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●
　沖縄の人たちは，本土のことを「やま
と・日本・内地」などと呼ぶ。そして沖
縄はその歴史において「やまと村中央政
府」の葛藤に翻弄されてきた。とりわ
け米軍基地の存在によって自立経済を
実現できず，「やまと」に比較すると貧
困や失業率・離婚率などの高さ，ある
いは家庭崩壊など，社会的不利（social 
disadvantage）のあらゆるものが今もこ
の小さい島に集中している。日本の総面
積の 0.6％の県土に在日米軍基地の 75％
がある。
　さいきん全国で派遣やパートなどの
非正規労働者が全体の 4割に達し，年
収 200万円以下の人が 20％にも達した
と報道された。しかし沖縄では有業者の

49.9％が年収 200万円に達しない。欧
州で障害などの社会的不利に縛られた貧
しい人たちを“marginalized people”と
言うことがあるが，沖縄は島ごと貧しい
“marginalized country”である。そし
てこのような貧しい沖縄にいて仕事をし
ていると，ワーナーが強調する貧困と統
合失調症との関係をひしひしと感じる。

●
　ワーナーによると統合失調症の発病は，
遺伝子的要因に加えて，周産期ケアの不
備，産科合併症とくに出産時の児の脳損
傷や低体重，母体の喫煙率の高さやアル
コール乱用，貧困などの「不幸の重なり
合い」によるという。例えば統合失調症
の母親は未熟児や低体重児の出産リスク
が通常よりも 50％も高い，出産前後の
酸素欠乏による児の将来の統合失調症発
病リスクは 4倍以上に達する，そして
このような周産期のトラブルは統合失調
症発病率を 20％は押し上げる。
　戦後の英国で周産期ケアは改善された
が，豊かな地域で乳児死亡率と統合失調
症発病率は低下したものの貧困者の多い
地域や移民社会において統合失調症の発

ありつか・りょうじ＝精神医学，精神医療
ノーブルクリニックやんばる所長。著書に『う
つ病を体験した精神科医の処方箋』，『統合失
調症とのつきあい方』（以上，大月書店），『精
神化リハビリテーションの実際』（共訳，岩崎
学術出版社），クラーク著『ある精神科医の回
想』（監訳，創造出版）など多数。このほど，
ワーナー著『統合失調症回復への 13の提案』
を共訳・刊行

沖縄からの手紙
●『統合失調症回復への 13 の提案』を訳して

蟻塚　亮二
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病率が低下しなかった。つまり統合失調
症の母親は貧しいことが多く，貧困が周
産期の事情を悪化させ，ために子供の発
病リスクが高まるという「負の連鎖」が
続くのではないかと。
　ワーナーはこうも言う。一卵性双生児
の一方が統合失調症を発病した場合の他
方の発病率は 50％でしかない，また一
般人口において遺伝子的素質を持つもの
は 7-10％にも上るのに対して発病率が
1％以下でしかない，ということはつま
り環境要因が発病に関与しているのでは
ないかと。

●
　以下は女性の当事者から寄せられた本
書の読後感である。彼女の了解を得て紹
介する。
　「緻密なリサーチと豊富な知識に基づ
いた，具体案であって，決して希望を持
たせるだけの理想論ではないのですね。
産科合併症には，私が早産で陣痛が遷延
し，しかも喫煙していた母親から生まれ
た未熟児であったことや，私が泣かない，
反応のない赤ん坊であったことに関係が
あるのかと思いました。それなので私の
病気は脳の器質的な問題であって，父親
が昔の担当医に言われたように「母親の
虐待で病気になった」訳でないことを
知り，完全に母親と母親を嫌った自分を
許すことができて，救われました。」と。
産科合併症が統合失調症の発病リスクを
高めるというワーナーの視点は，彼女の
母親への鬱屈した思いを軽くした。
　さらに手紙は続く，「また，産科合併
症と統合失調症の発病リスクについての

提案により，発病しやすい人の数が大幅
に減らせる，というのは，とても重大な
情報ではないですか。スティグマに至っ
ては，当事者の私以上に深い理解と，差
別・偏見に対しての有効な提案に，心底
感動しました！」と。

●
　スティグマ（社会的烙印）の強い精神
障害であるのだが，リハビリテーション
の分野で「障害の受容」を患者に求める
という理屈がある。しかし「障害によ
るつらさ」は社会がもたらすのだから，
「障害受容」を率先して当事者に求める
のは間違いであり社会がまず障害を持つ
人に寛容になるべきものと私は思う（拙
著『統合失調症とのつきあい方―闘わ
ないことのすすめ』大月書店，参照）。
　そのあたりの事情をワーナーに言わせ
るとこうだ。精神疾患の診断を受け入れ
ることにより，自分は無能で役に立たな
いという世間的価値観に従おうとする内
発的感情が患者の心に発生し，障害をも
つ者としての役割を取るようになる。つ
まり無考えに「障害受容」を患者に迫る
ことは患者を無能力化するというのだ。
それは彼らが，悲しみ，不安，混乱，狭
い対人関係，人生への満足感の低さなど
に打ちのめされているからであり，その
ため，家族よりも誰よりも患者自身が精
神疾患についての世間的価値観つまりス
ティグマや偏見を最も過剰に取り入れる
という。
　じっさい幻聴にひどく悩む人をみてい
ると，「幻聴には返事をしないで聞き流
すようにしようよ」という私の提案以前
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に，精神疾患に対するスティグマに彼ら
が打ちのめされていることが多い。たと
えば，自分は他人よりも無能であるとい
う信念によって，子供の学校の PTAの
集まりに入っていけない，あるいはエレ
ベーターに乗ろうとした時に同じマン
ションの住人が乗っているとエレベー
ターに乗らないで階段を利用して下りる，
といった行動につながる。
　つまり幻聴などにひどく悩む人たちは，
目に見えない対人的恐怖あるいは「空間
を他人と共有することへの怖じ気」や世
間に対する劣等感などに想像以上に苦し
んでいる。ということは，このような対
人的恐怖を一掃し「統合失調症は回復す
る！」という楽観や確信がない状況では，
SSTも心理教育も対処スキルの訓練も
効果が期待できないということである。
いつも被害妄想に悩む女性が先日，妄想
へのとらわれから吹っ切れた。そして
言った，「世間の人って思ったほど怖く
ないことを発見したわ」と。けだし名言。
被害妄想の前提には他人に対する恐怖感
が続いていたのだ。

●
　このように，スティグマに最も打撃的
な影響を受けるのが患者であるとすれば，
スティグマによる恐怖感を極力減らした
治療環境や家庭や対人的ネットワークが
必要となる。精神症状とは環境と個体と
の状況依存的な反応の結果であり，とり
わけ長期入院という環境は患者の生活能
力を低下させ，彼らの意欲や尊厳や人格
の退行を招く。そのためこの本でも紹介
されているのは，最近の米国，北欧，ス

イスに展開する住居型治療施設「ソテリ
ア」やボルダーにある「シーダーハウ
ス」など，病院にとって代わる家庭的設
定における治療経験である。「脱病院」
に続くものとして，この経験は国際的に
主流となりつつある。
　ここで再び前述の当事者女性の感想文
から。「閉鎖病棟にいて独房に監禁され
たりしたため，長年にわたり，襖が永遠
に続き，開けても開けても部屋の中から
出られないという悪夢を見ました。ワー
ナーの提案の一つ，急性期治療を病院で
なく家庭で，というのはとても画期的だ
と思います。」

●
　ワーナーは「統合失調症が進行性の過
程を経て，人格荒廃にいたる」という言
説は神話であるとするが同感である。紙
幅の都合で紹介しなかったが，本書では
以上の議論のほかに，就労，経済的保障，
家族を支援して患者への否定的な感情を
修正すること，一般人よりも患者のほう
がストレス被爆率が高いこと，急性期に
おけるベンゾジアゼピンの積極的使用，
国際的な反スティグマ運動などについて
触れている。
　ところでこの文をいったん書き上げた
後で何人かの先輩諸氏にコメントをいた
だいた。それに対して，本の読後感を寄
せてくださった女性当事者の重ねての感
想を紹介する。
　「私の当事者としての思いを真摯に謙
虚に耳を傾けてくださる先生方がいらっ
しゃるということは，日本の精神科も
ワーナーの提案を受け容れられるような
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希望があるのだと，とても嬉しく思いま
す。また私の感想文を好意的に受け止め
ていただき，病人をやっていてよかった
なぁ，ということと，日本の当事者をと
りまく『環境』も捨てたもんじゃない，
名医と察せられる先生方が思った以上に
いらっしゃるのだ，とつくづく希望を感
じました。」と。

●
　さて先般，勤務先の名護市に夜間，米
軍の飛行機が墜落した。その後に来られ
た男性いわく，「夜に飛行機の音がうる

さくて眠れない，飛行機がわざわざ自分
の家の上を飛ぶ」と。これは妄想である
が怖い話だ。いつになれば沖縄では安心
して眠れるのだろうか。

　付　記
　リチャード・ワーナーの統合失調症に関
する講義映像が Birmingham大学のホーム
ペ ー ジ（URL http://www.bham.ac.uk/）
から見ることができます（トップペー
ジ → schools and departments → centre 
of excellence in interdisciplinary mental 
health→ A-Z list→Ｗ）

◇書評エッセンス◇

統合失調症からの回復
ワーナー著　西野直樹・中井久夫訳 

　「非定型抗精神病薬の登

場によって統合失調症の予

後は飛躍的に改善した」あ

るいは，わが国では「精神

分裂病が統合失調症に改称

されたことにより社会的予

後が良好になった」という

ような神話が後世に訛伝さ

れるに違いない。本書を読

んで最初に浮かんだ連想で

ある。

　統合失調症の軽症化ある

いは発生率の低下が指摘さ

れて久しい。統合失調症の

減少に踵を接するようにし

て，新しいタイプのパーソ

ナリティ障害が注目を浴び

るようになった。そうした

現象を，狭い医療の視点か

ら解釈することには慎重で

なければならない。

　「精神病の概念も治療法

も政治的・経済的要因に影

響されてきたのは明白であ

る。精神科医のイデオロ

ギーや臨床の相当部分が患

者のおかれた状況にふりま

わされているのである」。

　本書は，統合失調症が産

業革命以降増加し，1960
年以来発病が減少している

こと，および，働いている

精神障害者が失業中の患者

より長く退院後の生活を続

けてはいるが，働くことが

精神病症状の改善をもたら

すという証拠はないことを

示している。本書によって，

私たちは，抗精神病薬治療

への過剰な期待と，統合失

調症患者を労働へと駆り立

てる療法に対する根本的な

反省を迫られることになろ

う。本書は，製薬資本に翻

弄されている，現今の「企

業精神医学」（監訳者の解

題より）に警鐘を鳴らす一

書である。（評者・浅野弘

隆毅＝認知症介護研究・研

修仙台センター■精神医療

41号（2006）より抜粋）
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　はや 15年近く経過したが，平成 6年
（1994）の春，筆者は九州から関東に
移った。四半世紀を九州で過ごし，発達
障碍，とりわけ自閉症のような発達に深
刻な問題を抱えている人々に対する臨床
に取り組んできたことは，他では得がた
い貴重な財産であった。それゆえ九州を
去る時は断腸の思いであったが，なんと
かこれまでに学んだことを形にしておく
ことで恩返しをとの思いもあってまと
めたのが，201例の自閉症追跡調査研究
（Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 22(3), 395-411, 1992）であっ
た。この仕事を通して痛感したのは，長
年の経過観察では自閉症といわれる人々
の予後に大きな幅があるということで
あった。当然といえば当然の帰結である。

追跡調査研究の意義はその結果を今後の
自閉症療育にどう活かすかにかかってい
る。そんな思いでいた時，筆者は「九」
君と「州」君の事例（拙著『自閉症の発
達精神病理と治療』岩崎学術出版社，症
例 11　Ｋ子）に大きな影響を受け，自
閉症の人々とのコミュニケーションの基
盤づくりの大切さと可能性を見出した。
そしてそのことが，新たな職場で関係
発達臨床の実践の場Mother-Infant Unit
を作ろうという気持ちを引き出してくれ
た。
　ちょうど同じ頃，新たに自閉症者の入
所施設が生まれ，そこで嘱託医として関
与してくれないかという要請を受けた。
こうして筆者は乳幼児期の自閉症に対す
る関係発達臨床の実験的試みに従事する
と同時に，その成果を青年期・成人期自
閉症の療育にも試みる機会を持つことが
できた。今から思えば，またとない貴重
な機会を同時に得たことになる。
　この施設職員の大半は，自閉症につい
てはほとんど素人同然であった。筆者は
意図的に，彼らに自閉症についての概
論めいた話をあまり行わなかった。彼

こばやし・りゅうじ＝児童精神医学
大正大学人間学部人間福祉学科臨床心理学専
攻教授。著書に『自閉症の発達精神病理と治
療』，『自閉症と行動障害』（以上，岩崎学術出
版社），『自閉症の関係障害臨床』，『自閉症と
ことばの成り立ち』（以上，ミネルヴァ書房），
『よくわかる自閉症』（法研），『自閉症の関係
発達臨床』（日本評論社）など多数。このほど，
『自閉症とこころの臨床』を執筆・刊行。

自閉症の施設職員との出会いで
学んだこと

小林　隆児
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らに先入観を植え付けたくなかったのも
あるが，凄まじい行動障碍を示す自閉症
の人々と直接関わるのは筆者にとってほ
とんど初めての体験であったし，さほど
参考になるものもなかったからである。
職員はみな体当たりで取り組んでくれ
た。筆者は少なくとも月に 2回はでかけ，
事例検討の時間をたっぷりとって彼らと
一緒に考えることを大切にした。
　職員たちの報告は，自閉症の人々と関
わる中で感じたこと，さらにはどのよう
にそれに応じてきたかが丁寧に語られて
いた。行動障碍を示す人々のこころの動
きが鮮やかに浮き彫りになり，筆者はた
だただ彼らの報告から学ぶばかりであっ
た。
　熱心に取り組んでいた多くの職員の中
で，いつも感心するほど克明な報告をす
る数名の中に，小書『自閉症とこころの
臨床」の共著者である原田（旧姓斉藤）
理歩さんと，そこで実践を報告している
原鉄男さんがいた。この二人の報告は毎
回驚きの連続であった。いつも筆者の期
待や想像以上の内容を語ってくれた。筆
者は次第に毎回彼らの報告を聞くのを心
待ちにするようになった。
　彼らの関与のスタンスは，一言で言え
ば，素朴そのものであった。ほとんどこ
とばのない世界であるが，驚くほどの感
性でもって自閉症者のこころの動きを感
じ取り，それに応じていた。その裏づけ
になっているのが，常にあらゆるところ
に気を配りながら，緻密な観察を絶やさ
ないことであった。身体面の変化に対し
ても，彼らは看護師以上とも言っていい

ほどに鋭い観察眼を兼ね備えていた。そ
れは遠くからの冷めた眼ではなく，暖か
で慈愛に満ちた眼であった。観察された
内容も，彼らが直接関わる中で自らの身
体を通して感じ取っていることがひしひ
しと伝わってきた。その一端は以下の原
田さんの報告に見て取ることができるよ
うに思う。

（『自閉症とこころの臨床』原田理歩さん

の記述から，pp.138-140）
　ある土曜日の朝，朝食の時間でした。

　Ｂさんは食堂に行っており，私は居住棟

の方にいました。突然「ウギャァ～！ウ

オッ，ウオッ！」と，食堂と居住棟の間を

つなぐ廊下付近から，聞き慣れない大きな

声がしました。

　何事かと私が驚いて声のした方へ行こう

とすると，突然，ものすごいスピードと勢

いで，大ジャンプしながらＢさんが現れま

した。その額には脂汗をかき，必死な様子

で私の目の前までやってきて左手で私の手

をぎゅっと掴み，右手を挙げて「マッ！

マッ！」と何か訴えてきます。私は訳が

わからず，「どうしたの？」と聞いた瞬間，

Ｂさんの目がキッと鋭く光り，あっ，と

思った瞬間には，ゴンッ！と思い切り鈍い

音を立てて，私は眉間に頭突きをされてい

ました。私はあまりの痛さに目も開けられ

ず，しゃがみ込んでしまいました。しかし

Ｂさんは，しゃがみ込む私の背中の背骨が

出ているところへ，さらにもう一発，ド

ンッと頭突きをしてきました。

　「これはただごとではない……。」と，痛

いけれどうずくまっているわけにもいかず，
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でも立ち上がることもできずに困り果てて

いるところへ，騒ぎを聞きつけた男性職員

が駆けつけ，間に入ってくれました。食堂

にいた職員も騒ぎを聞きつけて来てくれた

ので食事中の様子を尋ねたのですが，特に

混乱する場面はなかったとのことでした。

　しかし，あの声といい，この他碍といい，

何か理由があるはず……と，ふとＢさんを

見ると，なにやら歩き方がおかしいのです。

そこで嫌がるＢさんをなんとか男性職員に

抱きかかえてもらいながら足を調べてみる

と，足首に傷があり赤く腫れ上がっていま

した。「そうか。けがしちゃったね。痛かっ

たね。」と私が言うと，一瞬Ｂさんと私の

目が合いました。その鋭い視線にどきりと

しました。そして次の瞬間，後ろからＢさ

んを抱きかかえていた職員のあごに，後頭

部で思い切り頭突きをしました。

　
　本書での彼らの記述はこのようなスタ
イルで貫かれている。二人がいかに自閉
症者の身体の動きを敏感に感じ取り，全
体の流れの中でその意味を読み解き，対
応しているかがよくわかる。自らの身体
を通して感じとったことを語っているか
らこそ，われわれにも臨場感をもって伝
わってくるのであろう。
　このような取り組みは二人をはじめ職
員たちに多大な負担と不安をもたらして
いたことも事実であった。満身創痍とも
いえるほどみんなどこかに生傷を負って
いた。今でもその時の後遺症が続いてい
る，と原田さんがぽつりと語ったことを
思い出す。
　これほどまでに壮絶な臨床現場での取

り組みが，なぜ彼らには可能だったので
あろうか。原田さんは「目の前にいる相
手に対して『治療』というような意識を
持ったこともなく，相手と自分（たち）
が，どうしたら一緒に（できれば心地よ
く）過ごすことができるかを考えてきま
した」とさらりと言うだけであった。
　本当のところは筆者にも分からないが，
以下の記述から多少なりとも推し量れる
ものがあるように思う。

（『自閉症とこころの臨床』原田理歩さん

の記述から，pp.157-159）
　Ｂさんとのコミュニケーションがお互い

にわかりやすい形でとれるようになってき

た頃のことです。Ｂさんの大好きなドライ

ブに行き，園に帰ってきてからＢさんは

コーラを飲んでいました。その日の買い物

は，Ｂさんが何を買いたいのかとてもわか

りやすく私に伝えてくれたので，私もＢ

さんもお互いほっとした感じがありまし

た。あまりにゆったりとコーラを飲むＢさ

んを見ているうちに，私はつい，向かいに

座っていたＢさんに「もっともっとＢさん

の言っていることがわかるようになりたい

よ。がんばるね」と言ってしまいました。

するとＢさんは，コーラの缶から口を離

し，ちょっと首をかしげながらじーっと私

を見つめました。そしておもむろに，口か

らコーラをぴゅーっと私めがけて吹きかけ

てきたのです。コーラまみれになった私は

びっくりしてＢさんを見ると，真剣な，で

も穏やかな顔をして，ちょっとだけ頬をピ

ンクにして私をじっと見つめ返し，すぐ

に視線をはずしてコーラを飲み始めまし
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た。私は，とても恥ずかしくなりました。

ちょっとＢさんのことがわかるようになっ

てきたからといって，こんなことを口にし

た自分にもあきれましたが，何より，そん

な私に対しＢさんが，『そんなに簡単じゃ

ないよ。そんなに頑張らなくてもいいよ』

と，言葉ではないけれどはっきりと私に届

く形で伝えてくれたことにハッとさせられ

ました。私がＢさんのことをわかるより

ずっと，Ｂさんは私のことをよくわかって

いるのだと気付かされました。戒められた

のと同時に，なぜか余計な力が抜け，とて

も励まされたような感じがしました。

　育児に忙殺される母親の大変さを支え
ているのは，母親しか味わうことのでき
ない子どもとの深いこころの交流である，
とはよく言われることであるが，それと
一脈通じるようなものを，原田さんは感
じ取っているのではないか。
　それにしても昨今の発達障碍ブーム
は，子どものこころの臨床現場に何をも
たらしたのであろうか。発達障碍に対す
る世の関心を高めたことは確かであろう
が，子どものこころの理解は深まるどこ
ろか，そこから遠ざかるばかりのように
思えてならない。小書で原田さんたちが
示している発達障碍の人々のこころのあ
りようをみていくと，彼らがいかにわれ
われとのこころのつながりを求めている
か，そのための実践がいかに大変な作業
かと痛切に思う。いとも簡単に発達障碍
というラベルを貼り，あとは療育現場の
人々に預けてしまうことの多い精神科医

療の実態を見るにつけ，自らの診療行為
がこころのつながりを結果的に断ち切っ
てしまっている現実にわれわれはもっと
気づく必要があるのではないか。

　最後に本書を送ったお礼に感想を寄せ
て下さった小倉清氏（おぐらクリニック
院長）からのお手紙を紹介し，氏への感
謝の気持ちを込めて筆を置くことにしよ
う。

　発達障碍の人々への「こころの臨床」に

ついて，臨床の場でここまで具体的に細か

く述べられた初めての本ではないでしょう

か。

　しかし，この治療にかかわられた人々が

示している resilience（回復力）とでもい
うべきものには感服させられます。こんな

に長いスパンであきらめずじっくりと取り

組もうという生き方はどこからくるものか

と思います。考え方とか，臨床的態度とい

うよりは生き方というべきでしょう。

　しかし，私たち精神科の臨床にたずさわ

る者は常にこの生き方が求められているし，

また自らも求めねばならないでしょう。そ

れは果たして訓練によって作られるものか

どうか，頭で分かってゆくものなのかどう

か，と思います。（下線は小倉氏自身によっ

ている）

　障碍の種類を問わず，どなたに対しても

その支援は結局そういうことに尽きるもの

でしょう。この本はそのことを明らかにし

ているものともいえると思いました。
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　今年（2008年）の夏に岩崎学術出
版社から『治療的柔構造』を上梓した。
「治療的柔構造」という考えは，慶応大
学の精神科医大野裕教授の発想によるも
ので，精神療法の持つ枠組み（治療構
造）を日本建築に見られるような柔軟性
を持った構造（柔構造）として捉えたオ
リジナルの概念である。本書は私がそれ
を踏襲する形で，治療者の柔軟性やオリ
ジナリティを生かした治療のあり方につ
いて論じたものである。私としてはこの
テーマで普段から考えていたことをかな
り自由に盛り込むことはできたが，お読
みいただいた方々からの反応は様々であ
る。おおむね好意的な感想をいただいた
が，その中には新たな考えを発展させて

くれたり，書き漏らしていたりしたこと
に気づかされたものが少なくない。
　たとえばあるカウンセラーから「柔構
造で治療を行う場合，治療者が感情的に
不安定な場合はどうなるのですか？」と
尋ねられた。「それは困りますね」と即
座に答えた後，確かに本書ではその点を
あまり論じていないことに気がついた。
治療構造は，治療者の情緒的な安定性に
支えられていることは間違えない。『治
療的柔構造』を執筆していたときは，そ
の要素を暗黙の前提としていたところが
ある。五重塔はその心

しんばしら

柱に用いる木材が
もろく容易にたわんでしまうとしたら，
最初から柔構造たりえないだろう。治療
的柔構造における治療者の情緒は，まさ
に五重塔の心柱の材質ほどに重要な要素
なのだ。
　ただし「治療者は情緒的に安定せよ」
とは，言うはたやすく実現は容易ではな
い。心柱の素材なら，良質の木を切り出
して十分に乾燥させれば得られるかも知
れないが，治療者の感情のブレを抑える
ために有効な処方箋などない。それこそ

柔構造，または療法家の「いい加減さ」
について

岡野　憲一郎　

おかの・けんいちろう＝精神医学，精神分析
国際医療福祉大学教授。著訳書にストリーン
著『ある精神分析家の告白』，『新しい精神分
析理論』，『中立性と現実』，『解離性障害―多
重人格の理解と治療』，『脳科学と心の臨床』
（以上，岩崎学術出版社），『心のマルチネッ
トワーク』（講談社），『自然流精神療法のすす
め』（星和書店）など多数。このほど，『治療
的柔構造』を執筆・刊行
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別の機会に改めて論じなおさなくてはな
らないほどの重要なテーマである。今後
「治療的柔構造」について改めて書き直
すことはおそらくないと思うが，もし機
会が訪れればもう一度論じ直したいと思
う。
　論じ足りなかったことといえば，治療
者の「いい加減さ」というテーマについ
てもそうであり，こちらがこの稿の本題
である。本書では多少なりとも誤解を招
いた可能性があるので，この機会を借り
て言葉をついでおきたい。
　本書では「いい加減さ」を基本的には
よい意味で用いている。つまり ｢ 良

よ

い加
減，ないしは度合い ｣という意味である
が，それこそ柔構造のあり方をひとこと
で言い換えたものといえる。「柔構造で
いこう」というメッセージは，「いい加
減でいこう」と言い直せることになる。
　ところがいうまでもなく，日本人に
とって一般的な意味での「いい加減」さ
には，かなりネガティブなニュアンスが
付きまとう。「いい加減な治療者」とい
うと，首尾一貫せず，軟弱な治療者のイ
メージを与えてしまう可能性があるので
ある。私自身も「あいつはいい加減な男
だ」と評価されることは，おそらく耐え
られないと思う。あくまでも「私はい
い加減にやっています」と言いながら，
「いやあなたが根は真面目なことはわ
かっていますよ。」と訂正してもらうこ
とを期待するのである。それなのに私は
どうして「いい加減さ」を重視するのか。
それは「いい加減さ」を健康で生産的な
もの（つまりは「良

よ

い加減」さ）と，だ

らしなくて適当な「いい加減さ」とに分
けているからだ。これらを仮に，「生産
的ないい加減さ」と，「イイカゲンさ」
という風に表記し分けるとすると，私は
もっぱら前者の重要性を強調したいので
ある。精神の健康に繋がるような「生産
的ないい加減さ」とは，私たち心の専門
家が追求するべきものなのだ。そしてこ
の二つを分ける根拠について論じるため
には，私たちが持つ治療観に話を広げる
必要がある。

　私は治療者は「他人を変えようと思っ
て変えることなどまず出来ない」くらい
に思っておくべきだと思う。もちろん治
療者にもプライドがあり，自分が患者さ
んの問題を正しく理解し，改善する力が
あると思い込みたいのはわかる。それに
たまたま患者さんにむけた言葉がその人
生を大きく変えることも，実際に起きる
かもしれない。しかし現実の治療では多
くの場合，患者さんは治療者の予想や期
待に反して変化に「抵抗」し，相変わら
ずの症状や行動パターンを示し続けるも
のである。虚心坦懐に患者さんを見れば，
それは明らかなことだ。
　患者さんを変えることが難しい最大の
理由は，人の行動や症状があまりにも多
くの変数を持った複雑なものであり，そ
れらを十分に説明するほどの理論は存在
しないからだ。要するに他人の心の中は
基本的には非常に見えにくいものなので
ある。精神分析家なら，患者さんの行動
の無意識的な動機を知ることに多少なり
とも長けているかもしれないが，それに
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も大いに限界がある。
　それでも患者さんが治療者のもとに通
い続けるうちにその行動が変化したなら，
それは実は治療をきっかけにして患者さ
ん自身が変わろうとしたという場合が圧
倒的に多い。もちろん患者さんが自分を
変えるためには，本当にその気にならな
くてはならず，それはまれにしか起きな
いかもしれない。しかしそれでも人は本
当に自分を変えようと決意すれば，必ず
変わるのである。そしてそれは患者さん
だけでなく，治療者自身についても言え
ることだ。
　私のこの主張を不可解と思われる方も
いらっしゃるだろうが，理屈から言えば
正しいことになる。たとえばあなたが筋
金入りのヘビースモーカーだとする。あ
なたは他人から説得されて禁煙すること
は極めて難しいだろう。ところがある日
あなたが禁煙する決意をして，その決意
が本物なら，それが達成できる確率は
100パーセントなのである。もちろん禁
煙を達成できたことで，その決意が本物
であったことが結果的に証明されるとい
うトートロジーがそこにはあるのだが，
少なくとも人は自分自身の意図的な行動
に関しては，それを変える力を無限に有
しているのは間違いのないことなのだ。
そしてこのように考えると，世の中の出
来事は二つに分かれることになる。それ
は自分の行動により変えることが出来る
ものと，それ以外のことである。

　以上の説明は回りくどかったかもしれ
ないが，私の論旨はここから先はおおむ

ね明快なつもりである。それは「生産的
ないい加減さ」とは，自分の行動の範囲
外にあるもの，つまり他人が関わってく
る部分については，余計な努力や期待を
せず，こだわりを捨て，自然な流れに任
せるということなのだ。その代わり自分
の行動により変えることが出来るものに
ついては手を抜かないのである。それに
比べて「イイカゲンさ」とは，どこで力
を抜いて，どこにこだわるかについての
メリハリがない。結局は自分で出来るこ
ともせず，逆に他人の人生に自分の主義
やこだわりを押し付けたり，あれこれ指
図したり，批判したり，過剰な期待を抱
いたりする。またイイカゲンな人は自分
自身を変えているように見えても，それ
は決して自発的なものではない。周囲に
より影響を受け，迎合し，洗脳され，あ
るいは力負けをする形で変えられてし
まっているのである。

　このように「生産的ないい加減さ」と
「イイカゲンさ」を区別しては見たが，
おそらく一般の方にはわかりにくいかも
しれない。先ほどの説明からお分かりの
ように，この概念は，ある種の不可知論
ないしは運命論的な世界観を反映してい
るが，もちろんそれに納得しない人は多
いだろう。それに「生産的ないい加減
さ」を発揮している人は，傍目にはやは
りイイカゲンに映ってしまうことが多い。
そしてこの「生産的ないい加減さ」のわ
かりにくさは同時に，「治療的柔構造」
という概念の見えにくさや，誤解を招く
可能性をも意味する。



13

　実際「治療的柔構造」に従った治療者
は，比較的容易に患者さんの要求を聞き
入れてしまう一方では，その病理を問題
にしたり治療したりすることには消極的
なように見えるかもしれない。そのよう
な治療者の振る舞いはしばしば「患者さ
んに簡単に操作され，依存心や退行を生
んでしまうのではないか？」という危惧
を周囲に生むだろう。それにイイカゲン
な治療者も，その首尾一貫性のなさや脆
弱さから，一方では教条的に治療構造を
押し付けることはあっても，他方では患
者さんの要求をずるずる聞き入れ，譲歩
してしまうこともある。治療的柔構造が

備えた強靭さは，このようにイイカゲン
な治療による柔構造のまがい物と混同さ
れやすいのである。思えば柔構造として
の五重塔も，一見もろくて地震ですぐに
でも倒壊してしまいそうなイメージを与
えるところに意外性があるのである。
　このように考えると，著書としての
『治療的柔構造』も目立たずひっそり書
店の隅に置かれるのが運命ではないかと
思えてくる。それでもわずかな臨床家に
でもいいから理解され，震災に耐えた五
重塔のように，できるだけ長く生きなが
らえてほしいと願うのである。

◇書評エッセンス◇

解離性障害
岡野憲一郎 著 

　刺激的な本である。著者

はその人柄でもあるのだろ

うが，決して自らの考えを

読者に押し付けていないよ

うに思われる。この本に触

れた読者は自分の臨床経験

に想いを馳せ，さまざまな

臨床的アイデアを生み出す

ことができるだろう。この

本は読者を対話に誘ってい

るようだ。私は本書を読み

進める中，少なからぬ点

で自分の考えとの相違を体

験したが，そのことにより，

私の考えはより明確に，そ

して，より豊かになるとい

うことを体験した。真の良

書とは知識を与えるもので

はなく，読書体験を通して

読者に生産や創造を可能に

するものであろう。

　日本において解離性障

害が注目を浴び始めたの

は 1990年代である。この
時期に安克昌と一丸藤太郎

による先駆的でありながら

現在においても有用な諸論

文が発表されている。また，

2000 年には Putnum FW
の『多重人格性障害―その

診断と治療』が翻訳された。

しかし，著者が述べている

ように，「まだわが国独自

の参考文献は少ない」とい

うのが現状である。このよ

うな状況において，著者の

オリジナリティあふれる解

離性障害に関するモノグラ

フが出版されたことは，解

離性障害の研究ということ

だけではなく，臨床実践と

いう点からも大変喜ばしい

ことである。本書は解離性

障害に関心があるすべての

臨床家にとって必携の書

であろう。（評者・細澤仁

＝兵庫教育大学■精神療法

34巻2号（2008）より抜粋）
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　いま学校でどんなことが起こっている
のかは，意外と知られていない。私も何
となくしか知らなかった。私も学校教育
を受けたし，わが子も学校に通っている。
それにときどき報道で教育問題も目にす
るし，臨床のなかでも学校の風景は垣
間見られるからだ。しかし 13年前，ス
クールカウンセラーとして公立中学校に
行った私は驚愕し，自分の無知を思い知
ることになった。
　中学の廊下である。二人乗りの自転
車が，生徒の間をすり抜けるように走
る。教師が数人かがりで自転車を止める
と，少年らは「遊んでいただけじゃない
か！」と喚き散らし，脇を固める教師の
足を蹴っている。個別指導のあと，足
に湿布を張った男性教師が私に愚痴る。
「彼らは学校では傍若無人だが，家庭や

校外では大人しい。家で『教師から差別
される』と訴えているため，親から抗議
はあっても謝罪はない。親子ともども道
理や情が通じない。警察も福祉も介入で
きないので，学校が対処せねばならない
が……」，強い無力感が私にも伝わって
くる。こうした子どもの出席停止は，一
時的な平穏しか期待できない。せめて精
神分析的な理解を試みれば，学校が親子
の情緒の受け皿となり，学校は自己愛的
な万能感に陥っているといえるだろうが
……深刻さが否認されることもよくある。
　ある高校の廊下。リストカットしなが
ら歩いている女子生徒が，保健室に入っ
ていく。その様子を見ていた担任は，何
の違和感もなく私に言った。「あの子，
ああいう癖があるんです」。「幽霊みたい
な子」と評する養護教諭によると，両親
は子どもの自傷行為には無関心で，本人
にも何回か治療を勧めてはみたが，まる
で他人事のようにかわして，綿ぼこり舞
う廊下へと消えてしまい，心配はしてい
るのだが自分もいつしか彼女のことを忘
れてしまうと言う。ネグレクトが投影同

誰も知らないNobody Knows

鈴木　　誠　

すずき・まこと＝臨床心理学，精神分析
くわな心理相談室主宰。著書に『惨事ストレ
スへのケア』（分担執筆，ブレーン出版）など。
このほどＳ－ウィッテンバーグ著『学校現場に
生かす精神分析―学ぶことと教えることの情
緒的体験』を共監訳・刊行。
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一化をへて教諭によって行動化されてい
るようだ。無力感に耐え抜くのも，よく
ある風景だ。
　長期不登校の女子中学生がいた。半年
近く家庭訪問を続けた担任が，ようやく
彼女を私に引き合わせた。明らかに深刻
なうつ状態で治療が必要だった。彼女の
治療を頑なに拒む両親を，担任は根気強
く説得し，数ヵ月後，両親は精神科に行
く代わりに私に会いに来た。私の説明の
言葉をさえぎって，瞳を異様に輝かせた
父親が言う。「心理学も精神医学も信じ
ていない！」感応精神病状態と思しき両
親は途中で席を立ち，私は二度と彼らと
会うことはなかった。数週間後，憔悴し
た担任がやってきた。その後も家庭訪問
を毎週続けているという。子どもの深い
無力感と失望の感覚が，担任をへて私に
も伝わってくる。

　解決できない問題が学校には山積みで，
ついつい原因や責任を追及したくなる。
社会や行政，校長や教師，親などへの責
任追及は理にはかなっているが，それが
学校現場で役立つのは稀である。虐待で
一時保護するときくらいだろう。ほとん
どの場合，この種の追及はあまり役に立
たない。むしろ「解決できない」問題を
せめて「考えることのできる」問題に変
容させ，教師や親が「わけも分からず」
消耗し，彼らの現実感覚が失われるのを
食い止める方がよほど役に立つ。それが
劇的に功を奏することもある。
　「崩壊前夜」。ある担任がそう評する中
学のクラスがあった。仲間グループの再

編が激しく，中傷合戦はしばしば「いじ
め」事件となっていた。授業での集中力
も欠き，学力レベルは最下位だった。数
人が家族関係で悩んでいて，日々，担任
は対応に追われ消耗していた。クラス集
団が，いがみ合いバラバラな家族を現実
化しているようだった。
　長期不登校の女子生徒にも深刻な家族
背景があった。彼女が幼い頃，母親が愛
人と失踪したのだった。祖母は異常に世
間体を気にし，兄は不登校の末ひきこも
り，姉は不安定な異性交遊を繰り返しつ
つフリーターとなっていた。父親は子ど
も思いだが，非力だった。ある日，彼女
が担任に打ち明けた。「みんなの目が怖
くて教室に入れない」。担任も生徒の目
つきの悪さを実感しており，これはひと
つの現実でもあるが，彼女の視線恐怖か
もしれない。いずれにしても生徒の家族
（母親）への陰性感情が，投影されて現
実化している可能性がある。この理解を
共有した担任は，大胆な計画を立てた。
彼女に自分の気持ちをクラスで打ち明け
ることを提案したのだ。
　やがて担任に付き添われた彼女は，
ホームルームで自分の家族の悲劇を語り，
「私には家族がない。いま唯一の家族は
クラスの友人。それがバラバラなのが耐
えられない」と，涙ながらに訴えた。女
子生徒のもらい泣きが伝染し，やがて大
勢の嗚咽となって教室を覆う。この集団
体験で，クラス全体が何かを確認し共有
したようだった。担任が目を潤ませなが
ら続ける。「あの日はクラスの『復興の
日』となった」。様子を詳しく語る担任
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から，その臨場感が私にも伝わってくる。
それにしても，安っぽい学園ドラマみた
いだ。皮肉っぽい私のこの考えを打ち破
るように，自分でも照れくさいほどの感
動が私の胸を揺さぶっている。学校現場
も，まんざら悪くもない。
　解決できない問題が，学校現場には山
積している。このクラスの問題も解決さ
れたわけではない。ただ理解され，それ
に基づいて支援され，集団力動が自己愛
的一体感をもたらしただけともいえる。
精神分析では，集団力動，自己愛的関係
や万能感は否定的なニュアンスをともな
い，しばしば教師や学校もこの点から批
判される。しかし少し目先を変えてみて
も良いだろう。乳児の母子関係において，
家族集団や自己愛的関係や万能感は，乳

児の心を育てるために本質的な構成要素
だろう。学校は，親の機能の一部を引き
継ぐわけだから，学校の教師と生徒の関
係にも，同じことが言えるのではないだ
ろうか。もちろん，歪んだ自己愛や万能
感の末路も同じだろうが……

　中学に通うわが子が，学校での私の仕
事に興味を持ったようだ。カウンセリン
グの中身には触れにくいので，特にひど
い学級崩壊の観察を話してやった。わが
子は驚く様子もなく「うちのクラスも同
じだよ」と言って，驚くべき実態を話し
てくれた。言葉を失った。いま学校でど
んなことが起こっているのかは，意外と
知らない。

◇書評エッセンス◇

臨床現場に生かす

クライン派精神分析
Ｓ－ウィッテンバーグ著　平井監訳 

　本書は初版以来 30年以
上も途切れることなく版を

重ね，9カ国以上にも翻訳
され，現在もタヴィストッ

ク・クリニックの精神分析

的心理療法の訓練・研修リ

ストに載せられていると

いう。クライン派の入門

書的なポジションを確たる

ものとしている，と言って

よいだろう。ただし本書は

単なる入門書の域に留まら

ない。クライン派精神分析

が地に足のついた臨床と結

びついた形で提示されてお

り，「高級料亭の料理人が

学びに来るようなお蕎麦屋

さん」（監訳者）の味わい

がある，という。なるほど，

である。

　精神分析が，分析室内の

特権に留まっているには

もったいない。日本におい

ても，今後精神分析が，精

神医学や心理臨床の分野の

みならず，関連分野，すな

わち，福祉，教育，保育な

どにもさらに根を張ってほ

しいところである。その意

味で，本書はその船頭役を

務めてくれることだろう。

他の援助職，専門職，さら

には彼らを教育する指導者

にもぜひ手にとってほしい

と思う。（評者・祖父江典

人＝愛知県立大学■精神分

析研究52巻1号（2008年）
より抜粋）


