといえるだろう、そこに提示されている豊富

な社会的情報は、読み落とされてしまいがちである。 

自分の視点に囚われているため、周囲からどう思われるかよりも、自分の流儀や感性、理屈

を優先する。みんなと和気藹々と行動するということはスタイルに合わない。自分の興味以

外、周囲の気持ちや関心はあまり眼中にないため、「自己中心的」であるという誤解を受け

ることもある。他人の気持ちを考えないというよりも、それが目に入らないため、考えよう

がないのである。自分が言ったことで、相手がひどく衝撃を受けていても、そのことに気づ

かない。 

自分自身の気持ちや感情、感覚も自覚されにくい。その感情が怒りなのか、悲しさなのか、

悔しさなのか、はっきりとした分化を遂げておらず、自分がどんな気持ちなのか、本人にも

わからず、ただ不快な感じとしてしか意識されずに、癇癪という形で暴発させてしまう。 

扁桃体は表情を読み取ったり、顔を区別したりする社会的認知において中心的な役割を担

っている。動物実験で扁桃体を傷つけると、社会生活がうまくいかなくなり、孤立しがちに

なり、同じ行動を繰り返すようになる。 

心を扱うために特別に進化した脳の領域、つまり、気持ちを認識したり、推測したりするの

に使われる脳の領域を「社会脳」。社会脳の代表的な領域は扁桃体や内側前頭前野である。 

相手の感情や動きに同期して共振する作用をミラーニューロンという。サルが手を握ると

いう動作をするときに働くはずのニューロンが、人間が同じ動作をするときにも働いた。自

閉症ではこのミラーニューロンがうまく働かないため、相手の気持ちや意図を察知したり、

共感したりするのが苦手なのではないか？ 

男性は、心や顔色を読み取り、人間関係の機微を感じる能力において女性にかなわない。 

情に絡めて説得したり、こちらの熱意に応えて関心や意欲を出してくれることを期待する

と、肩すかしを食らうことになりやすい。 

時間の観念というものが、まるで抜け落ちていることが珍しくない。 

深刻な問題や苦しい状況が生じているのに、必要な助けを求めることができずに、自分の中

で何とかしようとして、限界を超えるまで我慢し、追い詰められてしまうということが多い。 

親が子どものために与えることのできる最上の贈り物は、安心感と自己肯定感である。 

少々生き方が不器用だろうと、世渡りが下手だろうと、自分を信じ、自分が進んでいる道を

肯定することができれば、やがてその人は、自分にふさわしい生き方にたどりつく。不器用



で飾り気のない純粋さゆえに、その価値はいったん認められれば揺らぐことはない。 

アスペルガー症候群の人が社会で活躍しているケースは、よき理解者に恵まれ、弱い点にと

らわれずに、むしろその人の特性を活かして、強い点を伸ばしていくことに尽きる。 

孤独に強い。一日中誰とも口を利かなくても、それほど寂しく感じないし、孤独感にさいな

まれることもない。 

怒り、悲しさ、恐怖、不安、失望といったネガティブな感情をうまく表現できずに問題行動

になっている場合がある。自分の体や心のコンディションをあまり自覚できない。それを汲

み取り、代わって言葉にし、休息や慰めを与えることが必要となる。 

 

2009 年 08 月 「人の気持ちがわかる脳」 村井俊哉 ちくま新書  

「駆け引き」すなわち「志向的姿勢をとりながらの意思決定」と関係する脳の場所が、広い

脳の中の決まった場所に見つかった。 

脳に傷のない人たちがとる不公平・不公正に対する態度は、適度でありバランスが取れてい

ることになる。ある程度の不公平・不公正には目をつぶり、自分の個人的利益も適度に大切

にする。けれども不公正が度をすぎると、自分の利益を犠牲にしても、そういった不公正に

対して「ノー」と叫ぶのだ。 

左右の側頭葉の「紡錘状回」という場所は、何万人という人間の顔を見分けることを専門に

する場所。 

セロトニンは不公正な他者の行動に反撃したり制裁を加えたりするよりも、自己の利益を

確保する方向へと私たちの行動を導いている。 

私たち人間は、必ずしも合理的な生き物ではない。直感に反するような結論も得る。それは

人間が社会的動物だからであり、周囲の他者との関係の中で刻々と変化する「価値観」に基

づいて行動しているからだ。 

私たちには、自分以外の人間には自分と同じような意図や信念、感情が備わっているものと

して捉える能力がある。あまりに当たり前のことなので、ふだんあまり意識することがない

かもしれないが、この能力は非常に大切な脳の働きである。 

脳科学の最後の謎ともいえる「自己意識」は実は、他人の目を通して自分の心をみる、とい

うこの脳活動から生まれてきているのではないか。 

膝下部という脳の最深部にある場所で、本能行動に関わる「視床下部」の機能を調整してい

る。視床下部から分泌されるホルモンのひとつがオキシトシン。オキシトシンは社会的結び

つき・協調性を高める物質。つまり、自己犠牲を払っても利他的行動を行おうとするときに

は膝下部も活動し、利他性・協調性を高めるほうへと行動が方向づけられる。 

私たちが犬や蚊や携帯電話の気持ちと比べて、人間の気持ちを知りたいと思うのは、私たち

にとっての喜びや苦しみと同様に、他の人たちの喜びや苦しみが重要だからだ。私たちは、

自分の喜びや苦しみの全部ではないが、少なくともその一部を他の人たちと共有している

のだ。 



 

2009 年 06 月 「進化しすぎた脳」 池谷裕二 ブルーバックス  

大脳皮質といえば、その動物の能力を決定づける重要な役割を果たしている。動物の行動や

思考に固有なパターンを決めているのはまさに大脳皮質。その大脳皮質を分解してみると、

どの哺乳類でもだいたい同じ構造をしている。 

脳はひとつの場所でひとつのことしかしていなくて、脳全体が分業態勢をとっている。 

視角野に届いた情報は大きく二つの回路に分けられて処理される。「何」を見ているかとい

う回路と、見ているものが「どんな」だという回路。 

第四視覚野に銃弾が撃ち込まれてそこだけが壊れてしまった人は色がわからなくなる。 

おおもとの第一視覚野が破壊されてしまうと、これはもう何も見えなくなる。完全に盲目。 

第五視覚野が壊れたら動きを認知することができなくなる。たとえばボールをテーブルの

上に置くと、置かれたボールはちゃんと見える。しかしボールを転がすと、その人にはボー

ルだけが急に見えなくなる。 

側頭葉に損傷を受けた場合、＜もの＞が何であるかわからなくなる。ものは正しく見えてそ

こに何かがあるのはわかるが、それが何かわからない。 

いつも同じ場所に腕を移動させる神経細胞が見つかった。この細胞は単純な運動をつかさ

どるのではなく、どういうふうに運動させたらいいのかをコントロールしている。 

ラジコンネズミの脳には３つの電極が刺してある。そのうちの２つはヒゲを感じる脳部位

に刺激を与える。もう１つが報酬系の脳の部位。ここに刺さった電極に電流が流れ刺激が加

わると、ネズミはもう死ぬまで報酬が得られる。「右側のヒゲが触られたな」と思ったとき

に、ネズミが右へ動く。すると報酬系が刺激されるようなリモコン装置を作っておく。そう

するとネズミは近くにどんなに美味しいご馳走があろうとも全部無視。いまヒゲが感じた

方向に移動することだけを実行する。その＜報酬＞の快楽を一回知ってしまったらもう逃

げられない。 

「レバーを押したら水が出ることを知っているネズミに手術を施して脳に電極を埋める。

そしてネズミが「レバーを押す」という行動中の脳の反応を検出して、それがあったらレバ

ーとは関係なしに水が出るようにしておく。押そうと想像しただけで水が出る。そのことに

ネズミが気づくと、ネズミはレバーを押さずに念力だけで水が飲めるようになった。 

生まれながらにして指がつながったままの人がたまにいる。指が 4 本。そういう人の脳を

調べてみると、5 本目に対応する場所がない。「脳の地図」は、じつはかなりの部分で後天

的なものである。脳の地図は脳が決めているのではなく体が決めている。つながった指を分

離すると、5 本の指がちゃんと使えるようになった。その人の脳を調べてみると１週間後に

はもう 5 本目の指に対応する場所ができていた。脳は入ってくる情報に応じてダイナミッ

クに進化する。 

イルカの脳はすごく高性能だが、体がヒトほど優れていない。そのためイルカの脳は十分に

使い込まれていない。 



もし手の指が背中から生えていたら他人と違う脳の地図ができる。でも人間はみな同じ形

の体を持っている。だから脳の地図もほとんど人間同士で違いがない。 

ニュートンは人間の目を使って世界を観察して、「ニュートンの法則」を作った。カエルだ

ったら動いているものしか見えない。カエルにとっては「ニュートンの法則」は成り立たな

い。「質量保存の法則」なんて無意味。物質世界としては人間がいる前からきっとあっただ

ろうけれども、こういうふうに見えているというのは、人間が勝手にこういうふうに見てい

るだけの話であって、違う動物の目を仮に移植されたらまったく違う世界がそこにあって、

だとしたら、それはもう世界として違う。だって脳が世界を作っているから。 

光というものはもともと三原色に分けられるという性質のものじゃない。網膜に三色に対

応する細胞がたまたまあったから、人間にとっての三原色が赤・緑・青になっただけである。

もしさらに赤外線に対応する色細胞を持っていたら、光は三原色じゃなくなる。赤・緑・青

という電磁波の波長の三色しか見えないから世界はこういうふうにしか見えない。たとえ

ばもっともっと長い波長のラジオ波なんかが見えたらすごいことになる。ラジオ波はとて

も屈折しやすいから、つまりまっすぐには飛ばないから、見えるものがゆがんでしまう。建

物の向こうにいる人まで見えてしまう。そうしたらもう単純線形な物理法則は成り立たな

い。でも実際の人間の目は、世の中に存在する電磁波の、ほんの一部しか感知できない。だ

から本来限られた情報だけなのに「見えている世界がすべて」だと思い込んでいるほうがお

かしな話である。 

視神経は視床の直前で枝分かれして、脳の真ん中にある上丘にもつながっている。上丘で見

ているものは意識の上には現れない。字が読めるほど上丘の機能は発達していない。そのか

わり処理の仕方が原始的で単純だから、判断が早くて正確。たとえば野球ではピッチャーが

投げたボールがバッターにまで届く時間はざっと 0.5 秒。一方、ものや文字を見て判断する

までに 0.5 秒くらいかかる。上丘がなければ野球やテニスは成立しない。 

盲点というのが人間には必ずある。外の世界がレンズを通して映される場所が網膜だけど、

網膜には穴がある。視神経が集まって束になって出て行く部分。目の構造上ここの部分だけ

は見えない。しかし脳は勝手に想像している。周りが黒いから、見えないところもきっと黒

いだろうと。人間の行動の中で意識してやっていることは意外と少なくて、見るという行為

でさえも無意識だとわかった。こう考えていくと、人間の行動のほとんどが無意識かもしれ

ないと想像できる。 

顔の表情は人間にだけしかない。表情は人種を超えて世界共通。教えてもらっていないのに、

人間の赤ちゃんはこの顔の表情を全部できる。おそらく顔の表情のパターンというのは、遺

伝子に書き込まれている情報として持っているのだろう。言ってみれば人類共通の財産み

たいなもの。 

鳥の鳴き声、オオカミの遠吠えも、あるパターンのときには必ずそれしかできない。他の選

択ができない。そういうのは言葉というよりは単なる「信号」。シグナルだ。言語というも

のは、信号を超えたもっと高度なもの。人間だけが言葉を操ることができる。人間には言葉



があるから抽象的なことをスラスラと考えることができるようになった。 

サルはイヌに近づかないけど、扁桃体を取ってしまうと平気でイヌに近づく。サルはヘビを

怖がるけれども、扁桃体がないサルは手で取って食べようとする。もちろん噛まれる。でも

そのサルは「ヘビの怖さ」を学習できないので、次の機会にはまた食べようとする。扁桃体

がなくなって「こわい」という恐怖の感情が消えると、本能がむき出しになる。「理性」と

いうものは扁桃体によって形成されたものといってもいい。言い換えると、動物には「本能」

の欲求がまずあって、それを「恐怖」によってがんじがらめにした状態が「理性」というこ

とになる。 

100%完璧な記憶というのは意味がない。だって、同じ状況というのはもう二度とこないの

だから。環境は絶えず変化する。基本的に完璧な記憶というのは役に立たない。だから脳は

あいまいにものを蓄えようとしている。下等な動物ほど記憶が正確。つまり融通が利かない。

一度覚えた記憶はなかなか消えない。そういう記憶は基本的には役に立たない。応用が利か

ない。記憶があいまいであることは応用という観点から重要なポイント。人間の脳の記憶は

ほかの動物に例を見ないほどあいまいでいい加減だけれども、それこそが人間の臨機応変

な適応力の源になっている。あいまい性を確保するために脳はものごとをゆっくり学習す

るようにしている。学習の速度がある程度遅いというのが特徴を抽出するために重要。 

意識とか心というのは多くの場合、言葉によって生まれている。意識や心は言葉が作り上げ

た幽霊、つまり抽象。意識とか心は＜汎化＞の手助けをしている。人間以外の動物にどこま

で心があるかはわからない。もしかしたら＜心＞と呼ぶにふさわしいものがないという可

能性だってある。でも、だからといって＜心＞が生命に不要なものかというと、そんなこと

はない。＜心＞は人間の生活の飾りなんかじゃない。人間には＜心＞を活用して抽象的な思

考をして、そして周囲の環境から基底ルールを抽出して、それを未来に向けて蓄えて、応用

して、環境に適応しているのだ。記憶があいまいだから、いままで思いもよらなかった別々

の記憶がポンとつながったりする。 

神経線維はほとんど脂肪とたんぱく質でできている絶縁体である。神経細胞にある突起同

士が情報交換する場所がシナプス。送信側神経細胞の中を活動電位（スパイク）が来ると、

神経細胞内の神経伝達物質が受信側（受容体）へ放出される。神経細胞は絶縁体なので電気

を通さない。情報を伝えるために、電気信号ではなく物質が受け渡しされる。この神経伝達

物質が「ドーパミン」「セロトニン」「アドレナリン」などである。 

人間の記憶や思考がこんなにあいまいなのはなぜか。その原因はシナプスにある。スパイク

が来たら物質が放出されるが、この放出が確率的なものであるため。 

脳の中の神経細胞の数は 1000 億。その神経細胞のひとつひとつがシナプスをそれぞれ 1 万

個作っている。 

統合失調症の幻覚症状はドーパミンが働きすぎによるものである。アルツハイマー病は老

人性痴呆の約 80%を占めている。85 歳を超えると 5 人に 1 人がアルツハイマー病。βアミ

ロイドが老人班の中にたくさん含まれている。神経細胞をシャーレーの上で飼って、そして



βアミロイドをかけるとあっという間に神経細胞は死ぬ。自然淘汰というのは繁殖をター

ゲットとしている。つまり環境に有利な固体が子孫を残すか残さないかで決まる。でもアル

ツハイマー病はほとんどが年をとってからの病気。そのときにはもう子孫を残してしまっ

ている。だから自然淘汰ではアルツハイマー病は消えない。人間は長生きしすぎている。 

ダウン症は 1000 人に 1 人ぐらいの割合で自然に生まれる遺伝子の病気。原因は染色体は本

来対のものが 21 番目の染色体が 3 つになること。 

脳の中で働いているシナプスは、赤いものを見ても 20%の確率で反応したりしなかったり

する。そういう気まぐれな部品（シナプス）の集団なのに、脳全体としては毎回必ず＜赤い

もの＞だと認識できる。 

ヒトの脳は何のためにここまで発達したかというと、＜柔軟性＞を生むためなのだ。もうそ

の一言に尽きる。 

自分の生きている世界のほとんどが意識で行われていると人間は傲慢にも思っているけど、

恐らく人間の行動の大半は無意識、脳の奴隷にすぎない。 

脳は重さで言えば体重のわずか 2%でしかすぎない。でも全体で消費するエネルギーの 20%

も使っている。このエネルギーの 80%が、グルタミン酸をシナプス小胞にロードする過程

に消費されている。つまり鉄砲の弾を打つ作業（神経伝達物質の放出）ではなくて、準備段

階の弾を込める作業（神経伝達物質の用意）にエネルギーを消費している。 

網膜に入ってくる光は、網膜で電気信号に変換されて視神経を伝わり、視床を経て、大脳皮

質の第一視覚野に入ってくる。視床から上がってくる情報は全体の約 15%で、残り 85%は

外の視覚世界とは直接関係ない。視床でも網膜から受け取る情報は全シナプスのわずか

20%でしかない。結局大脳皮質の第一視覚野が網膜から受け取っている情報は全体の 3%で

しかない。残り 97%は脳の内部情報である。位置や光の当たり方が違っても机を机と認識

できるためには、トップダウン処理が働いて「これは机なんだ」と信じ込ませるような強力

な機構が必要。視神経は 100 万本しかない。僕たちの目は本来ならば 100 万画素のデジタ

ルカメラ程度の解像度しかない。この程度の画素数では直線だってギザギザの線にしか見

えないはず。でも僕らには机の輪郭がギザギザに見えたりしない。これは脳の中で不足した

情報が充填されて、直線であるかのように思い込ませられているせいである。 

哺乳類が進化してくる過程で、大脳皮質が拡張してある臨界点を超えたとき、大脳皮質が皮

質下の制御から解放され、自由になり、逆に、皮質下をコントロールし返すくらいのところ

まで発達した。そうして大脳皮質の活動、つまり高度な知的活動によって、本能的な行動欲

求を制御できるようになった。そして内省や理性や社会性といった人間らしい性質が生ま

れる。 

ヒトの脳には 1000 億のニューロンがあって、1 個のニューロン当たり平均 1 万のシナプス

がある。膨大数の要素が絶えず時間とともに変化していくのだから、脳が再び同じ状態に戻

るということは確率的にあり得ない。脳は常に変わっていく。 

 



2009 年 06 月 「境界性パーソナリティ障害」 岡田尊司 幻冬社新書  

親子関係が濃密で逃げ場のないものになった。大家族で暮らしていた頃に比べて、親への負

担も増えると同時に、親の影響力もはるかに強いものになった。親に余裕がないとき、子ど

もの世話を肩代わりしてくれるものがいない一方、親が子どもを思い通りに支配しやすい

状況も生まれたのである。子どもは親に大きく左右されるようになった。 

父親機能の弱体化。父親に限らず、社会のあらゆるところで、権威や不動の価値観というも

のが失われ、人々が確かなものとして信じるものを失っている。 

少子化により過保護な養育が当たり前になり、過度に充たされ、思い通りに操作できる環境

で育つ子が増えている。 

 

2009 年 06 月 「精神科医は腹の底で何を考えているか」 春日武彦 幻冬舎新書  

躁うつ病には炭酸リチウム。躁傾向や衝動性を抑えるにはテグトール。気分を落ち着かせる

にはウインタミン。幻覚妄想にはセレネース。副作用止めにはアキネトンとピレチア。睡眠

薬はロヒプノール。統合失調症患者にはマイナートランキライザー（抗不安薬）は出さない。

ナルコレプシーや注意欠陥多動障害（ADHD）やうつ病に覚醒剤の一種であるリタリン。 

無料ゆえに責任感とか義務とか礼節といった因子は曖昧になりやすい。心を扱うに際して、

無料という要素は予想以上の歪みをもたらす。無責任に励ましていれば済むようなことで

はないのだから。それなりに緊張感と誠意と責任感に彩どられたカウンセリングが展開さ

れるためには、あやふやな善意などはマイナスに作用しかねない。 

わざわざ死ぬと言ってくる人には生への未練が強いことは確かだと思う。ましてや、わざわ

ざ私の電話番号まで突き止めてまで自殺のことを告げてくるのには、本人なりに当方のリ

アクションに期待するものがあるのだろう。おそらく赤ひげ先生的に対応してもらい、その

ことによって「ああ、わたしは大切にされている」「世の中、捨てたもんじゃない」と思い

たいのだろう。ところが事態が期待通りに運んだ場合、おかげでその患者はそれで立ち直っ

ていくかといえば、そう都合良くはいかない。むしろ味を占め、ちょっとした挫折に際して

もたちまち同じパターンを持ち出して「心の応急手当」を望むことになるだろう。進歩がな

いどころか、迷惑な人間になってしまうだけである。 

統合失調症の精神病理に関して、自分の秘密が漏れてしまう不安、心の中が筒抜けになって

しまう恐怖を指摘する考え方がある。この病気では盗聴器が仕掛けられているとか監視カ

メラで見張られている、尾行されている、変装した人間が付きまとっている、テレパシーで

心の中を読み取られている、街中で自分の悪口がさかんに噂されている、テレビで自分の個

人情報が放送されているなどの荒唐無稽な妄想が出現するが、これらはいずれも自分の内

面やプライバシーや秘密といったものが漏れ出てしまう不安感を表現している。病気ゆえ

に自我の壁が脆弱となり、心の内と外とを峻別しきれなくなるその不安に満ちた実感が、妄

想の形で表現されている。こうした病理を抱えた人にはやたらと質問を浴びせたり、思わせ

ぶりな態度をとるのは禁物。 



なるほど彼らは心の病に苦しんでいる。症状があるがために仕事が手につかなかったり、勉

学を中断せねばならなかったりする。しかし症状が出現しているおかげで、過酷な現実に直

面せずに済んでいるという側面もある。病気のせいで自分の無能さや力不足が露呈せずに

済み、それどころかさぞや無念であろうと同情されたとすれば、本人は病気が治って欲しい

と思うと同時に治ったら困るとも思うことだろう。うっかり「治って」しまったら、自分の

立つ瀬がなくなってしまう。そんな患者を医者の側から眺めるなら、治って当然のはずなの

に意地でも治ろうとしない面倒な奴と映るかもしれない。 

精神科医は患者に二つのことしか望まない。具合がよくなって欲しいか、それとも関係性を

解消したいか（医師としての能力や努力の限界を感じる場合）、そのいずれかである。 

わたしが普段カルテに記している病名はせいぜい六つである。躁うつ病、統合失調症、神経

症、パーソナリティ障害、器質性精神疾患（認知症含む）、依存症。 

真剣に話しに耳を傾けてくれる人がいるなら、少なくとも当人は深い孤独感から解き放た

れるだろう。人は自分の心の中だけでくよくよと考えていると、思考はいくらでも暴走する。 

普通とか当たり前というものが、どうしてそうであるのかが分からない。そんな曖昧模糊と

したものに支配された物語など紡ぐこともできなければ辿ることもできない。自分の物語

が不器用で硬直したトーンであることは分かるが、どうして世間の人たちはあれほど器用

に立ち回れるのか。それは豊富な人生経験から導き出されたものなのか。 

本人には、幻覚や妄想とともに、どこか俺はオカシイゾといった違和感や収まりの悪さを実

感していたに違いなく、そのしっくりしない気分を払拭すべく奇異な言動や問題行動をエ

スカレートさせていた部分があったのだろう。そんなときに、あなたは病気なんだと真っ向

から指摘されることは、不快であると同時に安堵感をもたらす。 

病を得て、それが落ち着いたのち、以前と同じようにステレオタイプな価値観を追求すると

なると、「まだ足りない 1%」が足を引っ張る可能性はきわめて高い。しかもその 1%は自覚

することも説明することも容易でない。容易でないが重要な要素である。成功するための秘

訣のハウツーものからは常に取りこぼされてしまうようなデリケートな部分である。 

臨機応変とか咄嗟の判断とか、直前の差し替えとか、巧みに手抜きをして期日に間に合わせ

るとか、問題点を隠したまま「そつ」のない答弁をするとか、「はったり」をかまして相手

を牽制するとか、嘘も方便を貫き通すとか、そのような振る舞いには向かない。 

世の中を無欲に淡々と過ごすためには実は成功や勝利や業績や地位の実現こそが裏付けと

なる。有機野菜や無添加食品しか口にしないとかスローライフ的思考を都会で実践するた

めには、あくまでも裕福であることが大前提になるのと同じことで、俗物的サクセスは以外

にも人をてい淡とさせるための必要条件 

 

2009 年 05 月 「脳を活性化する性ホルモン」 鬼頭昭三 ブルーバックス  

男性ホルモンのテストロンには、脳に働いて闘争本能や征服欲を刺激する作用があり､攻撃 

、競争、性的衝動などの行動を引き起こし、死亡につながりやすくなります。テストロンが



攻撃的行動を起こすと、この攻撃行動そのものがさらに体内のテストロンの分泌を高め、そ

の結果、攻撃が一層エスカレートするという悪循環が起こることになります。 

代謝が活発で活性酸素の生成が多い男性の方が、一般に老化しやすく短命。 

男性では、50 歳以後の男性ホルモン、テストロンの分泌の減り方は、同年齢の女性におけ

るエストロゲンの分泌の減り方のように急ではありません。また男性の体内のテストロン

の一部はやはり脂肪組織、神経細胞、筋肉などでエストロゲンの一つ、エストラジオールに

なり、脳の中でエストロゲンとして作用を発揮することができます。この結果、閉経期以降

の女性は同年齢の男性よりも体内のエストロゲンの量は少ない。 

網膜に強い太陽の光を受けると性腺刺激ホルモンの分泌が増加し、それによって性腺ホル

モンの分泌も増加します。南国の人が情熱的だといわれるのはこのためです。 

神経細胞は脳が機能を発揮するための主役ですが、数から言えば、脳内の細胞の 10%程度

を占めるにすぎず、残りの 90%はグリアといわれる細胞からできています。多くの神経細

胞は、エストロゲンに対する受容体や男性ホルモンのテストロンをエストロゲンに変える

アロマターゼという酵素を持っています。 

シナプスの情報伝達は興奮と抑制の二種類の複雑な組合せからできており、すべて自然界

共通の物理化学的現象として説明可能と考えられています。 

脳の中の特定の場所に心の座があるわけではありません。感覚系を通して入ってくる入力

情報を、脳のそれぞれの場所で感知し、従来から持っている記憶、経験という蓄積と照らし

合わせた結果が、大脳連合野といわれる広い領域に投射、認識され、感情、理性、行動が生

み出されます。このときの神経細胞の電気信号の総和のことを心と呼んでいるのです。そし

て女性ホルモンや男性ホルモンも心の一部を作っています。女性のやさしさ、男性の攻撃・

闘争心は脳とホルモンの共同作業の産物です。 

大脳の皮質には運動中枢、感覚中枢、視覚や聴覚の中枢、言語中枢など特定の機能を局在的

に持っている部分がありますが、このようなはっきりした機能を持った中枢を除いた大脳

皮質のほかの部分のことを大脳連合野といい、そこで営まれる機能のことを高次機能とよ

びます。ここで心としての最終の体系化もなされます。海馬に蓄えられた短期記憶は、その

記憶が作られる動機となった感覚の種類に応じて、それぞれの大脳連合野に長期記憶とし

て蓄えられ、必要に応じて海馬へ呼び出されます。 

一般に、IGF-1 のようなペプチドホルモンは血液脳関門を通りにくいので、薬として服んで

も脳に届きません。一方、エストロゲンは血液脳関門を容易に通過するので、エストロゲン

を服めば脳の中で IGF-1 を発現させることができることになります。 

エストロゲンの神経保護作用のメカニズムとして、IGF-1 のような神経栄養因子様作用の

ある物質の発現を誘引するということのほかに､神経脳死の進行メカニズムそのものに、調

節や抑制をかけるということがあります。 

生理的な環境で起こる細胞死のことをアポトーシスとよび、形態的に細胞の核の凝集化か

らはじまると考えられています。このようにして､役目の終わった余分な神経細胞を排除し、



残った神経細胞の軸索の余分な枝を取り除き、必要とされるシナプス結合を拡大し、安定化

するための大改造が行われます。いわゆる脳のリストラです。 

エストロゲンが MAP カイネース・カスケードを介して BC1-2 の発現を高め、カスパーゼ

3 を抑えて神経細胞死を防ぐことがわかっています。エストロゲンが老人性痴呆を予防する

ためのメカニズムの中には、エストロゲンのこのような作用が隠されていることが考えら

れます。 

活性酸素処理能力の落ちた中高年者では、年齢不相応の過度の運動は老化を早め、短命につ

ながることは確実です。 

一般的には、脳の細胞の多くは、生後まもなくの時点で、すでに分裂が終了した細胞の集ま

りなのです。 

脳は 10 歳くらいまでに大部分の発育を完了し、20 歳に至って成熟の頂点に達するととも

に、脳の老化がスタートします。その結果、記憶の中心である海馬、理性の場である大脳皮

質の連合野を含めて、神経細胞は老化変性の結果死んでいくようになり、その数が直線的に

減少していきます。20 歳代では 1 日 10 万程度の神経細胞が脱落していきますが、30 歳代、

40 歳代と歳を重ねるに従って脳の神経細胞の脱落も加速し、1 日の脱落の数が 20 万、30

万と増えていくようになります。このような自然の経過による神経細胞の脱落に加えて、い

ろいろな要因で脳の神経細胞の死滅のスピードが加速されます。例えば、アルコールは神経

細胞に対して直接の毒となるので、二日酔いでもすれば、それだけで 5 日分くらいの神経

細胞が脱落するといわれています。800 億以上の神経細胞を持つ脳では、毎日の神経細胞の

脱落の結果が、症状として自覚的にも他覚的にも感じられることはありません。しかし、現

在のように平均寿命が大幅に伸びた状態では、老年に達したときに神経細胞の脱落が一定

の限界を超えてしまう可能性が高くなり、しばしば他人からもわかる物忘れの症状を現す

ようになります。これが老人ボケです。ことに女性は、閉経に伴ってエストロゲンを失うた

め、しばしば急激にボケが進行します。 

現在日本では 65 歳以上の人の 10 パーセントが、85 歳以上の人の 50 パーセントがボケ症

状を示しています。 

閉経後のエストロゲンの補充がアルツハイマー病のリスくを減らすことができるわけは、

１．エストロゲンが神経系の中で、IGF-1 のような成長因子の発現を促進して、神経細胞の

突起を伸ばしたり、シナプスを形成したりして、神経栄養因子のように働く。 

２．脳の中で、アセチルコリン、グルタミン酸、ノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミ

ン、ギャバ、神経ペプチド類など、いろいろな神経伝達物質の作用によい影響を与える。 

３．抗酸化作用、細胞死を抑える作用、脳の血流をよくする作用、脳内のブドウ糖の運搬を

活性化し、神経保護作用を発揮する。 

４．アルツハイマー病の原因の一つと考えられているβアミロイド前駆タンパクができる

のを抑える。 

パーキンソン病は、脳の中脳の黒質といわれる部分のドーパミンを含んだ神経細胞が老化、



原因不明の変性、その他の原因で脱落していく病気。 

エストロゲンがパーキンソン病の経過によい影響をもたらすことは､疫学的にも臨床的に

も立証されています。 

ホルモン補充療法のもっとも重要な点の一つは、エストロゲンの脳に対する作用であり、そ

の結果は社会の活性化につながるものです。欧米の先進国の女性は 20～25%が閉経期以降

ホルモン補充療法を行っており、さらにキャリアウーマンでは 40%ほどになるといわれて

います。 

 

2009 年 01 月 「脳の健康法」  横倉恒夫 日経  

「健康とは何ですか」と聞かれると「粋であること、輝き、色気、それと品格である」と答

えることにしている。 

 

2009 年 01 月 「統合失調症」 森山公夫 ちくま書房  

発展過程：迫害妄想→幻聴→つつぬけ・させられ体験→夢幻様体験 

精神的危機を一言で言えば、孤立と価値観の空洞化に由来し、高度消費社会の進展で日本の

伝統的な地縁・血縁的な共同体が崩壊してもたらされたのではないか。 

孤独こそは人生最大のテーマです。孤独の真の問題はその両義性にあります。孤独は人生に

不可欠で、個体をして個人に覚醒させる一切価値の源泉です。しかし孤独が窮まるとき、人

は狂い、一切価値の崩壊が起きます。 

これまで彼を疎外し、白い目を向けてきた世間（社会）が、「断絶」を経ていまや彼を迫害

する敵としての「組織」へ実体化される。「組織」の出現により患者の生きる世界は決定的

に相貌を変えます。 

 

 

 

2008 年 12 月 「発達障害の子どもたち」 杉山登志郎 講談社現代新書  

自閉症は次の三つの症状によって診断される。第一は社会性の障害。第二はコミュニケーシ

ョンの障害。第三は想像力の障害とそれに基づく行動の障害で、一般的にはこだわり行動と

呼ばれている。 

まず目が合わない。後追いをしない。それどころか歩けるようになると、平気で親の元を離

れて突進をしてしまい、親のほうが後を追いかけていかないと迷子になってしまう。人見知

りもほとんど見られない。 

大人が赤ちゃんに向かって「バイバイ」とするときには、手のひらは赤ちゃんの方に向いて

いる。機械的にはそれを真似れば、実は自閉症児の「逆転バイバイ」が正解なのだ！むしろ

問題は、なぜ普通の零歳児が、手のひらは自分のほうを向いているのに、相手に手のひらを

向けてバイバイができるのかということである。普通の赤ちゃんでは、すでに乳児のうちに、



自分の体験と人の体験が重なり合うと言う前提があるからにほかならない。自閉症の場合

には、この段階ですでに問題があるのである。 

自閉症の子どもは、言葉が出てくると、オウム返しが長く続くという特徴がある。ミルクが

欲しい時、「ミルクが欲しいの？」と、疑問文によって要求を表すことも良く知られている。

自分がミルクをもらえるときに、周りから「ミルクが欲しいの？」と聞かれるからである。 

統合失調症などと決定的に違うところは、自閉症は生まれつきの障害であるということ。 

情報の中の雑音の除去ができない。一般化や概念化という作業ができない。認知対象との間

に事物、表象を問わず、認知における心理的距離が持てない。 

木を見ても、一枚一枚の葉が見えてしまう。あの葉は葉脈がきれいだ、あの葉は端っこが虫

に食われている、あの葉は半分黄色くなっているなど、一枚一枚の葉が個別に認識されてし

まうと、森どころか、木の全体像も見えているかどうかわからない状況となる。 

大まかであいまいな認知がとても苦手で、細かなところに焦点が当たってしまい、我々がつ

いぞ見えないところに深い認知が生まれるのである。 

一度に複数の情報を処理できない。言うときは言うだけ。見るときは見るだけ。触るときは

触るだけ。 

何度も体験したからといって徐々に慣れてくるということが期待できないところがある。

一般化できないこともあって、変化に対しては常に強い抵抗が生じる。混乱してしまう。 

注意欠陥多動性障害（ADHD）の多動を主とする症状は成熟の遅れととらえるべきものが多

くを占めていて、いわば 7 歳の子どもが 3～4 歳の行動コントロールの能力であるというと

きに、ADHD と診断することになる。 

今日の日本で、30～40 人の小学校低学年のクラスの中に「多動児」が 4～5 人ぐらいは存

在する。 

ADHD の症状の背後にはドーパミン系およびノルアドレナリン系神経機能の失調があるこ

とが明らかとなっている。また物事の予定や予測的な行動を組み立てる能力である、実行機

能と呼ばれる大脳前頭葉の働きの一部に弱いところがあることも示された。 

健常児においては 2～3 歳において完成する愛着の形成が、発達の障害を持つ児童の場合、

知的な遅れがない場合でもより後年にずれることはまれではない。これは親の側に強い欲

求不満を作ってしまい、子ども虐待に結びつきやすい。両親は正しい知識を持つこと。子ど

もとの付き合い方を親が学ぶことができなければならない。 

周囲の子どもの行動を無視してわが道を行く場合や、周囲の子どもたちの真似もまだ不十

分という重度の発達の遅れの状況で、ただ子ども集団に放り込んでも、形を変えた「放置」

に過ぎない。 

発達障害とは明らかに自らの責任で子どもたちが受けたものではない。それをきちんとサ

ポートするシステムこそ、歴史の進歩である。 

児童精神科領域で用いられる薬はその大半が長期にわたって連続して用いられる薬である。 

 



2008 年 12 月 「LD とディスクレシア」 上野一彦 講談社新書  

LD（学習障害）、ディスクレシア（読み書き障害） 

障害は理解と支援を必要とする個性である 

すべての人々がお互いの「個性を尊重する」社会の実現に向かって大きく努力する 

 

2008 年 12 月 「精神科にできること」 野村総一郎 講談社新書  

精神障害、特に統合失調症への対応は医療から福祉へと軸足を移すべきではないか。いや、

精神医療をさらに充実強化して、急性期が去った後の福祉を充実させる、という二本立ての

視点が必要なのである。 

 

2008 年 12 月 「精神病」 笠原嘉  岩波新書  

精神分裂病の一番わかりやすい症状は「妄想」と「幻覚」 

世間の中で人々とともに生活するという社会的な機能がうまくいかなくなる。 

自分が病気であることを認識し、それに対し対処できるかどうか。その程度は、当人がどれ

くらい現実を認識する力を持っているか、を知る目安になります。精神分裂病は 1000 人に

8.5 人。好発年齢は 15 歳から 30 歳。病人の半分は良い経過をとるといいます。特に中年か

ら初老の時期になると、一般的にいって病気の勢いが弱くなり、ときにはほとんど症状をも

たないほどになる。社会のなか、世間のなかで他人と常識的で平凡な社会生活をすることが

容易でなくなる病気。われわれが他人と生活するときに必要な他人との「共鳴」がうまくい

かない。お互いがごく当たり前とする「常識」が人々と共有されにくくなる。自分だけの世

界のなかに入り込んでしまう。そういう病気。 

基本的に精神病の人はおとなしい人、社会的に引きこもりやすい人、心理的なエナルギーの

低下しやすい人。分裂病の場合、この無気力を自分では気にしない。周囲の人が躍起になっ

ても本人はそれに無関心でいる。 

自分の病気にどれくらい認識があるか。それが精神病と神経症を区別する目印。 

分裂病の妄想幻覚の場合、「病気かもしれない」と自分で思えない。自分の状態を相手の側

から眺める、ということができなくなる。平素の自分と比べて、どうも違いすぎるのではな

いか。そういう見方もできない。 

妄想の中ではたしかに人間不信をもちつづけていますが、「二重の帳簿」のもう一方の帳簿

には限られた人に向かって抱くことのできる信頼感という一項が書き込まれている。 

他人にたちまじって社会のなかで生きるには最低「自分に対する自信、少しむずかしくいえ

ば、自分が自分を評価する気持ち」がいる。そしてそれは幼児期、児童期､青年期あたりの

他人との交流の中からしか生まれない。 

幻覚や妄想がなくなって回復過程に入ると、夢が多くて眠れない時期から、いくら寝ても眠

ったという実感が生まれないという時期に入り、さらにいくらでも眠れ、寝たりないという

時期が来る。この時期は疲労感が強く、昼ごろまで、ときには夕方まで眠る。このように現



実生活のなかで疲労感を感じるようになったことを、それほど案じるべきではない。心身に

疲労を感じる余裕をもてなかった急性期からの回復が相当に進んだ証拠なのだから。この

時期にいたずらに作業や仕事を強要するのはよくない。そのうちに、今までは「どっと疲れ

ていた」のが次第にそれほどでもなくなり、同時に夜も「たっぷり眠ってさっぱり目覚める」

ことができるようになる。眠り心地、寝覚め心地が休息の質をはかる一つの目安になる。 

幻聴というのはただ単に聞こえるのではなく、圧倒的な力で私という存在の主権をおびや

かし私を引きずりまわす、そういった声です。 

時を過ごし、泣き笑いながら老年を迎える。優雅さのなさも年とともに度を減じた。年をと

るということは捨てたことではない。 

クロールプロマジン、ハロペリドール：刺激を脳細胞から脳細胞へ伝える神経伝達物質のな

かのドパミンの働きを押さえる 

リスペリドン：ドパミンに加えてセロトニンにも効く 

一般に患者の弁護士は少ない。家族や精神科医の他に何人、彼の代弁者がいるだろうか？ 

障害福祉に対する考え方：国民全体を対象にして、障害を持つという問題が発生したときに

は社会連帯の考え方に立ち、個人がその人らしい安心のある生活を尊厳を持って送れるよ

うに「自立支援」する。 

この病気の本質はそもそも自分と他人の「あいだ」の障害にある。それがなければ人間が他

人と共感しあったりできない、人といっしょに生きるのにとても苦労しなければならない。

そういう「人と人とのあいだ」に障害がある。この「あいだ」が何らかの理由でうまく成立

しないものだから、分裂症の人は他人と関係を結ぶのに勘の悪さ、不器用さをみせたり、他

人の中にある未知性に敏感になりすぎ、いつも先まわりして相手の出方を読もうとしたり

せざるを得ない。社会性・常識性の破綻が一時的な病気。 

分裂症は病人の中に「他者」が侵入する特徴がある。幻覚、妄想、させられ思考。自分と他

人という基本的な社会関係が崩れやすくなっている。 

脳の中に言語中枢や認知中枢より上位で全体的な「社会性中枢」とでもいうべき回路性の機

能があって、それが十分に機能しなくなるのではないだろうか。 

分裂症の人のなかには日常生活を懸命に営む平均人にはない、手垢のつかない純真さと誠

実さがあって、われわれ医療人を引きつけるところがある。もちろんそれは彼らが病気の苦

しみと引き換えに手にしているもので、しばしば不器用さや無遠慮さや子どもっぽさ、とき

としては醜さとさえ同居しています。 

 

2008 年 9 月 「脳内不安物質」 講談社ブルーバックス 貝谷久宣  

一つの神経細胞は、電線に当たる神経線維を通じて情報を次の神経細胞（標的細胞）に次々

と伝える働きをしていますが、この伝達は神経線維の末端と標的細胞の間にある、わずかな

すきまを持つ接合部（シナプス）で放出される神経伝達物質を仲立ちにして行われています。

この神経伝達物質を受け取り、情報を感じ取るのが受容体で、言ってみれば、受容体とは神



経細胞の“アンテナ”の働きをするところです。 

神経細胞の受容体は大きく分けて二種類あります。ノルアドレナリン性神経細胞でいえば、

一つは、シナプスでノルアドレナリンを受け取り情報を感じ取る普通の受容体で、もう一つ

は放出したノルアドレナリンを神経細胞自身が感じ取る受容体で、これを「前シナプス性受

容体」と呼んでいます。この前シナプス性受容体は神経細胞が合成するノルアドレナリン量

を適量に合成するようコントロールする働きがあります。 

セロトニンは脳内の主要な神経伝達物質の一つです。このセロトニンで作動する神経細胞

は中脳と延髄の間にある縫線核を源として、その神経線維は脳幹部や大脳皮質とつながっ

ていますが、注目すべきことは、セロトニン性神経細胞は青班核に直接神経線維を送り、ノ

ルアドレナリンの活性を抑制している。 

過呼吸によって血液中の酸素が増すと、血液はアルカリ性になり、アルカリ性の血液は脳内

の血管を収縮させるので、脳組織は酸素不足の状態になって種々の状態になって種々の症

状が出てきます。しかし一方では、酸素不足になった脳内細胞のエネルギー供給はグリコー

ゲンに頼ることになり、乳酸が増加してきます。その結果、血液はアルカリ傾向であるのに

細胞内では酸性傾向になり、延髄の呼吸中枢の神経細胞が刺激されて、ますます過呼吸とな

り、全体として悪循環が生じると考えられるのです。 

 

2006 年 03 月 自閉症の子どもたち 酒木保 PHP 新書  

精神に障害を抱えた人間が、いわゆる「普通に」生きていくためには、どんな些細なことで

もいいので、「普通であることは心地よいことである」という体験をしなければなりません。

そのように考えたとき、これまで私たちは精神に障害を抱えた人たちに対して、十分な安全

と安心を提供し、安定を促してきたといえるでしょうか。人の優劣を極端に浮かび上がらせ

るこの社会が、彼をどのように受け入れてきたのかということを、私たち大人はもう一度見

直す必要があると思います。 

自閉症児の本質は、＜私＞としての自己を他者に対して定位することのできない存在構造

にある。 

本来＜私＞としての自己を定位できる条件は、＜私＞が他者からの侵入によって抹殺され

るという恐怖や不安がない、あるいはそれらを回避することができるという状況や意志が

当人に与えられていることにある。 

これに対して、自閉症児は、絶えず他者から侵入されることを恐れている。自閉症児の示す

多様な症状は、自己を他者の侵入から守ろうとする防衛手段である。 

私たち人間は、「ここ」「そこ」「あそこ」という三つの空間を、その都度必要に応じて自由

に行き来しています。「ここ」にとどまったり、「ここ」を明け渡して相手を受諾し相手の「そ

こ」にしたり、「あそこ」へ飛翔して夢を追ったりするのです。これが欠落したり、自己の

存在が一ｹ所に固定されてしまった時、人は精神に何らかの支障をきたすと考えられます。 

自閉症児が指示代名詞を使いこなせるようになり、それによって他者の援助を受けること



ができるようになり、自分の要求をスムーズに実現できるようになるという好循環は私が

治療においてめざしている一つの理想の形です。 

私たちが人間の経験に意味のつながりを与えて整理していくというプロセスは、見方を変

えればそこに入りきれないものを「感じない」あるいは「切り捨てていく」営みともいえま

す。その作業をうまく行なうことができない自閉症児というのは、現実に対して余りにも律

儀で繊細でありすぎるがゆえに、感じなくてよい「もの」や「こと」にまでも感じ入ってし

まい、そこから脱却できないでいるのかもしれません。 

彼らはさぼったり甘えたりしているために、勉強ができないわけではありません。教育技術

の向上も確かに重要です。しかしそれ以上に求められるのは、障害に対する正しい知識であ

り、子どもたち一人ひとりを十分に理解しようとする教師の姿勢です。 

自閉症児にとって本当に必要なのは、「いま」「ここ」に自分が存在することについて抱いて

いる不安や恐怖を克服すること、安心して生き、生きようとする力を彼ら自身が手にするた

めの援助です。そのために、人間と人間が関わりあって生きていくということは快い体験な

のだということを彼らが感じ取ることができる環境を作っていかなければなりません。 

 

2005 年 08 月 「統合失調症」 森山公夫陽和病院院長 ちくま書房  

なぜ人間は幻覚をもつか？ここでも、人間の心にあたかも異物が入るように病的体験が突

如生じてくるとは考えられません。人間に本来備わっているものが、ある条件下で肥大化す

るのが病的体験だ、と考えられます。具体的には問題は、いわゆる想像力の領域の中で幻覚

と同じ構造を持つものを探すことです。 

人間とは予想以上に対話的な存在で、思考が「内化された対話」であることを思えば、人間

は常に絶えざる対話の中にあります。孤立の中で現実的対話の可能性が閉ざされたとき、人

間は考え、空想しますが、実は現実的対話への激しい希求を秘めており、それがやがて意識

減弱の過程で幻想的対話としての幻声を結実させる、と考えることが出来るのです。 

幻声的（幻覚的）世界がいったん成立するとそれは悪循環を形成し、自動運動を展開します。

極度に狭隘化された時空性の中で圧倒的に迫害されている患者は、心を閉ざして立ち尽く

し、絶えざる緊張で睡眠障害は改善の兆しを見せず、減弱意識は再生産され続けます。「社

会的断絶」はより高度になり、いまや｢社会的現実｣は彼の視野からは遠く、うっすらと展開

されるのみです。 

「外部」からの意味が直接、彼の心だけでなく身体にも圧倒的な力で働きかけてきます（「さ

せられ体験」）が、恐るべく恥ずべきことに病者の「内部」が、内奥の秘密が、直接「組織」

にそして公共社会に洩れ、つつぬけになってしまうのです（「つつぬけ体験」）。従来は「組

織」は、彼の動静をいわば外部から探り、外部から指示していました。それがいまや内・外

の障壁は失われ、内・外は密通してしまうおです。 

患者の住む世界の時空性は決定的に崩壊します。彼の内部と外部は完全に密通し、内部の秘

奥は恥ずかしくも外（組織・社会）からは絶え間なく恐るべき指令がやってきて彼の思考や



感情・欲動・意思、そして身体までをも支配しようとします。 

睡眠障害は極に達し、ほとんど一睡もできない「完全不眠」に入ります。 

 

2005 年 05 月 「発達障害かもしれない（見た目は普通の、ちょっと変わった子）」 

磯部潮 光文社新書  

発達障害：先天性の脳の機能障害 

自閉症：社会性、コミュニケーション、想像力の三領域に障害 

発達障害の最大の特徴は本人も家族も障害に気付きにくい。見た目は普通の子供と変わら

ないために、人付き合いがうまくいかないことなども、親のしつけや本人のわがままのせい

にされてしまうケースが多い。 

五感が普通の人よりも鋭敏。表面的には扱いづらい子供。物事の捉え方が他の人と違ってい

る。 

高機能自閉症（IQ70以上）とアスペルガー症候群は最近注目されるようになった傷害です。 

1960 年代後半、それまで情緒障害と考えられてきた自閉症が発達障害であることが明らか

になりました。この時点から自閉症に対する早期の療育が行なわれるようになった。その療

育を受けた自閉症児が成人に達する 1980 年代後半から自閉症の長期予後が大きく改善さ

れてきた。 

家族や家族以外の親しい人とも目を合わせなかったり、全然なつくことがなかったり、友達

と上手に遊ぶことができず、しばしば相手の持ち物を唐突に取ってしまうような行動が見

られたり、健診のときに落ち着きなくあちこちのものを触ってばかりいたり、特定のものに

異常な興味を示したり、言葉の発達が遅かったりする。 

典型的な自閉症の子供と違い、社会性の障害が見落とされやすく、単なる「わがままな子」

「自分勝手な子」「友達つきあいのできない子」といった批判的な評価を受けがちで育つ。

自分としては普通にしているつもりなのに、周囲から「困った子」といういわれのない非難

を受けて困惑します。 

私たちは重要な音だけを無意識に取り出しています。これは聴覚領域における「選択的注意」

ですが、私たちは同じような「選択的注意」を聴覚以外の視野、味覚、嗅覚、触覚などでも

自然に、無意識に遂行しています。自閉症の人はこれがうまくできません。 

自閉症の場合、このような自動的な対人的情報の絞込みや、不用な雑音に対するフィルター

がきちんと作動しない。チューニングの悪いラジオを聴いているようなもので、雑音の中に

情報が埋もれているような状況と考えるとわかりやすいのではないだろうか。人が出す情

報は、おそらく過少なのではなくて、むしろ刻一刻と変わるため予測できず、雑音に曝け続

けている自閉症には処理の能力を超えてしまうのではないかと思われる。 

脳のハードディスクがいっぱいになってしまうのではないか。静かな状況でも、視覚、ある

いは聴覚からの刺激によって常にファイルが入力され、容量がいっぱいになります。容量オ

ーバーの状態で無理に入力しようとするとパニックに陥ってしまうのです。 



他者と自分の体験が共有できない。つまり、自分の体験と他者の体験が重なり合うという一

体化を経験できないために、他人の立場に立って考えることができない。自分が嫌なことは

相手も嫌に違いないという発想が、根本的に欠けている。目に見えるものしか理解できない。 

見るもの、感じるものを一瞬一瞬、場面場面で切り取るため、自分の内的世界に残像はある

ものの、全体的に捉えたり、抽象化したり、他者と体験を共有したりすることができなくな

る。 

自閉症とはずっと家に引きこもっている人のことではなく、自分の世界にのみ生きている

人をさすのでもありません。まして世界に対して心を完全に閉ざしている人でもない。 

一般の人は自閉症の特徴である、人付き合いができない、人の気持ちがわからない、音に過

敏に反応してしまい公共の場所で静かにできないといった行動を目にすると、「しつけがな

っていない」「どういう親なんだ」という反応をします。しかし彼らの行動特性は親のしつ

けのせいではなく、純粋に脳の病気によるものです。 

なにか障害がある、病気があるということが周りからはわからないので誤解を受けやすい。 

彼らの言動を世間一般に照らしてみると、たしかに自分勝手であり、わがままに見えますが、

彼らは生まれつきの脳の障害によって、私たちの感覚とは違う見方、聞こえ方、感じ方をす

るために行動が変わるだけ。 

自閉症の人たちは時間と空間に自分を意味のある位置づけをすることができない。だから

彼らの方から私たちの文化や世界の中に入ってくることはできない。私たちの方から、彼ら

の世界へ近づいていく努力をするしかない。 

何人かで一緒に遊ぶとき、子供たちには暗黙のルールが存在します。たとえば遊ぶ順番を替

わったり、遊具を交互に使ったりするといったことです。自閉症の子供はこれが理解できま

せん。他の子供も同じ遊具で遊びたいと思っていることを、感じることができない。 

自閉症の子供は、相手の気持ちを汲むことが生まれつきできない。 

自閉症の最も基本的な障害は「物を忘れることができない障害」である。 

自閉症の患者数はおよそ 1000 人当り 2 人から 6 人といわれている。軽症も入れると 1000

人当り 10 人が自閉症スペクトラム。 

彼らは選択的注意ができないために、頭の中は映像の洪水。 

「相手の気持ちはどんなだと思うか」という質問に、「それは見たことがないからわからな

い」と答えたりすることがある。 

彼らの目の機能は私たちとなんら変わりありません。つまり見えているものは同じです。 

しかしその見えているものの処理の仕方に違いがあるのです。 

目に入らないものが理解できません。相手が自分の言葉や行為に対してどんな気持ちを抱

くのかといったことがわかりません。この能力の過剰と欠如のせいで、彼らは多くの場面で

苦慮に立たされます。彼らは相手が不快になるということ自体がわかりませんから自分が

感じたことをよくそのまま口にしてしまいます。一方私たちは相手の気持ちや感情がまっ

たくわからないということが理解できません。彼らの病気のことをまったく知らない、ある



いは理解していない人からは、なんて失礼な人だと思われがちです。それが子供であれば親

はどんな育て方をしているんだと責められ、親子ともども追い詰められてしまいます。彼ら

は病気というハンディキャップのほかに、周囲の無理解というハンディも同時に背負わさ

れているのです。 

高機能自閉症やアスペルガー症候群の人は、ソーシャルスキルの欠如に対して「困っている」

という感情が持てない、湧いてこない。不都合に気がつかないのでトレーニングをしてもそ

の意味を理解することができない。 

たとえ私たちが同じ部屋にいたとしても、誰も存在しないかのように行動し、呼びかけても

返事をしません。同じ空間にいても､私たちは物体と同じです。私たちに感情というものが

備わっていることが理解できない。他の子供と協力してなにかを行なうことができない。彼

らはただ無関心なだけなのですが、周りの生徒や教師からは「自分勝手」というレッテルを

貼られがちです。 

文法や語彙が間違っているわけではないのですが、いわゆる TPO－時間、場所、場面―に

よって話し方や言葉を使い分けることができません。 

言葉を文字通りに受け取ってしまいます。彼らに社交辞令は禁句です。「暗黙のルール」と

いうか、言外の意味を汲み取ることができないのです。 

彼らは一様に、身振り、手振り、表情、視線、物理的対人距離のような非言語的ソーシャル

スキルを苦手としています。私たちは普段の生活の中であまり意識することなく、それらを

自然に用い、意思疎通を図っています。けれども彼らは、この非言語的コミュニケーション

を使うことができません。彼らにはまったく理解できないのです。そもそも彼らは非言語の

意味というような、あいまいで目に見えないものは、その存在すら想像できません。想像さ

えできないものを身につけたり覚えたりすることは無理です。 

彼らは他人と喜びを共有することはできません。ですから想像的な遊びもできません。彼ら

は楽しみを、自分の特異な興味だけに見出すのです。 

人は成長するにしたがって、自然に必要な音を聞き分け、無意識に不必要なものを捨て去る

ようになります。しかし彼らは、すべての音が等価に耳に入ってきてしまうために、うまく

聞き分けることができません。 

仲間が何をするつもりなのか、何を考えているのか、何を思っているのか、などということ

を推測できる能力が、チンパンジーやゴリラにあるのかということを調べた結果、人類に一

番近いとされるチンパンジーでさえも、そういう能力がないということを見出しました。こ

のように仲間の思考を推測する能力のことを「心の理論」と呼びます。 

高機能郡であっても必ず社会性の障害があり、人付き合いは苦手です。彼らはそもそも他人

に感情があること自体思いつきません。苦手であるという表現も適切ではないでしょう。彼

らには、たとえば「まず相手の気持ちを考えて」とか「自分の嫌なことは相手にもしない」

などという指導はまったく意味をなしません。それは彼らの心の病理から明らかです。 

私たちもついつい自分ができることは他人もできるような気がしてしまうものです。たし



かに現実生活ではそのようなことも数多くあるでしょう。しかし、こと自閉症スペクトラム

の人に関しては、「克服できる」という前提のもとに行われる「無理強い」は、逆効果しか

生まないことを肝に銘じる必要があります。 

自閉症スペクトラムの人が、親や兄弟、療育してくれる人との間に愛着を持った関係が築け

ても、同年代との関係を築くことは用意ではありません。同年代の人にとって彼らは異星人

であり、まったく謎の人間に映ります。ですからしばしばいじめの対象になったり、仲間外

れにされたりします。こういうとき、彼らは言葉でやり返すなどして自分の身を守ることは

不可能です。その結果パニックに陥って喚いたり、自分の世界に耽溺してしまうようになり

ます。これを防ぐにためには、周囲に理解ある大人の存在が絶対に必要です。自閉症スペク

トラムの障害について、同年代にきちんと教え、その対応について見守り、体で示さなけれ

ばなりません。周囲の助けなしには生きづらい彼らが周囲を信用できなければ孤立してし

まいます。 

自閉症スペクトラムの執着行為は、生きるための必要不可欠なものです。執着行為は自閉症

スペクトラムの人の混沌とした世界に秩序をもたらすものであり、その秩序が破られると

いうことは生きていけないに等しく、それゆえ彼らはその秩序をかたくなに守ろうとする

のです。 

簡単な挨拶が欠如します。彼らは、私が「おはよう」と言っても返事をしなかったり、ちょ

っとぶつかったときに「ごめんね」と謝っても、知らん振りをしてやり過ごしたりします。

彼らにすれば、なぜ返事をしなければならないのか理解不能なのです。彼らは意図的に無視

しようなどという気持ちは毛頭ないのですが、私たちが当たり前に行なっていることがな

されないと、どうしても違和感が生まれてしまうのです。 

会話を維持する能力が欠如しています。 

「あと五分」という言葉には言外に「あと少し」という意味が含まれていることは、誰に教

わらなくても、私たちは自然に理解できます。しかし彼らは比喩的な概念を理解することが

できず、言葉を文字通りにしか受け取れません。 

ピクニックで敷物を敷いてお弁当を食べているときに、他人の場所につかつかと入り込ん

でいったりします。このように「暗黙の了解」ともいうべきあいまいな境界線には注意が及

ばないのです。 

自閉症スペクトラムの子供を持つ親は、自分たちと関わろうとしない、他の子供とは何かが

違う自分たちの子供を思い、重い腰を上げて専門家に診断を依頼する。子供の将来のために、

周囲の援助を求めることをためらってはいけません。 

外出をためらってはいけません。彼らの苦手となるところをよく教えて、より適切な対応を

導くのに外出ほど役立つものはない。 

親が子供のためにすることで無駄になることはありません。一人ひとりの成長の程度は異

なりますが、必ず前に進んでいきます。 

いじめは早期療育の利点を損なうように機能し、しばしば一過性の被害妄想を生じさせま



す。実際のいじめの加害者に関する妄想であることが多いのです。学校を卒業してからも、

加害者が家の前で待ち伏せしている、作業が上手にできないように誰かが仕向けている、な

どと話すことがあります。いじめにあってまもなく、周囲すべてが敵に思え、しばしば非常

に興奮するようになり、いすや机を投げつけるような暴力行為に至るケースもあります。 

自閉症スペクトラムの人はそのほとんどが真の意味での友達を作ることができません。相

手の意向を汲み取ったり、そこから発展して、相手の興味のあることが自分と違っていても、

相手から情報を得て、自分の世界を広げていったりするようにはなりません。交流らしきも

のはあっても、そこに感情が伴うことはありません。すなわち真の意味での友達にはなりえ

ないのです。 

私たちは、知らず知らずのうちに、お互いに助け合ったり、相手が何を思っているのかを考

えてから行動するようになります。しかし自閉症スペクトラムの人は生来的にこの能力が

欠けているので、一般的に友情と呼ばれるようなものは育たないのです。 

たとえばデートのときに相手が自分の好きな映画の話をしても、次のデートで「その映画を

見に行こう」とはならないし、誕生日に他の人はかわいいイヤリングをもらって喜んでいた

という話をしても、相手に誕生日プレゼントをあげることもありません。相手の意図がわか

らないのですから、これは致し方ないことなのですが、付き合っている相手からすれば、こ

れは寂しいことです。ですから関係が長続きしないのです。 

働いてお金を売ることは、彼らに大きな自信を与えます。 

自閉症スペクトラムの人は法律に触れるような行為をすることはまれです。なぜなら彼ら

の多くは規則に従って行動することにこだわりを見せるからです。 

自閉症スペクトラムの人―なかでも軽度発達障害と呼ばれる高機能自閉症やアスペルガー

症候群の人たちが、彼らの病理の重篤さとは逆に、いかに世間の無理解にさらされているか

を改めて痛感しました。 

世間の彼らに対する冷たさは、彼らの社会性の障害に由来しています。私たちが成長過程で

自然に身につけるはずの、他人の気持ちがわかる・考えるという能力が、彼らには生まれつ

き欠落し、大人になっても自然に覚えることはありません。このため周囲の人は彼らをまっ

たく理解できないのです。 

これほど特異な障害が社会性の障害なのです。この障害は、決して精神的な甘えや葛藤から

生じるものではありません。純粋に器質的な障害であり、しかも目に見えない摩訶不思議な

障害なのです。 

このような重篤な障害を持つ自閉症スペクトラムの人は私たちの世界へ入ってくることが

できません。私たちが日々経験を積み重ねていくような、世の中の人と人との付き合いとい

う世界は、彼らにとっては想像もつかない別世界なのです。ですから、私たちは彼らの世界

を想像し、私たちのほうから入っていく努力をしなければなりません。 

 


