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解離とパースペクティヴ　

柴山　雅俊　

　本を読んだり，音楽を聴いたり，ぼん
やりとひとりで空想していると，頭の中
にはさまざまな心象が浮かんでくる。そ
こにはさまざまな人物が登場して，喋っ
たり，動いたりする。私は主人公として
そこに現れることもあれば，空想的舞台
の脚本家になったり，照明係にもなった
りする。さらには観客として舞台の上を
眺めていることもある。たいていはその
ような空想的世界を現実ではない向こう
側の出来事として多かれ少なかれ体験し
ている。空想と現実の間にはなんらかの
区別ないしは距離があるのが普通である。
しかし，解離の患者にあっては必ずしも
そうではない。　

　白日夢のことを「私的な劇場」と言っ
たのはヒステリー研究で有名な症例アン
ナ・Oであるが，解離患者の多くは幼
少時から空想世界をありありと思い描い
ている。彼女らにとって空想的世界は目
の前にあたかも見えるように現れ，細部
にわたって展開する。自分が空想してい
るという能動性がはっきりと感じられる
ときもあれば，空想が自動的に展開して
いくこともある。
　もちろんこのような傾向は解離患者に
特有なものではない。一般の人たち，と
りわけ女性の何割かはこのような傾向を
持っているし，それを積極的に楽しんで
いる人も多い。芸術的活動に携わってい
る人にはとりわけこのようなことが多い
であろう。しかし，解離の患者ではその
程度が強く，かつ典型的にみられること
も確かである。空想的世界が目の前にあ
りありと展開するとともに，その空想世
界に自らが没入してしまう。いまここで
空想していると思ったら，いつのまにか
自らが描き出したその空想世界に入り込

しばやま・まさとし＝精神病理学，精神医学
東京女子大学現代教養学部人間科学科心理学
専攻教授。著訳書に『解離性障害―「うしろ
に誰かいる」の精神病理』（筑摩書房），『解
離性障害―専門医のための精神科臨床リュミ
エール 20巻 （共著，中山書店）など。このほ
ど『解離の構造―私の変容と〈むすび〉の治
療論』を刊行
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んでしまっている。この現実世界にいな
がら，ふと気がつくと，いつのまにか空
想世界の中に自分が存在している。目の
前に空想的世界がありありと広がって見
える。視覚や聴覚のみならず，触覚や嗅
覚までもがリアルにありありと感じられ
る。
　ここにはパースペクティヴの二重性が
ある。ひとつは現実の「いま・ここ」
から空想的世界へと眼差しを向ける眺
め（パースペクティヴ A）であり，も
うひとつは空想的世界の中に自らが位置
して，そこから見渡す眺め（パースペク
ティヴ B）である。解離患者に特有と思
われるのは，世界へと向ける眼差しが統
合されておらず，パースペクティヴ A
とパースペクティヴ Bの 2つが分離し
て体験されることである。　
　たとえば，絵画や映画を観たり小説を
読んでいたりすると，いつのまにかその
世界の中に入り込んでしまい，あたかも
自分がその物語空間の中にいるように感
じる。その世界の物陰から登場人物たち
の行動を眺めていたり，それぞれの登場
人物たちの背後に自分が位置して，そこ
から世界を見ていたりする。さらには登
場人物に成り代わり，その人物の視点か
ら世界を眺めることもある。空想世界の
人間以外の生き物や事物の視点から世界
を眺めたりもする。視点は何もない空間
に位置することもある。そして，まるで
カメラアングルのようにあらゆるパース
ペクティヴから世界を切り取る。世界は
多様な部分的アスペクトとして眼差しに
よって切り取られる。このような体験は

幼少時から特徴的にみられ，彼女たちは
他の人も皆そうであると思っていること
が多い。
　あらゆる心はパースペクティヴをもっ
ている。パースペクティヴをもつものが
心であるともいえる。さらにパースペク
ティヴをもつということはその心が世界
をもっていることでもある。つまり，心，
パースペクティヴ，世界の 3つは切り
離せない関係にあるといえよう。
　このように考えると，解離患者がもつ
AとBという二重化したパースペクティ
ヴは世界の二重性を意味しており，さら
には二重の心，二重の同一性をもつに至
る可能性を含んでいる。
　ある患者は挿し絵入りの物語を読んで
いると，「挿し絵の端っこに自分がいて，
その世界を見ていることがある」と述べ
たが，挿し絵の端っこの自分を見ている
のがパースペクティヴ Aであり，挿し
絵の端っこの自分が世界を見ているのが
パースペクティヴ Bである。
　解離において重要なことは，これらの
パースペクティヴが現実性や空想性にお
いて対称性を獲得している点にある。た
んにパースペクティヴ Aが現実世界か
らの眼差しであり，パースペクティヴ B
が空想世界での眼差しであるのではない。
パースペクティヴ Aはある 1つの世界
から，別の異なった世界へと向ける眼
差しである。つまり異なった 2つの世
界を「橋渡す眼差し」である。2つの世
界とは現実世界と空想世界であるが，必
ずしも現実世界から空想世界に向かう眼
差しではなく，空想世界から現実世界へ
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向かうこともある。それに対してパース
ペクティヴ Bは 1つの世界の中にいて
世界を「見渡す眼差し」である。この世
界は現実世界であることもあれば空想世
界であることもある。解離の重要な特徴
の 1つは，現実が空想であるかのように，
あるいは空想がまるで現実であるかのよ
うに感じられることである。現実と空想
が並列化しており，通常みられる現実の
優位性は不明瞭になっている。現実の体
験は醒めぬ夢のようであり，空想はリア
ルな現実的体験として感じられる。
　現実的体験を支えているのは，体験
の根底にあって変わらないもの，動か
ない大地のようなものである。これは
ギリシア語で hypokeimenon，ラテン語
で substratumと呼ばれてきた基体であ
る。この基体は＜私＞の成立根拠とし
ての同一性，出自，起源，身体，共同
体，場所などさまざまに表象される。解
離の病態にあってはこれらと＜私＞との
結び付きが希薄になっている。＜私＞の
同一性は不明化し，＜私＞は自らの身体
や大地から浮き上がり，家族や共同体に
おける居場所を喪失している。総じて
hypokeimenonとの結び付きが緩くなっ
ている。
　このことの症候的現われが現実と空想
の並列化であり，パースペクティヴの二
重化である。現実も空想もともに他方の
要素を引き寄せる。空想的世界があたか
も現実であるかのように感じられ，現実
世界もまた空想・夢のように感じられる。
このような構造変化が解離にとって中核
的病理である自己意識の変容をもたらす

ものと考えられる。
　この現実世界で反省意識がはたらくと
き，＜私＞はその現実世界を見渡してい
る私を眺める。現実世界の私はその世界，
自己身体とともに＜私＞から遠ざかり，
＜私＞はそこから切り離されたように宙
に浮いている。＜私＞は現実世界から離
れて夢のように漂う，誰でもない＜私＞
＝ nobodyへと向かう。これが解離性の
離人症状，疎隔症状，体外離脱体験など
を含む離隔症状 detachmentである。こ
れは＜私＞の眼差しが遠ざかった現実世
界の私に向かうパースペクティヴ A型
の意識変容である。
　もう 1つはあくまで現実世界の中の
私に＜私＞がとどまるときにみられる意
識変容である。そこでは＜私＞は現実世
界を見渡しているが，もうひとつの別の
世界から自分に向けられる眼差し，すな
わちパースペクティヴ Aを感じている。
それはもうひとつの私，同一性が希薄
な nobodyに由来する。他者の心あるい
は気配として実体的に意識されたり，黒
い影，人影として感じられたりする。こ
れらは解離性意識変容における過敏症状
hypersensitivityとしてまとめられ，パー
スペクティヴ B型の意識変容である。
　私はこれら 2つの解離性意識変容を
解離の症候学における空間的変容に含め
ている。空間的変容はともに覚醒時にみ
られる意識変容であるが，このような構
造は解離の夢においてもみられる。
　解離を狭く取ればこの空間的変容は単
なる意識変容，没入，被暗示性の亢進と
みなされ，病的解離には含まれない可能



5

性がある。しかし，病的解離をどの範囲
にまで認めるかは決着がついていないの
が現状であり，空間的変容は人格交代や
憑依，健忘，遁走など時間的変容へと発
展する重要な構造的基盤となっている，

と私は考えている。
　解離すなわち「切り離し」は「切れる
こと」とともに「離れること」を含んで
こそ，その全体像をつかむことができる
と私は患者さんの前で夢想している。

◇書評エッセンス◇

新 外傷性精神障害
岡野憲一郎 著

　本書は 1995年の『外傷
性精神障害』（旧版）の増

補改訂版である。著者の岡

野憲一郎はアメリカで長く

精神医療に携わった経歴が

あり，精神分析，精神療法

を専門としている。この分

野で多くの著書，論文があ

るが，いずれも論旨明解で

読んでわかりやすいものば

かりである。もちろん本書

もその例外でなく，とても

分かりやすく書かれている。

　本書が扱っている「外傷

性精神障害」は岡野が最も

造詣のある領域といえよう。

本書は大きく 4部に分か
れ，第 1部「外傷理論入
門」，第 2部「外傷性精神
障害を知る」，第 3部「外
傷理論を越えて」，第 4部
「外傷性精神障害の治療」

となっている。

　第 3部が本書の最も要
となる部分であろう。これ

は旧版にはなく，新たに書

き加えられた部分である。

最近の動向も踏まえて，岡

野の新たな考えが提示され

ている。

　第 1章「『外傷性精神障
害』の再考」では，外傷概

念の流行が遅れたことを心

因論との関係で論じている。

「心因論の存在が，実は外

傷概念の浸透を抑止してい

たという事情があった」と

の指摘がなされる。1970
年代以前には精神分析的な

葛藤や防衛の概念がきわめ

て大きな意味をもっていて，

問題は子どものもつ性的欲

動や攻撃性である，という

考えが強力に人々の心を支

配していた，とも述べられ

ている。要するに，心因論

においては，親との葛藤が

着目され，欲動という個体

側の要因が強調されたため

に，相対的に心的外傷は軽

視されていた，ということ

であろう。こうしたそれま

での先入観の見直しがなさ

れるのに時間がかかったの

である。これには，学校領

域の問題だけでなく，社会

における権力の問題（子ど

もや女性など弱い立場のも

のたちの権利擁護）への意

識改革も関わっている。な

お，外傷理論が流行するよ

うになったアメリカ合衆国

では，その行き過ぎについ

て見直しがなされる，とい

う動きも生じていて，外傷

理論は心因論，内因論，気

質論と発展的に再統合され

るべきである，と岡野は指

摘している。

　時期を経たら，また新た

な知見や考えを加えてさ

らなる改訂版が出ること

も期待したい。（評者・市

田勝＝名古屋掖済会病院

■精神分析研究 54巻 2号

（2010）より抜粋）
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　朝青龍が引退した。断髪式をみて涙を
流した人は少ないだろうが，ちょっぴり
寂しいと思った人は多いはずだ。確かに
いろいろな騒動を起こしたが，朝青龍が
どこまで大相撲の品格を落としても，賭
博，大麻，暴行・リンチと格下の力士の
騒動にはかなわなかった。大相撲という
国技の伝統は彼の悪行に関わらず衰退し
ていた。
　国技と呼ばれるスポーツの不祥事があ
るのはそれほど珍しくないのかもしれな
い。筆者は，メジャーリーグベースボー
ルのファンだが，2000年代は，ドーピ
ングで揺れに揺れた。大リーグ史上最
多回数のサイ・ヤング賞を受賞したロ
ジャー・クレメンス，90年代にサミー・
ソーサと 1シーズン最多ホームラン争

いで世界を沸かせたマーク・マクガイア
が出廷した。最近では，ホームランメ
ジャー記録に迫っていたバリー・ボン
ズが記録達成を目前に球場から消えて
いった。生涯野球少年の筆者にとっては
ショックな出来事となった。ヤンキー
スの A・ロッドは 2010年のシーズンで
600ホームランを達した。野球ファンの
多くが認める，ずば抜けて高い才能を
もった彼もおしりに注射していたのであ
る。ホームラン記録は，誰もが信じる大
きな意味のある数字である。その記録に
近づきつつあった選手の多くがドーピン
グをやっていたという疑いがかかったと
き，その選手たちへのあこがれだけでな
く，ホームラン数という記録のロマンも
揺らぎ，記録が破られる前に，その影が
薄れてしまった。
　選手がドーピングをしはじめた経緯に
は，うまくなりたいという気持ちよりも，
怪我をきっかけに治療の一部として使い
始めたというのが多い。これから花が咲
く若手選手の将来に怪我は暗い影を落と
す。選手生命が終わるかもしれないとい
う恐怖の大きさは，計り知れない。弱く

いわかべ・しげる＝臨床心理学
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研
究科准教授。著書に『プロセス研究の方法』
（新曜社），『心理療法・失敗例の臨床研究』
（金剛出版），グリーンバーグ他『感情に働き
かける面接技法』（訳，誠信書房）など。この
ほど，『はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究』
を刊行。

ホームランの物語

岩壁　　茂　
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なった筋力と故障箇所の補修から手を出
したドーピングは，じきに欠かせない栄
養剤となっていく。薬物依存のプロセス
そのものである。
　もう 10年以上も前の話になるが，カ
ナダ留学時代に，アメフトの選手候補
キャンプに参加したことがある学生に出
会った。彼は，まだ 20歳で幼さが残っ
ているが，2メートルの体は，ギリシア
彫刻に色づけしたような，ほれぼれする
ほどの外見に加え，50メートル 5秒台
で走るというスピードも兼ね備えた恐る
べき身体だった。彼は，アメリカで育成
選手選抜のキャンプに出て，最終選考を
勝ち抜いた。そのあと両親が呼ばれ球団
からの説明を受けた。アメフトという危
険を伴うスポーツに事故はつきもので，
選りすぐられた選手の中でも成功して晴
れ舞台に上がれるのはほんのわずか。多
くは途中で怪我をして脱落する。脱落し
たあとは，ドラッグに手を出したり，堕
落の人生を送るものも多い。成功しても，
体は，30代でもう使い物にならないく
らい傷だらけになる。それでもあなたの
息子をプロにしたいかとコーチに問われ，
彼の両親は，すぐに息子を連れてカナダ
に戻り，大学に進学するように説得した
という。夢破れてどう感じたのか彼に尋
ねると「少年時代の夢が終わって，現実
の世界に戻っただけ」とはにかんだが，
寂しそうな表情は隠せなかった。
　それにしても，若いときに，もっとも
華やかな夢が終わるのはどんな感じだ
ろうか。少なくとも若さがかげりを見
せ，老いと直面することは誰もが経験す

る。しかし，自分の人生がはじまる前に
終わってしまうことは，大きな打撃にな
るだろう。彼のコーチが説明したように，
ドラッグや堕落なしにしては耐え難いか
もしれない。
　バブル経済が崩壊したのは，日本の経
済的成長がクライマックスに到達する前
に起こった怪我だった。経済的な成長と
豊かさが幸福と結びついた大きな物語が
くずれはじめた。安定した生活，終身雇
用，運命の人との結婚，それまで私たち
が生きてきた，また生きようとしてきた
物語の多くが力を失いつつある。
　経済成長と豊かさが，幸福をもたらす
という物語の信憑性が薄らぐ中で，現在
の経済的発展の中心ははっきりと中国に
移りつつある。人口，面積をみても日本
の大きな物語があまりにもちっぽけにみ
える。ただ，もう一方で，経済成長と資
本主義の語りもほころびが見える。今世
紀中に様々な天然資源がそこをつくこと
は，多くの科学者が警告している。大量
生産によって儲けることは，それほど長
くは続きそうもない。
　では，何が私たちの大きな物語になる
のだろうか。野球の話に戻るが，ホーム
ランは全くといっていいほど打たない
が，ぼてぼてのヒットを打ったりしてメ
ジャーでそれほど注目されないような記
録を着々と伸ばしているイチローがいる。
彼はメジャーに行ってから，あまり筋肉
がついたようにも体が大きくなったよう
にも見えない。彼は，いつもストレッチ
をしてほとんどあるかないか分からない
ような筋肉資源を最大限に使える準備を
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し，できるだけ長いあいだ，コンスタン
トに使えるような状態にしている。彼の
描くストーリーは派手ではないが，彼に
取って代わるような選手もいない。自分
の中にある力と才能を常に出し切って
いる。彼の試合結果をみると 1安打，2
安打が多い。やっぱり 1試合に 3，4安
打量産してもらいたいところだが，彼
は，明日にとっておく。打率争いトップ
に躍り出るわけでもないが，彼にしかで
きないことがあり，彼はそれを知ってい
る。彼はメジャーでの大きな物語ではな
い，無比の語りを知っている。
　私たちが臨床家である限り，大きな物
語の功罪を知っているだろう。また，臨
床家は，歴史家である。個人の歴史に

日々ふれる中で，どのような過去がどん
な現在を作り出し，どんな明日の道を塞
いでしまうのかということもみてきた。
だからこそ，大きな物語に変わる「物語
のあり方」を示すことは，一人の臨床家
としての役割を超えているようであるが，
今後期待されている臨床家の仕事である
ように感じる。
　ホームラン記録の輝きは薄れたが，や
はりホームランの楽しみはある。緑の芝
生から，青い夜空に打ち上げられる白い
ボールは，一度星になってまたおりてく
る。とにかく美しい。ホームラン記録は
消えても，一本のホームランの夢は消え
ない。
　

◇書評エッセンス◇

関係性における暴力
藤岡淳子 編著

　本書を通読して感じるの

は，DVや性暴力など，主
として成人間における加害

者への支援に関しては認知

行動療法や心理教育あるい

は半構造化プログラムなど

の臨床心理学をベースにし

た支援がある程度整えられ

ているが，その反面ソーシ

ャルワーク的なアプローチ

はあまり整っていない（こ

れは，その被害者支援につ

いても言い得ることかもし

れない），一方で，子ども

虐待という親子間の暴力の

加害者への支援に関して

は，ソーシャルワーク的援

助が中心であって，臨床心

理的な治療等のプログラム

はほとんどないという点で

ある。子ども虐待の領域に

身を置く評者は，本書に収

録された DV加害者プロ
グラムに関する理論的な考

察や実践報告を読み「これ

を虐待する親に応用できな

いだろうか」と考えてしま

った。家庭福祉の領域でか

ねてから指摘されてきたこ

との一つに，子ども虐待と

DVの「家庭内暴力」とし
ての包括的な理解と支援の

必要性があるが，そうした

包括性を生み出すためにも

お互いの領域でどのような

理論や実践があるのかを学

びあう必要があろう。本書

はそうした相互学習の機会

を提供してくれる一冊であ

るといえる。（評者・西澤

哲＝山梨県立大学■子ども

の虐待とネグレクト 11巻

1号（2009）より抜粋）
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初回面接のための十分条件

妙木　浩之　

　セラピストにとって，どのような治療
技法に出会うか，そしてそれを習得して
からどのような技法を拡張していくかと
いった道筋は，かなりの程度，偶然の出
会いに左右される。もちろん後から見れ
ば，偶然というよりは，無意識全体の布
置から必然的なことも多いにしても，と
りあえず，私たちが生まれてくるときに
家族を選べないように，意識的な選択の
幅は地域や教育機会でかなり限られてい
る。患者さんたちにとって何が本当にベ
ストなのか，あるいは必要な治療がどの
ようなものなのか，確信をもっているセ
ラピストよりも疑問をもっているほうが
多いのは，そうした偶然が私たちの必然
を圧倒してしまっているからだろう。最
近の心理療法がエヴィデンスを求めるの

は，基本的にはそうしたセラピストの不
安のためだと思う。そして精神分析的心
理療法の学習にもマニュアル化の波が押
し寄せてきていて，効率や「安い，早
い」が求められる傾向がある。EBMの
専門家がよく語るように，エヴィデンス
の高い医療を求めれば求めるほど費用が
高騰していく矛盾があるので，実際の臨
床場面では，患者に「必要なことはこれ
だけど，ここでできるのは」という程度
の効率と費用の妥協形成が必要である。
にもかかわらず，医療者側の「あるべ
き」姿に圧倒されて，患者さんが「した
いこと」「してほしいこと」を忘れてし
まうように見えるのは，この傾向のため
であろう。
　以前地方で臨床をしているときに痛感
したのは，技法を知っていたところでで
きない，というか，通俗的な意味での心
理療法すら提供できないことのほうが圧
倒的に多いことだ。セラピストが一つの
治療を学んでいく場合にも同様の事情が
あるので，自分の学んでいる技法が，効

みょうき・ひろゆき＝精神分析，臨床心理学
東京国際大学人間社会学部教授。著訳書に，
『精神分析における言葉の活用』（金剛出版），
『大人のための精神分析入門』（PHP新書），
『ウィニコット書簡集』（共監訳，岩崎学術出
版社）など。このほど『初回面接入門』を刊行。
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率や費用の限界効用という不安によって
ではなく，人が人に対して良いことをし
たいという発想によって，患者さんのし
たいことによって，基本的に支えられて
いることは，残念ながら忘れられてしま
いやすい。出来る限り良いケアを患者に
提供したいという思いと，時間的にも体
験的にも出来る限り深い，幅のある心理
療法をセラピストが学びたいという思い
は連続していると思う。本来歴史や文脈
に根拠を置いていた精神分析も，最近で
はもっぱらエヴィデンスが論拠になりつ
つあって，私も学問としてそれをサポー
トしているが，実際の臨床場面では，そ
れは技法成立の必要条件であって，十分
条件ではない。与えられた訓練やエヴィ
デンスのある技法だけを学んでおけば間
違いがないという発想は，現代の効用主
義が生み出している弊害だと思う。心理
療法の場合，セラピストにとって，長い
訓練や自分が治療を受けてみることは，
エヴィデンスよりも大切な基本的な姿勢
だと思う。正直言って，患者さんたちに
とって近所のおばさんとの相談や霊能者
との会話が救いとなることは多いが，そ
れは彼らが患者さんたちの話を熱心に聞
いて，あまりエヴィデンスのないアドバ
イスをしながら，親切であろうとしてい
るからであって，その逆ではないと思う。
　この数年，力動フォーミュレーション
のためのセミナーを行ってきた。忙しい
臨床家が毎週集まって，ビデオを撮りな
がら，それぞれの面接の技術を検討しつ
つ，事例についての力動的な見直しをす
るというやり方は，かなり勉強になった

し，私なりに初回面接についての考え方
がだいぶまとまってきたので，専門家向
けの入門書を書いた。患者さんの主観が
「したいこと」「してほしいこと」を基
本にして，面接を組み立てるための手続
き，つまり面接場所の設定から姿勢，そ
して一回のセッションでのやりとりを含
めて，出会いから数回の間に行う基本的
なステップを描いた。社会心理学によれ
ば，出会いにおける初期印象はその後の
人間関係を左右する。だからはじめての
出会いで出来る限り細心の注意を払うこ
とが重要だが，実際の面接の流れを左右
する要因は膨大にある。
　先ほど述べたように，たいていの出会
いは個々の意識を越えたものなので，そ
れを専門家として出来る限り意識的なス
テップにしていくこと，そしてできれば
限界効用の範囲でエヴィデンスや治療様
式に基づいて，いろいろな技法の選択肢
のなかから患者さんが心理療法を選べる
ようにしていくことが私たちの仕事だと
思う（アセスメントの仕方や診断や査定
については少しはしょってしまったので，
別の形でまとめたい）。初回面接ですべ
きことは実に多い。マートン・ギルらが
早くからビデオでの研究を主たる道具と
して心理療法のトレーニングに導入して
きたのは，このためだっただろうし，ア
メリカ心理協会がビデオによる教育に力
を入れているのもこのためだろう。自分
の面接の細かい所作を記録して，修正し
ていく作業が求められる。これは一人で
はできないことなので，忙しいなか集
まっていただいている臨床家たちの訓練
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への前向きの姿勢には本当に感謝してい
る。力動フォーミュレーションの手続き
に入って，それをまとめる時にも，この
姿勢，つまり人が人に良いことをしたい，
という前向きの姿勢が十分条件となるよ
うに思う。
　繰り返しになるが，意識的にはほとん
どの出会いは偶然だと思う。それが長い

目で見て，必然あるいは（フロイト的な
意味で）運命だと思えるようになるのが，
自分の立ち位置に納得して，自分なりの
アイデンティティを内側にもつというこ
とだろう。それは心理療法を受ける側と
する側で一緒だし，初回面接の膨大なや
りとりを仕分けするなかでも一緒だと思
う。

◇書評エッセンス◇

乳児研究から大人の精神

療法へ
ビービー他著　丸田俊彦監訳

　本書は近年多くの理論が

輩出し，拡散気味となって

いる間主観性について，そ

の概念や実態を整理し相互

比較し，見直そうという意

図のもとにまとめられた 1
冊であり，そのテーマ自体，

きわめて時宜に適したもの

といえる。

　いうまでもなく，間主観

性は，精神分析的観点から

相互作用を捉えるときに，

乳児の場合にも成人の場合

にも，中心的，主導的な概

念として，近年特に注目さ

れ活用されている。

　第 1章では，これまで
の精神分析理論の中で，ど

れほど相互作用について

論じられてきたか，膨大な

文献の紹介から始まり，間

主観性理論はその中の一

つとして位置づけられる。

さらに，間主観性理論の

相互比較に入り，暗黙の

（implicit）プロセスと判
然とした（explicit）プロ
セスを区別するという議論

が展開され（それは言語的，

非言語的という区別を推敲

したものと言える），われ

われの理解は次第に明確に

なってくる。

　第 4章は Beebeによる
症例提供とその解説である。

まさに圧巻なのはこの章で，

この症例をじっくり読むだ

けでもサイコセラピーの真

髄に触れることができるし，

本書を通じて論じられてい

る間主観性とは何なのかを

実感をもって理解すること

ができる。

　本書を通読しての感想は，

間主観性という概念が，今

や十分に内容を蓄え，理論

を構築し，間違いなく精神

分析理論の一翼を担う概念

になっているということで

ある。二者関係の問題を抱

える人がますます増加して

いる現代の精神分析治療に

とって，今後ともきわめて

有用な理論枠となるであろ

う。そのことを実感させる

著書である。

　訳は読者への配慮の行き

届いた，明解で親切な訳

である。それは Forms of 
Intersubjectivity を「間主
観性さまざま」と訳したと

ころにも示されているとい

えよう。（評者・馬場禮子

＝山梨英和大学■精神分析

研究 53 巻 4 号（2009）

より抜粋）
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　私が 20年以上前に大学を卒業した当
時，児童精神医学の専門施設は数少なく，
研修システムは今以上に整備されていな
かった。そのため，当初小児科に入局し
た私は，学会等で知り合ったさまざまな
専門家や治療施設を訪ねて回った。結局
有給で研修をさせてくれる所はなく，神
奈川県立子ども医療センター精神科で無
給レジデントになった。そこで平田一成
先生を始めとする児童精神科の先生方に，
この世界の面白さを教えていただいた。
信州に戻り，一旦は小児科でこの道を実
践しようとしたが，身体疾患を治療する
合間にこころの問題を診るという環境に
限界を感じ，精神科に転科した。その後，

国立精神神経センター国府台病院で齊藤
万比古先生の元に専門研修を行った。こ
の時代は私の医師生活の中で最高に幸せ
な時代で，子どもたちとガチンコで取っ
組み合った。2年半の研修を終えた私は
大学に戻り，平成 14年に国立大学とし
ては初めて「子どものこころ診療部」を
立ち上げた。
　それから 5年後，私はロンドン王
立大学精神医学研究所（Institute of 
Psychiatry; IOP） の児童精神医学部門で
あるMichel Rutter Center （MRC）に
2ヶ月間短期留学した。自分の眼で世界
のトップレベルの児童精神医学を見てみ
たいとの思いからであった。

　イギリスでの精神医学の留学先とい
うと，Maudsley 病院を思い浮かべる方
が多いと思われるが，Maudsley病院に
は児童精神科はない。児童精神科の外
来はすべて同一敷地内にあるMRCで
行われている。さらに入院施設はMRC
にもなく，入院が必要な患者は Central 
LondonにあるGuy’s Hospitalか，ロ

『必携 児童精神医学』の刊行に寄せて

原田　　謙　

はらだ・ゆずる＝児童精神医学
信州大学医学部附属病院子どものこころ診療
部准教授。著訳書に『子どものうつハンドブッ
ク（共著，診断と治療社）』，『注意欠陥多動性
障害の診断治療ガイドライン（分担執筆，じ
ほう）』『子どもの心の診療入門―子どもの心
の診療シリーズ 1 （分担執筆，中山書店）』など。
このほど，『必携 児童精神医学―はじめて学ぶ
子どものこころの診療ハンドブック』を監訳・
刊行。
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ンドン郊外の Bethlem Hospitalの専門
病棟に紹介される。
　MRCには Diploma courseという海
外の児童精神医学を目指す医師の留学を
受け入れるコースがあり，氏家武先生，
吉田敬子先生をはじめとして，日本の児
童精神医学を支えている専門家の多くが
児童精神医学を学んできた。
　MRCでは，注意力欠如多動性障害外
来，自閉症スペクトラム外来，行為障
害外来などを見学した。イギリスの医療
は完全に階層構造化されており，MRC
は Tier 4と呼ばれる最高位の治療機関
となる。このため各外来を訪れる新患
は，わずかに週 1，2名であり，Multi 
disciplinary assessment & treatment と
呼ばれる医師，心理士，ソーシャルワー
カーらからなる多職種チームが診断・治
療を行っていた。その見立てや治療法は，
日本で自分が実践しているものとほぼ同
じであり，私の学んできたものが世界の
第一線の医学に引けをとらないものであ
ることを確認できた。

　それからさらに 3年。この 10月に
「必携 児童精神医学」の日本語版が世
に出た。この本は，MRCでお世話に
なった，Stephan Scott 教授と Robert 
Goodman教授の書かれた児童精神医学
の教科書である。この本を Scott教授か
ら最初に見せてもらったときには，その
内容のコンパクトさに反比例する内容の
濃さに驚かされた。MRCの Diploma 
courseでも使われていた。そして，イ
ギリスの経済状況の低迷から，私が訪れ

た年を最後にDiploma courseが閉鎖さ
れると聞いた時，その場で翻訳すること
を決意した。それは，もうMRCで研
修ができなくなった日本の若い医師に，
イギリスの児童精神医学を伝えたいとい
う思いからであり，彼らに私の苦労を繰
り返すことなく，効率的に世界のトップ
レベルの児童精神医学を学んでもらいた
いと考えたからである。この分野を目指
す若い先生方には，ぜひ本書をかたわら
に置き，繰り返し通読することをお勧め
する。もちろん，中堅以降の児童精神科
医や小児科医に意味をなさないかという
とそんなことはない。現に私自身も本書
を翻訳していてあらためて認識したこと
が数多くあった。
　本書のもう一つの特徴は，専門家を目
指すわけではない一般の小児科医や精神
科医，心理士，教育関係者にも十分わか
りやすい内容になっていることである。
近年，発達障害をはじめとして，我が国
における子どものこころの診療のニーズ
は高まるばかりである。一方で，日本に
おける児童精神医学の専門家は，諸外国
に比べて極端に少ない現実がある。この
矛盾を解消するためには，一般の小児
科医や精神科医，心理士，教育関係者
が，正しい知識を学び，こころの問題を
抱える子どもたちに正しく対応すること
が必要不可欠である。本書が 1冊あれ
ばそのニーズの全てを満たすことがで
きる。一般の小児科医や精神科医，心理
士，教育関係者の方も本書をかたわらに
置き，子どもたちの笑顔を取り戻す作業
に加わっていただければ，これにまさる
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喜びはない。
　最後になったが，私をこの世界に導い
てくださった平田先生，児童精神科医と

して育てていただいた齊藤先生，そして
自分を支え応援してくれた仲間や家族に，
この場をお借りしてお礼を申し上げたい。

◇書評エッセンス◇

児童精神科ケース集
小倉清著

　本書は小倉清氏による著

作集の別巻として上梓され

た同氏の児童青年期症例集

である。児童青年期におけ

る精神的問題として，不登

校・ひきこもりといった現

象や攻撃性・衝動性をめぐ

る問題などが現代における

主要な関心事となっている。

本書はそのような社会背景

を見据えて著者のメッセー

ジを伝えようとしているよ

うである。

　第 1章「幼児期・児童
期」では 4歳から 12歳ま
での 6症例が取り上げら
れている。それらのうちの

重症例はかなり激しい症例

であるが，入院治療によっ

て改善していく経過は感銘

を覚える。各治療経過のう

ち特に入院治療におけるア

プローチでは，分析的な内

的世界の探求ではなく，環

境によって抱える様子が描

かれている。

　本書は food for thought
とも言える含みを持ってい

るようである。理論の解説

を主眼としていないため，

そのような期待には沿わな

いが，経験が教えてくれる

ものを伝えることには成功

していると思う。（評者・

小野泉＝広島市立舟入病院

■精神分析研究 54巻 1号

（2010）より抜粋）

◇書評エッセンス◇

実践満載 発達に課題のあ

る子の保育の手だて
佐藤暁著

　発達障害等の「発達に課

題のある子」への実践的な

本が多数出てきているなか

で，この 1冊は，全国の
保育者の素晴らしい実践の

選りすぐりであり，著者が

保育者たちと共に作り出し

た実践を紹介している本で

ある。

　つまり，ここに紹介され

ている「手だて」は，岡山

県をはじめとする全国のい

くつもの保育園が，すでに

実践している「手だて」で

あり，私たちの地域の保育

園・幼稚園でも十分取り組

める内容になっている。

　保育園・幼稚園で毎日の

ように繰り返される保育の

流れやさまざまな行事に参

加することが困難な子ど

もたちが，上手に参加でき

るようになるための「手だ

て」が，タイトル通り「満

載」である。

　最後に，それぞれの頁に

かわいいイラストが描かれ

ており，読者が実践するに

あたりイメージしやすいよ

うに工夫されている。（評

者・二宮信一＝北海道教育

大学■ LD & ADHD 35 号

（2009）より抜粋）
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30のキーポイントで学ぶ
マインドフルネス認知療
法入門　クレーン　大野
裕監修　Ａ５　2,625円
創元社

ACT をはじめる　ヘイ
ズ　武藤崇他訳　Ｂ５  
2,520円  星和書店
アスペルガーを生きる子ど
もたちへ　佐々木正美　
Ｂ６　1,260円　日本評
論社
エッセンシャルズ DN-

CASによる心理アセス
メント　ナグリエリ　
前川久男他訳　Ａ５　
3,570円  日本文化科学社
確信する脳　バートン　岩
坂彰訳　Ｂ６　2,520円
河出書房新社
家族療法プロフェッショナ
ル・セミナー　若島孔文
Ｂ６  2,310円  金子書房

「渦中」の心理学へ　浜田
寿美男他　Ｂ６　2,520

円　新曜社
起立性調節障害の子ども
の日常生活サポートブ
ック　田中英高　Ｂ６　
1,680円　中央法規出版
幻聴の世界　日本臨床心理
学会編　Ｂ６　1,470円
中央法規出版
子ども虐待ソーシャルワー
ク　川崎二三彦　Ａ５　
2,940円　明石書店
子ども中心プレイセラピー
ウエスト　倉光修監訳　
Ａ５　2,940円　創元社
実践グループカウンセリン
グ　田上不二夫編　Ａ５
2,310円　金子書房
質的研究を科学する　高木
広文　Ｂ６　2,100円　
医学書院
児童養護施設のソーシャル
ワークと家族支援　北川
清一　Ａ５　3,675円　
明石書店
シナリオで学ぶ医療現場の
臨床心理検査　津川律子
他　Ａ５　2,415円　誠
信書房
自閉症スペクトラム親子い
っしょの子どもの療育相
談室　白石雅一　Ａ５　
1,995円　東京書籍
人生がうまくいかない人は

声で損をしている　青拓
美　Ａ５　1,575円　扶
桑社
精神科医はどのように話を
聴くのか　藤本修　Ｂ６
1,470円　平凡社
精神科臨床ケースプレゼン
テーションの技術　飯倉
康郎　Ａ５　3,360円　
金剛出版
成人の高機能広汎性発達
障害とアスペルガー症
候群　広沢正孝　Ｂ５　
3,570円　医学書院
精神分析過程　メルツァー
　松木邦裕監訳　Ｂ６　
3,990円　金剛出版
精神分析と美　メルツァ
ー　細澤仁監訳　Ａ５　
5,460円　みすず書房
性犯罪者の治療と処遇　
マーシャル他　Ａ５　
5,250円　日本評論社
対人援助職のための認知・
行動療法　原井宏明　Ａ
５　3,675円　金剛出版
対人援助職の燃え尽きを
防ぐ　植田寿之　Ａ５　
1,890円　創元社
てんかんの薬物療法　兼子
直　Ａ５　3,150円　新
興医学出版社
ナラティヴ・時間・コミュ

■書誌 2010.09 ～ 12

  ●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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ニケーション　野村直樹
Ｂ６  1,995円  遠見書房
認知行動療法に学ぶコーチ
ング　ドライデン他　吉
田悟監訳　Ａ５　2,310
円　東京図書
ビオンと不在の乳房　祖父
江典人　Ａ５　3,150円
誠信書房
プレイセラピー実践の手引
き　ジョルダーノ　葛生
聡訳　Ｂ５　2,940円　
誠信書房
ブレイン・アーキテクチャ
スワンソン　石川裕二訳
Ａ５　5,040円　東京大
学出版会
マンガでわかるはじめて
の統合失調症　肥田裕
久監　佐俣由美　Ａ５　

2,520円  エクスナレッジ
臨床現場で使える思春期心
理療法の治療計画　ヨン
グスマ他　田中康雄監　
Ｂ５  5,775円  明石書店
■寄贈書
子どもの認知行動療法入門
（児童心理 臨時増刊）　
Ａ５  1,020円  金子書房
子どもの臨床心理アセスメ
ント　松本真理子・金子
一史　B5　2,940円　金
剛出版
非行と広汎性発達障害　藤
川洋子　Ｂ６　1,785円
日本評論社
山上敏子の行動療法講義

with東大・下山研究室
下山晴彦・山上敏子　
A5　2,940円

●開催店　紀伊國屋書店新宿本店 5階
　URL：http://www.kinokuniya.jp/bookfair/booklounge.htm
　ツイッター：https://twitter.com/KinoShinjuku

● 10周年記念フェア，第 2弾は「2010年，この 1冊」
　「心理学書販売研究会」は心理学の専門書の普及・販売に力

を注ぐ有志出版社の集まりです。2010年，当会は発足 10周年
という節目の年を迎えました。これを機に，2010年 11月より，
1年間，紀伊國屋書店新宿本店にて，テーマを変えながらフェ
アを連続開催しております。第2弾は，2010年に刊行され，書評・
紹介された書籍，重版された書籍など，話題になった「収穫の

1冊」をピックアップいたしました。
　皆様のお越しを心よりお待ちしております。

心理学書販売研究会　10周年記念フェア !!

【第2弾】

2010年，この1冊
―心理学書　今年の収穫―

2010年 12月 24日～2011年 1月30日

学術通信
第31巻第 1号

第 97号
2011年 1月 15日発行
初春号

頒価　70円

†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
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