
1

障害受容
－リハビリテーションにおける使用法－

２００６１２１６

障害学研究会関東部会 第５５回研究会

田島明子 東京都板橋ナーシングホーム 作業療法士
立命館大学大学院先端総合学術研究科院生
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自己紹介
• 作業療法士として働いて１４年め

• 東京都心身障害者福祉センターで８年

→「障害受容・障害理解が悪いから一般就労にこだわる」？

・ 社会学との出会い

→うまく説明できない不快・違和感に言葉を与えてくれるのではないかと
いう期待感

・ 東洋大学の修士課程へ－障害者の就労を研究
テーマに選ぶ

→障害を持つ当事者が望む就労のあり方とは？

→http://www.arsvi.com/2000/030900ta.htm

→冊子の第１章部分に連結
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第１章
リハビリテーションの内在価値
－障害者の就労の３つの位相をめぐる一考察－
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問題意識の所在

問題設定：

作業療法士というリハビリテーションの援助職とし
て、対象とする人たちの「存在価値」のための規
範・倫理をどう設定し、どう理論枠組みに組み込
むか

↓入口・導入として

研究目的：

これまでのリハの位置、内在価値のおかしさを、
「ひとの価値」「存在価値」という観点から指摘す
る
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作業療法における内在価値
（歴史的流れ）

• 理学療法士法および作業療法士法

• 「作業療法の核を問う」（1975-1989）
－第９回ＯＴ学会「私の考えるＯＴ」（１９７５）

－第２０回（１９８６）、第２１回（１９８７）、第２３回（１９８９）Ｏ
Ｔ学会「作業療法の核を問う」

・ 佐藤剛，1992，四半世紀からの出発-適応の科
学としての作業療法の定着を目指して-，作業療
法11，PP8-14．

・ 人間作業モデル、カナダ遂行作業モデル
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作業療法の内在価値

• 「適応」概念

→「人間と環境の相互作用」に着目

→「人と環境が調和している状態」が良い状態

・ ２つの働きかけ： 「回復モデル」と「代償モデル」

→「回復モデル」：不十分な能力を向上させる

「代償モデル」：不十分な能力のままでもできる

→「障害」を、本人の機能をよくしたり、周囲との関係の調整により、解
消していこう

↓対象者にどのような変化を期待？

「障害」によって生じた環境・社会との不調和を、「障害」をなくす、解消
することで「調和した関係」にしていこう

○肯定的価値：できること、適応状態

●否定的価値：不調和な関係を生じさせる「障害」＝できないこと
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障害者の就労の３つの位相

対象：

一般就労、福祉的就労、共同事業所、
ピアカウンセラー

分析方法：

これら就労形態が「能力主義」とどのよう
な位置関係にあり、「障害」をどのように価
値づけているかを分析軸、特徴を浮き彫り
に
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結 果

１ 能力主義の肯定／障害の無化・否定

・「一般就労」「福祉的就労」

・リハビリ（回復モデル・代償モデル）、障害者の就労支援

２ 能力主義の否定／障害の肯定

・「共働事業所」

３ 能力主義への対抗／障害への積極的な価値
付与

・「ピアカウンセラー」
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ひとの価値と作業療法 リハへの問題提起

１ 何を支援の上位概念に持ってくるか

存在の価値より上位に「能力主義」を肯定し、「できること」をよいとする
価値を持ってくるべきではない

２ 「適応」概念への問題提起

「適応」概念は「能力主義」的価値観と共鳴しやすく、容易に価値の逆
転が生じるからよくない。つまり、「適応的」であることに価値が置かれ
るので、何への適応が求められるかで、人の価値の在処が変動する
から

→ リハは、対象者の価値の肯定から出発し、自由
のために何ができるかを考えるのが本業では？

「適応」概念は再考を要する
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第２章
障害を持つ当事者の
障害受容に関する言説
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対象者の「障害受容」を促進することは
「よい支援」であるとされる。しかし、
そもそも自らの身体に「障害」が「在
る」本人が、改めて「障害」を「受容」
するということに不可解さを感じた。そ
こで、障害を有する当事者の「障害受
容」に関する言説を集め、検討を加える
ことにした。

はじめに
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対 象

• インターネット検索で得た11名の文章
（資料）

• 新舎[2003] （文献）

• 旭[2000] （文献）

• 障害者問題研究Vol.30No.3、特集「障害
の受容と理解」のなかの６名の障害当事
者の手記 （文献）
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方 法

川喜田[1986] によるＫＪ法を参考

手 順

• 研究の対象とした文章から「障害受
容」に関する文章を抜粋

• できるだけ１つの意味内容を持つよう
に分節化 → 33の文章に

• 内容の類似性からグルーピング
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結 果 1

• 「障害受容に関するもの」（17）

• 「障害に関するもの」（6）

• 「肯定的な障害像・アイデンティティの形成
に関するもの」（5）

• 「社会の側の問題に関するもの」（2）

• 「医学・リハビリテーションに対する批判に
関するもの」（3）

（）内の数字は文章数
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障害受容に関するもの（１７）

• 「障害受容」という言葉に違和感
（６）

• 「障害受容」の過程について（4）

• 「障害受容」できない（3）

• 「障害受容」はあきらめである（1）

• 自分なりに再定義する文章（3）



17

「違和感」についての文章
「非障害者製の用語ではないか」

「４段階のプロセスとして説明されるが、そんなにきれいな
経過はたどれない」

「『積極的に生きる』ことが性格の問題で解決されたら私の
ように『暗くて、悲観的な性格』の者は救われない」

「実は私自身が『障害受容』という用語について受容してい
ない。抵抗感がある。正確に言えばどうもピンとこないの
である。そもそも障害受容とは何なのか。障害後に生じる
多様な心理状態の変化の結果、一見、障害を受け容れ
たかに見える状態を便宜的に形容するために研究者が
恣意的に作った用語にすぎないように思える。一体障害
は受容できるものなのか？受容しなくてはならないものな
のか？」
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障害に関するもの（６）

• 否定でも肯定でもない文章（1）

「仕方がない、車いすでもいいや」

• 否定的文章（4）
「『障害』が憎い、嫌い、鬱陶しい。でもそれが個人を否定することに
はならない（障害を受容や克服などできない）」

「『障害』が疎ましい。たとえ数時間でも見えるようになりたいと自分で
も制御できない衝動がある（それでも妥協し順応し、与えられた条件
のなかで新しい積極的な生き方を選ぶことができる）」

「（これができ）たら、（あれができ）たら、にすがる自分がいる（障害
受容の不徹底）」
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障害に関するもの の つづき

肯定的文章（2）

「（障害の受容とは価値の転換であり）障害は個
性であると考えるのが良い」

「目の見えない友達といると、ふだん味わえない
不思議な一体感や安心感がある。不思議な音を
聞いたとき、相手もほぼ確実にその音に気付い
て『あれ？』と思っている。目の見える人とだとな
かなかそうは行かない。目の見えないことは、自
分の大切な特徴の一部。他の多くの人にはない
個性なんだなぁと、誇りに感じることさえある」
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肯定的な障害像・アイデンティティの形
成に関するもの（5）

「働く場と市民としての生活と権利が他の人々と平
等に保障されるならば、私たちは障害者である
以前に一人の人間として尊重され、生きがいを
自覚できる」

「自分の障害像、自己像の形成には、他覚（他者か
らの評価）の提供、支えが必要」

「大学という限定された小社会とはいえ、社会的認
知と評価を得たことが＜力＞と＜自尊＞に。今
私はつくづく『障害をもつことは、満更でもない
な』と率直に肯定観をもつことができる。単に『身
体の一部に不自由さを持っているだけの私』を自
覚する」
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社会の側の問題に関するもの（２）

「私はなぜあれほど落ち込んだのだろうか。そこに障害者は
何ら役立たずのゴミのような存在であるという私が持つ
＜障害者観＞があり、私自身がそうした人間になってし
まったのだという事実が私を落ち込ませていた。この障
害者観は、長い会社員生活、特に、生保会社営業体験
＜会社人間＞のなかで蓄積された＜価値観＞だと気付く。
その世界の人間評価はすべて＜力＞が絶対条件評価で、
グラフ社会における＜人間観＞であった」

「同じ障害を持つ仲間と接する機会も少なく、また情報も限
られていたので、ノートテイクやＦＡＸなどの代替手段を思
いつくことがなかった。それは障害＝マイナス要素という
認識をつくらせた社会全体の在り方に原因がある」
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医学・リハビリテーションに対する批
判に関するもの（２）

「医者に”車椅子の生活”と予言され、周囲からは”障害
を受容せよ”と言われ、先に倒れた方にまで”障害を
受け入れ、感謝の気持ちを持て”と言われ、全ての
方角を敵に包囲された患者は、どう立て直したらよ
いのか」

「リハビリテーションが思うように進まない理由、リハビ
リテーションの効果が十分に現れない理由を障害受
容の問題にすり替えていないだろうか。われわれリ
ハビリテーション医療に携わる者は『あの患者は障
害受容していないから』という前に、自分達の治療を
振り返りアプローチに不十分な点はなかったかを省
みるべきではないだろうか」
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まとめ１

•「障害受容」に違和感のある障害当事
者が多い

•「障害」は否定的な面だけなく、他の
多くの人にはない自分の大切な特徴の
一部でもあり誇らしいもの
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まとめ２
• 肯定的な障害像・アイデンティティが形成され
た背景には、働く場、生活と権利が平等に保障
された環境のなかで、他覚（他者の評価）の提
供や支え、対等な関係であれる他者の存在、社
会的認知や評価があった

• 障害者、障害を否定、マイナス要素と認識する
企業や社会の価値観、さらには、そうした価値
を内在化した自分は、肯定的な障害像・アイデ
ンティティの形成を阻害する要因となっていた
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考察 というか 問題提起

障害当事者はなぜ「障害受容」に違和

を感じるのだろう（２つの問題提起）

• 「障害受容」における「障害」は、正常や標準から
の不足や欠落、回復や補いが期待されるものとし
ての「医学モデル」的障害観をもつ？

• 支援の過程において「（訓練への）適応的な感情・
態度を対象者に求める」ような言葉としてあってき
たのではないか？

→「自己否定」と「（訓練への）適応的感情・
態度」を期待される圧力になっている可能性
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第３章
障害受容の使用法（１）

リハビリテーションの言説空間における
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対象
・作業療法・理学療法を中心とした学術雑誌

→①障害を有する本人、②肢体・精神機能の障害
③中途障害、に着目

・論文形式：論考、研究論文、総説、実践報告、短
報の体裁を持つもの

・雑誌名：『総合リハビリテーション』『リハビリテー
ション医学』『作業療法』『理学療法』『作業療法
ジャーナル』『理学療法ジャーナル』
『理学療法学』『理学療法と作業療法』
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方法

• 言説の変遷の特徴を明確にできるよう、1970年代、
1980年代、1990年代以降という時代区分を行った

• 1970年代・1980年代：各雑誌からの文献を年代ごと
に１つのまとまりとし、さらに内容が類似している
と思われるものを分類し、その分類を説明する題目
をつけた

• 1990年代以降：「新しさ（従来にはない知見である
こと）」、「批判性（従来の知見に対して何らかの
批判をしている）」があると判断された文献につい
てのみ、上記と同様の方法で分類を行い、その分類
を説明する題目をつけた
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結果１ １９７０年代

① いろいろな定義

② リハビリテーション実施のための「障害受容」、
という位置

③ 段階理論の紹介、段階理論を根拠づける研究

④ 「障害受容」を促進する要因としての個人因子、
障害を有することによる心理的特性への関心

⑤ 専門職の役割の検討、検査法の開発
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結果２ １９８０年代

① 、③ 「価値転換論」と「段階理論」の融
合、「障害受容」の定義の確立

② 「障害受容」はリハビリテーションの目
標・目的、という位置

④ 個人因子から訓練スタッフの関わりや環
境要因へ着目の変化

⑤ 様々なアプローチ法の検討、心理的アプ
ローチの効果の前提性
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結果３ １９９０年代以降

① 潜在化している場合もあるという知見

② 「ＱＯＬ」「障害告知」「自己決定」という概
念の投入

③ （代償アプローチではなく）コミュニティに
基づく援助の必要性

④ 「リカバリー」概念の紹介

⑤ 段階理論、モデルへのあてはめの批判
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考察 ２つの確証

• １９７０年代、１９８０年代

→①「障害受容」の定義の確立

②「障害受容」の促進要因：個人要因→環境要因へ

③リハビリテーションの手段から目的へ

④専門職の役割検討→効果の確証性へ

↓臨床現場への影響力とは？

２つの確証だったのではないか？

１ 「障害受容」が支援の対象である（すべき）

２ 「障害受容」は支援できる



33

考察 ２つのアプローチの価値設定の違い

「回復アプローチ」と「代償アプローチ」

価値設定が異なる（価値転換を要する）

回復：正常な身体 ←→ 代償：自立的に生活が行える

治療者：「社会適応」概念によって一貫性を持つ

対象者：身体回復への期待ある、その価値転換は容易
ではない

↓

「以降困難性」＝「障害受容」

↓

上田［１９８０］（「段階理論」「価値転換論」融合）

「回復アプローチ」－「障害受容」－「代償アプローチ」
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考察 １９９０年代以降 異議申し立て

① 潜在化している場合もあるという知見

→「訓練の流れ図」には顕在化しない「障害受容」問題がある
② 「ＱＯＬ」「障害告知」「自己決定」という概念の投入

→「訓練の流れ図」には適合しない難病ゆえに表象できた「障
害受容」問題を明らかに

③ （代償アプローチではなく）コミュニティに基づく援助の必要性

→「訓練の流れ図」を解体しようとする試み
④ 「リカバリー」概念の紹介

→新たな概念を提示、「訓練の流れ図」の一環としての「障害
受容」を批判

⑤ 段階理論、モデルへのあてはめの批判

→対象者の「固有性」に目を向けることの必要性を指摘
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第４章 リハビリテーション臨床における
「障害受容」の使用法

－臨床作業療法士へのインタビュー調査
の結果をめぐる一考察－
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はじめに

「障害受容」の使用に対する批判
南雲直二，1998，『障害受容－意味論からの問い－』，荘道社．

上農正剛，2003，『たったひとりのクレオール』，ポット出版．

専制的・押しつけ的

反省的態度のみで終結しない「仕掛
け」があるのでは？
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対象者

• 作業療法士として臨床で働く７名

• 選定方法：無作為に選出せず、第39回ＯＴ学会

において筆者の発表に関心を持ってくださった
方、養成校時代の友人、友人からの紹介により
選出

• 専門領域、経験年数が重ならないよう配慮

→人数、選出方法等鑑み、本結果が必ずしも実際の臨床を
一般化できてはいない
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対象者内訳

事例No 氏名 経験年数１） 性別 インタビュー日時 インタビュー時間

1 Ｓさん ８年 女性 平成17年6月25日 45分

2 Ｏさん ５年 女性 平成17年10月16日 １時間20分

3 Ｉさん 10年 女性 平成17年10月29日 55分

4 Ｍさん 24年 男性 平成17年10月29日 54分

5 ＭＩさん ３年 女性 平成17年11月5日 １時間32分

6 ＯＫさん ２年 女性 平成17年11月6日 １時間６分

7 Ｙさん 12年 女性 平成17年11月12日 57分
１）経験年数が●年■か月のとき、■か月は省略している。つまり、丸何年か、の表記で
ある。

　対象者内訳



39

インタビューの方法

１）あらかじめ作成した調査票を元に半構造的に実施

２）質問項目

一般情報：①現在、過去の仕事内容

②勤務年数、

障害受容に関して：①職場での使用頻度

②誰がどのように使用するのか

③その言葉による変化

④障害告知について

⑤「障害受容」についてどのように習ったか
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分析方法

１）逐語録より、「障害受容」に関して述べら
れているものをすべて抜き取り、カード化

２）各事例ごとに内容が類似するカードを集
め、それぞれにカード番号と見出しをつけ
た。

３）重複する内容のカードは省略したが、各
事例のカードから得られたすべての結果
を反映できるよう、文章を組み立てた。
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事例No 氏名 使用の有無

1 Ｓさん ときどき用いられる

2 Ｏさん 同上

5 ＭＩさん 用いられない

6 ＯＫさん 同上

7 Ｙさん 同上

職場での使用の頻度

結果１
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Sさん Oさん

使われる場・人

どのような事象に用いるか

「機能回復への固執」の強さを「障害受容」

と表現するが，一方，「訓練がスムーズに進

行しない」とき，あるいは（訓練がスムーズ

に進行しないがための）セラピスト側の主観

的な苦労度を障害受容という言葉で表現して

いる.

「機能回復への固執」に対して適用．

「代償アプローチ」の受け入れはよくて

も「機能回復への固執」があればそれに

対して用いる.

セラピストの苦労と共感

障害受容できている人・状態

「機能回復への固執」があったとしても，生

活に目を向けることができ，セラピストと目

標を共有でき，フットワークが軽い．「障害

受容」は長期的な経過を必要とするものであ

る．たとえ生活ができていたとしても，その

人の有する能力とかけ離れた目標を持ってい

る場合には「障害受容」できているとは言え

ない．

対象者がたとえ生活に目を向けられたと

しても「機能回復への固執」があれば

「障害受容」という言葉を用いる．

　職場での使用状況

・会議などで，同職種，あるいは，他職種と担当患者の情報交換を行う際に用いられ

る．

・対象者本人には用いない.

「機能回復への固執」は，セラピストのプランや意図を阻害するものという位置にお

かれる．そして，プランや意図するものへの到達へ向けての阻害感が苦労度と表現さ

れるものである．また，会議などにおける「障害受容」の使用は，会議に居合わせた

各人にその苦労が想起されやすく，了解や共感を得られやすい言葉である.

結果２
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使用頻度 病院の方がやや多い

どのような事象に用いるか

再就職の際に対象者が自分の
適性や能力が分からず，適職
を選べず，支援が難航すると
きに「障害受容」という言葉
が適用される

類似語 障害認識，現実検討

施設機能による使用の差異

結果３
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考察

能力認識の
ズレ感

目的遂行の
阻害感

障害受容

・「専門性」の肯定化

・「専門性」の予定調
和的遂行への期待感

・多様ははずの障
害観が「能力」へ収
束

回復アプローチ 代償アプローチ

専門性
障害観
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一方、「使用しない」に着目する
と・・・
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使わなくなった 臨床に出て３，４年ぐらいで「障害受容」という言葉を使わなくなった．

使わなくなった原因

・「障害受容」と表現される気持ちは，誰もが持っている感情であり，その
気持ちの流れは細やかなものであり，「障害受容」という言葉にまとめてし
まえものではないという思いがある．
・「あの人が障害受容がね」というとき，すべてが「障害受容」という言葉
に収められてしまい，細かな気持ちの面が置き去りにされてしまう．だから
あまり使いたくない言葉．
・卒業して間もない頃は，教科書に書かれた正解があり，それを求めようと
する気持ちがあった．正解に持っていくことが自分の仕事であるという思い
があった．そうしたなかで「障害受容」という言葉も便利な言葉として使
用．
・年齢を経て，社会には正解ばかりでもなく，なおかつ，そこまで整理でき
てなくても生きている人はいくらもいることを知るようにもなり，使用しな
くなった．

使っていた頃の使い方
「回復が難しいところから本人が抜け出せない」という状況説明をするため
に一言で表せる便利な言葉として記録などに残すときに使用していた．

経験年数を経るなかでの変化

経験年数が長い人ほど「障害受容」という言葉を使用しなくなるという印象
を持っている．アプローチも「障害受容」という言葉を使用していた頃と現
在では異なっている．以前は，ゴール先にありきで，そこへ向けるためのア
プローチであったが，現在は，対象者が「乗っている」か否かを重視し，一
緒に考えていく感じ．ＯＴの治療効果は薬効のようにこうしたらこうなると
いうものでもなく，自然と時間とともによくなる部分があるので，「絶対に
ここまで」という頑ななゴールは設定していない．

時代の影響

「障害受容」という言葉がよく使われていた時期があり，１９８５年頃だっ
た．その後，１９９０年以降，この言葉があまり用いられなくなった印象．
その背景には，自立生活運動の思想が影響していたのではないか．それまで
は，身の回りの動作を自立させることに意義がある，正しい，という思いが
あったが，自立生活運動の思想を知り，違う生き方もある，そればかりが正
しいというわけではないと感じるようになった．だから対象者に対してアプ
ローチする際にも，身の回り動作の自立を絶対的なゴールに据えるのではな
く，対象者がどう考えているかをまず優先し，大切にするようになった．

Ｍさんの場合

結果４
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Ｙさん ＯＫさん ＭＩさん

使わない理由

・この言葉の使用にためらいを持った
のは，最初の患者を担当したときか
ら．
・「発想の転換」はそう簡単にできる
はずのものではない.「障害受容」は
時間をかけ，納得したり，憤ったりし
て行われていくものである．
・進行性の疾患を持つ人たちと関わる
なかで，その人が思いをぶつけてくれ
ばそれを受け止めるし，その人が望む
ことのためにやれることをする／した
いという思いを持ってきた．
・人の気持ちの中のことまでは分から
ない．その人は「しょうがない」と言
うかも知れない．しかしそれが本心か
どうかもわからない．だからなおさら
「障害受容」という言葉は適用しずら
い．
・進行が進み，呼吸すら苦しい状態の
人に対しては，その人が苦しい状態を
受容したからといって楽になるわけで
もなく，「障害受容」という言葉は不
適切である．

「障害受容」という言葉には馴染みず
らい印象を持っており，それがあえて
この言葉を使わない理由．「障害受
容」という言葉は，「ありふれてな
い」「堅い」印象があり，かりにこの
言葉を対象者に用いたとして，はたし
て伝わるだろうかという疑念がある．
また，現実にある事象のなかに，受容
している／していない，とはっきりと
分けられる状況はそうはないが，それ
に対して「障害受容」という言葉は
「完璧すぎる」イメージがあり，自分
が表現したい言葉ではない．

・対象者はケースバイケースであり，
「受容の過程」には当てはめづらいと感
じる．「受容」というときちっと枠が決
められてしまう感じがするが，「枠の外
で話したい」という思いがある．受容自
体が難しいものであるし，それが必要な
のか．たとえ受容していなくても，自分
なりの生活が営めればよいのでがない
か．
・昨今の，障害受容に対して批判的な言
説は，「受容の過程にあてはめなくても
いいんだ」「それで間違っていないん
だ」という安心感を生起させるものであ
る．

職場で使用していない３名

結果５
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Ｙさん ＯＫさん ＭＩさん

目的としての「障害受容」

受容するしないは個人の選択だが,寝ても
さめても,「おれの手が,おれの手が」,飯
食ってても「おれの手が」,テレビ見てて
本当なら笑える話なのに「でも,おれの手
が」って言ってたら,本人だってしんど
い.そのこと（障害）を毎日毎日１分１秒
考えて,いらいらしていて,ほかのことす
べてを否定してしまうっていう状況には
ならないでくれればと思う．少しでもつ
らくない状態になるために役に立てたな
らうれしい．それは結果としてこうなれ
ばというものではなく,対象者のつらい気
持ち・こうしたいという思いに応えたい
という思いが先にあって,こちらは問題解
決のための働きかけをする．

障害受容に代わる言葉として「折り合いをつける」
という言葉がしっくりくる．「折り合い」という言
葉は「自分の障害に対しても気持ちの「折り合い」
がつけられ,周囲からもある程度自分の思いが受け
入れられ「折り合いがつき」,「楽に生きている
姿」を想定できる．「障害受容」というと,こっち
かこっち,どちらかに比重がかかるイメージがある
が,「折り合い」というと,どちらにも比重がかから
ず,微妙な均衡が保てているというイメージがあ
る．

障害にとらわれ,頑張れる人もいる
ので,障害にとらわれること自体が
否定されるものではないが,それで
も「投げやりにならずに自分なりの
生活を送ることができること」「障
害を意識せずにいられる時間を持ち
気持ち的に楽になれること」は重要
である．

結果６
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論点整理・まとめ
①「障害受容」そのものについて
・語感

・志向性のなかに「障害の否定性」が含まれてしまうことの
違和や不快

②「障害受容」の使用法
・専門性の遂行を優位に置いていること、その位置から、
専門的障害観・能力主義的障害観（障害の否定性）を対
象者に内在させようとする圧力の存在

③「障害受容」の方法論・支援論

・リハのアプローチ法と「障害受容」の支援法との関係が
不明確

・「障害受容」の支援法そのものの方法論が不明確
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第５章

全体考察
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第１章 第４章
• 「適応」概念の批判
→リハ従事者が対象者を「できる」ように働きかけるとき、「適応」
概念が支援の目標なら、「できる」ことがその人の価値である
ゆえに目指されてしまうことの危険を指摘

→「できないこと」（＝障害）の否定性がどこから生じ、どこに置か
れるか

→否定性は、社会が有する価値に共鳴するリハ実践の対象者と
の関与のなかに出現し、障害を有する当事者へ置かれる（批
判の核心！）

・「障害受容」の使用法
→能力主義的障害観、適応への圧力

こうした志向性・支援のあり方は
「障害価値」「ひとの価値」を否定
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第２章 第４章
• 障害を持つ当事者は・・・

・「障害受容」は簡単にできるものではない
・「障害」の否定的側面・肯定的側面を見いだしている

・肯定的障害像・アイデンティティの形成は、自分の力だけでなく、働く場や
生活場面における対等な関係であれる他者の存在、社会的認知や評価
があった

「障害受容」＝「肯定的障害像・アイデンティティ構築」であり

「肯定的障害像の形成」が不可欠だが、この用いられ方では
まったく逆を行ってしまっている

→能力主義的障害観への収束＝障害者、障害を否定する企業・社会の価
値観とリンク＝肯定的障害像形成を阻害
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第３章 第４章
• 上田［１９８０］の「段階理論」「価値転換論」がセ
ラピストの記憶に強く残っている（ｐ７２）

• 入職した職場での使用状況をみて自分でもその
ように使うようになった（Ｉさん）

→職場からの影響

「機能回復に固執している」状況は、「価値転換」
を必要とする状況とマッチングし、その転換が、
「１つ段階をクリアする」「ステップアップする」訓
練の１つの過程として解釈されてきた？
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ご静聴ありがとうございました


