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方法としての「ここだけの話」

北山　　修　

　私たちは一体誰に向けて書くのだろう
か。臨床で私たちの書き言葉は，メモ
（覚え書き）か，記録（カルテ）か，手
紙か，発表論文かによって，その書き方
や内容を大きく変える。臨床家がもの
を書く際の大問題は，この相手次第とい
う状況依存性なのだ。自分（第一者）の
ためか，特定のあなた（第二者）に向け
たものなのか，あるいは不特定のみんな
（第三者）のためか。だからここは第三
者に向けて書くのだから，もちろん臨床
の内容には直接触れない。
　また，臨床で話すことは，患者という
相手に話すという重要部分を際立たせて
いて，第三者に向けられた意識が希薄に

なることがある。そうなるのは，患者
（第二者）に対する「守秘義務」によっ
て，第三者には内容の重要部分が公開さ
れないことが義務であり方法であるから
なのだ。
　表 1に掲げた分類を見てほしい。対話
が中心となる精神分析的な治療の中では，
第三者に分かる言葉（三者言語）よりも，
治療者と患者という二人の間に通じる言
葉（二者言語）が生まれることが重要で
ある。ところが，精神分析の論者たちは，
この二者言語と三者言語とをあまり区別
しないのだが，私の考えでは，それはフ
ロイト以来の三者言語と二者言語をあま
り区別しないという精神分析の伝統によ
るところがあり，治療者たちは分析的な
発見のある資料をできればそのまま発表
したいという欲望を持っているからであ
る。
　前者のことを説明するなら，フロイト
は意識的には科学者であろうとしたが，
同時に芸術家が羨ましかったという背景
がある。1930年彼はゲーテ賞を受賞し

きたやま・おさむ＝精神分析，精神医学
北山精神分析室。著訳書に『改訂 錯覚と脱錯
覚』，『北山修著作集（全 3巻）』，ウィニコッ
ト『小児医学から精神分析へ』（以上，岩崎学
術出版社），『悲劇の発生論』（金剛出版），『幻
滅論』，『劇的な精神分析入門』（以上，みすず
書房），ストレイチー『フロイト全著作解説』
な（人文書院）ど多数。このほど『覆いをと
ること・つくること』を刊行
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たが，ゲーテ賞は文学賞で，本人の意識
は，彼の文章はゲーテのように作品を書
くためのものではなく科学のためなので
ある。
　例えば，彼は芸術に感動する前に，そ
の感動の分析を行う。「ミケランジェロ
のモーゼ像」（1914）というエッセィで，
作品を分析しないままでは感動できない
と語るが，感動してから後にゆっくり分
析する私たちとは正に反対である。そこ
で，感動させる芸術家に対し「我慢でき
ない」思いでいるフロイトは，そもそも
芸術家になりたかったようだ。というの
も「分析技法前史について」（1920）と
いう匿名記事で明かしていることだが，
実は，自由連想法という精神分析の方法
は，彼が若い頃に読んでいる『3日間で
独創的な作家になる方法』（ルードヴィ
ヒ・ベルネ）という本から受け継がれた
ものなのである。
　もう一つ，フロイトの芸術家に対す
るアンビヴァレンツを示すものとして，
アーネスト・ジョーンズは，1880年代
の青年フロイトの恋人マルタを奪おうと
する芸術家が二人もいたことを記録して
いる。彼のこのようなライバル視につい

ては他にも例を挙げることができるが，
彼の分析では総じて芸術家は神経症の予
備軍のような存在で，性格的には弱い人
間である。
　こうして論文や記録では，彼の反復は
同胞葛藤で芸術家と競争する傾向がある
と言えるが，中でも同時代のオーストリ
アの作家シュニッツラーこそ，フロイト
自身が自らの分身と考えた劇作家で，そ
の手紙（1906）には正に羨望が吐露さ
れている。

　「ついには現在では，これまでは驚嘆
bewundernの対象であった詩人という
存在を，羨ましく思う beneidenまでに
なりました。」 （生松敬三他訳）

　10年前トム・クルーズ，ニコール・
キッドマン主演で『アイズ・ワイド・
シャット』（スタンリー・キューブリッ
ク監督）というスキャンダラスな映画が
発表されたが，シュニッツラーとはその
原作を書いた作家である。そしてフロイ
トは，60歳の誕生日を迎えたシュニッ
ツラーへの手紙（1922）で，作家に憧
れながらも分析家を選んだと告白する。

表 1　言語の分類（伊崎純子の図を改変）

言葉以前 一者言語 二者言語 三者言語

話し言葉 言葉にならない叫び
や思い

独り言
秘密

対話
精神療法

講演
講義

書き言葉 デタラメ
夢

日記
治療メモ 手紙 論文

治療報告

その相手 未分化 自分
ウチ

「あなた」
中間

不特定多数
ソト
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実は，これこそが極秘の二者言語である。

　「私はあなたに一つの告白をしようと
思います。どうかそれは，私のためにあ
なた一人の胸に秘めて，友人にもその
他の人にもお明かしにならないで下さい
……思うに，私があなたを避けてきたの
は一種の分身嫌いからでありました。」 
（生松敬三他訳）

　手紙の中の実に正直な彼の言葉やその
他の言説に従うなら，芸術家が言葉で仕
事をする同業者でありながら，女性たち
の心の深層に容易く触れているので，彼
は強く嫉妬しているのである。やはり，
嫉妬はもっとも公言しにくい心理の一つ
なのだ。理由は，それは罪悪感や羞恥心
を刺激するからだろう。
　すでに述べたように，小説や論文の言
語は主に外の第三者に向けられるが，精
神分析は主に第二者（あなた）に話すこ
とを目標にする。技法においても内なる
一者言語を批判・選択することなく「言
葉」（二者言語）にしていく自由連想法
にこそ特徴があって，言語の向けられる
ところが「みんな」ではないのである。
このような臨床の二者言語が報告の三者
言語として評価されるのは稀で，多くの
二者言語が人前で報告される時はその輝
きを失っている。つまり，二者言語に命
があるのは，治療室の中の「二人だけの
間」に留まる「ここだけの話」の中にお
いてなのである。またこの「ここだけの
話」という言い方こそ，心の秘密を取り
扱う臨床家の言語感覚を代表しているの

だろう。
　とくに罪悪感の問題をめぐって臨床で
出会う症例の多くはまじめな人たちであ
り，その生産性や勤勉の背後で，子とし
てその親に色々としてもらった世話に伴
う罪悪感が強く疼いていることがある。
現代日本人はその罪意識を汚いもののよ
うに言うことは少ないが，この問題は不
純で未消化な思いであり，罪悪感，つま
り古くはケガレ（汚れ）と呼んだのは
「こなしにくい（消化しにくい）」から
という「消化の論理」は生きている。そ
れで，ゆっくり「心の胃袋」に置いてお
けないのである。
　だから，患者の心の中の「母親殺し」
や「父親殺し」という犯罪とその罪を，
私たちは時間をかけて扱うのである。こ
れについて，多くの患者・クライエント
が，セラピストに言えば外部に漏れて皆
に伝わることを恐れているが，それは決
して起こらない。言葉にすることと，外
に伝わることは違う。心理的な罪は治療
室に「ここだけの話」として置かれて，
「すまない」は心理的なものとして扱わ
れ口外されない。そして私たちは，「信
じなさい」「祈りなさい」とは言わない
し，許すことも責めることもない。ただ
時間と空間を提供して聞くだけが基本で
あるが，二者の「ここだけの話」に留め
るという対応を改めて治療技法に含めて
も良いのかもしれない。
　一者言語とは心の内部にある独り言が
主流であり，三者言語が外部にいる人た
ちに向けられているとすれば，二者言語
は内と外の中間にある。そして私たちは，
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マス・コミュニケーションの三者言語の
専門家ではなく，明らかにパーソナル・
コミュニケーションの二者言語の専門家
である。つまり，治療室内部では蓋を取
りながら治療室の外には蓋をつくるとい
う，矛盾するように見える，二者言語の
使用こそ重要である。
　そして最後に，「あなたの胸に秘めて
おいてほしい」とフロイトが願いながら
も，その手紙が広く公開されていて，今
その内容を活用しながら，その心の秘密
を守ることの重要性を公の場で強調でき
たことは貴重だ。そして「ここだけの
話」として言葉にされ，それを受け止め

たように見える芸術家は，フロイトに対
する受け皿として良い仕事をしたと思う。

参考文献
1）北山修：劇的な精神分析入門．みすず書房，

2007．
2）北山修：覆いをとること・つくること―＜わ
たし＞の治療報告と「その後」．岩崎学術出版
社， 2009．

3）E・ジョーンズ：ジークムント・フロイト：
生涯と仕事（竹友安彦ら訳）．紀伊國屋書店，
1969．

＊なおフロイトの言説はフロイト著作集（人文
書院）からのもので，少し修正したところが
ある　

◇書評エッセンス◇

覆いをとること・つくること
北山　修 著

　著者が精神科医の使命と

して取組むのは，既に覆い

が破綻した患者たちが主で

ある。これらの人びとに必

要な覆いを作るためには，

それまでの不必要不健全な

覆いを分析，理解し，取除

きながら新しい覆いを紡ぎ

出さねばならない。この作

業には治療者の熟練が要請

される。著者はその実践の

有様を極めて適切な症例

（第 2章）10例を選んで
描き出す。ほとんどが数年

にわたる精神療法のプロセ

スであり，著者自身のふり

返り観察が適所に折り込ま

れている。そして第 3章
「症例の『その後』から

学ぶ」には 12例が取り上
げられ，患者の現状の有様

と著者自身の省察が書かれ

ている。これらの症例報告

と考察が，しっくりと噛み

合い，落ち着いて読めるの

も，著者がそれらを折にふ

れて学会に報告し討論を重

ね，学術誌に掲載してきた

という不断の努力に培われ

ているからであろう。きめ

細かい，要所をきちんとお

さえる著者の臨床から，こ

とに症例発表に際して，並

びに，フォローアップ調査

についての患者への行き届

いた配慮から，読者は多く

を学ぶことができるだろう。

　本書は私が先に書いた私

見のように，新しい見方を

刺激し考察を助けてくれる

学術書であると同時に，ま

るで小説を読んでいるよう

な開放された気分を味わう

ことができる本でもある。

（評者・高橋哲郎＝精神分

析セミナリー■精神分析研

究 54 巻 3 号（2010）よ

り抜粋）
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　Ⅰ　大学の授業

　過日 NHKで連続放映された，ハー
バード大学マイケル・サンデル教授の授
業が，大学関係者の間で話題になってい
る。倫理学的な問いを巡って議論が繰り
広げられる大講義室は，熱気に包まれて
いた。
　あの授業の魅力は，取り上げられる題
材のおもしろさもさることながら，聴講
している学生さんが自分の意見を述べる
場面が，随所に設けられていることに
あった。学生さんの立場からすると，同
年代の仲間がどのような考えをもってい
るのかを知る，とてもいい機会になって
いるようにみえた。
　そんな印象を抱きながら，最近の自分

の授業を振り返ってみた。サンデル教授
の授業には遠く及ばないものの，しかし，
悪くはないなと思った。
　教育学部の授業，「肢体不自由児指導
法・教育課程論」という，きわめてマイ
ナーな領域にもかかわらず，受講生は百
名を超える。
　授業は，「今週の佐藤先生」から始ま
る。大学に勤務はしているが，一日の多
くを保育園や学校で過ごしているので，
1週間あればかなりの数の現場ネタが集
まる。それを話すこと，原則 20分。そ
のあと本題に入って，最後の 10分は振
り返りである。授業で学んだこと，質問，
佐藤へのメッセージ，何を書いてもいい。
提出してもらった振り返りメモは，翌週
の「今週の佐藤先生」でコメントする。

　Ⅱ　今週の佐藤先生　その 1　おもし
　　　ろネタ

　「今週の佐藤先生」，実況を少しお届け
しよう。はじめは，現場のおもしろネタ
である。
　学校中の水道を出してまわる小学校
一年生。授業の最中でも，ふらっと席

さとう・さとる＝保育・教育臨床
岡山大学大学院教育学研究科教授。著書に『発
達障害のある子の保育の手だて』（岩崎学術出
版社），『自閉症児の困り感に寄り添う支援』，
『見て分かる困り感に寄り添う支援の実際―
通常の学級に学ぶ LD・ADHD・アスペの子
どもへの手立て』，『発達障害のある子の困り
感に寄り添う支援』（以上，学習研究社）など。
このほど，『実践満載 発達に課題のある子の保
育の手だて』を刊行。

授業のすきま

佐藤　　曉　
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を立って蛇口をひねりにいってしまう。
「さあ，どうしたらいいでしょう」と投
げかける。
　担任が実際にしたことを紹介する。
「そんなに出したら，学校のお水がな
くなるよ。校長先生にきいたら，あと
ちょっとしかないんだって」と話すと，
びっくりしてやめた。しかし翌日，「も
うたまった？　出していい？」と尋ね
てきたので，今度は，「おりこうに授業
を受けた人は，30だけお水を出してい
いよ」と言いながら，「30秒間水出しチ
ケット」をちらつかせた。その後，授業
中に教室を出ることはなくなり，休み時
間も，水を出しに行く回数が減ったとい
う。
　こんなエビソードが，学生さんたちに
は好評だ。振り返りメモには「また話し
てほしい」とある。別のメモには，「自
分は，そんなにうまく子どもとかかわる
自信がない」と，不安が訴えられる。そ
ういう学生さんには，「大丈夫，自信が
ない人ほどいい先生になれるものですよ。
自信満々の人に先生になってもらったら，
かえって心配です」と返す。「それを聞
いて，安心しました」と返事がくる。

　Ⅲ　今週の佐藤先生　その 2　よろず
　　　相談

　そういうことも取り上げてくれるので
すかと，次々に質問が寄せられる。「ほ
かの授業で，教師にはコミュニケーショ
ン力が必要だと，しきりに言われます。
でも，私は人前で話をするのが苦手なの
で，このまま教師になっていいのでしょ

うか」と。いまの学生さんたちは，まじ
めに悩んでいる。
　答えはこうだ。「コミュニケーション
というのは，静かに相手の話を聴くこと
から始まります。だから，上手にやりと
りしようなんて思わないことです。人は，
自分の話をじっと聴いてくれる人を信頼
するものです。あなたみたいな先生に救
われる生徒や保護者は，たくさんいるは
ずです。だから，いまのままでいい」。
　「自分の優柔不断さが嫌いです」と訴
える学生さんには，「優柔不断を裏返せ
ば慎重。慎重にことを運んでうまくいく
ことも多いはず。物事，いいように考
えましょう」と返す。ついでに付け足
し。「この授業，45分遅れてくる人がい
るでしょう。そんなとき，こう思うんで
すよ。残りの 45分聞きに来てくれてあ
りがとうって。私なら，それだけ遅れる
と，今日はもう休んじゃおうと思います
よ。もちろん，いつも定時に来てくださ
る学生さんは立派です。立派な人ならな
おさら，遅れてくる人を見て不公平だな
んて思ってはいけません。自分はいい話
がいっぱい聞けてラッキーなんだと，お
おらかな気持ちになりましょう。もちろ
ん，ためになる授業を心がけますから」
と。

　Ⅳ　互いを知る安心感
　アドリブが長引き，1時間近くを「今
週の佐藤先生」に費やす日もある。バイ
ト，進路，親との関係，恋愛……，内容
を脚色しながら質問を紹介し，ときに
は学生さんからも情報提供を求める。大
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人数の授業なので個人が特定されにくく，
その分，かえって生々しい話が出てくる。
  毎回繰り返すうちに，「この授業は，
自分たちが知り合う場になっている」と，
学生さんが言ってくれるようになった。
みんなも同じように悩んでいるんだとか，
他の人はそんなふうにしていたのかなど
と，仲間の話が，どうやらいちばんため
になるようである。
　高校までのように成績順位が出ないの
で，自分がどの位置にいるのか分からな
い。情報は，人からでなくネットから得
る。だから，仲間が何をどこまでしてい
て，何を欲しているのかが見えない。漠
然とした不安だ。
　「今週の佐藤先生みたいな，よろず相
談をしたり聞いたりする場が，大学には
ないんですよ」と学生さん。カウンセリ
ングルームはあるのだが，学生さんたち
が求めているのは，個別的な面接だけで

なく，仲間とつながり，互いを知り合う
ことによって得られる安心感なのではな
いだろうか。

　Ⅴ　授業が臨床
　だいぶ前になるが，心理臨床関係の学
会シンポジウムで，臨床の仕事は「すき
ま産業」なのだと言っていた。そうかも
しれない。「今週の佐藤先生」は授業の
すきまである。ひょっとしてそれは，筆
者が専門にしている「臨床」そのものか
もしれないと思った。
　そういえばいまの特別支援教育，制度
化することで失われたものがあるとした
ら，それは，従来からしてきた保育や授
業の「すきま臨床」ではないか。制度が
「すきま」を埋めてしまい，「臨床」が
絶滅しないことを祈りたい。新刊『発
達に課題のある子の保育の手だて』は，
「すきま」で使う手引き書である。

◇書評エッセンス◇

摂食障害の不安に向き合う
水島広子 著

　本書は，摂食障害という

病気を例として，「不安」

への向き合い方に焦点をあ

てたものである。著者は，

「摂食障害の治療（特に拒

食症）での治療者の仕事

は『安心の提供』であって，

体重を増やすことや症状を

なくすことではない，とい

う認識をもつくらいがちょ

うどよい」と述べる。心理

教育すること，対人関係療

法という特定の治療法を用

いていくことも，すべては

安心の提供を目的としたも

のであるという位置づけ

をはっきりさせると，治

療者にとっても確かな指針

となり，治療が安定すると

いう。拒食症患者にとって，

安心を得るだけで十分な場

合もあるし，少なくとも必

要条件であると言って過言

ではないと著者は強調する。

（評者・井上聡子＝川崎市

立看護短期大学■精神科看

護 37 巻 7 号（2010）よ

り抜粋）
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入院臨床と学生オーケストラの体験

飯倉　康郎　

　先日筆者は拙著『精神科臨床における
行動療法』を出版した。そんなわけでこ
のエッセイの話がきたのだと思う。先達
のように高尚な内容は書けないと開き直
り，ここは世俗的な路線で我が道を行く
ことにした。
　さて，拙著で筆者は行動療法の臨床は
おもしろい
4 4 4 4 4

ということをできるだけア
ピールしたいと思った。その中で入院治
療に関するものを多くとりあげ，できる
だけ詳細かつ具体的に記述することを試
みた。入院治療はおもしろいけれども難
しい。その難しさのひとつには，主治医
以外に病棟医長，看護師長，看護スタッ
フ，パラメディカルスタッフなど，治療
に携わる人が多いことがあげられる。す
なわち，これらの病棟に関わるスタッフ
と主治医との連携が治療の成功の鍵を

握っているといえる。拙著に掲載した
ケースを振り返ってみると，主治医から
のかなり複雑な要求にスタッフが応えて
くれたり，あるいは，スタッフからの意
見を主治医がとりあげたり，という双方
向性のやりとりがおおむねうまくいって
いた。そして，ほとんどの場合，治療を
通して病棟が活気に満ちていたことを覚
えている。
　筆者はこのようなスタッフとの連携も
重要な治療技術の一部であると思ってい
るが，こうした技術を学ぶ場は個人的な
生活の中にもいろいろあるのではないか
と考えている。そこで，筆者自身の個人
的体験を気軽に書かせていただくことに
した。
　筆者はかつて学生オーケストラ（以下
学生オケ）に所属していた。そこでの体
験は筆者が入院臨床を行ううえでの糧に
なっていると考えている。そこで，筆者
が実際に体験したことの中から精神科の
入院臨床に通じる部分を恣意的にピック
アップして述べることにした。

いいくら・やすろう＝精神医学，行動療法
特定医療法人宗仁会奥村病院。著書に，『強迫
性障害の治療ガイド』（二瓶社），『強迫性障害
の行動療法』（金剛出版）など。このほど，『精
神科臨床における行動療法』を刊行。
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　目　標
　学生オケにおける長期的な目標はなん
といっても演奏会本番ですばらしい演奏
をすることであった。一方，日々の練習
においては，その練習の中で何をめざす
かという短期的な目標もあった。それら
には，例えば，音程やリズムを合わせる
というアンサンブル技術の向上や，各奏
者が表現豊かに演奏できるという個人の
レベルアップや，あるいはもっと根源的
にその曲を皆が楽しめることなどがあっ
た。そのために，個人練習，パート練習，
全体練習などがあり，練習の方法や進め
方が工夫されていた。そして，そのよう
な日々の短期目標をクリアしていくこと
によって，演奏会での成功という長期的
な目標を達成することができていたと思
う。

　実力のレベルと選曲
　筆者が所属した学生オケには時期に
よって実力のレベルに差があった。学生
オケにとって演奏会の曲を決めることは
大切な作業であったが，その際のポイン
トのひとつは，まず，“できそうな曲”
を選ぶことであった。自分たちの実力か
らあまりにもかけ離れた難しい曲を選ぶ
とやっていてつらいであろうし，うまく
できないので面白くなく勉強にもならな
いと考えられた。
　では，難しい曲を絶対にすべきではな
いのかというと必ずしもそうではなかっ
た。その場合，メンバーのやる気がどれ
くらいあるかが鍵であった。難しいけれ

どもできる可能性があり，また，多くの
メンバーが「少々無理をしてでもやりた
い」という曲の場合は，実際になんとか
なることが多かった。そして，その時の
達成感は非常に大きく，こうした過程を
通してオーケストラ全体がレベルアップ
したことを記憶している。

　雰囲気，チームワーク，指導のしかた
　よい演奏を行うためにはチームワーク
は不可欠と思われるが，筆者の経験では
必ずしも皆が仲良しであったわけではな
かったと思う。メンバー同士の対立はよ
くみられていた。それは，音楽的な主張
のぶつかり合いという高級なものもあれ
ば，単に性格が合わないとか態度が気に
食わないなどの感情レベルでのいがみ合
いもあった。しかし，「よい演奏をした
い」という目標がしっかりしていたので，
いざという時にはまとまることができて
いたことを覚えている。
　学生オケの雰囲気はその時期によって
さまざまであった。規律が厳しく「ねば
ならない」的な雰囲気が強かった時は，
それなりに統率がとれてまとまりはよ
かったが，失敗を恐れる消極的な傾向も
あった。一方，雰囲気は明るいが緊張感
に欠ける時期もあり，そのような時は各
自の責任感が弱く演奏がいいかげんにな
る傾向があった。
　学生オケの指揮者や指導的立場のメン
バーは，その時の実力や雰囲気に応じて
指導のしかたを（例えば，できるだけ褒
める，厳しく指摘する，高いレベルの表
現を要求する，など）柔軟に変えていた
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ように思う。

　世代交代
　学生オケでは毎年上級生が引退しメン
バーが変わっていく。上手な上級生が引
退することでレベルダウンすることもし
ばしばあった。そのような時に，「～が
いた時はよかった」とか「今の～では荷
が重い」など言う人が必ずいた。しかし，
今いるメンバーでやっていくしかないと
いうのが現実であった。そして，おもし
ろいことに，上級生がいなくなることで
残ったメンバーが急に上手になることも
よくあった。実はこれまで陰に隠れた能
力をもっていたり，重要な役割を与えら
れたことによって実力が伸びるタイプの
メンバーがいたことを覚えている。

　以上，自らの学生オケでの体験をピッ
クアップして述べたが，筆者は，精神科
の入院治療に携わる人の役割に関して，
主治医→指揮者，病棟スタッフ→オーケ
ストラのメンバー，病棟医長や看護師長
→コンサートマスター，のような漠然と
したイメージをもっている。そして，前
述したような体験は，“興味をもつこと”，
“主張すること”，“聴いて合わせるこ
と”，“分かりやすく伝えること”，“褒め
ること”，“引き締めること”，“待つこと”，
……などの大切さを教えてくれたと思う。
　それらは，今でも筆者の入院臨床の支
えとなって活きていると感じている。
　おそらくどの治療者にも自らの臨床を
支えるような独自の個人的な体験がある
のではないかと思っている。

◇書評エッセンス◇

認知行動療法による子ども

の強迫性障害治療プログ

ラム
マーチ他著　原井宏明・岡嶋美代訳

　この本は，まさに正規の

マニュアルである。非常に

実践的で，強迫性障害の臨

床経験をいささかなりとも

持つものであれば，そっく

りそのまま使える内容であ

り，他の類縁の書物とは一

線を画す特徴となっている。

親切なことに，生じやすい

トラブルのさまざまは本書

の第Ⅲ部トラブルシューテ

ィングに縷々記されていて，

その解決法もまた，明確に

書かれているのである。　

　そもそも著者らは，強迫

性障害のコンプライアンス

をあげることを第一の目標

に掲げている。（中略）

　しかし問題はその先であ

る。著者らは「われわれの

アプローチに，固有の典型

的臨床例に細心の注意を払

いながら自分の独自の臨床

スタイルに認知行動療法を

適応させ」ればよい。さら

に「記載されている方法を

杓子定規に使うことは，全

く遵守しないのと同じくら

い有害である」とも。

　この本は強迫性障害に限

らず，比較的難治の精神科

疾患に認知行動療法を用い

るときのさまざまなヒント

をも与えてくれると思う。

（評者・杉山登志郎＝浜松

医科大学■そだちの科学

12号（2009）より抜粋）
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　日本精神分析協会の訓練分析家になっ
た。協会の正会員の前で発表をして，投
票で承認された。私としては，やっと日
本の精神分析運動のなかで次代を育成す
る仕事を担わせていただけるのかもしれ
ないと感じている。もちろん，私のとこ
ろに候補生がやってくればの話ではある
が。
　先日 57歳になった。恩師の土居健郎
先生と実質的にかかわるようになったの
は，先生が 63歳のときであった。その
頃 30になったばかりの私にとって，先
生はすでに老人に見えた。先生はその頃
日本精神分析協会の会長だった。分析学
会やその他の学会の委員や世話役からは

もうずいぶん前から降りておられた。私
もその年齢に近づこうとしている。思え
ばずいぶん年をとったものだ。
　残された時間は余りないような気がし
ている。自分の頭がふつうに働いて，ふ
つうにものが考えられる時間がそれほ
どあるとも思えない。50歳になったと
き，もう自分は四捨五入すれば 100歳だ，
と感じ，あきらかに折り返し点を過ぎた
と思ったものだが，身近な人が病に罹っ
たり亡くなったりするのを見聞きするこ
とが増えるにつけ，さらにその思いを深
くしている。この残された時間に自分が
するべきことは何なのか。
　私は自分の老後を考える年になったの
だろう。他人の老後がどうなろうと知っ
たことではないと思う読者にお付き合い
願うのはたいへん申し訳ないが，「気楽
にエッセイを」という求めに応じると，
ついそんなことを書きたくなってしまう
のだ。

＊
　土居先生とお会いしたとき，私は自分
が精神分析家になり，個人開業するとは

私の老後：神宮前雑感 3

藤山　直樹　

ふじやま・なおき＝精神分析，精神医学
上智大学総合人間科学部心理学科教授，東京
神宮前にて個人開業。著訳書に『精神分析と
いう営み』，『集中講義・精神分析㊤』，『ナル
シシズムの精神分析』（編），オグデン著『こ
ころのマトリックス』（訳）（以上，岩崎学術
出版社），『現代フロイト読本 1・2』（共編著，
みすず書房），サンドラー著『患者と分析者』
（共訳，誠信書房）など多数。このほど，『集
中講義・精神分析㊦』を刊行。
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思っていなかった。私は精神科医のまま
でいる自分を考えていた。いまふりかえ
ると，その頃すでに始まっていた佐藤紀
子先生との個人セラピーのなかで，そし
て，その頃個人的面識はなかったが，日
本に戻られて北山医院を開業された北山
修先生の仕事を遠くから拝見するなかで，
そうした気持ちが徐々に生まれていった
ように思う。佐藤先生はご自宅の居心地
のよい空間で開業されていたし，北山先
生もとてもパーソナルな創造的な場所
をつくりあげられているようにみえた。
90年頃には，私もいつか個人開業をで
きないだろうか，という考えをはっきり
ともつようになっていた。
　ここで，例のアムステルダム・ショッ
クが起きた。この，日本の精神分析の国
際的孤立性，精神分析というものの定義
の違いが明確になった，おそらく日本の
精神分析の歴史のなかでも最大の事件の
ひとつについて，私はさきごろ刊行した
『集中講義・精神分析　下』に少し記し
た。こうした単行本のなかにこの一件を
書き込んだのは，この本が最初なのかも
しれない。私は訓練生としてこの一件を
体験したから，国際的な交流のなかで事
に当たっておられた執行部の方たちとは
違った立場でこの一件を体験した。そう
した視点をすこしは反映した記述になっ
ているかもしれない。
　この一件は，自分を精神分析というも
のと向き合わせる大きなきっかけとなっ
た。というよりも，私は自分がそれ以前
から精神分析というものと向き合って来
たつもりであったが，それはそうでもな

かったらしいということに，いやがうえ
にも気づかされたのである。治療構造も
しくは設定というものとそのなかで起き
ているできごともしくは過程とが不即不
離であることを信じるなら，そして精神
分析設定というものの力が分析過程を動
かしている大きな動因であるとすれば，
分析の頻度，カウチの使用の問題を熟考
することは避けて通れないはずである。
そのことを私はそれまで知っていながら，
知らないふりをしていたのである。結局
この一件が私につきつけてきたのは，私
自身のその態度である。それは，私が精
神分析という文化や実践を粗末に扱って
いたという事実，自分自身を欺き，肝心
なことをごまかしてきたという事実であ
る。精神分析というものが何であるのか，
ということ自体をごまかして，精神分析
を好きであるかのように思い込んでいた
のかもしれなかった。
　95年に週 4回以上の訓練分析，週 4
回以上の分析ケースのスーパービジョン
という，国際基準の新しい訓練規程が
できたとき，80人以上いた候補生は，6
人に減ってしまった。ごく最近も「先生
はいったい何でそのとき残ろうと思った
のか」ということをある人から尋ねられ
た。自分でも不思議だ。いままでの週 1
回ベースの訓練をとりあえずなかった
ことにして，一から週 4回ベースの訓
練を受けなおすことを私が選んだのはな
ぜだったのか。ある種の意地のようなも
のもあったかもしれない。でも一番大き
かったのは，自分がどれほど考えるべき
ことから眼をそらしてきたのか，という
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ことに対する，愕然たる思いだったよう
な気がする。精神分析というものに対し
て自分が真っ当に向き合って来なかった
ことを認めると，そのままにしておいて
いいとも思えなくなってしまったのだと
思う。精神分析に対して自分がなしてし
まったことを，なんとか償いたいと感じ
ていたのだと思う。

＊
　2003年に私は精神分析家になった。
99年に個人開業をして，私はそれ以来，
そこで自分の実践を続けている。そして
私は，これからもそこで実践するだろう
し，可能なら次代の分析家を育てていき
たいと思っている。そしてこれが私のこ
れからの人生の中心になればいいと思う。
　私はものも書いてきた。『精神分析事
典』の編集にも携わったし，自分なりの
考えをいくつかの本で書いてきた。そし
て，『集中講義・精神分析』の上下巻で
ともかく精神分析の全体的展望を語りお
ろすこともできた。これからも私は何か
を書くだろう。でも，正直私は自分が書
いたものに満足をしていない。満足のい
くものがこれから書けるとも思えない。
それなのに，私は書くのをやめないよう
な気がする。
　こうした一人でやることのほかに，私
は組織のなかで働いてきた。大学の先生
もしている。そこでの出会いは私の人生
を豊かにしてくれた。学生や院生たちに
ひょっとしたら何かをもたらすこともで
きたかもしれない。そして精神分析学会
や精神神経学会で学会の活動もしてきた。
精神分析学会で編集委員長として投稿規

定や論文ジャンルの再整理や 50周年記
念誌の制作にタッチできたのは幸運だっ
た。精神神経学会では，専門医制度のな
かで力動的な立場というものを少しでも
維持するように尽力してきたし，草創期
の専門医試験に少しでも貢献できたよう
な気もしている。
　ただ私は，組織のなかでうまく生きて
いくことが苦手な人間のような気がする。
そもそもそうしたことが上手でない。人
に誤解されやすい。私にはそうした面で
根本的に何かまずいところがあり，それ
がまだ十分に超えられていない。そして
それはこれからも超えられない可能性が
強い。私が組織にかかわることは，どう
も世の中の役に立たないような気がする。
この感覚は徐々に強まっている。私は組
織と自分についてもっと考えねばならな
い。
　実践と思索だけに生き，それが精神分
析というものの継承と発展に寄与するよ
うな生き方，それを私は終盤にさしか
かった自分の人生のあるべき姿のように
感じる。そうした理想的なことがどこま
で可能なのかはわからないが，私はそれ
に向かっていきたいと考えている。

＊
　そして私はこれからの人生を彩るもの
を他にも見出した感覚ももっている。私
は生涯の前半，演劇というものに深くと
りつかれた。そのことはありとあらゆる
側面で私の精神分析についての理解や感
覚に反映している。そして 50代になっ
て私は落語と俳句というものにもう一度
出会った。どちらも若いときから気に
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なっていたものだったが，私のなかで本
質的な意味のあるものとして出会いなお
すことができたように感じている。
　精神分析，落語，俳句，この三つが，
人生の終盤で取り組むものとして目の前
にある感じがする。それらは私のなかで
は深いところにつながっていると同時に，
それぞれがユニークなものである。この
ことについてはおそらくこれからどこか
に書いていくことになるのだろう。
　落語と俳句はおそらく今から職業とす
ることはできない。もっとも落語はとも
かく，俳句においては，それを職業とし
ている人はいわゆる「俳人」とされてい

る人でもそう多くはないが。その二つは
世間からはおそらく，私の趣味，道楽と
だと思われることだろう。それはそれで
かまわない。
　この三つの文化的営みにとことん骨が
らみになって，死んで行きたい，これが
いまのところの私の願いである。私には
時間も能力も限られている。私は何を選
んでやってゆくべきか，絶えず考えて生
きていかなければならないだろう。私の
老後とは，事情，特に健康が許せば，そ
うした選択のなかで生きられるもののよ
うに思える。

◇書評エッセンス◇

臨床精神医学の方法
［The Method of Clinical Psychiatry］

土居健郎著

　The Method of Clinical Psychiatry 
is a book that looks at the future of 
psychoanalysis, psychiatric treatment 
and the clinical practice of the mind. 
At the same time, we can see, in this 
book, how Doi─ who opened up, 
for the first time, a road to holistically 
understanding the hearts of human 
beings by using a concept known as 
amae─moved his discussions forward 
by pre-supposing the essential linkage 
between the concept of amae and various 
other concepts such as identification, 

narcissism, the container-contained and 
metaphor. In short, this book may be 
said to have brought together all the 
work he engaged in after the 1980s, of 
positioning the concept of amae, which 
he himself had discovered and created, 
within the context of psychoanalysis 
as a whole, and attempting to conduct 
dialogues based on this concept. At 
the same time, the book holds up a 
torch of hope for people, like me, who 
follow in his footsteps. In the course of 
studying amae and the various concepts 
that surround it, he clearly asserts the 
universal possibilities that psychoanalysis 
offers for the clinical treatment of the 
mind.

（評者・藤山直樹＝上智大学教授■The 
International Journal of Psychoanalysis, 
Vol.91, No.3（2010）より抜粋）
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