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「ほど良い」ガイドブックを求めて

館　　直彦　

　旅を精神分析や精神療法の比喩として
用いることは，無意識の探求が暗黒大陸
の旅に擬えられて以来，一般的なことと
言えるのではないかと思うが，そうであ
るならば，それらについて書かれた本は，
旅行記かガイドブックということになる
だろう。
　世の中にガイドブックが溢れるように
なったのは，別に今に始まったことで
はない。ガイドブックは日本語に直す
と手引書，案内書ということになるが，
ちょっと近所の本屋をのぞいてみれば，
色んな種類のガイドブックに出会うこと
が出来る。ガイドブックの代表格である
トラベルガイドでも，国内旅行，海外旅
行，あるいはグルメガイドなどもっとマ
ニアックなものまで様々なものがある。

現在のようなトラベルガイドが作られる
ようになったのは，一般市民が旅行に行
くようになってからであるから，わが国
で言えば，江戸時代のお伊勢参り，富士
山参詣の手引書や，名所図会などにその
先駆けを見ることが出来るだろう。最近
では，インターネットで，ガイドブッ
ク的な情報をいくらでも手に入れること
が出来るが，コンパクトに全体を見るた
めには本に一日の長があるだろう。もっ
とも，昔のトラベルガイドは今ほど懇切
丁寧なものではなかった。初めてローマ
に行ったとき，私はガイドブックで「グ
ラディーヴァ」がバチカンにあることを
知ってそれを見ようと思ったものの，広
大なバチカンのどこにあるのかが分から
ずに探し回り，見つからないまま売店ま
でさまよっていった。そこでレリーフが
販売されているのを見つけて，実物がど
こにあるのかを店員に尋ね，やっとのこ
とで見つけたときの発見の喜びはとても
大きかった。しかし，今，インターネッ
トで「グラディーヴァ」を検索すると，
ピンポイントでその場所が分かるように

たち・なおひこ＝精神分析，精神医学
たちメンタルクリニック，個人開業。著訳書
に『境界例』（共編著），ボラス著『精神分析
という経験』，『対象の影』，『臨床家のための
精神分析入門』（監訳）（以上，岩崎学術出版
社），エイブラム著『ウィニコット用語辞典』
（監訳，誠信書房）など多数。このほど『ウィ
ニコットを学ぶ』を執筆・刊行。
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なっている（キアラモンティ美術館にあ
る）のは，隔世の感がするというか，こ
こ何十年かの間で，私たちと情報との関
係が大きく変化してきた，ということな
のだろう。
　現代社会では，トラベルガイド以外で
も，日常生活のありとあらゆる側面に関
して，ガイドブックがある。そして何を
するのでも，とにかく情報を手に入れて
から行動する，ということが私たちの一
般的なパターンとなっている。実際，私
たちの社会では，余りにも多くのものが
溢れていて，何をどのように選んでいっ
たら良いのか，ナイーブなまま立ち向
かったのでは，全く歯が立たない状況に
なっている，ということがあるだろう。
そのように，ガイドブックは私たちの生
活にとって欠かせないものとなっている
が，その背景にはもう一つ別の側面があ
ること，すなわち，私たちが情報を享受
するようになったこと（カタログ的に情
報を得ることに楽しみを見出すように
なったこと）もあることを忘れてはなら
ないだろう。私たちは，何かの情報を手
に入れるためではなく，唯々ガイドブッ
クを読みふける，という行動をするよう
になっている。普通のトラベルガイドを，
実際には旅行に出かけないのに読むのは
いささか虚しいことかもしれないが，例
えば，ブルゴーニュ地方のワイナリーの
ガイドであれば，行くことはなくても読
みふけることは楽しみとなり得る。とこ
ろが，実際に現地に行ってみると，なん
だ，ということもあるので，私たちはい
わばガイドブックに支配されてしまって

いるということになる。
　良いガイドブックとは，私たちを誘い
込んで，連想を掻き立てるものだろう。
トラベルガイドであれば，読まれて満足
されてしまってはダメで，是非ともその
場所に行ってみたいという気持ちにさせ，
実際に現地に行ったなら更なる満足を生
み出すのが優れたガイドブックだと言え
るだろう。それ故，詳しいことが良いガ
イドブックの条件とは言えないだろう。
やはり「ほど良い」のが，良いのだろう。
　ところで，冒頭で述べたように，精神
分析や心理臨床について書かれた本は，
旅行記かガイドブックである，と言うと，
心血を注いで文章を書いている方々には
失礼にあたるかもしれないと思いつつも，
実際のところは，そのように言えるので
はないか，と私は思う。自分が行った臨
床的経験をもとに，そこで見知ったこと
や考えたことなどについて書くのが旅行
記ならば，臨床とはどのようなものなの
か，技法とは何かなどについて書くのは
ガイドブックと言い得る。私たちは，旅
行記を読み，ガイドブックを参照しなが
ら臨床に取り組んでいる，ということに
なる。その一方で，何も読まずに旅に出
かけることは，自分で道を切り開いてい
くことであり，それはそれで良い面もあ
るかも知れないが，経験しうることを見
逃すことにつながる恐れがあり，思いが
けない危険に遭遇する可能性もあると思
う。
　私が今回書いた『ウィニコットを学
ぶ』は，ガイドブックであることをはっ
きりと意識した本である。この本を書い
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た目的については，「はじめに」の部分
で述べているが，ウィニコットの論文を
オリジナルで読んでも難しくて分からな
い，という感想を若い人たちから何遍か
聞かされたことや，論文抄読などで，担
当者がどこまでウィニコットを理解して
いるかを疑問に感じたことが一つの動機
となっている。今，ウィニコットの文章
を読むことは，確かに骨が折れることか
もしれない。もっとも，ウィニコットが
亡くなって既に 40年以上経っているの
だから，彼の書いたものも既に古典とな
りつつあり，文章表現の仕方や，論理の
進め方などが少し古めかしいと言われて
も，至極もっともなことだろう。また，
いにしえの偉大な臨床家（旅行家）の述
べたことであるから，そのテーマが多岐
に及んでおり，全体像が掴みにくいとい
うことも当然のことである。他の学問分
野に目を遣れば，ウィニコットとほぼ同
時代を生きた人たち，例えばウィトゲン
シュタインやハイデガーには多くの解説
書があるので，私たちは何の予備知識も
なく『論理哲学論考』や『存在と時間』
に挑むことはないだろう。ウィニコット
に関連しては，これまで既に多くの書物
が出されているが，それらの大部分は旅
行記だったと私は思う。そういう本も旅
をするためには大事だが，今の私たちに
はガイドブックも必要なのではないか，
というのが私の考えである。
　ただ，私は，ウィニコットの文章があ
まりに「詩的」なので分かり難い，とい

う良く言われるコメントには少し異論が
ある。そう言われると「なるほど」と納
得してしまいがちなのは，実は私たちが
詩をあまり読まなくなっているからでは
ないかと思う。ここで詩とは何かを論じ
る心算はないが，文字通りの意味ではな
く，喚起的で，創造的で，審美的な一連
の言葉のことを詩と呼ぶならば，確かに
ウィニコットの文章は詩的であると思う。
しかし，そういうことなら，言葉を文字
通りには受け取らない精神分析の文章は
全て「詩的」ということになるのではな
いかと思う。その中でも，ウィニコット
の文章が，とりわけ喚起的で，創造的で，
審美的である，と言われるのならば，そ
れはそうかもしれないと私は納得できる。
ただ，「詩的」なやり取りを読み解いて
いくことこそが，臨床家の作業なのでは
ないか。そのためには，私たちはもっと
詩を読まないといけないのではないか，
と思う。
　ところで，私たちの旅はどこに向かう
のだろうか。このガイドブックを書き始
めるまで，私は，この本はウィニコット
を旅するためのものと思っていた。しか
し，実際に書いてみると，この旅は，単
にウィニコットを良く知ろうという旅で
はなく，ウィニコットとの対話を通して，
私たち自身の無意識へ向けられた旅だと
いうことが分かった。私は，このガイド
ブックが，読者にとって，そのような旅
への「ほど良い」誘いになってくれれば
良いのだが，と思っている。
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　もちろん基本は個人である。それでも
私がグループ臨床に関心を持つのはなぜ
だろう？　一人でいることがこんなに好
きなのに。
　ところで，私たち心の専門家の多くは
ふつうに集団が苦手である。なかには，
集団は嫌いと誇らしげに語る者さえいる。
一般的にみてどうやら集団は個人よりも
格下らしい。というより，重くないと認
知されているようだ。確かに，個人療法
に比較していくぶんかの健康度を必要条
件とするという意味で，集団には，重篤
性＝深みに欠けるという側面があること
は否定できない。また，実際に大学教員
の仕事と平行して携わっている私の臨床
領域は精神科病院とクリニックであるが，
その大半の時間は個人療法に費やし，グ

ループ臨床の仕事は，週 1度の言語的
グループと月 1度の大学付属の心理臨
床センターで行っているサイコドラマグ
ループにとどまっている。
　それでもグループ臨床には特別な治療
促進的要因が内包されているがゆえに私
はそれを活用したいと渇望する。それは，
精神分析家や認知行動療法家がそうであ
るのと同じであろう。実のところ私は，
個人か集団か，言語か非言語かという介
在する治療状況を意識する一方で，その
より所としての理論的枠組みへのこだわ
りは小さい。実際に，来談者中心技法と
精神分析的心理療法と認知療法もしくは
行動療法を一人のクライエントの治療過
程において複合的に行うことも少なくな
い。これを究極の折衷主義といえば据わ
りがいいのかもしれないが，いいと思っ
た道具は何でも使うという節操の欠落に，
事の本質があることを自覚している。し
たがって，描画等の芸術表現療法もいざ
となったときに躊躇することなく利用す
る。自分への嫌悪からこのままでは自傷
に走るのではと危惧したクライエント

たから・きよし＝サイコドラマ，集団精神療法
明治大学文学部心理社会学科教授。著訳書に，
『雰囲気としての心理面接―そこにある 10の
雰囲気』（日本評論社），『サイコドラマ―その
体験と過程』（監訳），『心理劇の実際』（共著，
以上，金剛出版），『心理療法とドラマツルギー』
（星和書店）など多数。このほど，『サイコド
ラマの技法』を刊行。

グループ臨床家について

高良　　聖　
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に対して，緊急的に，その嫌悪感を描画
にしてみてとクレパスと画用紙を手渡し
たことがあった。そのクライエントは与
えられたクレパスで紙をただ黒く塗りつ
ぶしていたのだが，その外在化技法は危
機介入という観点からは少なからず有効
であった。いわば，ことばに加えてアク
ション技法を導入したケースである。こ
の事態を，セラピストのアクティング・
アウトであるという正当な批判に異論を
挟むつもりはないが，いくつかの臨床道
具を活用することで何とか，できるサー
ビスを提供しているだけと居直っている
自分もいる。
　そのような文脈から私はグループを活
用している。
　ところで，ここ 10年の流れを見て，
グループ臨床への期待は以前にも増して
大きくなっていると感じるのは我田引水
か。従来から，アルコール依存症者への
集団精神療法は，自助グループの効果と
ともに指摘されてきた。また，統合失調
症者への芸術表現療法はしばしばグルー
プで行われている。さらに，最近では，
認知行動療法を集団で行うという手法，
リ・ワークグループという社会復帰を目
的とした手法が注目されている。また，
精神科デイケアはそのほとんどが集団で
行われるのが一般的である。地域に目を
向ければ，母親支援や子育て支援，高齢
者対策としての回想法も集団で行う。家
族療法も集団への介入であると見ること
ができる。教育現場では，まさに担任教
師はクラスという集団運営に苦慮してい
る。いじめ問題も集団的視点から考察す

るとき，“いじめ”的構造は，集団で
あるがゆえの自然過程であると解釈でき
る。いわゆるスケープゴート（犠牲の山
羊）の考え方が適用されるからである。
　要は，個人と集団への心理的援助手法
は相補的に求められているのだ。
　ただし，個人療法に比較してグループ
臨床はその準備段階からいくつかの手順
を踏む必要があり，これがけっこう大変
かつ煩わしさを伴う。メンバーの選択，
場所の確保，スタッフの選定，記録の問
題，そして他職種との協働などがそれで
あるが，ここで求められるのは，知識に
加えたフットワークの良さ，もしくは営
業スマイルといっても過言ではない。私
はあえて「根回し」への努力と言ってお
きたい。この段階で努力を惜しんだり，
適当に楽をしてしまうと，後になってそ
の集団は手痛いしっぺ返しが来ると知ろ
う。したがって，自閉という属性を得意
としている臨床家の多くはこの準備段階
で挫折するかもしれない。待っていても
クライエントはやって来ないからである。
その点でグループ臨床はマネージメント
力を必要とする。たとえば，グループ
リーダーには，管理，分析，支持，演出
などの役割があり，ときに能動性を発揮
しなければならない。
　セラピストの能動性，受動性に関して
は，グループリーダーの 2つのタイプ
としての「カリスマ的リーダー」と「集
団志向的リーダー」という視座が指摘
されているが，発揮される能動性におい
ては，セラピストの技量が大きく影響す
るだけでなく，セラピストの醸し出す雰
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囲気もグループに影響を与える。グルー
プがうまくいったかどうかはセラピスト
次第というだけでなく，グループの個性
もセラピストに依存しているということ。
正確には，セラピストと参加メンバーの
相互関係に依存している。もっともこの
ことは個人療法でも同じであろう。
　個人療法においては，不幸にして，も
しくは幸いにして，密室のなかの雰囲気
を当事者以外は何人も体験することがで
きない。比して，グループ臨床では，そ
のセラピストのセッションに参加するこ
とが許されるとき，リーダーの雰囲気を
含めた実力はすべての参加者に晒される
ことになる。これは考えてみると怖いこ

とである。論文をいっぱい書いている先
生が必ずしも高いレベルの臨床家である
とは限らないという流言が，ときに事実
として露呈してしまうからである。この
ことは，私たちがいつか老いて錆びると
き，もうすでに衰えを自覚している私だ
が，その技量の低下が人々の前で明らか
になることを意味している。これは嫌だ。
「昔の切れ味が無くなったね……」。私
自身のかつて先輩に感じていた中傷が，
今度は私が言われる番がやって来る。
　グループ臨床家は辛い。そんなはめに
ならぬよう，日々一人反省会を行ってい
る昨今の私。そう，きわめて自閉的に。

◇書評エッセンス◇

サイコドラマの技法
高良 聖 著

　ちょっと硬めのタイトル

からすると，その筋の専門

家向けかと思うが，それに

添えて「基礎・理論・実

践」とあり，著者自身も

「サイコドラマって何です

か？」というレベルの質問

にも答えられる「ガイドブ

ック」を書いたというから，

じつはシロウトからクロウ

トまでのニーズを満たす欲

張りな本なのである。

　本書を面白く読むには，

サイコドラマを知っている

人も知らない人も，まず事

例を拾っていくといいと思

う。第三章がセッションの

事例集となっているが，こ

こには七例あげてある。ほ

かにも，セッションの過程

を示す例として第二章に一

例，トラウマの治療をあつ

かった第四章に三例，合計

すると本書全体で二の事例

を読める。それぞれが，セ

ッション一回分，ドラマの

各場面からシェアリングま

で，監督と主役，その他の

メンバーのやりとりを逐語

的に起こしてある。ただし，

第三章の二例は，精神科病

院で統合失調症の患者を対

象に行った全セッションの

経過報告なので趣は異なる。

　このように事例に目を通

したあとは，入門者なら

ば，第一章と第二章に戻っ

て，サイコドラマの基本構

造や身につけておくべき技

法，さらには歴史につい

ても勉強するとよい。（評

者・山登敏之＝東京えびす

さまクリニック■こころの

科学 170 号（2013）より

抜粋）
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優れた書籍から認知行動療法を学ぼう

林　潤一郎　

　近年，認知行動療法は，世界的にみて
も，また本邦においても，精神療法（心
理療法）におけるスタンダードの一つと
して位置づけられはじめている。いまや，
その適用は精神医療の領域を超えて，さ
まざまな心身の健康問題や日常生活上の
困難事にも応用され，発展を遂げている。
こうした発展に伴い，本邦においても，
タイトルに“認知行動療法”が含まれ
る書籍がどんどんと出版されている。認
知行動療法についての海外の原著や本邦
の一部の先駆者による書籍でしか学ぶこ
とができなかった一昔前に比べると，日
本語で書かれた書籍の充実は学習者に
とってはありがたい状況といえよう。し

かしながら，その一方で，その書籍の量
の多さと内容の多様さに，何をどこから
どのように学ぶとよいのかについて混乱
する学習者も少なくないようである。
　そのような中，2012年に『迷わず学
ぶ 認知行動療法ブックガイド』が出版
された。この書籍は“ブックガイド”
と名付けられていることからもわかる通
り，認知行動療法に関するこれまでの優
れた書籍をピックアップし，整理し，ま
とめたものである。それぞれの書籍の概
要と意義を紹介し，認知行動療法の学習
者がそれぞれの本から何をどのように学
んでもらえるとよいかを示そうとしたも
のである。有り難いことに，この書籍の
作成において，私自身も編著者の一人と
して携わらせていただくことができた。
このお仕事のお誘いをいただいた際には，
認知行動療法において，臨床でも，研究
でも，教育でも，経験的に決して充分と
はいえない自分が引き受けてよいものか
と大変恐縮した思いであった。しかしな
がら，「経験が浅い自分だからこそ，そ
れぞれの書籍の持つ良さを新鮮な気持ち

はやし・じゅんいちろう＝認知行動療法，心
理教育。成蹊大学経済学部（心理学担当）専
任講師兼同大学学生相談室専任カウンセラー。
著訳書として『認知行動療法を学ぶ』（分担執
筆，金剛出版），『子どもと若者のための認知
行動療法ワークブック―上手に考え，気分は
スッキリ―』（分担訳，金剛出版），『実践 心理
アセスメント入門』（分担執筆，日本評論社）
など。このほど，共編著者として『迷わず学
ぶ　認知行動療法ブックガイド』を刊行。
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で実感することができているのかもしれ
ない。もしかしたら，そうした実感がこ
れから認知行動療法を学ぼうとする方々
の学習の一助になるのではないか」とい
う思いに至ったことで，共編者としてお
手伝いする決心ができたことを覚えてい
る。
　さて ，その書籍作成を進める中で改
めて実感したことがある。まずは前述し
た通り，現在の“認知行動療法”では
そこに内包される知識と技術が一層多様
なものとなってきている点である。さら
に，著者ごとの認知行動療法“観”に
も違いがみられ，“認知行動療法”と
いう同じ用語が用いられていたとしても，
その内容や特徴の強調点やニュアンスが
著者によって異なり，学ぶことのできる
臨床技術も違っている点である。
　こうした現状を改めて実感したことに
より，認知行動療法を体系的に学ぶため
のガイドラインを意識するようになった。
一部の情報や偏った見方に囚われること
なく，また，応用の利かない表面的な理
解で終わってしまうことなく，著者らの
それぞれの立場（例：研究者寄り―臨床
家寄りなど）を踏まえながら，できるだ
け認知行動療法を多角的に理解するには
どうしたらいいのか。そして，認知行動
療法の発想と技術を適切に臨床実践で用
いていくためにはどのように学んでいけ
ばいいのか。特に，目の前のクライエン
トに対して，認知行動療法の技術を柔軟
に用いて援助的にかかわり，適切な見立
てと対応ができるようになるためには，
何を知っておく必要があり，どのような

技術を体得しておく必要があるのか。そ
んなことを考えながら，これまで学んで
きたさまざまな書籍の中から特に有意義
だと感じられたものをピックアップする
作業をすすめた。そして，ピックアップ
された各書籍の意義を分類するとともに，
初学者に役立つ書籍ガイドラインの検討
を行った。
　いまや優れた書籍が多く出版され，そ
れぞれに多様な魅力を持つものであるた
め，こうした分類作業は一筋縄ではいか
ず，もう一人の編著者である下山晴彦先
生，そして共同執筆者で後輩でもある下
山研究室の大学院生たちともやり取りを
して，あれこれ迷いながら，議論を重ね
ていった。その結果，あくまで便宜的で
はあるものの，各書籍を 4つに分類し
て紹介するとよいのではないかと結論
に至った。この 4分類が『認知行動療
法ブックガイド』の章立て（第 I部～第
IV部の４部構成）に対応している。そ
こで，ここでは，その章立てに基づいて，
認知行動療法理解のための 4つの切り
口として簡単に紹介したい。
　第一の切り口は，“人間（の心や問
題）を理解するための理論（枠組み）”
として，認知行動療法を学ぶ視点である。
この視点に基づく（第 I部の）書籍から
は，認知行動療法の背景にある理念や原
則となる理論を知ることができる。特に，
現在の認知行動療法を構成する第 1世
代の“行動療法”，第 2世代の“認
知療法”，第 3世代の“第三の波と
称される認知行動療法”について知り，
それぞれの特徴と臨床技術を相対視しな
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がら学ぶことは有益である。また，エビ
デンスの意味（とその限界）を正しく理
解し，仮説構築と検証を繰り返す現象理
解の仕方としての科学的発想やエビデン
スベースド・アプローチがいかに臨床実
践に寄与するものであるかを知ることが
できる。
　第二の切り口は，“クライエントと
の具体的なやりとり”として認知行動
療法を学ぶ視点である。この視点に基づ
く（第 II部の）書籍からは，認知行動
療法の理論と技術を実践場面や面接時に
具体的にどのように用いていくのかを学
ぶことができる。
　第三の切り口は，“技術の集合体”
として認知行動療法を学ぶ視点である。
この視点に基づく（第 III部の）書籍か
らは，たとえば，クライエントの状態を
見立てる技術，クライエントに変化を生
む技術，クライエントの状態像に合わせ
た介入法を選択し実施する技術，クライ
エントとの信頼関係や協同関係を構築す
る技術，クライエントを変化へモチベー
トする技術，などを具体的に学ぶことが
できよう。

　第四の切り口は，“特定の問題に対
する効果的な対応マニュアル”として
認知行動療法を学ぶ視点である。認知行
動療法は，各種の精神障害や心身の問題
に対して介入技術をパッケージ化したマ
ニュアルを整備し，その有効性を確認し
ている。そのため，この視点に基づく
（第 IV部の）書籍からは代表的な精神
障害や心身の問題に対する CBTの指針
と実践例を学ぶことができる。
　このように 4カテゴリーに大別した
上で書籍を紹介する試みは，各書籍が持
つ多様な魅力と学習内容のすべてを表
現しきれないというリスクもある。ま
た，全体のバランスやページ数等の都合
上，泣く泣く削除したカテゴリーや書籍
もあった。しかしながら，こうしたカテ
ゴリーが参照枠として利用されること
で，また，優れた書籍の数々を知っても
らう機会を提供することで，初学者に生
じやすい不要な混乱・誤解・迷いを減ら
し，認知行動療法の実践的応用力（そし
て，それを基にした臨床力）を育むお手
伝いが少しでもできていれば幸いである。
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　思春期は，疾風怒濤の時代とも呼ばれ
ています。一般に共有されている思春期
のイメージとしては，身体は成熟，自意
識は過剰，気持ちは不安定，考えは揺れ
動くみたいなところでしょうか。思春期
はまた反抗期でもあります。しかし，穏
やかな思春期を過ごす若者も少なからず
存在するようです。どんな事柄でも，一
般と個別の間には架橋困難な深淵がある
のです。やはり，一般論は個別の事象を
理解する上で，参考程度にしか役に立た
ないようです。さらに言えば，一般論は
個別の事象を理解する上で躓きの石とな
ることも多々あります。私は，私の思春
期を通してしか思春期について考えるこ
とはできませんし，語ることもできませ

ん。
　思春期のころ，私はどうやら中二病で
した。ついでにサブカル病にも罹患して
おり，相当にイタイ少年だったようです。
一応過去形で語りましたが，今でも完治
していないので，精神分析のようなエス
タブリッシュメントの世界では，異端審
問の対象となってしまいそうです。
　中二と言えば，年齢的には 13歳から
14歳になる学年です。14歳ということ
で，まず連想されるのは神戸連続児童殺
傷事件ですね。そして，もうひとつ思い
出されるのは，おそらく日本のアニメ
を語る上で避けて通ることができない
『新世紀エヴァンゲリオン』です。『新
世紀エヴァンゲリオン』のテレビ放送は
1995年でした。この年は，阪神淡路大
震災と地下鉄サリン事件という日本に大
きな影響を与えた大事件が起こった年と
して記憶されています。その年に『新世
紀エヴァンゲリオン』が放映されたとい
うのも興味深い話です。ちなみに極私的
には，1995年は，私が医師国家試験に
合格し，医師として働き出した年でもあ

中二病でも心理療法がしたい！

細澤　　仁　

ほそざわ・じん＝精神医学，精神分析
アイリス心理相談室，フェルマータ・メンタ
ルクリニック。著訳書に『解離性障害の治療
技法，心的外傷の治療技法』，メルツァー『精
神分析と美』（監訳）（以上，みすず書房），『ナ
ルシシズムの精神分析』（共著），『分析家の前
意識』（分担訳），『松木邦裕との対決』（編著），
『実践入門 解離の心理療法』（以上，岩崎学術
出版社）など多数。このほど『実践入門 思春
期青年期精神医学の心理療法』を刊行。
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ります。
　話を戻しましょう。続いて 13歳と言
えば，私にとっては，何と言っても三島
由紀夫の『午後の曳航』です。私はこ
の作品を偶然 13歳のときに読みました。
思春期真っ只中の私はいたく気持ちを揺
るがされたのでした。
　私は幼児期より死の問題にとりつかれ
ていました。その私が，思春期のとば口
で交通事故を経験し，死の間際まで接近
しました。さらに，その後の入院体験で
複数の他者の死を身近に体験しました。
私は入院し手術が必要な状態でしたが，
身体的には元気でした。入院中，暇で仕
方のなかった私はなぜかシェイクスピア
全集を第一巻から全巻を通して読むとい
う暇つぶしをすることにしました。私は
人生を入院とシェイクスピアから学びま
した。そして，本格的な思春期を迎えた
わけです。
　思春期に入った私は，文学，哲学，美
術，映画，マンガ，アニメ，音楽に関心
を抱き，文学や哲学書を読み漁り，美術
館や映画館に通い，マンガを読み，アニ
メを観て，ライブハウスに日参していま
した。中二病だった私は，主流の文化で
はなくサブカルにはまっていきました。
と，書きながら，今の生活も思春期の頃
とまったく同じであることに今更ながら
愕然とします。私の中二病は快方に向
かっているどころか，悪化しているよう
です。予後不良の中二病ですね。
　思春期の私は，自分は「きっと何者に
もなれない」と思っていました。人生に
おける夢を持ち合わせておらず，レイモ

ン・ラディゲが死んだ年を超えて生きる
ことはないだろうと思っていました。自
分の寿命についての予想は外れましたが
（今ではラディゲの 5倍生きることを
目標にしています），何者かになれたわ
けではないので，予想の半分は当たりま
した。
　私は小さい頃から束縛されることが大
嫌いでした。そのため，あらゆる制度を
憎んでいました。なので，思春期の頃，
将来の夢を尋ねられる機会があると，ア
ナーキストと答えるのが常でした。私は
体制も嫌いなのですが，反体制にも関心
がありませんでした。反体制は，体制が
あってはじめて存在意義があるわけです
し，体制が打倒されると，今度は体制と
して振る舞うようになります。思春期の
私は反体制ではなく，無体制こそが望ま
しいと考えていたのでしょうね。
　中二病は治らなくても，私もそれなり
に大人となり，体制のない楽園は存在不
可能であるということは不承不承了解し
たようです。それならば，せめて体制の
中でもなく，外でもなく，辺縁で走り続
けようと思った次第です。走り続けてい
ないと，体制の中に拘束されてしまいま
すからね。ある体制の完全な外側は，ま
た別の体制に過ぎないので，外に出るこ
とにはあまり意義を感じません。
　私の中二病は，私をよく知っている人
には明らかなようです。また，私の著作
にも表れていると思います。最近，私の
思春期への関心を体現した『実践入門 
思春期の心理療法』が刊行されました。
この本は中二病でも心理臨床ができるか
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もしれないと主張しています。しかし，
それには条件があります。それは，心理
臨床家が自分の中二病のあり方を理解し，
そこから心理的に距離を取れることがで
きるという条件です。
　中二病は人によっては難治です。それ
により社会適応は極めて困難になります。

私を含めてそういう人は，中二病を治す
ことに腐心するよりも，理解した上で自
分の人生に役立てる方途を考えた方が現
実的だと思います。社会適応をしなくて
も生きていける方法を探すことにしま
しょう。

◇書評エッセンス◇

続・解離性障害
岡野憲一郎 著

　本書は，我が国における

この分野の第一人者である

著者による解離性障害理解

のための本である。「続」

と付けられていることから

分かるように，前著「解離

性障害－多重人格の理解と

治療」と関連があり，著者

自身も前著と併せて読むこ

とを勧めているが，前著を

読んでいないと理解出来な

いということはなく，前著

の内容を補うものであり，

むしろ新しく上書きしたも

の，といった方が相応しい

かもしれない。著者の博覧

強記については夙に知られ

ていることであるが，それ

は本書においても遺憾なく

発揮されており，解敵性障

害をテーマに，精神分析や

精神病理学や外傷理論の知

識のみでなく，フロイトや

ジャネにまつわる歴史的な

記述から，現代の最先端の

脳科学に及ぶ数多の知見が

統合されている。また，著

者の柔らかい語り口と，親

しみやすい挿絵がところど

ころにあることによって，

本書は一見すると解離性障

害を一般向けに解説したも

のと見紛うが，語られてい

る内容は大変高度であり，

著者の日頃の研究の成果が

惜しみなく盛り込まれてい

る。そのように高度な内容

を，親しみやすく表現する

著者の力量には，ただただ

敬服するしかない。

　ところで，本書は副題で

「脳と身体からみたメカニ

ズムと治療」と謳っている

ことから分かるように，解

離性障害を単に精神現象と

して理解するのではなく，

身体的なものとしてどのよ

うに位置づけるのか，とい

うことが，著者の問題意識

の根底にあると考えて良い

だろう。すなわち，精神と

身体の関連という私たちを

悩ませてきた本質的問題を，

解離を媒介として理解出来

るのでないかということで

ある。解離には精神と身体

の結びつきを示唆する何か

が隠されており，解離こそ

が心身二元論を解く鍵を秘

めている可能性がある，と

いうのが著者の主張である。

そこからどのような理解が

生まれて来るのかについて

は，今後に期待するしかな

いが，とても楽しみである。

（評者・館直彦＝たちメン

タルクリニック■精神分析

研究 57 巻 3 号（2013）

より抜粋）
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CRAFTひきこもりの家
族支援ワークブック　境
泉洋ほか　Ａ５　2,940
円　金剛出版
アルビノを生きる　川名紀
美　Ｂ６　2,310円　河
出書房新社
「育メン」現象の社会学　
石井クンツ昌子　Ｂ６　
3,150円　ミネルヴァ書
房
医師は最善を尽くしている
か　ガワンデ　原井宏明
訳　Ｂ６　3,360円　み
すず書房
犬と人が出会うとき　ハラ
ウェイ　高橋さきの訳　
Ｂ６　3,780円　青土社
イマドキ男子をタフに育て
る本　岩室紳也　Ｂ６　
1,470円　日本評論社
うつ病の作業療法　早坂友
成　Ｂ５　3,780円　医
歯薬出版
英国に学ぶ家庭医への道　

ハット他　Ｂ５　3,360
円　メディカルサイエン
ス社
英国の社会的養護の歴史　
津崎哲雄　Ｂ６　4,200
円　明石書店
解決志向ブリーフセラピ
ーハンドブック　Ａ５　
5,460円　金剛出版
家族療法テキストブック　
日本家族研究・家族療法
学会　Ｂ５　5,880円　
金剛出版
神田橋條治医学部講義　
黒木俊秀ほか編　Ａ５　
2,625円　創元社
稀少難治てんかん診療マニ
ュアル　大槻泰介ほか　
Ｂ５　5,460円　診断と
治療社
虐待とトラウマを受けた子
どもへの援助　ギル　小
川裕美子ほか訳　Ａ５　
3,990円　創元社
「9歳の壁」を越えるため
に　脇中起余子　Ｂ６　
1,890円　北大路書房
共感の技法―福島県におけ
る足湯ボランティアの会
話分析　西阪仰　Ａ５　
2,940円　勁草書房
教師と親のための子どもの
問題行動を解決する 3ス

テップ　グリーン　井
上祐紀ほか訳　Ａ５　
2,100円　日本評論社
教職のための心理学　藤澤
文　Ａ５　2,310円　ナ
カニシヤ出版
協働するナラティヴ　アン
ダーソン　野村直樹　Ｂ
６　1,890円　遠見書房
クレイジー・ライク・アメ
リカ　ウォッターズ　阿
部宏美訳　Ｂ６　2,100
円　紀伊國屋書店
経済学に脳と心は必要
か？　川越敏司　Ｂ６　
2,310円　河出書房新社
子どもの気持ちがわかる
本　家森百合子　Ａ５　
2,100円　クリエイツか
もがわ
子どものけいれん・てんか
ん　奥村彰久ほか　Ｂ５
8,925円　中山書店
子どもと食　根ヶ山光一ほ
か　Ａ５　3,675円　東
京大学出版会
子どもと青少年のための
マインドフルネス&ア
クセプタンス　ヘイズほ
か　武藤崇監修　Ａ５　
3,780円　明石書店
災害ソーシャルワーク入門
上野谷加代子監　Ａ５　

■書誌 2013.06 ～ 08

  ●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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2,520円　中央法規出版
作家たちの秘密―自閉症ス
ペクトラムが創作に与え
た影響　ブラウン　府川
由美恵訳　Ｂ６　2,310
円　東京書籍
失語症Q＆ A　種村純　
Ｂ５　4,200円　新興医
学出版社
実践領域に学ぶ臨床心理ケ
ーススタディ（臨床心理
学増刊 5号）　村瀬嘉代
子ほか編　Ｂ５　2,520
円　金剛出版
児童養護施設の心理臨床
　内海新祐編　Ｂ６　
2,100円　日本評論社
児童養護施設の子どもたち
の思いと願い　井上新二
Ｂ６　1,680円　明石書
店
社会脳とは何か　千住淳　
新書　777円　新潮社

10代のための人見知りと
社交不安のワークブック
シャノン　小原圭司訳　
Ｂ５　1,260円　星和書
店
少子化論　松田茂樹　Ｂ６
2,940円　勁草書房
食卓のメンデル　フェドロ
フ他　難波美帆・小山繁
樹訳　Ｂ６　2,625円　
日本評論社
心理学における現象学的ア
プローチ　ジオルジ　吉
田章宏訳　Ａ５　3,570
円　新曜社
心理療法の交差点　妙木浩
之ほか　Ｂ６　3,570円

新曜社
成人脳性マヒライフ・ノー
ト　万歳登茂子ほか　Ｂ
５　2,100円　クリエイ
ツかもがわ
成人期 ADHD診療ガイ
ドブック　樋口輝彦ほか
Ａ５　2,520円　じほう
生命科学がひらく未来　東
京理科大学出版センター
Ｂ６　1,260円　東京書
籍

0歳～ 12歳児の発達と学
び　清水益治・森敏昭　
Ａ５　2,415円　北大路
書房
先生，大型野獣がキャンパ
スに侵入しました！　小
林朋道　Ｂ６　1,680円
築地書館
双極 II型障害という病　
内海健　Ｂ６　1,890円
勉誠出版
対人援助職のための家族理
解入門　団士郎　Ａ５　
1,680円　中央法規出版
対人関係を通しての自己理
解ワークブック　遠藤健
治　Ｂ５　2,100円　培
風館
ダウン症のある成人に役立
つメンタルヘルス・ハン
ドブック　マクガイア　
長谷川知子監訳　Ａ５　
3,990円　遠見書房
誰もが分かる心療内科と精
神科のお話し　熊井三治
Ｂ６　1,260円　鞍手総
合医学社
統合失調症がやってきた　

ハウス加賀谷・松本キッ
ク　Ｂ６　1,365円　イ
ースト・プレス
統合失調症の有為転変　中
井久夫　Ｂ６　3,360円
みすず書房
どうして声が出ないの ?―
マンガでわかる場面緘黙
　はやしみこ　Ａ５　
1,575円　学苑社
糖尿病をすばらしく生きる
マインドフルネス・ガイ
ドブック　ヘイズほか　
熊野宏昭ほか監訳　Ｂ６
2,730円　星和書店
動物の錯視　中村哲之　Ａ
５　2,520円　京都大学
学術出版会
動物解剖学　遠藤秀紀　Ａ
５　2,730円　東京大学
出版会
トラウマからの回復　マ
スコトーバほか　五十
嵐善雄ほか訳　Ｂ６変　
1,575円　星和書店
ドラッグ問題をどう教える
か　寳田穂ほか監修　Ｂ
５　2,100円　解放出版
社
なるほど高次脳機能障害
　橋本圭司監　Ｂ５　
1,260円　クリエイツか
もがわ
ニルスの国の認知症ケア　
藤原瑠美　Ａ５　2,835
円　ドメス出版
認知心理学の冒険　兵藤
宗吉・野内類　Ａ５　
2,835円　ナカニシヤ出
版
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認知行動療法・薬物療法併
用ガイドブック　スダッ
ク　貝谷久宣訳　Ａ５　
3,990円　金剛出版
認知行動療法という革命
　オドナヒューほか　坂
野雄二ほか訳　Ａ５　
3,150円　日本評論社
ハイキング・ハンドブッ
ク　村上宣寛　Ｂ６　
2,730円　新曜社
バウムテストの読み方　阿
部惠一郎　Ａ５　3,360
円　金剛出版
発達障害のある子どもたち
の家庭と学校　辻井正次
Ｂ６　1,890円　遠見書
房
犯罪からの離脱と「人生
のやり直し」　マルナ　
津富宏ほか監訳　Ａ５　
3,360円　明石書店
ヒトはなぜ協力するのか　
トマセロ　橋彌和秀訳　
Ｂ６　2,835円　勁草書
房
評価の分かれるところに　
北山修　Ｂ６　2,940円
誠信書房
不安やストレスから子ども
を助けるスキル＆アクテ
ィビティ　フランク　上
田勢子訳　Ｂ５　2,310
円　黎明書房
フォーカシングはみんなの
もの　村山正治監修　Ｂ
５　1,995円　創元社
ホーディングへの適切な理
解と対応―クライエント
のためのワークブック／

セラピストガイド　ステ
ィケティーほか　五十嵐
透子訳　Ｂ５　各 3,570
円　金子書房
ボクの彼女は発達障害　く
らげ・寺島ヒロ　四六　
1,470円　学研教育出版
マインドフルネス・ストレ
ス低減法ワークブック　
スタールほか　家接哲次
訳　Ｂ５　3,045円　金
剛出版
マインドフルネス瞑想ガイ
ド― 4枚組の CDで実
践する　カバットジン　
春木豊ほか編訳　Ａ５　
3,990円　北大路書房
目で見る動作法―初級編
（DVD付）　成瀬悟策
ほかＢ５変　5,250円　
金剛出版
ゆとり京大生の大学論　
安達千李ほか　Ｂ６　
1,575円　ナカニシヤ出
版
ライフコースからみた女性
学・男性学　乙部由子　
Ａ５　2,625円　ミネル
ヴァ書房
臨床風景構成法―臨床と研
究のための見方・入り方
　岸本寛史ほか　Ａ５　
3,990円　誠信書房
■寄贈書
「グロリアと三人のセラピ
スト」とともに生きて　
バリー　青葉里知子・堀
尾直美訳　四六　1,890
円　コスモス・ライブラ
リー

学術通信
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第 104号
2013年 9月 17日発行
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頒価　70円
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　本誌の読者登録の際に，ご記入
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書籍の配送，お支払い確認等の連
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目次●　Ⅰ認知行動療法の基本　認知行動療法の全体像を知る／他　Ⅱ認
知行動療法を実践する　行動療法を基盤として認知行動療法を実践する／
認知療法を基盤として認知行動療法を実践する／他　Ⅲ認知行動療法の技
法を学ぶ　動機づけ面接を学ぶ／他　Ⅳ部問題に適した方法を活用する　
うつ病への適用／他　内容●第１世代，第２世代，第３世代と発展してき
た認知行動療法。その理論と技法を体系的に学べるよう，本書では良書を
選択してテーマごとに分類し，学習段階に応じて整理し紹介した。初学者
から，腕に磨きをかけたいベテランまで，自分に一番必要な書籍に出会う
ことができるガイドブック。
● A5 判 200 頁並製　定価 2,310 円（税込）

迷わず
学ぶ 認知行動療法ブックガイド
下山　晴彦・林潤一郎 著

ISBN 978-4-7533-1054-8
CBTの理論と技法を体系的に学ぶための読書案内 2012.11

基礎・理論・実践●　目次●　第１章サイコドラマの基礎　創始者モレノ
／サイコドラマとは何か／サイコドラマと心理劇／他　第２章サイコドラ
マの実践　始める前に／基本的技術／１セッションの過程／見立て　第３
章事例　サイコドラマのセッション事例／統合失調症者への心理劇　第４
章トラウマとサイコドラマ　トラウマへの心理療法／トラウマワークとし
てのサイコドラマ／トラウマワークの実際／トラウマワーク実践上の留意
点　第５章監督論　心理劇モデルと監督機能／領域と対象に応じた監督機
能／監督の役割／監督再考／監督になるために／他　第６章限界を考える
早さ／身体性／主役中心／場面再現／役割交換／監督
● A5 判 208 頁上製　定価 3,465 円（税込）

サイコドラマの技法
高良　聖 著

ISBN 978-4-7533-1057-9
「ことば」を越えた「アクション」を自分の臨床技法に加えるために 2013.03

こころの発達を促すために●　目次●　序章　はじめに　第一部 思春期
の心理療法に臨む前に　私の思春期臨床に影響を与えたいくつかのケース
／思春期と精神分析的心理療法　第二部 思春期の心理療法に臨む　初回
面接／アセスメントと方針の策定／心理療法の初期─マネージメントの時
期／心理療法の中期／心理療法の後期と終結　第三部 思春期の心理療法
に臨んだ後に　フォローアップ／ひとつのケース　第四部 補　遺　思春
期の心理療法に向いている臨床家／思春期の心理療法をめぐるいくつかの
事柄／おわりに　参考文献　●初心のセラピストは，もちろん，医療・福
祉・教育分野で対人援助サービスに携わる方々に実践のヒントを提供する。
●四六判 192頁並製　定価 2,100 円（税込）

実践
入門 思春期の心理療法
細澤　仁 著

ISBN 978-4-7533-1058-6
移ろいやすく捉え難い心を扱うためのヒント 2013.04



タビストック 子どもの心と発達シリーズ●　目次●　1さまざまな期待
と誕生　2つながりあうこと　3手放すこと 4問題行動を理解することと
線引きをすること　5診断，検査，治療，セラピー　6自閉症を持つ幼児
を理解すること　7遊びと話すこと　8親，夫婦，そして家族　9きょう
だい　10喜んでいる自分に驚く　内容●　自閉症や身体的障がいや知的
障がいなど，障がいを持つ子を育てる親が出会うさまざまな情緒的問題を，
事例を用いて生き生きと描き出しつつ，子どもの心を理解する手掛かりを
提示する。困難な状況の中でうちひしがれてしまいがちな親の自信の回復
を助けるとともに，心理的ケアに関わる専門家にも役立つであろう。　　
● A5 判 120 頁並製　定価 1,785 円（税込）

特 別 な 　
ニーズを持つ子どもを理解する
パメラ・バートラム 著　平井正三・武藤誠 監訳　ＮＰＯ法人子どもの心理療法支援会 訳

ISBN 978-4-7533-1055-5
親が子のかけがえのない理解者であるために 2013.02

タビストック 子どもの心と発達シリーズ●　目次●　第Ⅰ部 0歳の子ど
もを理解する　第 1章妊娠，出産，「親子の絆」　第 2章最初の 6週間　
第 3章生後 3カ月から 6カ月　第 4章生後 6カ月から 12カ月　第 5章
母子分離を乗り切ること　第Ⅱ部 1歳の子どもを理解する　第 1章すば
らしき新世界　第 2章探索することの重要性　第 3章性格の芽生え　第
4章母親との分離　第 5章子ども自身の人生を歩んでいくこと　●タビス
トック・クリニックでの豊富な臨床経験をベースに，親子が互いを深く理
解しあうことが，子どもの潜在的な力を育むために大切であることを，平
易に説き明かす。
● A5 判 200 頁並製　定価 2,310 円（税込）

子どもを理解する〈０～１歳〉
ボズウェルS.，ジョーンズS.G. 著／平井正三・武藤　誠 監訳

ISBN 978-4-7533-1059-3
半世紀以上の臨床実践に基づく子育ての知恵 2013.05

目次●　第 1章 「わからなくて，困っている」を聴く　いま何をするのか
がわからない／保育室で何が営まれているのかがわからない／次にするこ
とがわからないから動けない／他　第 2章置いていかれる子どもの声を
聴く　はずれていく子どもを，担任の近くに置く／こぼれ落とさない保育
の本体をつくる／子どもをつなぐ　第 3章「承認してほしい」気持ちを
聴く　保育者の言葉数を減らす／子ども同士が聴き合うための手だて　第
4章子どもの「やりたい」を聴く　リーダーを「やりたい」／お手伝いか
ら当番へ／１年を通して「やりたい」をつくる　第 5章子どもの「ムリ」
を聴く　園生活は「ムリ」だらけ／「出た先の保育」を考える／他
● A5 判 184 頁並製　定価 1,785 円（税込）

こぼれ落ちる子
をつくらない「聴く保育」●子どもの力をのばす68のヒント

佐藤曉・小西淳子 著

ISBN 978-4-7533-1056-2
子どもの声にしっかりと耳を傾けてください 2013.02



あとがきより抜粋●　ウィニコットの治療論で
は，全体を総合的に見ていく視点が特に重視さ
れる。また，患者が今，どのような（発達）段
階を治療の中で展開していて，何と格闘してい
るかを理解することに注目する。それに対して
治療者は何をすべきか，ということに関しては，
ウィニコットは，何よりも大事なのは患者が自
分で考え，自分で発見することであり，それを
援助するのが治療者の役割であると主張する。
その基盤となるのは，治療者と患者の関係であ
るが，患者が自分で発見できるためには，必要
に応じてマネージメントしていくことが大事で
ある一方，治療者はひたすら患者の連想が展開
するのを待つことも大事である。そうでないと，
たとえば，治療者が物知り顔に解釈を行うこと
などで，せっかくの発見の機会を患者から奪っ
てしまうことが起こりうる。もちろん，治療者
に失敗はつきものであり，それどころか，失敗
があって初めて認識されることもあり，失敗が
問題なのではなく，失敗した時にどのように対
応するかが重要なことは言うまでもない。そし
てそのようなアプローチが特に役立つのは，言
葉では十分にコミュニケートできないプリミ
ティヴなレベルにある患者たちだが，ウィニ
コットの治療論は主としてそのレベルの人たち
をどのように扱うかを中心に展開しており，現
代の私たちの臨床のニードに合うものだと思う。
　本書は，どこから読みだしても良いように構
成したが，やはり臨床的な見方が中心になると
思うので，彼の治療論をまとめた第Ⅲ部から読

み始めるのも一つの方法である。ウィニコット
は，一旦身近に感じられるようになると，ぐっ
と読みやすくなると思う。第Ⅰ部は，ウィニコッ
トの理論を紹介する部分なので，少し理屈っぽ
くなっているところもあるが，彼の理論全体を
展望できるように心がけた。さらに，図を参照
して読んでいただければ，理解が深まると思う。
第Ⅱ部は，読者にウィニコットと直接対話して
もらうための部分である。本当は彼のオリジナ
ルな論文をそのまま掲載すれば済むものでもあ
るが，それでは全体のつながりや，個々のフ
レーズの意味が分かり難い場合があるかと思い，
抜粋して私の解説を付した。蛇足になっていな
ければ良いのだが……。第Ⅳ部は，ウィニコッ
ト理論の展開について述べた部分なので，ここ
から読み始める人はあまりいないだろう。いず
れにしてもウィニコットの理論は，明解に体系
づけられているわけではなく，ある概念の意味
を辿って行くと，別の概念に到達する。そして，
それを辿って行くと，また別の概念へ至る，と
いうように，どこまで行っても疑問は解決でき
ないように構成されている。しかし，そのよう
にして，私たちをどんどん引っ張り込み，対話
へと，そして思考へと誘い込むようになってい
る。そのため，ウィニコットを学ぶためには，
取りあえずは，しばらく彼と一緒に彷徨って歩
くしかないのではないか，と思う。

　館　直彦　 

● Summary   &  Synopsis

対話することと創造すること●　目次●　Ⅰウィニコット入門　ウィニ
コット理論はどんな理論なのか／ウィニコットの生涯と人物像　Ⅱウィニ
コットの主要論文を読む　「原初の情緒発達（1945）」を読む／「移行対
象と移行現象（1951/1971）」を読む／「親－乳幼児関係の理論（1960）」
を読む／「遊ぶこと：理論的考察」（1968）を読む／他　Ⅲウィニコット
の治療論　子どもの治療─『子どもの治療相談面接（1971）』と『ピグル
（1977）』／成人の治療─依存への退行，ガントリップの治療，解釈をめ
ぐって　Ⅳもっとウィニコットを学ぶ　ウィニコット理論の受容と展開／
ウィニコット関連読書案内
● A5 判 224 頁上製　定価 2,730 円（税込）

ウィニコットを学ぶ
館　直彦 著

ISBN 978-4-7533-1060-9
「ともにいること」を重視する治療論への誘い 2013.06



第 8章より抜粋●　イップス病について脳科
学的に知ることで，臨床家としてそのような訴
えを持つ人への接し方が変わってくるのだろう
か？　少なくとも私は変わった。というより
イップス病に限らず，あらゆる精神科的な疾患
について同様のことが言える。脳科学的な根拠
を知ることは，それらが「本当の病気」（当た
り前の話だが）であり，来談者たちはそれに苦
しんでいる犠牲者であるという理解を促す。す
るとその来談者の訴えに，より素直に耳を貸す
ことができるようになったのである。
　イップス病を知らないとしたら，私たちは「緊
張すると手が震えるんです」という来談者の訴
えに，「練習を繰り返せば何とかなるでしょう」
とか「がんばって経験を積めば，度胸がついて
震えるなんていうことはなくなりますよ」ある
いは「そんなこと私にだってありますよ」など
と言いそうではないか？　さらには「手が震え
ることで演奏できなくなり，コンサートに出る
ことを回避できるという意味があるのですね」
というような解釈めいたうがった見方をしそう
ではないだろうか？
　「慣れないから緊張し，手が震える→慣れれ
ばそんなことはなくなる」という「常識」は，
おそらく軽い手の震えには通用する。大部分の
震えの訴えに対しては，「そのうち慣れますよ」
で済むのである。しかし深刻な震えにはそうで
はないものがある。練習すればするほど悪くな
ることがある。それがイップス病の恐ろしいと
ころである。これは怪しいと思ったら，専門家

への受診を促すことが肝要である。でもそのた
めには，とにかくイップス病という不思議な病
気のことを知っておかなくてはならない。さも
なければ，来談者の訴えを適切に扱えない。
　私は一般的に言って「来談者の訴えに虚心坦
懐に耳を貸しなさい」というよりは，「個々の
病気を知りなさい」という教えのほうがより現
実的であると考える。虚心坦懐には限度がある。
人はみなバイアスを持ったまま，自分を虚心坦
懐と思い込むことができるからだ。それよりも
病気を知ることで，それが「気のせい」ではな
いことがわかる。それが来談者の苦しみを知る
ことでもある。
　ただし個々の病気を知ることには，それだけ
時間もエネルギーも必要となる。もっと言えば，
来談者の訴えを本当に受け止められるようにな
るためには，個々の病気に自分がなってみる必
要があるが，さすがにそれは無理だろう。
　個々の病気を知るために，心理士は精神医学
や脳の専門家になる必要はないが，「脳科学オ
タク」くらいにはなっておくことは必要だろう
と私は思う。脳科学の専門書を紐解く必要はな
い。脳科学オタクに毛の生えたようなレベルの
私が書くこの本程度でも結構役に立つものと自
負している。

岡野憲一郎　

● Summary   &  Synopsis

目次●　第Ⅰ部　ミラーニューロンから考える「共感とは何か？」／オキ
シトシンが問いかける「愛とは何か？」／マインド・タイム─意識と時間
の不思議な関係／サイコパスは「異常な脳」の持ち主なのか？／ニューラ
ルネットワークとしての脳／夢と脳科学／解離現象の不思議　第Ⅱ部脳の
配線異常としてのイップス病／ＤＢＳ（脳深部刺激）への期待／右脳は無
意識なのか？／愛着と脳科学／サヴァン症候群が示す脳の宇宙／小脳はど
こに行った？　第Ⅲ部快と不快の脳科学　報酬系という宿命 その１─何
に向かい，何を回避するか／報酬系という宿命 その２─快の錬金術／報
酬系と日常生活─相手を不快にさせないのが流儀
● A5 判 184 頁並製　定価 1,785 円（税込）
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岡野憲一郎 著
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はじめにより抜粋●　本書は，読んでいくとワ
クワクする気持ちになる書物です。まず用いら
れているイラストが可愛いです。少しでも本文
をみていただけるとわかるのですが，文章によ
る心理教育の説明に合わせて，その場面での様
子を生き生きと描いているイラストが配置され
ています。ですので，どのように心理教育を実
践するのかが具体的に想像しやすくなっていま
す。スクールカウンセラーはもちろん，心理教
育について詳しく知らない学校の先生方，さら
には生徒たちとも一緒に読んで学ぶことができ
る工夫がされています。 
　スクールカンセラーは，1995年に公立の中
学校で活用事業が試験的に開始されたのを契機
として，現在ではすべての公立中学校に配置さ
れるようになっています。さらに多くの小学校
や私立学校でも採用されています。いじめや自
殺といった問題が起きた際には，スクールカウ
ンセラーを増強するといった措置が取られるこ
ともしばしばです。したがって，子ども個人の
心理支援に止まらず，学校で生じる問題全般の
解決，さらには問題の予防を支援する役割がス
クールカンセラーに期待されています。しかし，
スクールカンセラーがこのような社会からの期
待に十分に応えられていたかというと，残念な
がらそうではなかったと思います。ときに「ス
クールカンセラーは面接室に籠っていて何をし
ているのかわからない」「子ども個人にばかり
関心を向け，学校全体の教育活動とずれてい
る」といった批判も教員から漏れてくることが

ありました。確かに，従来のスクールカウンセ
リングは，古い個人心理療法モデルに拘るあま
り，学校コミュニティに豊富に存在する援助資
源を活用できていなかった面がありました。生
徒は，授業での教員とのやりとり，クラスやク
ラブでの共同作業や集団活動，仲間とのお喋り
や遊び等を通してエネルギーを得て，成長して
いきます。ところが，面接室内での相談活動だ
けでは，このような資源を活用できません。 
　本書は，スクールカンセラーが教員と協力し
て，クラスや集団という場面において子どもた
ちに心理教育（本書で言うレッスン）を提供し
ます。子どもたちは，それをゲーム感覚で体験
をすることを通して，新たな成長をする機会を
得ることができます。それは，問題の予防にな
るだけでなく，問題の解決のために必要な力（パ
ワー）を子どもたちに与える活動です。このよ
うな生き生きした遊びを含む心理教育は，子ど
もたちだけでなく，日々の授業などの課題に追
われて疲弊している学校そのものに自然な回復
力をもたらす潜在力もあります。 
　本書は，このように読者も，子どもたちも，
スクールカンセラーも，学校もワクワクさせる
工夫が一杯詰まった本です。また，心理教育と
いう方法は，学校・教育領域だけでなく，医療・
保健領域など，他の領域においてもその重要性
と有用性が認識され，取り入れられる機会が多
くなっています。多くの方に本書をお読みいた
だき，心理教育という方法の面白さを知ってい
ただけたらと願って筆を擱きます。

● Summary   &  Synopsis

スクールカウンセラーと教師が協働する実践マニュアル●　目次●　序章
レッスンのすすめ　第１章コミュニケーション力を育てるレッスン　第２
章ストレスフリーになるためのレッスン　第３章問題を解決する力を育て
るレッスン　第４章まだ気付いていない「私」・「僕」を知るためのレッス
ン　第５章ポジティブになるためのレッスン　終章レッスンの効果　●子
どものメンタルヘルス向上を目指す予防活動である心理教育授業を，ス
クールカウンセラーと学校の先生はどのように協働し，どういった点に配
慮しつつ実施すればよいか。現場での経験をもとに，イラストをふんだん
に使い，授業の流れに沿って具体的に示した１冊。
● B5 判 160 頁並製　定価 2,625 円（税込）

子どもの　　
こころが育つ心理教育授業のつくり方
下山晴彦監修／松丸未来・鴛渕るわ・堤　亜美 著

ISBN 978-4-7533-1062-3
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序章より抜粋●　この論文集で，ジョン・シュ
タイナー氏は，防衛の「病理的組織化」を徹底
して緻密に研究し，それによって妥協的な満足
が生じ，こころが変化しない状態が形成され，
維持されるありさまを描きだしている。自己愛
的な弱さを持つ被分析者は，「こころの退避」
に頼り，耐え難い不安から来る激しい苦痛から
自分を守ろうとする。本書でシュタイナー氏が
分析しているのは，被分析者が持つ，動機が複
雑に絡みあったネットワークであり，この動機
のネットワークのために，被分析者は「こころ
の退避」から外に出ようとする気持ちに抵抗せ
ずにはいられなくなる。これらの動機の多くは，
ふたつの極端な方向に自分が向かっていってし
まうことに対する，強烈な恐怖を焦点として組
織されている。その一方はパラノイアであり，
もう一方はメランコリーである。 
　シュタイナー氏は，［ひと前で感じる］きま
りの悪さ，恥，屈辱感について，新しい考えを
提示している。見ること，あるいは見られるこ
とが避けがたい状況では，ひとはこうした感情
に耐えられない。この一連のテーマを発展させ
るため，シュタイナー氏は，自己心理学的分析
家やフェミニスト分析家も含め，多様な分析家
の貢献を利用している。 
　特に触れておくべきは，ひとが変化し始める
ときの主観的体験をシュタイナー氏が強調して
いることである。こころの退避所から外に出て
いく，とはどのような感覚なのだろうか？　他
者の視線にさらされる立場になるとは？　屈辱

を受けたと感じると，ひとの強さや決断の感覚
はどのような影響を受けるのだろうか？　分析
家に身体を，そしてこころを「見られる」こと
で，どのような感情が刺激され続けるのであろ
うか？　そして，どのようなことばが「そのよ
うなときのためのことば」，すなわち，絶望し
た被分析者が理解され，安全だと感じることが
できることばなのだろうか？　分析家には，こ
の変化のプロセスや問題点を論ずるときに使う，
豊富なことばのストックがすでにある。例えば，
不安，羨望，全能感の喪失，依存，分離と悲
嘆，罪悪感，償い修復するという重荷などであ
る。しかし本書では，私たちは別の，もっと直
接体験に結びついたことばに出会うことができ
る。例えば，「隠れ家から出ていくように，自
分のこころの退避所から出ていく」「隠れたま
までいる」「対象の視線によって支配される影
響を受ける」「ちっぽけだと感じること，劣等感，
のけ者にされているという感覚」「悲しみを感
じることで，自分と対象のあいだに距離をとり，
自分と対象とを全体として現実的にみることが
できるようになる」そして「情愛」！ 
　結論を言えば，ジョン・シュタイナー氏は，
抵抗についてのクライン派的アプローチを提示
していて，それは最も新しく，包括的で，緻密
である。

ロイ・シェーファー　

● Summary   &  Synopsis

「こころの退避」から「恥」の精神分析へ●　目次●　第 1部きまりの
悪さ，恥，屈辱　1章〈見られること〉に対する不安──自己愛的なプラ
イドと屈辱　2章シュレーバー症例における視線，支配，屈辱　3章改善
していく過程で現れる情愛に対するきまりの悪さ　4章分析家への〈排除
された観察者〉という転移　第 2部無力感，権力，支配　5章エディプス
状況における支配をめぐる闘争　6章分析セッションにおける無力感と権
力の行使　7章エディプス状況における復讐と鬱憤　第 3部悼み悲しむこ
と，メランコリー，反復強迫　8章悼み悲しむこととメランコリーとの葛
藤　第 9章反復強迫，羨望，そして死の欲動
● A5 判 240 頁上製　定価 3,990 円（税込）

見ることと見られること
ジョン・シュタイナー 著／衣笠隆幸 監訳・浅田義孝 訳

ISBN 978-4-7533-1063-0
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序文より抜粋●　臨床心理学領域の研究法とし
て，事例研究は本邦において長い歴史をもって
いる。また事例研究は狭い意味での研究として
だけではなく，実践者への教育，訓練の方法と
しての価値も強調され，その重要性は「自明の
もの」であるかのように語られてきた。しかし，
この「自明なものとしての事例研究の重要性」
は，近年強い批判にさらされている。そのよう
な批判は，臨床心理学以外の学術領域のみなら
ず，臨床心理学の内部からも巻き起こってい
る。こういった流れを象徴的するできごととし
て，2013 年度の心理臨床学会秋季大会におい
て，事例研究の口頭発表の募集が中止され，ポ
スター発表のみとされるという方針が公表され
た。もちろんこの背景には，巨大化した学会運
営の困難さなど，複数の事情があると推定され
るが，「臨床心理学の研究は事例研究に偏りす
ぎている」「事例研究は科学的な研究とは言え
ない」といった声の反映であることも否定でき
ない。
　1990 年から 2000 年代にかけての筆者の個
人的な課題は，一つは心理臨床の領域において
十分に通用する質の高い事例研究を学会や学術
誌において公開し，当該学術領域での評価を受
けることであった。もう一つはそのような事例
研究を，医学系の学会で発表したり，論文・著
書として公開したりすることを通じて，心理臨
床における事例研究のエッセンスを臨床医学に
移転することであった。後者の活動は，主とし
て「ナラティブ・ベイスト・メディスン（NBM：

物語と対話に基づく医療）」というムーブメン
トとして位置づけられた。同時にこの時代，医
学，心理学を含む学際的な領域において，学術
的研究法についてのメタ研究的な視点から，質
的研究法と量的研究法の意義と差異をめぐる議
論が活発に行われるようになり，質的研究の視
点から臨床事例研究を再度理論づける努力をも
行なってきた。
　このような流れの中で今，本書を公表する大
きな目的は，現時点で再度，臨床における事例
研究の意義を問いなおすということにある。本
書において著者が主張する論点は，以下の二つ
に要約される。

　①臨床事例研究は「実践科学研究」のひとつ
　　として，科学論的に基礎づけることができ
　　る。
　②臨床事例研究は，研究，実践，教育を包括
　　したひとつの「知識創造的社会活動」とし
　　て位置づけることができる。

　本書は第Ⅰ部理論編（第 1 ～ 4 章），第Ⅱ部
事例編（第 5 章～ 12 章），および第Ⅲ部総合
考察編（第 13 章および付章）の 3 部構成となっ
ている。第Ⅰ部の理論編では，上記の主張を論
証するための考察を試みる。

　　斎藤清二　 

● Summary   &  Synopsis

臨床心理学と医学をむすぶ●　目次●　第Ⅰ部　臨床事例研究の科学論／
／「エビデンスに基づく実践」のハイジャックとその救出／質的研究と量
的研究／事例研究という質的研究の意義　第Ⅱ部　境界例における自己治
療的ドラマ／心身症における三つの悪循環／こころとからだの和解の過程
／元型的観点からみた摂食障害／心身症と物語／慢性疼痛―痛みは語りう
るのか？／過食嘔吐の大学生へのナラティブ・セラピー風心理療法／女子
大学生の夢に見られた dismembered body image について　第Ⅲ部　あら
ためて事例研究を考える／対談：ナラティブ・ベイスド・メディスン―医
療における「物語と対話」　（河合隼雄・斎藤清二）
● A5 判 280 頁並製　定価 3,360 円（税込）

事例研究というパラダイム
斎藤清二 著
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まえがきより抜粋●　発達障害の子どもや成
人が臨床の現場に登場することは，ここ 10年
で驚くほど増えた。2013年の文科省調査では，
発達障害の疑いのある児童生徒の割合が 6.5％
と推測されている。発達障害を専門としていな
くても，小児科医や精神科医，スクールカウン
セラーなどの心理職は，日常的に発達障害の子
どもや成人に接しているはずである。
　それにもかかわらず，日本では児童精神科医
は今でも稀な存在であるし，発達障害を支援で
きる専門家は非常に少なく，専門家の養成は急
務となっている。筆者が運営している，よこは
ま発達クリニックでも，発達障害を専門としな
い医師向けに２日間の入門講座を開催したら，
予想外に受講希望者が多く，現在も毎年開催し
ている。この２日間の医師向け入門講座を，な
るべく生に近い形で再現したのが本書である。
本書は発達障害の診療や支援をしてみようとす
る一般精神科医や小児科医，臨床心理士などを
主な対象として想定している。本書で意図した
のは，発達障害の専門的なトレーニングを受け
ていない専門家が，発達障害の診断や見立てを
行い，診察室で可能な範囲の治療や支援を行え
るための知識を伝えることである。
　発達障害に関して医師が診察室で行えること
は限られているが，それでも医師の役割は重要
である。日本では医師しか発達障害を診断でき
ない。医師が発達障害の子どもや成人を「発達
障害ではない」と診断すると，後の支援が円滑
にできなくなる。また，発達障害の患者を他の

障害と診断すると，患者に合わない治療を長期
に渡って継続することになりかねない。
　日本では DSMや ICDの二つの国際的診
断基準を使って診断する医師が大多数である
が，その際の診断の根拠は，診断項目の有無を
チェックし一定以上の項目にチェックがつけば
診断を下すという方法である。忙しい一般診療
の場ではそれさえも難しく，診察した時の印象
などで診断を下したり，「目が合うから自閉症
でない」といった除外診断も今なお行われてい
るようである。どちらの診断方法も，専門家と
して適切な助言をしたり支援を行うためには不
十分である。本来，診断と支援は直結しており，
二つに分けられるものではない。
　そこで本書では診断概念について少し詳しく
説明した。発達障害の臨床では自閉症や高機能
自閉症，アスペルガー症候群，広汎性発達障害，
自閉症スペクトラムなどのさまざまな用語が使
用されている。同じ用語でも研究者によって内
容が微妙に異なっていることが多く混乱しがち
であるため，それぞれの概念が提唱された歴史
的経緯にも多少触れた。
　支援方法についても基本的な理念と，認知心
理学的な見方から支援の方法を考案するための
考え方について解説した。医師の助言は親にも
教師などの関係者にも大きな影響を与える。直
接支援をしない医師であっても，支援方法の基
本について理解することは重要である。
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