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手段としての動機づけ面接（仮題）に向けて

原井　宏明　

　『方法としての動機づけ面接』が売れ
行き好調である。この手の専門書で半年
を待たずして重版がかかるのは特別のこ
とらしい。自分が著した本が良く売れる
ことは素直に嬉しい。何かのアイデアを
広めることを目指すなら，自分のホーム
ページで公開する方が良いだろう。出す
のは簡単，見る側も検索が容易で，金も
かからない。子どものころから私は文章
が不得意だったし，名前だけで本が売れ
るような有名人でもないから，本屋に自
分の名がついた本が平積みになるとか，
数冊か並ぶなどということは想像してい
なかった。しかし，事実がはっきりと目
に見えると人は変わる。売れるなら書
きたいと思うようになった。2012年は

本書を含めて 3冊を出した。これを書
いている今も 3冊の本が進行中である。
ホームページでの公開ではどのくらい注
目されているのか，役立っているのか分
からない。作品として形が残るわけでも
ない。同じ労力をかけるなら本が良いだ
ろう。編集者というパートナーがいるの
も有り難い。神田橋條治先生が著された
面接本も『精神科診断面接のコツ』のあ
と「コツ」シリーズで 2冊が出ている。
動機づけ面接も第 2弾を出そう。この先，
毎年数冊ずつ本を出すような，サイン会
も開催されるような売れっ子作家になっ
たらどうしよう？
　私が本を書くのは何か目的があっての
ことである。売れたことは確かに良かっ
たが，売れ行きは結果であって，本を書
く目的ではない。年間 10万部も売れる
ならば作家稼業を目標にしても良いが，
事実は厳然としている。メンタルクリ
ニックで集患に励んだ方がはるかに実入
りが良い。休日をつぶしてワークショッ
プをする方が結果がでる。方法としての
動機づけ面接の場合は，行動療法家は面
接の本を書いていない，だから書こうと

はらい・ひろあき＝認知行動療法，精神医学
医療法人和楽会なごやメンタルクリニック院
長。著訳書に『対人援助職のための認知・行
動療法』（金剛出版，2010），『ACTをはじめ
る』（訳，星和書店，2010） ，『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』
（訳，岩崎学術出版社，2008），『ACT ハンド
ブック』（分担執筆，星和書店，2011）など
多数。このほど『方法としての動機づけ面接』
を刊行。 http://harai.main.jp/index.html
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いうのが目的だった。自分ならどう書く
だろうか，オリジナルなものを書きたい
ところから始まっている。英語の本に基
づきながら，日本語を元にして考えたら
どうなるか，行動分析学を元にして考え
たらどうなるか，と考えながら書いた。
行動療法を学ぶプロセスで生じた私の失
敗談もそのための重要な材料だった。で
は，次は何を何のために書く？　動機づ
け面接の定義そのものはもう書いてし
まった。動機づけ面接のトレーニングに
役立つ David Rosengren のワークブッ
クの訳本は今，手元で校正中である。他
には？　他の人は何を書いている？
　神田橋先生を始め，面接法の本を著
す精神科医は診断面接を必ず取り上げ
る。治療しない精神科医はあり得るが，
診断しない精神科医はあり得ないから
だろう。医学部教育の中でOSCE（客
観的臨床能力試験）が行われるように
なった。この中では医療面接が必須であ
る。従って，教育・研修に携わる総合診
療医・内科医も面接の本を書くように
なった。「医療面接法が情報収集手段と
して最も重要な手段であることは夙に知
られているところで，言うまでもないで
しょう」（伴信太郎，向原圭『医療面接』，
2006）。NHKに総合診療医ドクターG
という番組がある。最初のナレーショ
ンは「ドクターG。彼の武器は問診だ。
生活，家族，仕事。名探偵のようにさま
ざまな情報を元に病名を突き止める。」
で始まる。医師にとって面接は診断・情
報収集の手段である。動機づけ面接は？
　私が知る限り，英語で書かれた動機

づけ面接の本で，診断面接を取り上げ
たものを見たことがない。PubMedで
motivational interviewing と diagnostic 
または diagnosisをタイトルで検索する
とヒットは 0である。MIは精神科診
断や総合診療医の問診ではないことが
MIについて書く者のコンセンサスであ
る。日本語の本を改めて見てみよう。精
神療法に詳しい精神科医が書いた診断面
接の本は既にある。しかしその中では
精神科医が使っているはずのDSMや
HAM-D（ハミルトンうつ病尺度）は出
てこない。もちろん動機づけ面接はでて
こない。翻訳本が出るはずもないのだか
ら，私が書き下ろそう。
　手段としての動機づけ面接は，英語で
はMotivational Interviewing for specific 
purposesである。実際の診療に合わせ
た構成を考えている。

　1.受け付け事務員のための電話での受け答

　　えのガイド

　2.診断面接・情報収集・情報提供のための

　　動機づけ面接

　　①初診　問診票利用と行動観察　関わり

　　　を始める

　　②全般的診断面接

　　③網羅的なチェックが必要なときの半構

　　　造化面接

　　④重症度評価面接　HAM-D，Y-BOCS，

　　　PDSS

　　⑤治療法の提示と選択，計画

　　⑥診断書を書くための面接

　3.治療のための動機づけ面接

　　①エクスポージャーのための動機づけ面
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　　接

　②集団治療のための動機づけ面接

　③家族相談におけるコミュニケーション・

　　スキルトレーニング

　4.内科医のための動機づけ面接―糖尿病の

　　臨床で

　5.スーパービジョンでの面接・関わり

　6.学会座長のための動機づけ面接

　方法としての動機づけ面接の中で，私
が影響を受けた人たちの名前が出てくる。
まだまだ漏れている人たちがいる。その
うちの一人が古川壽亮先生である。自分
の診断を信頼している医師の診断がどれ
だけ頼りないものか，それを補う手段に
は何があるかを教えていただいた。ど
の医師でも正確な診断を行いたいはず
だ。しかし，診断技術は読書では身につ
かない。そして，DSMや ICDを読ま
ずに，独学で何千人という様々な患者に
当たり，自分自身の診断技術に盤石に信
頼を置けるようになったとしても，それ
は独自診断が正確になるだけの話である。
DSMの診断基準項目をきちんと把握し，
記載した上での不正確な診断は，正確な
独自診断よりも，社会の役に立つ。新型

うつ病のように世間に知れ渡っているが，
誰も定義していない病名をつけるよりも，
DSMの反復性エピソードの経過を記述
する特定用語をきちんとつける方が予後
予測に役立つ。
　診断面接・情報収集・情報提供，そし
てエクスポージャーやコミュニケーショ
ントレーニングなどは，どれも本来の動
機づけ面接ではないが，動機づけ面接を
手段として使うことで，効果を高めるこ
とができる。精神療法としての動機づけ
面接に興味をもった人に，次のステップ
として説明責任を果たせる診断面接や行
動療法，スキルトレーニングに興味を持
たせたい。岩崎学術出版社の本の中に，
構造化面接を取り上げた本はない。精神
分析や神田橋先生の本の隣に，SCIDや
Y-BOCSなどの半構造化面接を取り上
げた本が並んだら，面白い。
　もし第 3弾があるとすれば，それは
「目的としての動機づけ面接」としよう
と考えている。方法から手段へ，そして
目的に到達する。何を目的として動機づ
け面接を身につけるのか，動機づけ面接
自体を目的にするならば何が必要か？　
そうしたことにいつかは触れたい。
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　Mick Cooper氏は，スコットランド
を中心に英国やヨーロッパの PCAに
大きな影響を与え続けている新進気鋭
の心理学者として知られている。Mick
と最初に出会ったのは，スコットラン
ドのストラスクライド大学（University 
of Strausclyde）カウンセリングユニッ
ト（Counselling Unit）である。カウン
セリングユニットとは聞き慣れない部
門名であるが，PCA（Person-Centered 
Approach）カウンセラー資格課程，修
士課程，博士課程からなる教育学部
の大学院の部門名である。本稿では，

Mick の Essential Research Findings in 
Counselling and Psychotherapy（2007）の
邦訳に至る経緯を紹介したい。
　2005年 5月上旬に，村山正治氏が主
宰する日本 PCAプロジェクトの招き
で，Relational Depthの概念とともに，
Person-Centered Counselling in Action
（1988）（邦訳名『パーソンセンター
ド・カウンセリング』）や Developing 
Person-Centered Counselling（1994）
（邦訳名『パーソンセンタード・カウ
ンセリングの実際』），Person-Centered 
Counselling Training（1997） な ど の
著者として，またイギリスの代表的
な PCAカウンセリング（サイコセラ
ピー）の研究者の一人として知られてい
るDave Mearns氏が来日した。東京で
講演があった折に，ヨーロッパの PCA
カウンセラーとして知られている奥さん
の Elke Lumbers氏と共に富士山の 5合
目までドライブをしたことから，小生の
所属大学の 2007年度のサバティカルを
利用してストラスクライド大学に客員教
授を申請した。

しみず・みきお＝臨床心理学，人間性心理学
法政大学現代福祉学部臨床心理学科教授，同
大学院人間社会研究科教授。著書（分担執筆）
に『カウンセリングプロセスハンドブック』
（金子書房），『臨床心理面接演習』『臨床心理
基礎実習』（ともに培風館），『カウンセリング
の展望』（ブレーン出版），『エンカウンター・
グループと国際交流』（ナカニシヤ出版）。訳
書（共訳）に『パーソンセンタード・アプロー
チの最前線』（コスモス・ライブラリー）。こ
のほど，クーパー著『エビデンスにもとづく
カウンセリング効果の研究』を刊行。

スコットランドにおけるPCAの発展と
Mick Cooper

清水　幹夫　
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　小生が，ストラスクライド大学に着
いたときには，Daveは勇退をしたばか
りで，大学には既に籍はなかったが，グ
ラスゴー滞在中は何かと面倒を見てくれ
た。学生時代は，車の競りで生活費と
学費をまかなっていたとのことで，経
験を生かして一度は乗ってみたかった
シトロエン C-5を格安で競ってくれた
り，競馬やサッカー，ドライブに誘って
くれた。Dave は，Qualitative Research 
in Counselling and Psychotherapy（2000）
（邦訳名『臨床実践のための質的研究
法入門』）で知られているアバーティー
大 学（University of Abarty） の John 
McLeod氏とはゴルフ仲間で，Johnが
新しいクラブに慣れるまではスコアが上
がらないであろうと，敢えてゴルフクラ
ブをプレゼントするなど実に人間味のあ
る愉快な人物である。2007年の年末か
ら新年にかけて，Daveと Elkeは，香
港の娘さんを訪ねることになり，その間
の 10日間ほどをグラスゴー郊外の自宅
の留守を頼まれた。かなりの田舎の一軒
家で，暖炉に石炭をくべ，2匹の飼い猫
の世話をし，毎日庭にやってくる小鳥の
ためにエサをまくなど，思いがけない田
舎暮らしを満喫させてもらった。
　こういった関わり合いから折に触
れ，イギリスの PCA事情やカウンセリ
ングユニットの歴史を知ることになっ
た。Dave は，1972 ～ 1974 年 に 前 任
校のジョーダンヒル大学（Jordanhill 
College）のサバティカルで，アメリ
カ・サンディエゴにあった C. R. Rogers
の人間研究所（Center for the Study of 

the Person）に滞在している折に村山正
治氏と知り合いになり，また 1974年に
は Rogersをイギリスに招いてカウンセ
リングワークショップを開くことになっ
た。残念ながら Rogersは奥さんの病気
で来英できなかったので，Rogers抜き
でワークショップを乗り越え，以来毎
年 Dave と Elke，Carl Rogers（1992）
（邦訳名『カール・ロジャーズ』）の著
者 Brian Thorn，Chuck Devonshire の
4 人 で FDI（Facilitator Development 
Institute）を設立し，8年間にわたり湖
水地方でカウンセリングワークショッ
プを開いた。さらにこの経験を生かし，
1985年から 1997年まで 4期にわたり，
年 2回の宿泊を伴う 7日間にわたる
PCAに特化したカウンセリングの集中
的ワークショップを開いたり，平行して
毎月 1回，1日 36人の 3カ月単位のグ
ループスーパービジョンを行った。これ
ら 4 人 は，BACP（British Association 
for Counselling & Psychotherapy）の主
要メンバーでもあったので，カウンセ
ラー養成の経験を生かして講義，実習，
スーパービジョンからなるイギリスにお
けるカウンセラー養成制度を構築してい
る。今では，PCAのみならず，精神分
析，行動療法，実存療法，ゲシュタルト
療法など，どの立場のセラピーであって
も BACPの資格制度に則ってカウンセ
ラー養成が行われている。
　こういった流れの中で，1991年か
ら 1992年にかけて Brianは，イース
トアングリア大学（University of East 
Anglia）で，Daveは，勤務校のジョー
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ダンヒル大学で PCAのカウンセラート
レーニングコースを開設することになっ
た。ジョーダンヒル大学では，独立採算
制の新しい教育実践を始めようとして
いた時期で，うまく波に乗れたようだ。
1990年にDaveは教育学部長になった
頃から，ユニットの発展のために大学院
の設置の重要性を訴え始めた。1993年
にジョーダンヒル大学がストラスクライ
ド大学教育学部に統合されたのを機に
当時 BACPで知り合った，Existential 
Therapy（1993）の著者Mickの業績も
さることながら，人間的にも惚れ込み，
大学に迎えて修士コースと博士コース
が設置されるようになった。大学院の
一層の充実を期して 2006年には，アメ
リカから Facilitating Emotional Change
（1993）（邦訳名『感情に働きかける面
接技法』）で知られる Robert Elliot氏を
迎えるために，財政的理由からDaveは
2007年 3月で定年を待たずに勇退をし
たとのことだった。
　Daveが惚れ込んだMickは，最初に
会った時から肩の凝らない気さくな人物
で，スタッフ会議がつまらないと，ノー
トの角にいたずら書きを始めたり，職員
食堂での食事後に必ずヨーグルトを注文
し，中身がなくなってもスプーンを何度

も動かす姿が印象に残っている。研究
会や学会にもよく同行したが，いつで
も Tシャツとジーンズ姿で，スコット
ランド滞在中，ネクタイをしている姿
は，最後まで見たことはなかった。法政
大学で開催された人間性心理学会第 28
回大会の記念講演で招いた時も，イギリ
ス人としては珍しくやはりノーネクタイ
だった。学内では，専任教員同士の事例
研究会がよく行われたが，Mickのクラ
イエントとの関わり方や考え方は，かな
り C. R. Rogersに近い雰囲気をもって
いた。2007年の夏に Essential Research 
Findings in Counselling and Psychotherapy
の出版記念パーティーが大学で開かれた
折に，著作よりも人物に好感をもち，是
非翻訳をしてみたいと思い，同僚の末武
康弘氏に共同監訳をお願いした次第であ
る。
　Mick は，最近，John McLeod と共
に，あらゆる立場のセラピーやセラピー
理論を，クライエントとの協働でセラ
ピーを創出していく基本的な考え方とし
て，Pluralistic（多元的）Therapyを提
唱している。京都大学の山中氏の命名し
た iPSの Pluripotent（多能性）に似た
概念なので，末武氏と共に深い関心を寄
せている。
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実践を語る

佐藤　　曉　

　学校をめぐる問題が，世間を賑わせて
いる。学力低下，校内暴力，そして昨今
のいじめ問題。どれも，政治的に問題が
クローズアップされたり，深刻な事件が
起こったりするたびに，「実態調査をし
て対応を検討する」という，おきまりの
パターンでことが運ばれる。それはそれ
で，必要なことはやっておいたほうがい
い。
　しかし，こうした問題を前により誠実
に向き合い，現場レベルで地道に改善を
図ろうとしている教員ならば，「調査－
対策（対応）」といった行政的発想によ
る問題解決指向に，「またか」というあ

る種のあきらめや，ときにはいらだちを
感じているのではないだろうか。教員に
は，するべき，もっと大切なことがある
はずなのに。
　では，そのするべきこととは何か。私
は，「あたりまえのことを，あたりまえ
にすること」なのだと思う。斬新で，特
効薬となるような手だてが見つかるわけ
もなく，これまでまじめに教育に携わっ
てきた人たちが積み上げてきた一つひと
つの営みを，改めてていねいにやってい
くしかないのである。消極的な発言に聞
こえるかもしれないが，実際，子どもが
穏やかに学んでいる学校では，教員たち
が毎日，あたりまえのことをコツコツ
やっている。
　ところで，その「あたりまえのことを，
あたりまえにすること」。それができた
ら誰も苦労しない，とも言える。
　教員として一人前に授業ができるよう
になるには，二十年かかる。小学校の教
員ならば，一つの学年を三回ずつ受け持
つくらいの経験が必要だという勘定であ

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』，『実践
満載・発達に課題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』，『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，『どの子もこぼれ落とさない授業づく
り４５』を刊行。
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る。近ごろの教員養成にかかわる施策を
唱える人からは，なんと「即戦力」とい
う言葉が飛び出す始末である。ひどく違
和感がある。ほんの何年か大学にいたく
らいで身につく教職の「即戦力」とは，
いったい何なのだろう。そんなものなど，
ありはしない。教職の専門性を，甘く見
ないでほしい。
　私的な話になるのだが，この一年ほど，
どうしても自分で「保育」というものが
したくなって，いくつかの保育園でリト
ミックをさせてもらっている。一年を通
して月に何回か，三十人くらいの子ども
たちを一定時間預かって指導する。もち
ろん，生まれてはじめてすることである。
療育を中心とした臨床畑で仕事を続けて
きたので，子どもの扱いじたいは手慣れ
ているものの，「保育」となると一筋縄
ではいかなかった。保育園に勤める人の
苦労はそんなものではないのだろうと想
像しつつ，その一端にふれただけでも，
「保育」の仕事における「あたりまえな
ことを，あたりまえにすること」の難し
さと，そしてなによりその大切さを，身
にして感じた。
　ここまで書いておいて，「あたりまえ
なこと」とは何かを，まだ言っていな
かった。
　そもそも，それはあまり言われてこな
かった。実践の営みは，言語化されるこ
とを，どちらかというと拒否していたの
かもしれない。「理屈を言う暇があった
ら，ともかくやってみなさい」と。それ
はそれで正しい。
　そうはいっても，教育が科学であるこ

とを志向するなら，すなわち，指導技術
に普遍妥当性をもたせ，それを継承して
いこうとするなら，言語化は必要である。
若い世代の教員をまえに，「見て覚えな
さい，技を盗みなさい」と進言したとこ
ろで，それでは後進育成にならなくなっ
ている。かつてのように，教員にもうす
こしゆとりがあって，現場におおらかさ
があった時代ならば，それでもよかった。
しかし，みんなが窮屈に仕事をしている
この時代，おなじ職場で先輩の授業を見
て覚え，技を盗む機会は激減している。
それで，新刊「どの子もこぼれ落とさな
い授業づくり 45」では，「あたりまえな
こと」を言語化してみようと思いたった。
　一方で，言語化したからといって，そ
れを読めば実践ができるかというと，そ
うはいかないこともはっきりしている。
どうしてだろうか。
　一つには，どれほど精緻に言語化を
図ったとしても，語られたことより，む
しろ語られなかったことほうにだいじな
何かが残されているという，構造主義的
によく言われる理由がある。実践を語ろ
うとすると，どうしても語りきれない
「剰余」が生じてしまう。
　もう一つ。そもそも書かれたものと実
践とはモードが違うのだから，それはそ
れで原理的に避けられないという説明で
ある。語りは達者でも実践を伴わない人
はたくさんいる。反対に，すぐれた実践
家は，言語をほとんど介さずに，カンを
駆使して仕事をしている。「カンも研ぎ
澄ませば技術になる」と個人的には思っ
ているので，こういう人を私は尊敬して
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いる。
　ならば，言語化する，つまり実践を
「語る」意義は何なのだろうか。
　つまるところ，実践の継承は，「模
倣」でしかないように思う。研究授業を
毎日のように見せてもらっているなかで，
「育つ教師」は，やはり他人の授業を見
てまねている。ぞっこん惚れ込んだ先輩
の授業（残念ながら他校の）をビデオに
撮らせてもらい，研究授業の前に何度も
何度も見返して，画面のなかの教師の振
る舞いをからだごと移して本番に臨んだ
若い先生がいた。終わってみたら，本人

もびっくりするほどの授業ができた。
　実践を「語る」意義は，そういう実践
の結果に対して，あとから意味づけする
ことにある。こうもいえる。実践を語る
言葉は，自らの実践を承認してもらうた
めにあるのだと。実践を積んで自分なり
の授業スタイルができてきたころ，ふと
出会った書物の言葉に，自分のしてきた
ことを承認してもらったという経験がな
いだろうか。「やってきたことが，これ
でよかった」のだと安心できる。実践を
語る言葉には，そんな力がある。

◇書評エッセンス◇

方法としての動機づけ面接
原井宏明 著

　本書については，前記の

サワリの部分からして読者

の反応はさまざまだと想像

できる。多少の試練を乗り

越えて読み進めた私は，次

第に本書に引き込まれ，一

気に読み通した。面白かっ

た。ただし，これは，あく

までも私の感想である。誰

にとっても同じとはいえな

いだろう。まずは，本書を

手に取ってどのように感

じるのかを試してみるこ

とをお勧めする。「諸言」

でたじろぎ，迷いが生じた

ならば，それに対して正直

であることが重要だ。本書

は，そのような態度を読者

に求めている本である。た

じろいだ場合，評者として

は「あとがき」を読むこと

をお勧めする。本書の隠し

味となっている著者の人生

（観）が語られている。

　本書は，基本的に技術書

である。面接の逐語録（ス

クリプト）に基づいた客観

的具体的解説が中心となっ

ている。しかし，著者の思

いがそこかしこに顔を出す。

時々に挿入されるコラムで

は著者の自己語りを楽しめ

る。原井ワールドなのであ

る。また，本書は，理論書

でもあり，要所要所に基本

概念や技能が表に整理され，

無駄がない。しかし，著者

の学習過程の失敗や失望の

歴史が諸所に記されており，

人生は一筋縄でいかないこ

とが印象に残る。そして著

者の師である山上敏子先生

への想いがそこかしこに示

されている。（中略）。臨床

場面や学習過程で自らの技

術に自信を失い，迷ったこ

とのある方には，ぜひ一読

をお勧めしたい。（評者・

下山晴彦＝東京大学■ここ

ろの科学 165 号（2012）

より抜粋）
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　都心の保健センターで，産後のメン
タルヘルスを援助する事業を始めて 10
年余りになる。月に 1度，臨床心理士 2
名とともにセンターに赴き，保健師と一
緒に症例検討や実際の面接を行う仕事で
ある。お会いするのは，乳児健診の時に
質問紙を配り，高得点の方には保健師が
声をかけるというプロセスを経た，「保
健学的」「公衆衛生的」な対象である。
声をかけても来所なさらない方は当然あ
り，私たちがお会いするのは，スクリー
ニングされた対象の中では，こちらから
のやや「大きなお世話」的な声かけに何
か感ずるものがあり，変化へのモチベー

ションがどこかに潜んでいると思われる
方々である。しかし，それでも，これら
対象の中には，クリニックなどに自ら診
療を求める方々とは違う病状や疾病観の
方が含まれている。当初はそのようなこ
とは予測していなかったのだが，この相
談室での仕事を通じて，私の中のメンタ
ルヘルス観はずいぶん変わった。　　
　まず，世の中にはいろいろな精神症状
があり，治療を受けずに治っているケー
スが多いことに驚かされた。例えば，あ
る方にこれまでの病歴をお聞きしたとこ
ろ，「高校生の時，拒食症になったこと
がありますが，それが何か？」的な反応
であった。今の状況に関係のある病歴の
ように思われたので，どのような病状で，
どのような治療を受けたかをお聞きした
のだが，「治療は受けずに治りましたが，
受けた方が良かったですか？」と言われ，
答に窮した。治療をせずに治ったんなら
良かったじゃないですか，でも良く治り
ましたね，どういう風に治りました？と，
この方には摂食障害の治癒のプロセスを
教えていただいた。このような展開はし

戦場に立ちつくす夢

西園マーハ文　

にしぞの・まーは・あや＝精神医学
東京都医学総合研究所心の健康づくりプロ
ジェクト副参事研究員／慶應義塾大学医学部
客員准教授。著書に『摂食障害サポートガイ
ドブック』（女子栄養大学出版部，2002），『生
活しながら治す摂食障害』（女子栄養大学出版
部 , 2004），『摂食障害 心と身体のケア アドバ
イスブック』（精神看護出版 , 2005），『摂食障
害のセルフヘルプ援助』（医学書院 , 2010）な
ど多数。このほど『産後メンタルヘルス援助
の考え方と実践』を刊行。
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ばしばあり，「これまでも何度かうつに
はなりましたが，病院なんか行かないで
治りました」という方が珍しくないので
ある。「だって会社が原因だったから会
社辞めたんです」「彼氏が原因だったか
ら別れたんです」といった対応が多い。
　これらは一見，なるほど，の対応なの
だが，精神科医としては，「うつの最中
に，退職や離婚など人生の大きな決断
はしないのが鉄則」「会社が悪いから会
社を辞めるという短絡的な行動をする
と，後悔してもっとうつが悪くなる」と
教わった，うつ病治療の鉄則は何だった
のだろう，といささか混乱する。ひょっ
としたら，世の中には，「嫌なら辞めて，
次へ行く」という対処法で，うつが回復
している人が多く，精神科を受診するの
は特殊な群なのではないだろうか。もち
ろん「次へ行く」で解決しているのは心
因性，精神科にたどり着くのは内因性と
いう解釈も可能ではあるが，聞く限りに
おいて，症状に決定的な差があるように
も思えない。しかし，「次へ行く」「危険
からは逃げる」型の方々は，多くの場合
「子育ては，これまでのうつと違って，
逃げられないじゃないですか，だから私
はきっと一生うつ。」というところで悩
みが深くなっている。近年，治りにくい
うつが話題になりがちだが，治療せずに
治っていくうつもたくさんあり，それら
の方々が育児に限ってつまずいていると
いうのは知らなかったことであった。
　この相談の場では，面接に表れるト
ピックの展開も，他の臨床の場とはやや
異なる。この相談室は，新規ケースに対

する病状評価と，必要な場合には治療機
関への紹介という「トリアージ」的な役
割が中心であり，ひとりの方とお会いす
る回数は限られる。しかし，産後という
時期は，音信不通だった親と再会したり，
夫の家族との接点が増えるなど，人間関
係が濃密になる特殊な時期である。この
ため，通常の診療ならば，面接を重ねな
ければ語られないような，過去における
親との関係やその上の世代との影響など
が，1回限りの面接の中であっても，中
心的な話題になることがある。子育て援
助という看板の相談室ではあるが，子ど
もの話題は出ず，夫との葛藤に話が終始
するケースも少なくない。
　一方で，現実的な問題が圧倒的に大き
く，きっとこのような対人関係の問題が
あるに違いない，というこちらの推測は
大外れだったり，ご本人には関心がない
場合もある。例えば，イスラム圏出身の
夫の第 2夫人になっている日本人女性
にも時々お会いするが，「夫との関係に
ストレスがあるのでは」とこちらが推測
しても，「そんなことは最初から納得済
みなので。それよりこの子の体重が増え
ないのが気になって気になって」という
ようなことも多いのである。
　ご本人たちが，必要な援助を受ける気
持ちになっていただくためには，限られ
た回数の面接を，どのような「フォー
ミュレーション」（問題理解）を共有し
て終了するのが良いかについては，他の
臨床の場とは異なったセンスと集中力が
必要とされるように思う。
　ある外国人女性に対し，「きっと言葉
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や文化の問題が」と言ってみると，「先
生それはコーピングできます。私が嫌い
なのはこの町の騒音。育児で疲れている
のでぐっすり眠りたいのに，うとうとす
ると，必ず戦場に立ちつくしている悪夢
を見る。右からも左からも弾丸が飛んで
くるんですよ。不思議じゃないですか。
私，戦争に行ったことないのに。騒音の
せいだと思います」と言われて驚いたこ
ともあった。まさか，母子保健の場で戦
争の話が出てくるとは思わず，こちらも
弾丸に当たったような思いになった。精
神科医に騒音を止めることはできないし，
薬を飲んでしっかり寝ましょうというだ

けでは，受け入れてもらえそうにない。
文化が違ってご苦労でしょうというのも
本人の思いとはずれている。弾丸の怖さ
に共感できるような面接を心がけたいも
のだが，1回の面接では，チューニング
が追い付かないことがあるのがもどかし
いところである。
　病院ではなく，生活の場第一線での仕
事は，こちらの推測や対応がいかにステ
レオタイプに陥っているかを思い知る場
でもある。母親になりたてのお母さん方
に，援助とは何なのかという基本につい
て，毎月，学ばせていただいている。

◇書評エッセンス◇

産後メンタルヘルス援助の

考え方と実践
西園マーハ文 著

　本書は，著者の 10年に
わたる「産後女性」たちと

の「精神科受診前」の「保

健センター」での関わりを

まとめたものである。著者

が述べるように「病院での

治療とはかなり異なる設

定」といえる。

　しかし活字を追ううちに，

著者と同じフィールドにい

まいるような，新鮮な感覚

が喚起される。それはたと

えば次のような文に触れる

ときである。

　「……意に反して帝王切

開になってしまったような

場合に，『授乳こそは自然

に』という気持ちが強く，

人工栄養はかたくなに拒否

する場合も見られる。この

ような場合，『人工栄養に

しなさい』と一方的にいっ

ても聞き入れられない場合

が多い。本人が母乳でなく

ては絶対ダメ，と思う理由

を確認することが大事であ

る」。

　著者と関わることとなっ

た女性たちの，そのときど

きの状況と気持ちの起伏が

記述され，「なるほど，そ

ういう心持ちもあるのか」

と共感しつつ，新たな発見

とともに読み進めることが

できる。

　装丁は黄色の，優しい小

鳥の表紙である。親鳥が小

鳥に餌を与えるさまをあし

らった本書によって，母子

保健に携わる方のみならず，

多くの臨床場面に膨らみと

見通しがもたらされ，「褥」

という文字を以前より心強

く書くことができるように

なると思う。（評者・日野

原圭＝自治医科大学■日本

社会精神医学会雑誌 21巻

2号（2012）より抜粋）
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　読者のみなさん，こんにちは。この学
術通信を読んでいる読者は，「岩崎学術
出版社」という老舗の専門書出版社の
ファン（？）で，読書や勉強が好きで，
知識欲旺盛で，分厚い書籍をがっつり読
もうとしている，モチベーションの高い
方々だと思う。中でも臨床心理学や精神
医学を専門にしている方は，おそらく伝
統のある精神分析やクライエント中心療

法や行動療法の理論と方法を，あるいは
各種神経症やそううつ病，統合失調症，
境界例などのパーソナリティー障害の治
療のあり方を本出版社の書籍から学んで
こられたであろう。最近でははやりの認
知行動療法や発達障害などの最新知見を，
貪欲に吸収していることと思われる。そ
ういった方々を想定して，この雑文を書
き始めている。
　筆者は長年（といっても 25年ほど）
主に医療の臨床現場で，個人心理療法
を中心に臨床を行ってきた。この 4月
（2012年 4月）から，縁あって臨床心
理士養成の専門職大学院に奉職し，病院
臨床とは全く異なる仕事に戸惑いと新鮮
さを覚える毎日を送っている。心理臨床
活動には心理面接，心理査定，臨床心理
学的地域援助の 3つの領域があると言
われているが，筆者は現場ではもっぱら
心理面接（心理療法）に多くの時間を割
いてきた。大学院の仕事はなぜか心理査
定と地域援助（の教育）が中心であり，
やや専門外の仕事に悪戦苦闘（？）して
いるが，今回の転任の機会にこのエッセ

心理療法はどこから来て，どこへ行くのか？

東　　斉彰　

あずま・なりあき＝認知療法，認知行動療法
広島国際大学大学院教授。著書に『統合的観
点から見た認知療法の実践』（岩崎学術出版
社），『カウンセリングの成功と失敗』（分担執
筆，創元社），『認知療法ケースブック』（分担
執筆，星和書店），『発達臨床心理学ハンドブッ
ク』（分担執筆，ナカニシヤ出版），『これか
らの心理臨床』（分担執筆，ナカニシヤ出版），
『パーソナリティ障害の認知療法』（共著，岩
崎学術出版社），『心理臨床を見直す“介在”
療法』（分担執筆，明石書店），訳書に『行動
療法の展開―マルチモード・アプローチ』（共
訳，二瓶社），『うつを克服する 10のステップ
　うつ病の認知行動療法　セラピスト・マニュ
アル』（監訳，金剛出版），『うつを克服する
10のステップ　うつ病の認知行動療法　ユー
ザー・マニュアル』（監訳，金剛出版）。この
ほど，編著『統合的方法としての認知療法』
を刊行。
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イの執筆を依頼され，心理療法について
長らく考えてきたこと，今思っているこ
とを書こうと思う次第である。
　現代の科学的な心理療法の始まりは，
フロイトによる精神分析療法であると言
われている。フロイトの「夢判断」が
ちょうど西暦 1900年であるから，心理
療法の歴史は 110年ほどになる。たっ
たの 100年ちょっとの若い学問，実践
なのだ！　それから現在までの心理療法
の発展，成長は実に目覚ましいものがあ
る。精神分析，行動療法，クライエント
中心療法の三大療法の後には交流分析や
ゲシュタルト療法，フォーカシングと
いった新しい勢力，家族療法やシステ
ムズ・アプローチ，ソリューション・
フォーカスト・アプローチといった従来
の学派とはパラダイムの異なる方法，そ
して今は，認知行動療法（CBT）の全
盛期である（もっとも日本では発展途上
ではある）。そして，今最先端の方法は，
アクセプタンス・アンド・コミットメン
トセラピー（ACT）やマインドフルネ
ス認知療法，弁証法的行動療法（DBT）
といった，CBTを拡大，洗練させた，
第 3世代の認知行動療法と呼ばれる諸
法であろう。
　もうひとつ，これらの学派の発展とは
別に，心理療法という行為を行う上での
新しい視点が注目されだした。それはエ
ビデンスとナラティブの視点である。エ
ビデンスは，統計的，経験的に効果が実
証され，どのセラピストが行っても効果
をあげうることが保証されること，ナラ
ティブはクライエント個人個人には生き

てきたストーリーがあり，これからの生
き方を構築していく方向性をもっており，
語り（言葉）を通して独自の物語を紡い
でいくことをセラピストが援助するとい
うことである。現在ではこの 2つの視
点がいわば反目するようなかたちで議論
され，実践されている状況である。
　さて，このような心理療法業界の変遷
と現況から見えてくるものは何か？　ま
ずは，科学性のない混沌とした世界から，
何かしら理論的で説明のつく癒しの方法
が期待され，そこに科学の衣をまとった
精神分析が生まれた（もっとも，エビデ
ンス重視の考え方からは，精神分析でさ
えも非科学的とされるが）。一方，当時
の中心的思想である論理実証主義や行動
主義の影響から，無意識の概念からは正
反対の考え方をもつ行動療法が生まれた
といえる。クライエント中心療法は，そ
のような背景をもつ行動療法と，精神分
析のような了解主義的で構造論的なもの
よりも，さらに純粋な人間の捉え方とし
ての現象学的思想を背景として提唱され
たといえると思う。
　その後時代とともに三大療法は洗練さ
れ，拡大していくのであるが，近年に
なって（1960年以降？）世界はグロー
バル化し，交通や通信の発展により時間
的，空間的距離が狭まり，最近のイン
ターネットなどの進化により情報量が激
増し，個人を見るよりも社会全体を見る
ようになった。その結果，社会通念の共
有化の必要性からエビデンスの考え方が
生じ，一方，個人の自我や人格を単一で
見るよりも，社会の中で生きる存在とし
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て人間を見て，相対的な生きざまを個人
の側から見つめる試みとして（社会構成
主義の文脈としての）ナラティブの発想
が生じたものと思われる。そうすると，
一見相反するものと見えたエビデンスと
ナラティブの発想が，実は同じ時代の変
化という背景をもつことになる。
　さらに，現代の認知行動療法や，先の
第 3世代の方法も，このような相対主
義的な世界観のもとに生まれてきた，深
層心理や行動，感情，体験的自己などを
含みこんだものとして発展してきたもの
であると考えられる。この文脈で考える
と，1970年ごろからアメリカを中心に
起こり，日本でも盛り上がりを見せる気
配のある統合・折衷的心理療法が，現代
から近い未来の心理療法を担っていくと
いうのが自然な流れであろう。

　駆け足で心理療法の来し方，行く末を
追ってきたが，紙数も尽きた。時代や思
想の変遷はともあれ，我々心理療法家は
ひたすらクライエントの方々，健康に
日々を暮らしている人々も含め，その心
の健康と福祉に貢献していくことが責務
であり，時代を見つめつつもこの倫理的
観点をもち続け，社会に貢献することが
本務である，という当たり前のことを強
調して筆をおきたい。
　（なお，本論は拙著『統合的観点から
見た認知療法の実践―理論，技法，治
療関係』，拙編著『統合的方法としての
認知療法―実践と研究の展望』，とも
に岩崎学術出版社，で述べた考えをさら
に発展させたものである。参照された
い）

◇書評エッセンス◇

統合的観点から見た認知

療法の実践
東　斉彰 著

　氏は総合病院において

日々患者に関わっておられ，

臨床心理学の最前線での知

見を活字化することに長け

た貴重な存在である。関西

認知療法研究会を立ち上げ

られ，認知療法の教育・普

及にも精力を注いでおられ

る。本書の特徴は，治療関

係と心理療法の統合にある。

これらは東先生独自のアジ

ェンダであり，日ごろから

折に触れて話しておられた

事柄である。

　そして議論は統合的方法

としての認知療法に至る。

精神分析療法，行動療法，

クライエント中心療法など

との関係に続いて，認知療

法の統合性が複数の視点か

ら主張される。

　これらの各章は読みごた

えのあるものであり，いず

れも熟考され，真摯な持続

性を持って提案されている，

氏独自の視点である。

　認知療法にまだ触れたこ

とのない心理学系・医学

看護学系の学生にはじま

り，あらゆる読者諸氏のそ

れぞれに「認知療法の道」

を示してくれる好著である。

（評者・井上和臣＝内海メ

ンタルクリニック■精神療

法 38 巻 4 号（2012）よ

り抜粋）
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CRAFT依存症患者への
治療動機づけ　スミス
他杉山雅彦監訳　Ｂ５　
3,990円　金剛出版
アタッチメントの実践と応
用　数井みゆき　Ａ５　
3,675円　誠信書房
解離する生命　野間俊一　
Ｂ６　3,570円　みすず
書房
学習理論の生成と展開　小
牧純爾　Ｂ５　5,775円
ナカニシヤ出版
家族の悩みにおこたえしま
しょう　信田さよ子　Ｂ
６　1,365円　朝日新聞
出版
考える足　向井雅明　Ｂ６
2,415円　岩波書店
現代精神医学のゆくえ　ガ
ミー　村井俊哉訳　Ａ５
6,825円　みすず書房 
現代精神医学批判　計見一
雄　Ｂ６　2,100円　平
凡社

【現代語訳】呉秀三・樫田
五郎精神病者私宅監置の
実況　金川英雄解説　Ａ
５　2,940円　医学書院
こころの性愛状態　メルツ
ァー　古賀靖彦・松木邦
裕監訳　Ｂ６　5,040円
金剛出版
孤独なバッタが群れるとき
前野ウルド浩太郎　Ｂ６
2,100円　東海大学出版
会 
子ども理解のメソドロジ
ー　中坪史典　Ｂ５　
2,100円　ナカニシヤ出
版
子ども虐待への挑戦　坂井
聖二他　Ａ５　3,990円
誠信書房
コンセンサスロールシャッ
ハ法　高橋靖恵　Ａ５　
3,465円　金子書房
自殺，なぜ？どうして！　
マーカス　水澤都加佐訳
Ｂ６  1,995円  大月書店
心理療法ガイドブック　ア
マダ　上地安昭監訳　Ｂ
６　2,100円　誠信書房
性，死，超自我　ブリトン
豊原利樹　Ａ５　3,990
円　誠信書房 
精神分析技法の基礎　フィ
ンク　椿田貴史他訳　Ａ

５　5,250円　誠信書房
精神療法の基本　堀越勝他
Ａ５  3,990円  医学書院
精神分析と自閉症　竹中均
Ｂ６　1,890円　講談社
双極性障害の心理教育マニ
ュアル　コロン他　秋山
剛他監訳　Ｂ５　3,570
円　医学書院
天使の食べものを求めて　
ランボー他　向井雅明監
訳　Ｂ６　3,570円　三
輪書店
動機づけ面接法応用編　ミ
ラー他　Ａ５　3,360円
星和書店
乳幼児－養育者の関係性 
精神療法とアタッチメ
ント　青木豊　Ａ５　
3,150円　福村出版
人間性心理学ハンドブック
日本人間性心理学会　Ｂ
６　3,990円　創元社
認知行動療法臨床ガイド 
ウェストブルック他　
下山晴彦監訳　Ｂ５　
5,460円　金剛出版
脳波と精神神経症状　細川
清　Ｂ６　3,675円　中
山書店
非行臨床の理論と実践　村
尾泰弘　Ａ５　2,940円
金子書房

■書誌 2012.08 ～ 12
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●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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不安とうつの統一プロトコ
ル―診断を越えた認知行
動療法ワークブック／セ
ラピストガイド　バーロ
ウ他　伊藤正哉他訳　Ｂ
５各 2,520円／ 2,940円
　診断と治療社
不安障害のための ACT　
アイファート他　武藤崇
監訳　Ａ５　3,570円　
星和書店
不安な脳　ウアーレンバー
グ　貝谷久宣他監訳　Ａ
５  3,990円  日本評論社
不安・恐れ・心配から自
由になるマインドフルネ
ス・ワークブック　フォ
ーサイス他　熊野宏昭他
監訳　Ｂ５　3,150円　
明石書店
二つのこころと一つの世界
坂野登　Ｂ６　2,940円
新曜社

不妊治療者の人生選択　安
田裕子　Ａ５　3,990円
新曜社
ぼくらの中の発達障害　青
木省三　新書　882円　
筑摩書房
メタ分析入門　山田剛史他
Ａ５　3,360円　東京大
学出版会
物語がつむぐ心理臨床　三
宅朝子　Ｂ６　2,100円
遠見書房
落語の国の精神分析　藤山
直樹　Ｂ６　2,730円　
みすず書房
臨床心理士のための精神
科領域における心理臨床 
村瀬嘉代子他　Ａ５　
3,150円　遠見書房
■寄贈書
母親になるということ　ス
ターン他　北村婦美訳　
Ｂ６　2,625円　創元社
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はブックレット「心理学を学ぼう！」，ほかパンフレットを配

布しております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

　皆様のお越しを心よりお待ちしております。

紀伊國屋書店新宿本店×心理学書販売研究会 フェア

心理学書，この１冊
―2012年の収穫から―

2012年 11月 19日～2013年 1月11日


