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幻の隆盛

伊集院　清一　

　今回，岩崎学術出版社から出されてい
る『芸術療法実践講座』は，おそらく，
この領域の 2000年以降の，わが国にお
ける画期的な臨床シリーズ本となるであ
ろう。この 10年で種々の疾患概念の分
類の変遷があり，時代は，生物学的精神
医学，遺伝子学，薬物療法，そして認知
行動療法が席巻している。
　そんな中，このシリーズ本は，2001
年に企画され，2004年には，その第 1
巻である『絵画療法Ⅰ』が出された。そ
して，他の媒体のものを含めて次々に
出版され，この度，シリーズ第 2巻に
当たる『絵画療法Ⅱ』が 5冊目として，
この世に出た。
　この絵画療法のⅠとⅡは，21世紀に
なって出された，この 10年を俯瞰しう
る，珍しい絵画療法の専門書といえる。

そこでは，精神療法・心理療法とは何か
が，芸術療法 Art and Psychotherapyの
立場から，もう一度問い直されている。

　アートは，熱く人間を燃やす永遠のエ
ネルギーだからだ。

　私はかつて，ある雑誌で，自分が精神
科医となった礎として，マンガがあると
述べた。「マンガが精神科医をつくるこ
とだってあるのだ」と。
　この長い期間，私が人間を追い求めた
のはこのためだったかもしれないし，そ
のことが，私を絵画療法へと導いたのか
もしれない。
　中井久夫先生を師と仰いだとき，師の
数多くの専門領域の中から，結局，私は
この領域に特化していった。それは，私
に染みついた宿命だったのかもしれない。

　私に影響を及ぼしたもう一つのものと
しては，エーリッヒ・フォン・デニケン
の『星への帰還』から続く古代文明の謎

いじゅういん・せいいち＝精神医学，絵画療法
多摩美術大学教授。著書に『風景構成法その
後の発展』，『芸術療法 1理論編』（ともに分担
執筆，岩崎学術出版社）など。このほど『芸
術療法実践講座 2　絵画療法Ⅱ』を編集・刊行
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と，『人類の罠』，進化論を覆すような，
地球外生命体，サイボーグ，ミュータン
ト，サイキックや ESP，ガイア，コス
モゾーンへと繋がる世界があった。
　その波が再び，クローンやナノテクノ
ロジー，AI，ES細胞，脳細胞をはじめ
とする様々な細胞の可塑性・再活性化の
命題をもたらし，生命・生物の謎を現象
化し，今ここに蘇ろうとしている。

　マンガで，生命，永遠，死，再生とい
えば，やはり手塚治虫だ。手塚といえ
ば，『火の鳥』，それは究極のコタール妄
想のマンガだともいえる。あの鬱の深淵
に眠る裂隙，我々を誘う恐ろしい死の淵，
その上を蜘蛛の糸を伝うように，あるい
は吊るし縄を頼りに渡るかのように，あ
るいは白い煙幕であたかも裂隙がないよ
うに感じているかのように，その白い雲
の原を，恐る恐る永遠の生を信じて歩む
人々の心を描いていった作品群だ。
　手塚は，はるか昔に，「鳥獣戯画」の
時代から日本にはマンガの文化があった，
と語っていた。そして，今や，やっとマ
ンガは日本の文化となった。

　長い長い年月で見ないと判らない，証
明できないことだってある。きっと，心
と脳の問題も，そして，その治療として
の芸術療法や精神療法・心理療法の意味
合いも，いつか解明されることだろう。
そのときがくれば，きっと，きっと……。

　デニケンが 40年前に触れたことが，
今起ころうとしているように，そして，

手塚が 20歳のときに描いた絵が現実と
なっているように，絵画療法も，精神療
法・心理療法も，この本が提示している
ように，明るい未来を確立してくれるか
もしれない。

　論文や本を書くのも，一つの芸術だと
いえる。「作家」という形で包めば，画
家も音楽家も小説家も学者も，そこに含
まれよう。作家といえば，賞だ。賞とい
えば，この時期，映画のアカデミー賞が
話題となる。不思議と，何度も賞を獲る
人と，有名で実力もあるであろうに賞に
縁のない人がいる。研究の領域も，それ
によく似ている。論理性に，ある種の芸
術性が必要だからなのかもしれない。
　人間だから，好き嫌いがある。人の認
知の問題だ。何が好きで，どこが好きな
のか。その人固有に備わったもの，育っ
た環境，言語，風土，国家等々。認知の
網の目を紡ぐ種々の謎に迫りたいものだ。

　デニケンのように，灯る思想の流れを
断ち切り，人々がもう一度流れの源を見
直すような著作を書いてみたいものだ。
たとえそれが，幻の隆盛に終わろうとも。

　過日，久方ぶりに “A River Runs 
Through It”を観た。あのレッドフォー
ドとブラピのコラボの名作だ。英語の
"a"や "it"は，用法が難しい。ネイティ
ヴでないとなかなか使いこなせないこと
も多い。この itは何だろう。さしずめ，
川は流れる，ではなく，川は流れてゆく，
なのだろうか，映画ではそのまま「リ
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バー・ランズ・スルー・イット」で紹介
された。英語の不思議さ，面白さについ
ても考えさせられる作品だ。
　あの透きとおった川の流れの中，ブラ
ピと少年時代・青年時代をともに過ごす
兄と父のまぶしい風景。踏みしめる大地，
生きていく心棒，身体に滲み込んでゆく
アイデンティティー，心の奥底にある潜
在意識，itは，それらを象徴しているの
かもしれない。

　「風景構成法」もまた，その itを大切
に思うがゆえに，描かれるその画面に it
が感じられるがゆえに，その上を流れて
いく水である川を第一アイテムにもって
きたのであろう。

　人間が人間であり続ける限り，どんな

創作物であろうと，下す判断は結局，it
を中継しつつも，自らの好き嫌いに依拠
するものとなってしまうのかもしれない。
　それゆえ，人間である私にとっても，
書くもの，作るものがあるときには，や
はり，自分の好きなものをまとめあげて
こそ，生き甲斐は生まれ，そこに生きて
いる実感が伴ってくることだろう。
　さしずめ，今の私は，病跡学のもつ治
療学的側面や，絵画療法のもつ精神療法
としての治療可能性，そうしたものを確
固とした専門性と論理性でまとめあげる
ということが夢である。もしそこに僅か
ばかりの芸術性が窺われたとしたら，そ
んな作品を一つでも著すことができたと
したら，私の人生はどんなにか幸せに彩
られたものとなるだろうかと思ってしま
う。

◇書評エッセンス◇

臨床精神医学の方法
土居健郎著

　国際的に名高い精神分析

家である先生がこの時期に

出版する本が，「臨床精神

医学の方法」という書名で

あること，精神分析でなく，

あえて精神医学を取り上げ

ていることに意外な印象

をもたれる方もおられるか

もしれない。（中略）つま

り，この本は，広い精神医

療，こころの臨床の一般的

な状況のなかに置かれたと

きに精神分析がどのような

価値を持つのか，というこ

とをめぐる本である。（中

略）先生は，精神分析療法

という狭い世界，構造化さ

れたプライヴェート・プラ

クティスに基盤を置く実践

を超えて，精神分析という

内在化された文化が精神医

療，こころの臨床全体にお

よぼす生産的なインパクト

を語ろうとしている。エビ

デンス・ベーストな発想の

蔓延，薬物療法の偏重とい

った現在の臨床状況も十分

に視野に入れながら，先生

は精神分析が精神医療にも

たらすものに大きな希望を

持っていることを伝えてく

るのである。（評者・藤山

直樹＝上智大学■精神分析

研究 53 巻 3 号（2009）

より抜粋）
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　近著「摂食障害の不安に向き合う―
対人関係療法によるアプローチ」を読
んだ方から，「過食のお金や，アルバイ
トをした場合の収入の扱いなど，ずい
ぶん現実的なことを細かく扱っている
ので驚いた」という感想をいただいた。
その感想を聞いて思い出したのが，米
国では，対人関係療法（interpersonal 
psychotherapy： IPT）が，精神科医や
臨床心理士だけでなく，ソーシャルワー
カーの方たちに多く活用されていると
いう事実である。ソーシャルワークと
IPTのアプローチに共通点が多いから
だということを，IPT創始者ワイスマ
ンに聞いたことがある。患者の現在の
対人関係と症状の関連に焦点を当てる
IPTでは，治療の過程で，様々な現実

的な問題が解決することも多いし，ソー
シャルサポートの量的・質的充実も重要
な治療目標の一つである。これは，ソー
シャルワークを専門とする人たちには，
極めて親和性の高いアプローチだろう。
　振り返ってみれば，IPTが治療法と
して開発される際に多くを参考にしたサ
リバンは，当時圧倒的に優勢だった精神
内界的アプローチとは異なり，「精神医
学とは，人々についての，そして人々の
間のプロセスについての科学的学問であ
り，心や社会や脳だけに焦点を当てるも
のではない」と教えた。この時点で，精
神医学がソーシャルワーク的な領域に踏
み出したと言える。そして，サリバンの
考えは現在では多くの臨床現場に共有さ
れていると思うし，ソーシャルワーカー
の方たちの活躍の場が増えているのも，
それが必要なことだと認識されているか
らだろう。
　一方で，こうした現実的なテーマを扱
うと，単なるソーシャルワークになって
しまい，「深い」治療にならないのでは
ないか，と懸念する人々がいるのも事実
である。もちろんそのリスクは否定しな

みずしま・ひろこ＝精神医学，対人関係療法
対人関係療法専門クリニック院長。著訳書に，
ワイスマン他著『対人関係療法総合ガイド』
（訳，岩崎学術出版社），『自分でできる対人
関係療法』（創元社），『拒食症・過食症を対人
関係療法で治す』（紀伊國屋書店），『対人関係
療法マスターブック』（金剛出版）など多数。
このほど，『摂食障害の不安に向き合う―対人
関係療法によるアプローチ』を刊行。

「過食費」と「深い癒し」

水島　広子　
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い。例えば，治療者側が一方的に問題解
決をしてしまうようなやり方だと，治療
的なプロセスは進まないだろう。むしろ，
患者の無能力感や依存心を増すだけかも
しれない。要は，どういうスタンスで扱
うかということだと思う。IPTの魅力
は，現実的なテーマを通して患者の力動
を扱えるところにあると私は思っている。
そこで得られるものは，症状の寛解にと
どまらない。ゆるし，深い癒し，患者や
家族の人間的な成長に感動することも少
なくなく，まさに精神療法に期待するも
のが得られるという印象がある。
　私が拙著に書いた一つの例は，過食症
状を持つ摂食障害患者の場合に必ずと
いってよいほど問題になる過食費の話で
ある。過食には膨大なお金がかかる。患
者の多くは若年女性であり，とても自分
でカバーできる金額ではないことが多い。
一人で何とかしようとすると追い詰めら
れて売春にすらつながり，家族に負担し
てもらうと，何らかの不和が生じること
が多い。そういう意味では，明らかに現
実的なテーマである。
　そのようなケースに対して，私は細々
とした話を聞いて対応していくのだが，
私が持っている明確な原則は，過食費は
「家族が払うべき性質のもの」というも
のである。これは，摂食障害が病気であ
り，過食は症状であって本人のコント
ロール下にはないということを考えれば，
実は当然のことである（当然だと思わな
い方は拙著を読んでいただきたい）が，
こうしたことを敢えて明確に形にするこ
とは，大きな意味を持つ。患者の罪悪感

を扱うことになるからである。
　過食をやめられない自分，家族が苦労
して稼いでくれたお金で買った食べ物を
嘔吐してただトイレに流す自分，そもそ
も経済的に自立できておらず家族にいつ
までも苦労をかけている自分……お金に
ついての罪悪感を持っていない過食患者
を私は見たことがない。そしてその罪悪
感が放置されることで，病気の経過はま
すます悪くなる。患者の罪悪感は明らか
に治療で扱うべきものであるが，その有
用な「とっかかり」が「お金」なので
ある。IPTの「医学モデル」を適用し，
過食を病気の症状と位置づけた上で，患
者の自立も視野に入れながらお金の流れ
を細かく規定していく作業は，様々な治
療的プロセスを伴うものとなる。
　考えてみれば，「お金」は，私たちの
生活の中で様々なものを象徴している。
過食患者においては，「家族が苦労して
稼いでくれたもの（家族との関係性）」
であり，「自己コントロールの悪さの象
徴（自分の性質）」であり，「経済的に自
立していない，だめな自分を示すもの
（自分の能力，社会における位置づけ）」
であり，「今後の生活の安定を脅かすも
の（将来への不安）」である。「自己」
「世界」「将来」という，悲観的認知の
三徴のすべてがここに含まれているくら
いに，私たちの精神生活の全域に及ぶも
のだと言える。これほどホットな領域を
扱わない手はない，というのが私の考え
であるし，患者の現在に密着する IPT
では扱わざるを得ない領域でもある。患
者が実際に困っている領域を扱うことは，
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治療関係を強固にするし，患者の治療意
欲も高める。そして結果としてソーシャ
ルワーク的な側面も達成できるのであれ
ば（IPTは治療であってソーシャルワー
クではないので，本当のソーシャルワー
クが必要になったときにはもちろんソー
シャルワーカーを紹介する。ソーシャル
ワーカーの活用を考えるところまでが，
IPTの守備範囲である），患者にとって
それほど「お得な」治療はないのではな
いだろうか。
　そして，「お金」というテーマのやり
とりを通して，身近な他者との関係性の

中で，罪悪感が扱われ，無力感が扱われ，
将来への不安が扱われ，最終的には無
条件の肯定的関心を感じることが，IPT
で経験される深い癒しにつながっている
のだと思う。そもそも，私たち人間が，
細々とした現実的なことに従事しながら
毎日を生きているのであり，私たちの心
のあり方は，現実との関わり方に間違い
なく反映されている。心に触れる治療を
行うために，現実的なテーマを扱うこと
は，大変理にかなったことのように思え
る。
　

◇書評エッセンス◇

対人関係療法総合ガイド
ワイスマン他著　水島広子訳

　海外でいくら評価が高く

ても，新しい精神療法を日

本に導入するのはとても難

しい。言葉の壁は厳然と存

在するし，具体的な技法を

細かく理解して身につけて

いくのは並大抵のことでは

ない。その精神療法につい

て書かれた著作や論文を丁

寧に読むのはもちろん大事

だし，それを実践している

人の話を直接聞いたり指導

を受けたりすることも大切

だ。

　『対人関係療法総合ガイ

ド』を訳した水島広子先生

は，対人関係療法について，

そうした大変な作業を文字

通り一人でやり続けている。

それだけ臨床に根ざした活

動をされているから，患者

さんを救いたいという熱意

があるから，これだけの活

動を地道に続けられるのだ

と思う。

　うつ病はもちろんのこと，

物質使用障害や不安障害，

水島先生の専門の摂食障害

など，多岐にわたる疾患

に対する対人関係療法のア

プローチが詳しく書かれて

いて，対人関係療法のエン

サイクロペディア臨床版と

も言える内容になっている。

しかも，ふんだんに症例が

紹介されていて，それを読

むだけで精神療法の具体的

な技法を勉強することがで

きる・これは対人関係療法

だけでなく，精神療法を勉

強している人にも，すでに

経験をつんだ人にも，きっ

と役に立つ内容になってい

る。（評者・大野裕＝慶應

義塾大学■精神療法 35巻

5号（2009）より抜粋）
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還暦と出版をめぐって

本城　秀次　

　私は昨年 12月に還暦を迎えたが，私
のまわりの人達が還暦記念の出版を計画
してくれた。それが「子どもの発達と情
緒の障害̶事例からみる児童精神医学
の臨床」である。
　私は還暦，60歳という現実を受け入
れるのにとまどいがあり，その企画にど
のような姿勢を取ればいいかわからない
でいた。そのため，出版計画のことにつ
いては周りの人にあまり聞かず，殆ど何
も知らない状態で通してきた。誰が企画
編集をしているのか，誰が執筆している
のかつい最近まで全く知らなかった。し
かし，序文を書くためにゲラ刷をもらっ
て初めて誰が執筆しているのかを知った。

そこに多くの人の名前を見て，ある種の
感慨を禁じ得なかった。
　自分にとって還暦というとまず第 1
に思い出すのは，私の恩師である名古屋
大学精神医学教室教授笠原嘉先生の還暦
のお祝いを医局長として準備したことで
ある。当時の笠原先生は精神病理学の碩
学としてその名をとどろかせており，還
暦を迎えた学者としてまことに年輪を感
じさせるものがあった。還暦というと笠
原先生のその姿が思い浮かぶので，自分
自身が還暦と言われても，まだまだ若僧
という実感しか湧かない。しかし，60
歳という現実は厳しいもので，自分には
もうあまり時間が残されていないという
ことを否応なく思い知らされることに
なった。
　私は昭和 50年 3月に名古屋大学医学
部を卒業し，名古屋大学精神医学教室で
精神科医，児童精神科医としての訓練を
受け，その後 8年近く，単科の精神病
院に勤務していた。そして，昭和 60年
8月から名古屋大学精神医学教室の助手

ほんじょう・しゅうじ＝児童精神医学
名古屋大学発達心理精神科学教育研究セン
ター教授。著訳書に，コフート著『自己の修
復』（共訳，みすず書房），『人間発達と心理
学』（共編，金子書房），『よくわかる子どもの
精神保健』（編著，ミネルヴァ書房）など多数。
このほど，『子どもの発達と情緒の障害̶事例
からみる児童精神医学の臨床』を監修・刊行。
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として精神科の児童外来を担当すること
になった。
　序文にも書いたように，名古屋大学精
神科の児童外来は堀要元教授によって昭
和 11年に開設されたもので日本最古の
歴史を有していた。その外来を当時の若
林慎一郎助教授と一緒に切り盛りした。
児童精神医学を専攻する者として自分の
専門分野に没頭できる充実した時であっ
た。
　その後，平成元年 4月に名古屋大学
教育学部の臨床心理学系の教官として，
移動することになった。そこでの仕事は，
主として臨床心理士の養成であった。臨
床心理士の養成は大学院の修士課程で行
われており，大学院生のやった心理療法
のスーパービジョンや修士論文の指導な
どが仕事の大きな部分を占めることに
なった。
　そのころから大学改革の嵐が吹き荒れ
始め，名古屋大学教育学部も名古屋大学
大学院教育発達科学研究科として改組さ
れ，大学院大学化された。その後，子ど
ものこころの問題を児童精神医学，臨床
心理学など多領域から取り扱う全学的な
センターを作ることを計画し，発達心理
精神科学教育研究センターが設立された。
これは児童精神医学分野，母子関係援助
分野，学校カウンセリング分野からなる
全国的にもユニークなセンターである。
　また，このセンターと連携して活動す
る組織として，医学部附属病院に児童精
神科を設置することを文部科学省に働き
かけていった。そして最終的に国立大学
では全国初の児童精神医学の診療施設と

して，「親と子どもの心療部」が設置さ
れた。そしてこの組織は昨年 10月から
「親と子どもの心療科」として組織替え
され，国立大学としては初めての独立し
た児童精神医学の診療科として再発足し
たのである。
　この間，私は医学部の児童精神医学の
グループと教育発達科学研究科の臨床心
理グループの両方に所属し，可能な限り
協同して教育，研究，臨床を実践する体
制を作るように心掛けてきた。
　このような環境の中で育ってきた臨床
家，研究者たちが書いたのが今回のこの
本である。既に繰り返し述べたように，
われわれのグループは臨床活動を重視し
ており，臨床実践においては高いレベル
を誇っている。しかし，研究活動に関し
てはなお十分な体制を有しているわけで
はなく，今後はさらに臨床と研究がマッ
チした体制を整備していくことが大きな
課題となっている。
　以前は，私は還暦記念の本を出版して
くれるというまわりの声に気恥ずかしさ
を感じていたが，今では名古屋大学グ
ループの臨床実践を世に問う良い機会を
皆で作ってくれたと感謝している。この
本の出版計画の実現に努力してくれた関
係者の方々に心から敬意を表したい。
　私は大学を卒業してから約 35年の間，
精神医学とりわけ，児童精神医学を専門
としてきた。35年の経験というとかな
りの経験の蓄積を連想させるが，我が身
を振り返ってみると，その間のことが一
瞬のことであるかのように短く感じられ
る。児童精神科医としてのどれだけの熟
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達があったのか，自分ではよく分からな
いが，最近は，以前に比べて患者さんと
家族に楽に会えるようになったように感
じている。その点は進歩ではないかと密
かに思っている。今後は，脳の老化に抗
して，どれだけ，思考の柔軟性を保ち，

子どもの心に耳を傾け続けられるかが自
分に課せられた課題ではないかと考えて
いる。
　この本をご一読いただき，ご叱正を賜
れば幸いである。

◇書評エッセンス◇

子どもの臨床アセスメント
グリーンスパン他著　濱田庸子訳

　本書は，自我心理学にお

ける構造論的な発達論を内

包しつつ，それを現代的な

生物心理社会モデルに再編

した形で理論化しているた

め，保健分野，心理分野，

教育分野など，子どもの発

達理論を必要とする近接領

域の専門家の立ち位置を基

点にしながら，精神分析的

な考えを取り込んでもらう

ことができる。実際の援助

の対象となる子どもについ

て，どんな子どもなのか，

他分野の専門家たちが使用

する言語との接合点を増や

しながら，互いの理解を深

めていくことに役立つであ

ろう。

　例えば現在，特別支援教

育の推進などによって，教

育現場での発達アセスメン

トは必要不可欠なものにな

ったが，それは発達検査を

1つか 2つ行なえばいいと
いうものでは決してない。

発達検査でとらえられた一

部の発達の問題だけが，子

ども全体の問題として強調

され，心のケアに関するこ

れまでの豊かな臨床知が十

分に活用されないままでは，

子どもの本当の意味での発

達支援にとって望ましいも

のとは言えないだろう。

　こうしたなかで，本書の

主張は，一つの示唆を与

えてくれる。まず本書で

は，発達検査や神経心理学

的な検査，通知表や家庭訪

問など，子どもの発達を定

式化するための多様な手段

があることを前提としてい

る。その上でなお，その中

核に子どもと実際にかかわ

り，面接を通して得られる

資料を捉えようとしている

のである。

　面接とはすなわち関与し

ながらの観察であり，子ど

もの発達のあらゆる水準と

側面が試される。観察内容

の検討水準は，単に情動調

整の仕方が良好かどうかと

いった，いわゆる外側から

の行動観察に留まらず，面

接者の主観的な体験を判断

基準として活用する側面を

同等に位置づけている点に

着目したい。

　本書の理論と具体的なア

セスメントの方略は，子ど

もの発達に関する包括的な

アセスメントを通して，個

人の内的でユニークな世界

を重視したケアの可能性を

きちんと残す道筋を備えて

いると言えるだろう。（評

者・青木紀久代＝お茶の水

女子大学大学■精神分析研

究 53 巻 4 号（2009）よ

り抜粋）
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　今から 15年余り前，ある強迫性障碍
の青年患者との面接の一場面で私はひど
く困惑していた。治療関係は続き，関係
も多少なりとも深まりつつあったように
見えたが，なぜかあとひとつしっくりこ
ないと感じていた。患者の状態は少し改
善を示していたので，私は「かなり

0 0 0

良く
なったね」「随分と

0 0 0

よくなったね」など
と患者を励ますつもりで感想を率直に述
べていたつもりであった。すると患者は
「かなり

0 0 0

ではありません」，「随分
0 0

ではあ
りません」などと私の発言に悉く修正を
加えるようにして反論するのだった。私
の発言の一部を捉えていろいろと反論す
る彼の言動が何を意味するのか，当時の

私は掴みかねていた。
　その後，15年間ほどMIU（Mother-
Infant Unit）での臨床を積み重ねてき
た。そこで乳幼児期の子どもたちとそ
の養育者の関係の繊細な動きを，およそ
90組の親子を通して観察したが，＜子
－養育者＞関係の難しさの根底にあるの
は，子どもが養育者に対してみせる「ア
ンビヴァレンス」であることを痛感する
とともに，これに焦点を当てることが関
係発達臨床の要だと強く思うようになっ
た。そのことを後押ししてもらったのは，
2年前に出版した小書『よくわかる自閉
症』（法研）の書評を書いてくださった
小倉清先生のご指摘だった（こころの科
学 140号，126頁）。そこで小倉先生は
とても大切なことを私に付け加えてくだ
さった。子どもの「アンビヴァレンス」
はけっして子どもの生来的な特徴ではな
く，養育者が子どもの絶対的な依存を無
条件に受け止めることは困難であること
に由来することを率直に述べられていた。
それまで私は子どもにみられる「アンビ
ヴァレンス」の原因について，講演やセ

「甘え」のアンビヴァレンスと関係発達臨床 

小林　隆児　

こばやし・りゅうじ＝児童精神医学
大正大学人間学部臨床心理学科教授。著書に
『自閉症の発達精神病理と治療』，『自閉症と
行動障害』，『自閉症とこころの臨床』（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『自閉症のこころをみつめる―関係
発達臨床からみた親子のそだち 』を執筆・刊行。
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ミナーで事あるごとに質問を受けていた
が，昨今自閉症や発達障碍の原因論とし
て脳（機能）障碍説が広まっていること
を懸念するとともに，自説を母原病の再
来などと見なされることへの警戒心も手
伝って，子どもが生来的にもつ脆弱性に
基づく＜知覚過敏＞などと根拠のない曖
昧な答えをしていた。以来，関係発達臨
床の根幹の問題である「アンビヴァレン
ス」を，関係の問題として捉えることに
よって，私の臨床的スタンスはそれまで
よりも随分と居心地のよいものとなった。
　子どもの「甘え」がそれなりに充足さ
れていくためには，養育者は子どもの言
動の背景に「甘え」にまつわる気持ちが
働いていることを肌で感じることが必須
であるが，それを困難にする背景要因は
実に多様である。臨床家はその要因を紐
解きながら，丁寧に養育者に返していく
ことが求められるのだが，子どもの多様
な障碍や症状がまさか自分との関係の中
で生まれているとは，まったく予想もし
ない養育者も少なくない。それゆえ，臨
床の場では，養育者の先入観を取り除く
ために，＜いま，ここで＞子どもと養育
者のあいだで起こっているこころの動き
をアクチュアルに捉えて，養育者自身が
肌で感じ取れるような介入を心掛けるこ
とが求められる。そうすることによって
養育者も初めて腑に落ちる経験をするこ
とになり，子どもの気持ちを肌で感じ取
れるようになる。
　このような臨床を実践する上で，これ
までMIUで母子関係の機微をつぶさに
観察してきた経験は極めて貴重なもので

あったとつくづく思う。子どもが養育者
に対して示す「アンビヴァレンス」が具
体的にどのような言動でもって示される
のか，それを目の当たりにしてきたから
である。それを私は自分のこころの動き
と重ね合わせながら観察し続けてきたゆ
え，自らの「アンビヴァレンス」にも気
づきやすくなった。
　冒頭に取り上げたエピソードに戻るが，
当時私は患者に対してかなり親近感を抱
くようになっていたと思う。つまり，私
は患者に心理的に接近しようとしていた
のだ。そうした私の接近に対して，患者
が思わず言葉で反論したということは，
私の接近によって患者の「アンビヴァレ
ンス」が刺激され，思わず回避的反応が
誘発されたということではないか。
　ここで示された両者間のこころの動き
は，情動の世界の現象であるが，これは
人間関係における原初段階のコミュニ
ケーション世界である。ここでの体験の
素地は乳児期の＜子－養育者＞関係の中
で培われていくが，ここで「甘え」の体
験が充足されるか否か，このことがその
後のこころの育ちに決定的な影響を及ぼ
すことは言うまでもない。もしも様々な
事情で「甘え」がほとんど受け止めても
らえなかった場合，こうした情動の世界
はその人にとってはなはだ居心地の悪い
ものとなっていく。それが強い「アンビ
ヴァレンス」を生むことになる。情動の
世界は身体で感じ取るしかない体験であ
るゆえ，それが心地よいものであれば，
自らの存在をすべて委ねることさえ可能
なものに感じられるが，不快なものとし
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てしか体験されていない人にとっては，
これほど不気味で恐ろしいものはない。
姿形がほとんどといっていいほど捉えら
れない世界だからである。そうであれば，
このような人はどのようにしてそうした
不安や恐怖から逃れようとするか。そん
な時に，「ことば」は数少ない頼れるも
のに映る。実際は「言の葉」であること
が多いが，幻影であったとしてもいっと
きは形あるものとして目にすることがで
きるからである。情動の世界に身を置く
ことが困難な場合，ことば，つまりは理
性の世界に寄りかかろうとするのはその
ためではないか。
　ことば，とりわけ話し言葉は，言葉の
もつ意味的側面（字義）とともに，語り
手の情動（気持ち）が重なり合うように
して相手に伝わっていくものである。本
来のコミュニケーションでは語り手の気
持ちを受け止めることを大切にするが，
情動の世界に身を置くことに強い「アン
ビヴァレンス」を抱いている人であれば，

それに対して思わず回避的になり，字義
にしがみつくことになる。これが字義拘
泥といわれる現象である。先の強迫性障
碍の患者が見せた姿は恐らくそのような
類のものであったに違いない。
　このように考えていくと，精神療法に
おいて，患者の「アンビヴァレンス」を
鋭敏に感じ取り，それを積極的に取り上
げることは，患者の過去の問題，とりわ
け乳幼児期早期の被養育体験に自ずから
繋がっていく。それが可能になった時，
患者の「アンビヴァレンス」が緩和され
ていく。精神療法の主たる目標はこのあ
たりにあるのではないか。そう考えてい
くと，私のMIUでの体験と関係発達臨
床で目指してきたことは，どのような患
者のこころの臨床においても相通じるも
のに見えてくる。還暦を迎えてやっと少
しは精神科臨床の面白さと難しさが見え
てきたというのが，今の私の偽らざる心
境である。
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ACTをみる：エキスパー
トによる面接の実際　熊
野宏昭　Ａ５　6,300円
星和書店
アルコール・薬物依存臨床
ガイド　エンメルカンプ 

小林桜児他訳　Ａ５　
5,040円　金剛出版
生きたことばの力とコミュ
ニケーションの回復　秦
野悦子編　Ａ５　4,095

円　金子書房
「医師」「看護師」「患者・
家族」による認知症の
本　三宅貴夫他　Ｂ６　
1,785円　岩波書店
異常とは何か　小俣和一郎
新書　777円　講談社
犬として育てられた少年―
子どもの脳とトラウマ　
ペリー他　仁木めぐみ訳
Ｂ６　1,890円　紀伊國
屋書店
いま，思春期を問い直す　
保坂亨　Ｂ６　2,940円

東京大学出版会
今，心理職に求められてい
ること　下山晴彦他編　
Ａ５　2,940円　誠信書
房
医療心理臨床の基礎と経
験　福森高洋他　Ａ５　
2,730円　日本評論社
医療現場の暴力と攻撃性に
向き合う　リンズレー　
池田明子　Ａ５　2,730

円　医学書院
内気・不安社交不安・対人
ストレスを克服する認知
行動療法メソッド　アン
トニー　大野裕訳　四六
1,575円　創元社

SWNS-J手引き―抗精神
病薬治療下主観的ウェル
ビーイング評価尺度短縮
版　下平美智代他　Ａ４
1,680円　星和書店
大人のADD―慢性的な注
意欠陥を克服するメソッ
ド　サーキス　大野裕訳
四六　1,575円　創元社
かかわり合いの心理臨床　
森さち子　Ａ５　2,625

円　誠信書房
家族の違和感・親子の違
和感　春日武彦　Ｂ６　
1,785円　金子書房
学級で生かすパフォーマン

ス心理学　佐藤綾子　Ａ
５　1,890円　金子書房
がん患者のこころに寄り添
うために　大木桃代編　
Ｂ５　3,780円　真興交
易医書出版部
緩和医療レクチャー　平岡
真寛他監　Ｂ５　3,990

円　遠見書房
虐待をこえて，生きる　内
田伸子他　Ｂ６　1,995

円　新曜社
今日から始める統合失調症
のワークブック　太田順
一郎他　Ｂ５　2,625円
新興医学出版社
共感の時代へ―動物行動
学が教えてくれること　
ド・ヴァール　柴田裕之
訳　Ｂ６　2,310円　紀
伊國屋書店
虚記憶　ギャロ　向居暁訳
Ａ５　3,990円　北大路
書房
拒食症の克服　レイシー他
Ａ５　2,310円　新興医
学出版社
言語とこころ　重野純　Ａ
５　2,940円　新曜社
行動障害から人間を考え
る　片岡基明　Ｂ６　
1,575円　北大路書房
こころの治療薬ハンドブッ

■書誌 2010.01 ～ 04

  ●情報板

●この「情報板」は，関連の学会誌・商業誌，取次店情報などをもとに，小誌編集部で作成してい
ます。遺漏もありえますので，お気づきの点はぜひご教示下さい。
●「書誌」に掲載の出版物は，他社の刊行です。小社では販売しておりません。ご入用の際には，
お近くの書店を通じてご注文なさって下さい。■印は「地方小出版扱」です。
●「書誌」の表示価格はすべて税込となっております。

■読者の皆様へ■
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ク・6版　山口登他　 Ｂ
６　2,730円　星和書店
心のなかの言葉　エイチソ
ン　宮谷真人他監訳　Ａ
５　3,990円　培風館
心の発生―認知発達の神経
科学的理論　月本洋　Ａ
５　2,520円　ナカニシ
ヤ出版
個人療法と家族療法をつ
なぐ　中釜洋子　Ａ５　
4,200円　東京大学出版
会
子ども虐待と貧困　松本伊
智朗編　Ｂ６　1,995円
明石書店
子どもの知性と大人の誤解
シーガル　外山紀子訳　
Ｂ６　3,465円　新曜社
子どもの感情・親の感情　
カナダ・公衆衛生局　幾
島幸子訳　Ｂ６　630円
遠見書房
これからの臨床心理学　下
山晴彦　Ａ５　2,940円
東京大学出版会
仕事がしたい！発達障害が
ある人の就労相談　梅永
雄二　Ａ５　1,890円　
明石書店
思春期とアタッチメント　
林もも子　Ａ５　3,360

円　みすず書房
自尊感情と共有体験の心
理学　近藤卓　Ａ５　
2,940円　金子書房
自閉症スペクトラムの子ど
もへの感覚・運動アプロ
ーチ入門　岩永竜一郎　
Ａ５　1,890円　東京書

籍
自閉症スペクトラムの子ど
ものソーシャルスキルを
育てるゲームと遊び　バ
レケット　上田勢子訳　
Ｂ５  2,310円  黎明書房
樹木画テスト　高橋雅春他
Ａ５　1,785円　北大路
書房
症状と疾患からみる脳

MRI　土屋一洋　Ｂ６
3,150円　学研メディカ
ル秀潤社
事例から学ぶ児童・生徒へ
の指導と援助　庄司一子
監　Ａ５　2,310円　ナ
カニシヤ出版
人物画テスト　高橋雅春他
Ａ５　1,785円　北大路
書房
心理臨床的支援の方法　菅
佐和子編　Ａ５　1,995

円　新曜社
心理学要論　福田由紀　Ａ
５　2,205円　培風館
心理・精神療法ワークブ
ック　長尾博　Ａ５　
2,310円　誠信書房

Start Up質的看護研究　谷
津裕子　Ｂ５　2,520円
学研メディカル秀潤社
スモール・ワンダー―

EMDRによる子どもの
トラウマ治療　ラベット
市井雅哉監訳　Ａ５　
3,150円　二瓶社
精神科医のための解決構築
アプローチ　藤岡耕太郎
Ａ５  2,940円  金剛出版
精神分析講義　アルチュセ

ール　宇波彰訳　Ｂ６　
2,730円　作品社
精神医学から臨床哲学へ　
木村敏　Ｂ６　2,940円
ミネルヴァ書房
精神障害者へのソーシャル
サポート活用　長崎和則
Ａ５　5,250円　ミネル
ヴァ書房
成人発達臨床心理学ハンド
ブック　岡本祐子編　Ｂ
５　5,040円　ナカニシ
ヤ出版
生命と情報の倫理　渡部明
Ｂ６　2,520円　ナカニ
シヤ出版
ソーシャルブレインズ入門
藤井直敬　新書　777円
講談社
続・統合失調症症候学　
中安信夫　Ａ５　10,290

円　星和書店
大学生の発達障害　佐々木
正美・梅永雄二監　Ｂ５
変　1,365円　講談社
体験の語りを巡って　皆藤
章　Ａ５　2,835円　誠
信書房
対人関係療法でなおす社交
不安障害　水島広子　Ｂ
６　1,575円　創元社
ダニーディン子どもの健康
と発達に関する長期追跡
研究　シルバ他　酒井厚
訳　Ａ５　8,190円　明
石書店
誰にでもできるらくらくR
言語　渡辺利夫　Ａ５　
2,520円　ナカニシヤ出
版
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†読者の皆様へ

　本誌の読者登録の際に，ご記入
いただいた個人情報は，本誌の送
付に用いる他，ご注文頂いた小社
書籍の配送，お支払い確認等の連
絡，当社の新刊案内および関連の
ブックフェア等の催事のご案内を
お送りするために利用し，その目
的以外での利用はいたしません。
また，ご記入いただいた個人情報
について，その情報をご提供いた
だいたご本人から，開示・訂正・
削除・利用停止の依頼をうけた場
合は，迅速な処理を心がけ法令に
則り速やかな対応をするように致
します。

編集人●清水太郎

発行人●村上　学

発　行●岩崎学術出版社
〒 112－0005
　文京区水道 1－9－2   I&I ビル 2F
TEL：03（5805）6623　
FAX ：03（3816）5123
振替 00170－4－58495
URL：http://www.iwasaki-ap.co.jp
Email：edit-sct@iwasaki-ap.co.jp
　　　  bsns-sct@iwasaki-ap.co.jp

印　刷●ユー・エイド

不許複製

DVD対人関係療法の実
際　水島広子　Ａ５　
10,500円　創元社
統合失調症からの回復を支
える　白石弘巳　Ａ５　
2,940円　星和書店
ナラティヴ・エクスポージ
ャー・セラピー　シャウ
アー他　森茂起監訳　Ａ
５　2,940円　金剛出版
脳科学と学習・教育　小泉
英明　Ａ５　2,625円　
明石書店
パーソナリティ心理学　ミ
シェル他　黒沢香他監訳
Ａ５　7,980円　培風館
箱庭療法の心層　中道泰子
Ａ５　2,940円　創元社
箱庭による認知物語療法　
大前玲子　Ａ５　3,360

円　誠信書房
はじめて学ぶパーソナリテ
ィ心理学　小塩真司　Ａ
５　2,625円　ミネルヴ
ァ書房
発達障害のある人と楽しく
学習　レイド他　Ａ５　
1,890円　二瓶社
発達障害研究から考える
通常学級の授業づくり 

宇野宏幸他編　Ａ５　
2,310円　金子書房
発達と脳　岩田誠他編　Ａ
５　3,780円　医学書院
被害妄想―その背景の諸感
情　ジャネ　松本雅彦訳
Ｂ６　3,780円　みすず
書房
被害者のこころ加害者のこ
ころ　藤原正範　Ｂ６　

1,890円　明石書店
非行・子ども・家族との心
理臨床　藤田博康　Ａ５
2,730円　誠信書房
疲労の医学　上畑鉄之丞　
Ｂ６　2,310円　日本評
論社
貧者の領域　西澤晃彦　Ｂ
６　1,365円　河出書房
新社
不安障害の認知行動療法
　坂野雄二他　Ａ５　

2,940円　日本評論社
分析実践の進展―精神分析
臨床論考集　松木邦裕　
Ａ５　3,465円　創元社

「学び」の認知科学事典　
佐伯胖監　Ｂ６　3,780

円　大修館書店
命令幻聴の認知行動療法　
バーン他　菊池安希子監
訳　Ａ５　2,940円　星
和書店
ユングと曼茶羅　日本ユ
ング心理学会編　Ａ５　
2,100円　創元社
力動的集団精神療法―精神
科慢性疾患へのアプロー
チ　高橋哲郎他編　Ａ５
4,410円　金剛出版
臨床に活かす基礎心理学　
坂本真士杉山崇　Ａ５　
3,150円　東京大学出版
会
■寄贈本
芦原将軍伝説　頂調橋神時
四六　1,470円　角川学
芸出版
自閉症論再考　小沢勲　Ｂ
６　1,785円　批評社


