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山陽新幹線のりんご

松木　邦裕　

　京都の柳馬場御池にある馴染みの小さ
なスーパーマーケットに入ると，ふと目
に入ったものがあった。赤い輝きであ
る。新鮮なりんごが並んでいる。「そう
か。今年ももうそんな季節になった。寒
くなったものなあ」と，私はこころの中
でつぶやいた。
　りんごにはたくさん種類があるようで，
真っ赤でつやつやしたほどよい膨らみの
もの，みどりに近いやや青さの目立つ縦
長型のもの，渋い赤色のずんぐりした形
のものなど，目に入る色や形もさまざま
である。どれも瑞々しく甘酸っぱそうで
ある。
　それらのりんごの前に立って眺めてい
るうちに，突如，私の中に閃きが走った。

「そうだ。りんごを新幹線の中で食べる
とうまそうだ」。窓際の席に坐って，過
ぎゆく外の景色を眺めながら，まっさら
なりんごに歯を立て，新鮮な果実を味わ
う。これはいい。
　さっそくりんごを一個買うことにした。
私は実のしまったしっかり歯ごたえのあ
るりんごが好きなのだが，青いりんごに
それは多い。だけど今回はやはり赤いり
んごだ。真っ赤な輝きが美しい。歯ごた
えは二番目にして，輝く赤いりんごを手
に取った。幾つか取って，いかにもりん
ごらしい形が気に入ったそのひとつに決
めた。
　新幹線に乗るのは三日後である。家に
帰った私は，すぐにりんごを水洗いし，
痛まないよう冷蔵庫の中のマーガリンの
入ったふわりとしたプラスチックケース
の上に置いた。ささやかな楽しみが生ま
れた。　
　いつもの日々を過ごし，新幹線に乗る
日がやってきた。京都駅から博多駅に向
かう。荷物は多いものではない。一，二
泊しても事足りるビジネス鞄と車内で目
を通すものを入れる紙袋である。のぞみ

まつき・くにひろ＝精神分析，精神医学
　京都大学大学院教育学研究科教授。著書に「対
象関係論を学ぶ」（岩崎学術出版社），「分析空
間での出会い」（人文書院），「分析臨床での発
見」（岩崎学術出版社），「分析実践での進展」（創
元社），「私説対象関係論的心理療法入門」（金
剛出版），「精神分析体験 : ビオンの宇宙」（岩
崎学術出版社）など多数。このほど，『耳の傾
け方―こころの臨床家を目指す人たちへ』
を執筆・刊行。
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では私は三人掛けの窓側にたいてい席を
とる。そうすると，到着駅までその座席
から動くことはないので，何かに集中す
るには絶好なのである。一度検討が終
わってもう一度見直す必要がある英書の
二章分の翻訳文と，現在書き進めている
『耳の傾け方』の序章に意を表していな
いところを感じるので，それを見直すた
めに収めた。紙袋には，ペットボトルの
お茶と車内で履き替えるためのスリッパ
も入れている。このスリッパはホテル備
え付けで持ち帰り自由の，たいてい白色
布地で薄くスポンジの入ったものである。
足が自由になると，のぞみの乗り心地が
まるで違ってくる。
　そして今回は，りんごが入る。だから，
食べ終わったときに食べ残しのりんごの
芯を入れるための，文庫本を買ったとき
に収められていた小さなビニール袋，加
えて手拭きのためのウェットティシュも
入れることにした。
　京都駅で乗り込んだ車両は後方 12号
車，座席は 20A，つまり最後列座席の
窓際である。いつものように列車は，定
刻にあわただしく出発する。私もいつも
のように座席で体勢を整えた後，読み物
に取りかかる。小一時間ほど過ぎたとこ
ろで，一息入れることにした。りんごタ

イムである。幸い，三人掛けの真ん中の
席には人がいない。
　足元に置いていた紙袋からりんごをお
もむろに取り出す。改めて眺めても，鮮
やかな赤である。さっそく口を大きく開
け，ヘタに近い果皮の赤い膨らみに歯を
立て，ぐいと噛む。サクリという音とと
もに，甘酸っぱい果汁が口の中に広がる。
思ったより酸味が強いが，その酸っぱい
甘さが瑞々しい。うまい，これである。
続けてもう一度食いつく。果実を噛み砕
く歯応えを楽しむ。そしてまた，次の一
口である。何となく窓外を見ると，トン
ネルを抜けて緑の山が並ぶ。馴染んだ旅
程なのに，りんご効果で気分は新鮮だ。
こころには子どもの頃の思い出，居間か
らさらってきたお菓子や果物を，ひとり
自分の部屋で食べたときのような静かな
幸福感が浮かんでいる。

　ときは流れ，故郷には両親も亡く，子
どもの頃の家ももはや跡をとどめていな
い。しかし私が生きている限り，それら
は私のこころの中に在る。いずれ終わり
は必ずやってくるとしても，もうしばら
く旅は続きそうである。最後に赤いりん
ごを食べるときには，どんな私がいるの
だろうか。
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　拙著『カウンセリング実践の土台づく
り―学び始めた人に伝えたい心得・勘
どころ・工夫』は，心理臨床のさまざま
な領域で専門職としての実践を始めた人
たちを念頭に置いて書いたものだが，そ
の背景にある筆者の臨床フィールドは，
学生相談である。
　この小論では，学生相談を通じて筆者
が感じている現在の大学生の姿を論じて
みたい。これらは次の時代の社会を担う
人たちの姿であり，われわれの世代がど
んな人たちにバトンタッチしようとして
いるのかを考えるうえでの参考になるか
もしれない。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊
　現在の大学では，ふだん行われる講義
などのほかに，学内外での教育プロジェ

クトがいろいろと準備されている。国
内・国外の他大学の学生との交流イベン
トもある。また，学生によるさまざまな
企画やボランティア活動なども行われて
いる。
　このような大学環境を活かして活発に，
積極的に活動する学生たちがいる。しか
し一方で，その環境にうまく適応できず
に孤立する学生もいる。新しいことに
チャレンジして経験を積んでいく活発な
人たちと，自分ひとりの閉じた空間のな
かで停滞している人たちが，混在するの
である。
　学生相談で出会うのはこのうちの後者
の人たちが多いわけであるが，筆者が気
になるのは，彼らの閉じた生活空間に豊
かさを感じにくいことである。周囲から
閉じた空間は，自分に向き合う大切な
場だと思う。「私」という手応えは，閉
じることによってしか経験しにくいもの
だからである。周囲から閉じたなかでの
経験は，大学生の時期だから持ちやすい
（それまでも，その後も，持つのはそれ
ほど容易ではない）と言えるだろう。と

きら・やすゆき＝臨床心理学，フォーカシング
　九州大学基幹教育院教授。著書に『主体感覚
とその賦活化』（九州大学出版会），『フォーカ
シングの原点と臨床的展開』（共著，岩崎学術
出版社），『学生相談ハンドブック』（共著，学
苑社），『セラピスト・フォーカシング』（岩崎
学術出版社）など。このほど『カウンセリン
グ実践の土台づくり』を刊行。

学生相談から見た大学生の今

吉良　安之　
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ころが，現代の大学生においては，閉じ
ることがなかなか豊かさにつながらず，
孤立や疎外になってしまうように感じら
れる。
　学生たちをじっと見ていると，活発に
動く人も，動かない人も，周囲の状況や
周囲からの目線をとても強く意識してい
るようである。「リア充」（‘現実生活
の充実’の意）という言葉が生まれた
ように，彼らはいつも現実を意識してい
る。現実からの情報や刺激がとても多い
ため，現実から離れて内界に沈潜するこ
とがなかなか難しいのではないだろうか。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊
　これと関連して述べたいのだが，現在
の学生相談では発達障害の傾向のある学
生への支援が大きな課題となっている。
この問題は，その傾向のある人たちをど
のように理解し，支援するかという課題
だけでなく，その問題が浮かび上がって
くる社会の側のあり方としても考えてい
く必要のあるテーマであるだろう。
　滝川一廣氏（2013）は，以下のよう
に述べている。「社会全体が貧しく，生
産をいかに高めるかが中心課題だった時
代には，『社会性』は必ずしも重要事項
ではありませんでした。（中略）人間関
係や世事に不器用でもこつこつと生産労
働に励む『真面目さ』に価値が置かれて
いました。」「けれども，サービス産業
（消費産業）が主体になり，（中略）人
間関係がデリケートで過敏になった現代
社会では，生産能力よりも対人能力，つ
まり『社会性』に大きなウェイトがかか
るようになりました。（中略）このよう

な社会構造，社会状況の変化が，このタ
イプの人たち（対人関係・対人行動に支
障のある人たちのこと）に社会生活の困
難を強いて『アスペルガー症候群』とい
う新たな障害概念を生みだしたと考えら
れます」。
　このように，対人能力（社会性）が強
く求められる社会環境のなかで，発達障
害という概念が浮き彫りになってきてい
る。その傾向のある学生が語った「自分
が得意な資料整理の仕事などはみんなパ
ソコンがやってくれる世の中だから，人
づきあいの苦手な自分のできる仕事はな
いんですよ」という言葉も思い出される。
　「社会性」とか「コミュニケーション
能力」という言葉に代表されるように，
周囲の人を意識して場に応じたふるまい
ができることが，現代においてはきわめ
て重要な能力とされるようになっている。
そこでは，周囲から閉じて内界にふける
のは，「まずい」こと，「アブナイ」こと
になってしまいかねない。
　社会性が強調されることは，別の側面
の人間性の成長を阻むことになっていな
いだろうか。周囲から閉じた内界への沈
潜のなかで生み出される重みや確かさは，
見失われないのだろうか。大学という
「人を育てる場」にいる者として，その
ような危惧を覚える。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊
　さて，かつての大学では，各大学の学
生がそれぞれ個性を有していたように思
う。「○○大生」という言葉が，ある特
徴を感じさせるものであった。私の所属
する九州大学なら，「イモ九」（イモの九
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大生）などという呼び方があった（自分
たちがそう言っていたのか，周りがそう
呼んでいたのかは知らないが）。
　しかし今は，どこの大学の学生もそれ
ほど変わらない。皆，同じような姿や服
装であり，考えていることや趣味なども
それほど変わらない。それぞれの大学の
学生としての個性のようなものは見つけ
にくくなっている。単に入試の成績で振
り分けられただけで，固有名詞としての
「○○大生」という存在は希薄になって
いるように思う。
　このような社会状況のなかで，多くの
大学の運営側からは「ブランド力を高め
る」というような発言がなされている。
それは経営的なねらいも含めて，その大
学の個性を鮮明にしたいという意図の現
れなのだろうが，ブランドという言葉に
は何か独特の響きが混じっている。商品
としてのイメージアップのために，ある
価値を付加して目立たせたい，というよ
うな響きである。本来の個性はふだんの
姿から滲み出してくるようなものであり，
戦略的に付加するものとは異なると思う。
「個性」と「ブランド力」とは，やはり
別物である。
　このような状況のなかにあって，学業
というものの質も変容しつつあるように
感じる。かつて，学問（学業）は自己形
成の一面であったと聞く。ある大学に

入ってそこでしか学べない専門領域を学
び，それを身につけることは，自分自身
を鍛え，形作るための手掛かりであった
のだろう。「思想」という言葉のあった
時代のことである。筆者の世代もその香
りくらいは感じながら育ったように思う。
しかし現代においては，それは洋服，リ
ボン，ワッペンのように，自分の外側に
接するあたりに付加するものであるよう
だ。
　学問や研究と研究者との関係のあり方
も変わりつつあるのかもしれない。かつ
てのように研究者と研究内容とが密着し
て不可分の関係にあるような様相ではな
くなり，もう少し身軽な，もっと容易に
着せ替えのできるものになりつつあるの
ではないだろうか。重厚で粘着質の関係
から，軽くてあっさりした関係への変化
である。
　これがどのような帰結を生み出してい
くのか，筆者にはよくわからない。危惧
を感じる一方で，それが新たな研究のあ
り方を作っていく可能性もあるのではな
いかと期待したい気持ちも起こる。もう
少し見ていたいと思う。

文　献

滝川一廣：大学生における「アスペルガー症

　候」の理解と対応．『子どものそだちとそ

　の臨床』，142-161，日本評論社，2013．
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発達障害の薬物療法を巡って

杉山　登志郎　

　発達障害は，それを専門としてきた筆
者にとっても，今やどこまで拡がるのか
分からない状況になってきた。詳細は省
くが，罹病率に関する最近の報告をまと
めると，重複があるにせよ合計すれば子
どもの約 1割以上という驚くべき数字
になる。この数字がわが国の現実から解
離していないことは，2012年に文部科
学省が全国で実施した調査によって，通
常クラスに在籍する生徒児童の中で発達
障害と考えられる児童が計 6.5パーセン
ト認められたと報告されたことからも分
かる。2012年当時わが国において，特
別支援教育を受けている児童生徒は，支
援クラス，支援学校など，全部を含めて
2.9パーセントであり，この両者を足す

と約 1割になるからである。脱線ですが，
現在わが国においてもインクルーシブ教
育を行き渡らせようという議論がかまび
すしい。インクルーシブ教育とはしかし，
個々のニードに合わせた教育を保障した
上で成立するものであり，単に混ぜてお
けば良いというのでは決してないだろう。
特別支援教育を受けている生徒の割合は，
アメリカ合衆国で約 1割，イギリスで
約 2割である。日本の 3パーセントに
も満たない現状はインクルーシブ教育の
不足ではなく明らかにやり過ぎである。
　このようなきわめて頻度が高い問題は，
多因子モデルに合致することが知られて
いる。多因子モデルとは，30とか 40と
かの因子が重なり合って生じるというモ
デルである。重要なことは，このモデル
が示すところとは，発達障害が濃いもの
から薄いものまであるという当然の事実
である。
　社会的な関係の苦手さを中核に持つ自
閉症圏の発達障害に対して，最新の国際
的診断基準において，広汎性発達障害の
呼称が廃止され，自閉症スペクトラム

すぎやま・としろう＝児童精神医学
浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教
授。著書に，『発達障害の豊かな世界』（日本
評論社），『子ども虐待という第四の発達障害』
（学習研究社），『発達障害の子どもたち』（講
談社現代新書），『発達障害のいま』（講談社現
代新書），『基礎講座・自閉症児への教育』（日
本評論社）他多数。など。このほど，『発達障
害の薬物療法』を執筆・刊行。
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障害（ASD）という呼称に統一された。
従来のいくつかの下位分類をおくのでは
なく，ASDが重症から軽症の者までス
ペクトラム（連続体）として認められる
という考え方である。光のスペクトラム
である虹の色はどこまでが赤でどこまで
が黄色といった境界線を引くことはでき
ずに，色が変化して行く。ASDにおい
ても，重症の者から軽症の者まで境界線
を引くことができずに連続していて，そ
の最も軽い群は，従来から指摘されてき
た広範な自閉症発現型（自閉症の近親者
にしばしば存在するよく似た認知特性を
有するが，診断カテゴリーを用いると陰
性になる軽症者）に連続的につながって
行き，さらにその外側の一般の変わり者
につらなる。筆者は軽症者を発達凸凹と
呼んできた。スペクトラムとして疾患を
捉えるとは，多因子モデルに合致する考
え方に他ならない。
　さて今日臨床で出会う重症の発達障
害はこんなパターンが多い。子どもは
ASDと注意欠如多動性障害（ADHD）
の併存例で，さらに衝動行為や家庭内外
での暴力的トラブル，さらに不登校や学
習障害もあるバリバリの発達障害であ
る。その親はというと，離婚再婚を繰り
返していて，父親も母親も被虐待とDV
加害・被害があり，基盤に凸凹レベルの
ASDや ADHDが認められ，さらに抑
うつや解離などを持っている。この親の
側は要するに発達障害と，子ども虐待に
よって生じた複雑性 PTSDの両方の側
面を持っている。筆者のように，他の医
療機関から難治性の重症例ばかりが紹介

されてくる場で診療を行っていると，実
にワンパターンなのである。
　この親の側は精神科での未治療者はほ
とんどいない。それにもかかわらず，全
然良くなっていない。精神医学は従来か
ら二つの問題をあまり意識せずに構築さ
れてきており，一つが発達障害で一つが
トラウマである。この親の側はその両者
の掛け算で，対応した精神科医がこの両
方とも注目を払っていないとしたら治療
がうまく行かないのは当たり前である。
これだけ発達障害が多いことが明らかに
なっても，精神医療の現場ではまだ理解
が不十分なのだ。かくしてこの親の側に
もカルテを作り，筆者は親子併行治療を
始めるようになった。そうしてみると，
これまでこの親の側が（筆者から見て）
めちゃくちゃな向精神薬の大量処方を受
けていて，減薬するだけで症状が軽減す
る場合が少なくないことに気付かざるを
得なくなった。もちろん減らすだけでは
不十分で，試行錯誤するうちに，トラウ
マ由来のフラッシュバックに対する漢方
薬の服用とトラウマ処理とを少量処方に
さらに組み合わせることで，このような
発達障害×子ども虐待の症例に対して親
子とも有効な治療を行うことができた。
　先日出版した『発達障害の薬物療法』
はこのような治療経験をまとめたもので
ある。今どき珍しくエビデンスがない知
見ばかりが並んでいるが，臨床という
フィールドワークから得た知識であり，
筆者としては，エビデンスに基づく医療
を補完するものと勝手に考えているので
あるが。
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　今回，岩崎学術出版社から発刊された
『乳幼児虐待のアセスメントと支援』を
編著者として作成している段階で，ある
問題が何回か頭をよぎった。臨床家であ
る精神科医や心理士にとってエビデンス
とはなにか？　という問題である。とい
うのも，この本では，治療を含めた臨床
例の記載が見いだせるが，その背後に
「エビデンス」が意識的に付置されてい
ることがほとんどであるためである。
　このテーマについて，私は熟考したこ
とがまだない。しかし，精神療法をし
ているあるいは議論している際は，「証
拠」あるいは「エビデンス」をはっきり
と意識している。また，症例について議
論をしたり，折あるごとに友人や同僚と
雑談レベルで臨床のさまざまな面につい

て話し合ったり，エビデンスベイスト医
学が長く報じられているのに接する中で，
漫然とではあるがこのテーマを頭で追う
ことが多い。
　このように，しばしばかつ自然にこの
課題にぶつかり考えてしまうのは，臨床
家として働く際に，重要な問題である
―少なくとも私にはそうだある―か
らであろう。そこで，この場を借りて，
「臨床家である精神科医や心理士にとっ
てのエビデンス」について，考えてみた
いと思う。ただし，多種の文献を基礎に
論述するわけではない，雑感として，し
かしできるだけ私も持っているはずの
「常識」を働かせて，この問題を追って
みたい。
　まず，この課題について同僚などと話
したり，このテーマについてのエッセ
イを読んだりするときに頭に浮かぶの
は，エビデンスベイストアプローチ対臨
床に基づいた精神・心理療法，という一
種対立的な図式である。すなわち，前者
においては，実証的研究から得られたエ
ビデンスをもとに，薬物療法，精神・心

臨床家にとってのエビデンスについて

青木　　豊　

あおき・ゆたか＝乳幼児精神保健
目白大学人間学部子ども学科教授。著書に，
『乳幼児－養育者の関係性：精神療法とアタッ
チメント』（福村出版），『障害者保育』（編著，
一藝社），『子どもの心の診療シリーズ５ 子ど
も虐待と関連する精神障害』（分担執筆，中山
書店），『虐待を受けた子どものケア・治療』
（分担執筆，診断と治療社）など。このほど
『乳幼児虐待のアセスメントと支援』を刊行。
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理療法，その他のアプローチが行われる
ことが適切であり，そのためにはエビデ
ンスに即したマニュアルなども必要であ
る。マニュアルを用いて行った評価や治
療であれば，実証的研究の対象にもなり，
より効果的な評価・治療が追求できるし，
効果的でない評価・治療は排斥できる！
といった主張である。一方で，より臨床
に基づいた精神・心理療法的アプローチ
を重視する人の中には，「精神療法にマ
ニュアルはそぐわない。そもそもエビデ
ンス，エビデンスと言っても，精神療法
にその概念がうまく応用できるとは考え
られない。患者さん 1人 1人の言葉や
行動，患者さんとの関係こそ重要であ
る」という風に，半ば反エビデンス的な
態度を取られる方々もいる。この図式か
ら，私が思いうかぶのは他の図式，理論
vs臨床図式である。こちらもまた理論
を臨床の場で明らかにしようとする側と
現場の臨床感覚を重視する両極の立場が，
鮮明になることがある。
　こうして書いてくると，これら対立を
際立たせる図式自体が非合理なものでは
あるまいか，との感覚を私は持つ。どち
らの側の観点も当然，必要なのではある
まいか？　と。
　われわれは個人個人に好みがある。さ
まざまな現象に対して実証的に「真実」
を求めるのが好きな人もいる。人間関係
を体験して，そこから「真実」を見つけ
るのが好きな人もいる。さまざまな文献
を読破し，そこから理論的な「真実」を
考案するのが好きな人もおり，患者さん
と会い患者さんを「癒す」ことにもっと

も価値を見出している人もいる。もちろ
ん，多くのひとは，これら好みをブレン
ドして有している。そしてそれぞれの傾
向や好みは，それらが精神医学，心理学，
精神・心理療法に貢献するのであれば，
すべてお互い尊重すべき傾向であろう。
それぞれの思索の限界を意識して，対話
することが生産的である。
　さてしかし，患者さんを目の前にした
臨床家にとって，その患者さんをいかに
治療するかが勝負であることは間違いが
ない。ここで治療者は，もっとも自分の
力の出る技法，好みの理論などを頼りに，
ベストを尽くそうとするかもしれない。
他方患者さんから見れば，目の前にいる
治療者が，いかなる好み，理論的バック
ボーンを持とうとも，治してもらえれば
ありがたいのである―臨床は患者さん
を「治す」ためにあることは言うまでも
ない。さらに言えば，「もし先生の好み
のうち自分が治ることに対して障害にな
るもの」があるなら，「それは慎んでも
らいたい！」と願うのは当然のことのよ
うに思える。そこで次に問題となるのは，
「先生の好みで，自分の治療の障害」と
なるものはあるのか？　あるとすればそ
れは何か？―という問題である。
　ここで真摯な臨床家であれば，少しは
心を痛めるのではあるまいか？　私自身
について言えば，自分自身の治療をして
きた歴史を現在も含めて見つめて（真摯
であるのを売りにしてはいないけれど
も），かなり心を痛める。
　さて突飛ではあるが，ここから 2つ
のレベルのエビデンス・証拠について考
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えてみたい。
　第 1レベルのエビデンスは，最初の
図式に登場するエビデンスの 1つであ
る。たとえば，ある若い精神科医や心理
士が，精神分析に魅せられているとしよ
う。精神分析には，広く深い人間に対す
る洞察・真実が含まれていることは，疑
いがない！　私自身の臨床の背骨を作っ
ている 1つは，力動的な精神医学であ
る。さてその若い医師なり心理士のもと
に，自閉症スペクトラム障害の成人が
現れたとしよう。もしその時，この医師
なり心理士が，自閉症スペクトラム障害
の支援・介入についてのエビデンスを無
視して，純粋でオリジナルな精神分析的
な治療を試みようとすれば，「それは慎
んでもらいたい」カードが差し出される
可能性が高い―もちろん，これら治療
者が行うアプローチに，患者を助ける部
分があるかも知れないけれども。私がお
こなった治療の歴史を振り返って，この
種の「あやまち」を数えることは，そう
困難ではなく，心を痛めるのである。こ
のレベルのエビデンス（ここでは成人の
ASD患者に対する支援についてのエビ
デンス）は，診断・評価とそれに適した
治療方法など，基礎的でしかし常に更新
され続ける重要なエビデンスである。わ
れわれグループは，現在特定の乳幼児－
養育者の関係性評価について研究を進め
ている。この研究でわれわれは，このレ
ベルのエビデンスを積み上げようとして
いる。
　第 2レベルのエビデンスは，精神・
心理療法を行っている過程で常に治療者，

患者の双方がぶつかるエビデンス・証拠
である。精神療法の特に認知的側面に
ついて，「証拠」について考えたい。こ
のレベルのエビデンスに対しては，日本
語で「証拠」と呼ぶほうが私は好きであ
る。私が治療を行っているとき，そして
他の治療者と症例について話し合ってい
るとき，私はほとんど常に「証拠」につ
いて，意識しようとしている。われわれ
は，患者さんの話・言葉を聞き，行動を
観察し，自分自身の情緒的・行動的反応
を見つめようとする。乳幼児の患者さん
は，話すことができないので，われわれ
治療チームは患者さんの行動を特に養育
者との関係性の脈絡で仔細に観察する。
そして，その上でわれわれは，大人や乳
幼児の患者さんのこころのありさまを推
察する。この時，われわれが陥りがちな
落とし穴あるいは抜け穴は，患者さんの
言葉，お話（およびその構造），子ども
の行動といった証拠・裏打ちを無視して
あるいは曖昧にして，彼らのこころを推
し量ってしまうことだ。この抜け穴を通
して，われわれ治療者は，いわば勝手に
われわれの気持ちを投影するし，自分の
好みの理論にあうものを患者さんのここ
ろに見ようともする傾向がある。この場
合も，患者さんから「それは慎んでもら
いたい」カードが差し出されるかもしれ
ない。これら推測自体に，証拠がないの
だ。患者さんがそのような気持ちである
と「推測」したのはなぜか？　どこに証
拠があるか？―を私はつねに心がける
ようにしている。治療者は，自分の持っ
ているすべてを用いて治療にあたるであ
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ろう。認知力，直観，人柄，共感の力，
外見などなどである。一方で，たとえば
直観からつかんだと思えるものが，どの
ような証拠および仮説の組み合わせから
発したかを意識する必要があると思う。
　ここからがさらに重要であると私は感
じるのであるが，このように証拠に基づ
いた作業をわれわれがしない限り，患者
さんと治療を進めることが困難だと考え
るのである。というのも，この証拠こ
そ，患者さんとともに患者さんのこころ
のありさまを探索する，基本となるデー
タ・証拠となるからである。乳幼児－親
精神療法・心理療法の例を挙げてみよ
う。たとえばわれわれは，「今“甘えら
れない”とおっしゃいましたが，もう
少しそのことについて話してくださいま
すか？」「Aちゃんは今，どんな行動を
とりましたか？　どのような気持ちで
Aちゃんはそうしたんでしょうね？」
「Aちゃんもまたあなたに，あなたの
いう“甘える”ことに躊躇があるので
しょうか？　というのも先ほどあなたが
話されていたあなたとあなたのお母さん
のエピソードに似ているところがあると
思うのですか」といった風に治療を進め
る。われわれはお母さん自身のこころと

乳幼児のこころを，お母さんと治療者が
共有できた証拠を頼りに探索する。そう
することで，患者さんも治療者も，確信
して前に進むことができる。こういった
丹念な証拠の共有の上に，患者さんと治
療者がほとんど共同して作り上げた言葉
が生まれるかもしれない。それら言葉は
治療にとって生産的な宝となるかもしれ
ない。
　一方，もし治療者が患者さんの言葉や
行動を患者さんと共有せずに，あるいは
それらを雑駁にしかとらえずに（証拠の
上に立たず），自分勝手な観念や表象を
患者さんに押し付けるなら，患者さんか
ら「それは勘弁してもらいたい」カード
が差し出されるか，あるいは治療者と患
者さんの問題が絡み合う関係が生み出さ
れ，維持されるかもしれない。
　こういった証拠を無視した治療を自分
はしていないだろうか？―していたと
したら気づかないかもしれない，自分自
身にこれらの問いをぶつけるよう私は努
めている。
　こうやって書いてくると，さらにいろ
いろな疑問が頭に浮かぶ。しかし，すで
に十分紙面の限界を超えているようであ
る。ここでまずは筆を置きます。
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　20年来，通っているバーがある。壁
には，動きを止めたレトロな柱時計がい
くつもあり，それぞれ別の時間を指して
いて，ひとつだけが今を刻んでいる。時
が止まった，過去を生きている，刹那を
生きている，まだ見ぬ未来を夢想する，
そんな不思議な時間感覚を味合う。蝶ネ
クタイのバーテンダー（店の主人）がひ
とり，割烹着の女将がひとり。厳選され
た洋酒とビール，カクテルが客たちを迎
える。時には，出張帰りの常連客の土産
が酒の肴になる。「一見さんお断り」で
はないにしろ，馴染み客には至極の安息
の場である。
　かつて，洋酒の S社がスポンサーの
「S・ウェイティング・バー」というラ
ヂヲ番組があった。週末の夕方のバーに

見立てて，ゲストと常連客との内輪話に
聞き耳をたてる設定で，業界人の話が放
送されていた。私は「マッサン」のウヰ
スキーが好きだが，このバーでモルト・
ウヰスキーを舐めつつ，私も同じく「常
連客と連れの客との会話」に耳を傾けて
余得に与る。ひとりで，ふらりと立ち寄
り，かるく飲む。馴染み客と他愛ない対
話の時を過ごすのが，常である。クライ
アントの悲惨な生い立ちや連想に疲弊し
た孤独な私には，心安らぐ上質な時間で
ある。
　しかし時には，臨床家の私の触覚を刺
戟する話題もある。

◆
　崩壊寸前̶産婦人科医　彼女の勤め
る公立病院は，地域の産科「最後の砦」
と呼ばれ，重篤な妊婦，母子手帳を持た
ない臨月の妊婦，出産手当て目的で中
絶を求める患者が搬送されてくると言
う。宿舎は病院のそばで，24時間 365
日，いつも気が休まらない。ただ学会出
張では解放され，その帰りのバーのひと
時が心安らぐと言う。彼女が取り上げる

モルト・ウヰスキーの余韻のなかで

鈴木　　誠　

すずき・まこと＝臨床心理学，精神分析
くわな心理相談室主宰。著訳書に，S－ウィッ
テンバーグ他著『学校現場に生かす精神分析』，
ヨーエル他著『学校現場に生かす精神分析【実
践編】』（共訳，ともに岩崎学術出版社）など。
このほどラスティン他編『ワーク・ディスカッ
ション―心理療法の届かぬ過酷な現場で生
き残る方法とその実践』を監訳・刊行。
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新生児の大半は未熟児か超未熟児で，多
くは先天的な疾患があるか，将来，何ら
かの障碍を背負う宿命にある。時には，
初産の母親の命を優先するために，胎児
の命や子宮さえも摘出する犠牲を払わね
ばならない。泣き崩れる親を前に，どん
な慰めの言葉も意味をなさない。自分自
身も激しい無力感や罪悪感に圧倒される。
彼女はバーボンをあおり，「つい慰めの
つもりで『子宮がなくても，あなたは女
だから』と発してしまう。でも後々には
罪悪感と後悔に苛まされる。これが私
の日常」。他人は「医者だから，馴れっ
こでしょう」と言うが，「私も，ひとり
の女！　ひとりの人！」。「日々，消耗
し，人格が壊れるような感覚に襲われる。
産科のスタッフも同じ」。臨床家の私は，
日常
4 4

として見逃される心的外傷に心を痛
める。

◆
　強烈な不安̶生徒指導担当教諭　彼
は夜更けの常連である。夜の家庭訪問と
会議の後に来る。彼の勤める「荒れた中
学校」で私は働いた時もあり，飲み友達
だ。暗黙の了解は，酒の席で仕事の話は
しないことだ。ところがこの日は事情が
違った。彼の中学の同級生で常連客の社
長が「ええなぁ！　教師は！　夏休みが
一杯あって！」と，サンボア風ハイボー
ルを飲み干しながら，彼を挑発したのだ。
疲れ切って黒ビールを飲んでいた彼の忌
諱に触れた。彼は乾いた声で語り出した。
「中 2男子で，連続いじめ事件の被害
者がいる。入学後，毎日いじめられてい
る。全職員で対応してるが，キリがなく

て，毎日が大変！　他の生徒には，その
子をからかう遊びは小学時代からの日常
で悪気がない。問題生徒たちは，『ガン
を飛ばす』その生徒を標的にし続ける」。
いつ自殺するか？　その強烈な不安が伝
わってくる。まずい，私の平穏が脅かさ
れる。ウヰスキーのロックを注文して備
えていると，件の社長は「昔は，俺も，
お前をいじめたよな！」と，鼻から紫煙
を出し再び挑発し，彼は続ける。「今と
昔は違う。詳しく調べると，事件の大半
が，被害者の挑発への暴力的反応か，被
害者の場違いな言動への他の生徒の素朴
な嫌悪感に基づいていた。それに加害者
も被害者も，すべて元被虐待児」。虐待
が誘発するサド・マゾ関係の再演である。
「先生のワーク・ディスカッションがあ
ればなぁ」。酔っているおかげで，溜息
をつく私の罪悪感も緩和されている。

◆
　激痛と戦慄̶児童養護施設の幹部　

彼は叩き上げの「職人」で，深い皺は長
年，修羅場を生き延びた証のようだ。こ
の日，彼とは次年度に導入するワーク・
ディスカッションの打合せで会った。彼
はウオッカをストレートで注文する。彼
の話は想像でき，私も覚悟がいるので
「ジン臭いジンのロック」を頼む。彼は
最初の一杯を一気に飲み干して，二杯目
を注文しつつ語る。「この業界の職員の
5年未満離職率は 70％超。心理療法士
もすぐ辞めていく。スキルは蓄積できず，
中堅の仕事が増すばかり。この状況を何
とかしたい」。彼は導入の経緯を説明し
た。「今日きた兄弟も，人らしい関係が
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作れるんだろうか？　父親はシャブで，
母親は売春で逮捕されて，翌日の家宅捜
索でやっと子どもが保護された。3歳の
長男はゴミを食べ，2歳の次男は糞尿ま
みれで脱水状態，1歳の長女は押入れで
餓死寸前。よく生きていたもんだ」。ジ
ン臭さと隣客の吸う葉巻の上質な香りに
酔いしれないと，彼から伝染してくる激
痛に耐えられない。3杯目を飲み干した
彼が続ける。「私らの施設では，こんな
深刻な子たちはケアできないよね」。完
全に言葉を失った私は，強烈な吐き気と
激しい動悸に襲われる。私も震える手で
ジンを飲み干して，漂ってきた葉巻の香
りで胸を一杯にして，深い溜息で誤魔化
す。私が毎月 2時間の設定とその方法
を説明すると，彼は「事例検討会みたい。
でも，忘れたい痛い記憶を口にするのは，
職員には辛いだろう。それでも子どもと
の交流で受けた激痛には，みんなで向き
合わないと，結局，孤独に人知れず痛み
を抱えることになる」。彼は続けた。「警
察によると両親は昔の震災の被災者。二
日間，倒壊家屋の下敷きだったらしい」。
心的外傷が，完全に世代間連鎖して現実
化している。

◆
　現代精神分析では，治療者と患者が協
力して，無意識的な情緒的交流，そのダ
イナミズムを観察し，探索し，考えるプ
ロセスに重点が置かれている。この応用
がワーク・ディスカッションで，対人援
助職や管理職候補の「継続的な能力開発

プログラム」や「組織コンサルテーショ
ン」になっている。この方法論の目的は，
精神分析的な観察や対話を通して，観察
力や感受性，「経験から学ぶ」能力や対
人スキルの向上にある。また個人の職業
意識やストレスマネージメント能力，組
織心性の診断や組織機能の促進の効果
もある。そのため，すでに紹介したよ
うな過酷な医療，福祉，教育現場など
で，精神分析的実践として貢献している。
B.ヨーエルの著作でこの方法論を知っ
た私は仲間とともに，鵜飼奈津子先生の
力をお借りして，今回の「ワーク・ディ
スカッション」の出版に辿り着いた。

◆
　壮絶な話で神経過敏になった私は，翌
日，夕暮れにバーに寄った。客は，誰も
いない。注文を迷う私に，主人が「常連
客から私にプレゼントがある」と言う。
40年もののモルト・ウヰスキー 10ml.。
マッサンの絶品！客の名前で察しがつい
た。某社の社長で，流れで無料のコンサ
ルテーションする羽目になった彼だ。あ
りがたく，頂戴することにしよう。ウヰ
スキーをストレートで，そのフレィバー
を楽しむ。まさに鼻で呑む感じだ。過覚
醒の私の嗅覚が，上質な歴史を重ねてき
た洋酒の情景を喚起する。適度な距離を
保ち沈黙を守る主人のおかげで，静寂の
なかで触発される白昼夢と時を超えた夢
想を私は続けられる。この束の間だが，
至福の時が「こころの痛みの残滓」を浄
化してくれる。
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学び始めた人に伝えたい心得・勘どころ・工夫●　目次●　第 1部実践
の前に考えておくべきこと　第 2部カウンセリングへの導入　第 3部カ
ウンセリングの継続と展開　第 4部カウンセラー自身の内面へのまなざ
し　第 5部実践にあたって念頭においてほしいこと　補論カウンセリン
グ実践に関する覚え書き──まとめに代えて　内容●　カウンセリングを
実践する専門職者になるための「土台」をしっかりと固めることが，後に
なってぶれない，臨床家としての基盤になる。カウンセリングの実習や実
践を始めて間もない人から臨床経験 10年くらいまでの人を対象に，カウ
ンセリングの心得や勘どころ，そして実践上の工夫などを論じる。
● A5 判 208 頁並製　定価＝本体 2,500 円＋税

カウンセリング実践の土台づくり
吉良安之 著

ISBN 978-4-7533-1087-6
臨床家としてのぶれない基盤を固めるために 2015.03

目次●　Ⅰイントロダクション　ワーク・ディスカッションとは何か／ワ
ーク・ディスカッション・グループが機能する時　Ⅱ教育現場での実践
幼児学校の学習メンターとして／小学生への治療的アプローチ　Ⅲ医療現
場での実践　医療保健と入所施設の現場／小児癌治療におけるトラウマと
コンテインメント　Ⅳ福祉現場での実践　脆弱な家族─難民コミュニティ
での仕事／服役中の親に面会する子どものためのプレイの設定／入所型ア
セスメント施設における感情麻痺と無思考　Ⅴ社会資源が乏しい環境での
実践　「シボニエは固まって動かないの……」／新しい施設を育てる／児
童養護施設の職員とのワーク・ディスカッション・セミナー 
● A5 判 240 頁並製　定価＝本体 3,700 円＋税

ワーク・ディスカッション
ラスティン M. ，ブラッドリー J. 編／鈴木誠・鵜飼奈津子 監訳 

ISBN 978-4-7533-1090-6
標準的な心理療法の援助が及ばない人々や世界へ 2015.05

臨床における自由さを求めて●　目次●　第Ⅰ部治療者の抱く不安と不自
由さ　子どもの心理臨床／子どもの精神療法／子どもの見立て／精神療法
における共感について　第Ⅱ部臨床における工夫と自由さ　クリニックで
の親子臨床／家族―遊戯療法／子どもと家族への臨床的対応　第Ⅲ部自由
さを求めて　臨床における自由さとは／治療者の感性と自由さ　内容●　
予期せぬことがよく起こる子どもの臨床において，著者が一番重要視して
いるのは自由さである。本書では著者の臨床的工夫の一つである家族－遊
戯療法の症例等を基に，治療における自由さとは何か，それを求める意義，
そして自由を目指す道のりについてを示す。
● A5 判 208 頁並製　定価＝本体 2,500 円＋税

子どもの精神療法
川畑友二 著

ISBN 978-4-7533-1088-3
子ども臨床において最も大切な「自由さ」とは何か 2015.03



はじめにより抜粋●　専門家としての聴き方を
学び身に着けようとする人たちに向けて，本書
は企てられました。
　聴くこと，それはまったく日常的な行為です。
聞くともなく，人の話は耳に入ってきます。ま
た，私たちが誰かにかかわろうとするとき，ま
ずその人に声をかけたり，その人の話を聴くこ
とから始めるでしょう。そのときの聴き方は，
私たちが置かれている状況や目的によって大き
く異なります。学校でいつもの授業を聴くと
き，職場での重要な交渉事で相手の話を聴くと
き，自宅での憩いのときに家族の話に耳を傾け
るとき，電車の中や雑踏の中でそれとはなしに
誰かの話が耳に入ってくるとき，こうした状況
の違いで私たちの聴き方は変わりますが，その
とき私たちがどのような目的をどの程度の強さ
で持っているかによっても，聴き方は異なりま
す。
　本書で私は，その状況と目的をはっきり限定
しました。それは，臨床状況や支援場面におい
てその対象者のこころにかかわるための聴き方
です。「こころの臨床家」という表現を本書で
はたびたび使っていますが，こころを支援する
職業での専門的な聴き方を著そうと努めました。
それは同時に基礎技術でもあります。というの
は，その援助が実効力を持つには，対象者のこ
ころの苦痛・苦悩を適切に聴き取り，それに基
づいてより深くより的確に理解することがその
前提だからです。
　ちなみに「こころの臨床家」とは，困難を抱

える，あるいはこころを病む患者にかかわる精
神科医・心療内科医，小児科医，ひとりの人と
して患者に接する看護師，パーソナルな問題や
課題を抱えたこころにかかわる心理職，その人
の生活環境を調整し支えるソーシャルワーカー，
アクティビィティを通して支援する作業療法士，
さまざまな支援福祉施設で働く援助職，ケア
ワーカー，教師，家裁調査官等の職業でのここ
ろへのかかわりに意欲的な人たちを指していま
す。
　本書の展開を述べます。最初に，聴くことで
の基本的な心構えである共感と受容を述べます。
それから，聴くことの基本的な手技である支持
的な聴き方を，ステップという表示のもとに順
序立てて描き出しています。そこには深まりが
あり，専門的な深い支持的な聴き方が最後に示
されます。その支持的な聴き方を基盤に置きな
がら，新たな聴き方，すなわち精神分析的リス
ニングへと歩みを進めます。記述は，その聴き
方の本態，実際，身に着け方，留意点等に及ん
でいます。本書の発想は臨床実践からのものな
のですが，記述は教科書的であるかもしれませ
ん。しかし臨床描写を適宜挿入することで，よ
り実践的な提示になることを目論みました。

● Summary   &  Synopsis

目次●　イントロダクション　序章　1章こころの臨床の基本──共感と
受容　2章こころに出会うこと──聴くことの目的　第Ⅰ部支持的な聴き
方──こころに出会うための能動的な聴き方　3章能動的な聴き方　4章
聴き方ステップ①基本的な聴き方──批判を入れず，ひたすら耳を傾ける
　5章聴き方ステップ②離れて聴く──客観的な聴き方の併用　6章聴き
方ステップ③私たち自身の思いと重ねて聴く　7章聴き方ステップ④同じ
感覚にあるずれを細部に感じ取る　第Ⅱ部精神分析的リスニング──ここ
ろを感知する聴き方　8章聴き方ステップ⑤無注意の聴き方　9章聴き方 
ステップ⑥平等に漂う注意をもって聴く　終章「負の能力」を育てる
● A5 判 184 頁上製　定価＝本体 2,700 円＋税

耳の傾け方 ●こころの臨床家を目指す人たちへ

松木邦裕 著 

ISBN 978-4-7533-1091-3
支持的な聴き方から精神分析的リスニングへ 2015.06



監訳者あとがきより抜粋●　パーソンセンター
ドセラピーや実存的セラピーの若手の旗手とし
て，またカウンセリングにおけるエビデンス
ベーストの動向に新風を吹き込んでいるクー
パーと，ナラティブセラピーの先導的な実践家
であり臨床心理学における質的研究のリサー
チャーとしても著名なマクレオッドは，この共
著によって，カウンセリングやサイコセラピー
の分野に革新的な進歩をもたらそうとしている。
　流派よりもクライアントのニーズを尊重する
という点だけで言えば，これまでにも折衷的な，
あるいは統合的なカウンセリングやサイコセラ
ピーの動向が形成されてきた。多元的アプロー
チは，折衷的カウンセリングや統合的サイコセ
ラピーとどういった点において異なり，そして
それらをどのように乗り越えていこうとするの
だろうか。その詳細については本書を熟読して
もらいたいが，監訳者が注目するポイントをい
くつかあげておこう。
　第 1に多元的アプローチは，多元論という
哲学的基盤をもっている点である。多元的アプ
ローチでは，クライアント 1人ひとりが異な
る変化や前進の方向性に開かれているという哲
学的な基盤のうえに立ち，多様な援助を協働的
に構築していこうとする。
　第 2に多元的アプローチでは，カウンセラー
やセラピストがこれまでに学んできた，あるい
はアイデンティティをもっている立場を必ずし
も捨て去る必要はない，という点である。例え
ば，世界的なグローバリゼーションの潮流の中

で私たちは日本人であることをすべて捨て去ら
なくてはならないのかといえば，政治的な多元
論からは，そうでないと言える。むしろ，日本
人であることの意味を深く掘り下げるほど，他
文化や他民族への真摯な理解や尊重は深まるは
ずである。同様に多元的アプローチでは，パー
ソンセンタードセラピーであれ精神力動的セラ
ピーであれ，自らが学び実践してきた立場の理
論や方法を深く掘り下げつつ，同時に 1人ひ
とりのクライアントとの協働の中で新たに必要
とされる理論や方法について真摯な態度で学び，
自らのエッジやウイングを広げていこうとする
のである。
　そして第 3に，これは本書の最大の特徴で
あるが，目標，課題，方法という明示的なス
テップによって多元的アプローチを進展させる
具体的な枠組みと手続きが示されている点であ
る。私たちは，自分のこれまでの臨床実践をこ
うした枠組みから見直すこともできるし，この
枠組みと手続きを参考にすることで，これから
の臨床実践を多元的なものに発展させていくこ
ともできる。おそらく，多元的アプローチが今
後カウンセリングやサイコセラピーの分野で豊
かな拡がりを見せるようになるためには，本書
に提示されている具体的な枠組みや手続きが多
くの臨床家に共有され，臨床実践や実証的研究
によって検証され，修正されていくことが何よ
りも重要であろう。

● Summary   &  Synopsis

目次●　第 1章 多元的アプローチへの導入　第 2章 多元的アプローチの
基盤　第 3章 協働的なセラピー関係の構築　第 4章 クライアントの目
標：セラピーの出発点　第 5章 課題：セラピーの実践の焦点化　第 6章 
方法：変化を促進するための資源　第 7章 実証的研究：多元的なカウン
セリングとサイコセラピーを発展させる　第 8章 スーパービジョン，ト
レーニング，継続的専門職能力開発（CPD），サービスの提供：多元的な
観点　第 9章 ディスカッション：新しいパラダイムに向けて　付録Ａ あ
なたのセラピーを最もよいものにするために　付録Ｂ セラピーパーソナ
ライゼーションフォーム　付録Ｃ 目標フォーム
● A5 判 288 頁並製　定価＝本体 3,600 円＋税

心理臨床へ
の多元的アプローチ

クーパー M.，マクレオッド J. 著／末武康弘・清水幹夫 監訳 

ISBN 978-4-7533-1092-0
効果的なセラピーの目標・課題・方法 2015.07



本文より抜粋●　このような発達障害の見落と
しとトラウマの見落としが生じる理由は，なん
と言ってもカテゴリー診断のみによって治療を
組むことが一般化したためであろう。筆者は現
在，特に子ども虐待の専門外来を開いているわ
けではないのに，発達障害と子ども虐待とが掛
け算になった症例ばかりを多数診察するように
なった。そうしてみると，親の側の治療も併行
して行わざるをえない例が非常に増えてきた。
実に初診した子どもの３割に達する。この親の
側において，精神科への未受診者は実はきわめ
て少ない。しかもその大半が治療に成功してい
ない。だからこそ併行治療になってしまうので
あるが，あたかも難治性の症例の発掘をしてい
るかのような様相を呈して来ているのである。
　筆者は一介の臨床児童精神科医であり，向精
神薬の専門家でも，精神科薬物療法の専門家で
もない。それにもかかわらず，このような本を
書くに至った理由はただひとつ，児童の臨床，
親の臨床を問わず，現状があまりにも目に余る
からである。筆者の経験では，一般に使われて
いる薬の量の遙かに少量の服用で，副作用なく
治療的な対応が可能な症例が多い。それは一般
に最重症と考えられている症例において逆に多
いのである。その理由とは，そのような症例こ
そが，誤診の対象となるからである。このこと
を特に臨床の最前線で働く精神科医に（そして
小児科医にも）知ってほしい。特に問題は，初
回の処方である。一度多めの処方をしてしまう
と，安全に減らすには時間をかけなくてはなら

ない。
　このような症例が溢れているひとつの理由は，
やはり発達障害やトラウマをめぐって，理解と
診断が混乱をしているからであろう。この本で
はまず，発達障害の診断と治療をめぐる整理を
行い，ついで少量処方の実際と，いくつかのパ
ターンに分けられる誤った診断に基づく誤った
処方の具体例と，その治療実践について臨床的
な経験を提示する。最後に筆者の乏しい知識で
思いつく，筆者のような偏った臨床が有効な根
拠について試論を行う。この本に記した内容は
筆者の臨床経験をまとめたものである。した
がってエビデンスのレベルは低く，あくまでも
エキスパート・オピニオンである。筆者は後述
するように，自分の立場はフィールドワークで
あり，エビデンスに基づく医療（EBM）の補
完がその役割と考えている。

● Summary   &  Synopsis

目次●　第 1章　発達障害とトラウマへの薬物療法　第 2章　発達障害
はどこまで広がるのか　第 3章　発達障害とトラウマ　第 4章　統合失
調症診断と抗精神病薬による治療をめぐって　第 5章　気分障害をめぐ
る混乱　第 6章　気分障害をめぐる誤診のパターン　第 7章　少量処方
第 8章　EMDRを用いた簡易精神療法　付録 1　発達障害の診療のコツ
付録 2　パルサーを用いた４セット法による簡易 EMDR　内容●　この
本ではまず，発達障害の診断と治療をめぐる整理を行い，ついで少量処方
の実際と，いくつかのパターンに分けられる誤った診断に基づく誤った処
方の具体例と，その治療実践について臨床的な経験を提示する。
● A5 判 140 頁並製　定価＝本体 2,400 円＋税

発達障害の薬物療法
杉山登志郎 著 
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序文より抜粋●　乳幼児虐待にはそれ以降の虐
待とくらべて少なくとも３つの特徴があること
に気づきます。第１の特徴は，虐待死の確率
が高いことです。虐待死の数は平成 24年度 99
名（心中を除くと 58名）で週におよそ２人（心
中を除くと１人）が亡くなっています。心中
を除く死亡児は，０歳の子どもが 43％，０～
２歳児が 67％です。これら統計を，われわれ
は痛ましいニュースを通じて日々感じさせられ
ています。乳幼児虐待へのアプローチが生命レ
ベルでの緊迫感を持って行われていることがわ
かります。第２の特徴は，予防的観点から見た，
こころの発達に与える影響の大きさです。乳幼
児期に虐待された方が，それ以降に虐待された
子どもたちより，その後の感情・社会的発達が
非適応的であるという研究結果が，多く発表さ
れてきました。また多くの心理学者は，乳幼児
期に“こころの基盤”ができると提唱し，神
経学者は４，５歳までには大まかな脳の構造と
ストレスシステムがほぼ完成すると教えてくれ
ます。この時期におこる虐待という過酷な経験
が，脳の発達を部分的には歪めさせ（傷つけ），
その後のこころの発達に深刻な影響を与えるこ
とは不思議ではないかもしれません。虐待臨床
に関わってらっしゃる方であれば，「もう少し
早く，アプローチできてさえいれば」と感じら
れることは多いのではないでしょうか？　第３
の特徴は，この発達段階の子どもは，より年長
の児童よりも自分の具合の悪さ（特に“精神
的な”）を「自覚」できる能力に限界があり，

さらにはそれを他者に訴えることが難しいとい
う点です。大人も，とても小さな時期において，
環境が“こころ”に与える影響を過小評価す
る傾向があります。「まだＯ歳だから，親どう
しが殴りあっている場にいたところで，何もわ
かるまい」といったふうにです。いきおい，身
体的に深刻な状態に陥り，周りの大人が気づく
といった状況以外（この点も多くの乳幼児が虐
待死していることを考えると怪しくなります），
被虐待乳幼児は社会の支援の手が届かない場所
でポツリと生活し続けるかもしれません。
　では乳幼児虐待に対して，それ以降の虐待を
見るその同じ目を凝らしてアプローチしさえす
れば，われわれはその目的を果たせるでしょう
か？　私はそうではないと思います。というの
も乳幼児虐待に対する評価と支援法は，それ以
降の虐待に対する評価・支援法とは異なる以下
のような特徴があるからです。第１に虐待の多
元的評価の際，乳幼児－養育者の関係性の評価
が必須となります。第２に虐待特異的な病理が，
乳幼児以降と異なった表現型をとります。第３
に介入・支援のアプローチには，特殊な要素が
あります。乳幼児－養育者の関係性そのものに
対する治療が必要になる点です。ですから，乳
幼児虐待の臨床に取り組むには，児童虐待一般
のアプローチに加えて，少なくともこれら３点
についての知識や技能を備えておく必要があり
ます。わが国の虐待臨床領域において，まだこ
れら知識と技能が充分には共有されていないの
ではないかと思います。

● Summary   &  Synopsis

目次●　第Ⅰ部　情動ストレスによる虐待の脳に与える影響／乳幼児－養
育者の関係性の評価／アタッチメントの障害―虐待が乳幼児に与える特異
的病理①／心的外傷後ストレス障害―虐待が乳幼児に与える特異的病理②
／他　第Ⅱ部　アタッチメントに基づく親子関係支援：サークル・オブ・
セキュリティ・プログラム―在宅での支援・治療①／乳幼児－親心理療法
―在宅での支援・治療②／相互交渉ガイダンス―在宅での支援・治療③／
アタッチメント・プログラム―施設での支援・治療①／アタッチメント・
ベイスト・プログラム―施設での支援・治療②／トラウマとアタッチメン
トに焦点を当てた心理療法―施設での支援・治療③／他
● A5 判 216 頁上製　定価＝本体 2,700 円＋税
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本文より抜粋●　まずDID（解離性同一性障
害）が生じる仕組みについて考えてみよう。ど
うして彼女たちの心には，別の人格部分が宿る
のだろうか？　なぜ幼少時のストレスやトラウ
マの存在が必然なのだろうか？
　解離性の人格部分が形成される状況の一つと
して考えられるのは，他人の意図や願望や感情
が，自分のものと混同されるような場合である。
つまり他人の考えが自分のものとして取り込ま
れる，というプロセスである。皆さんも自分自
身の子ども時代を思い出していただきたい。親
の感情や意図に多くの場合さほど疑問を持たな
かったはずである。親が肯定したり否定したり，
心地よいと感じたり不快と感じたりすることは
すなわち自分自身の体験でもあったはずだ。こ
れは実は子どもの適応にとって重要なことなの
であろう。
　しかしこうしたことが健全な状況においての
み生じているわけではない。虐待やトラウマ，
それに関連した解離の問題も，この同じ文脈で
起きてしまう可能性がある。親に叩かれること，
命令されること，あるいは無視され，生きてい
る意味を奪われるような言葉を浴びせられるこ
と。それらも子どもによって無反省に受け入れ
られる傾向にある。「自分は叩かれてあたりま
えの存在だ」という形で入っていくのだ。ただ
それに伴う痛みや親への怒りや不満は芽生えて
くる。それが心の別の個所で生じることが問題
なのだ。しかもその「どこか」を特定はできな
い（将来脳科学が進めばわかるかもしれない

が）。そこで私はそれを「心の奥にある箱の中」
と患者さんに説明する。これが解離の始まり方
の一つなのだ。
　ここからは私の仮説である。子どもの取り入
れの力はおそらく私たちが考える以上のもので
ある。さまざまな思考や情動のパターンが雛形
として，たとえばドラマを見て，友達と話して，
物語を読んで入り込む。その中には他人から辛
い仕事を押しつけられて不満に思い，相手を恨
む人の話も出てくるだろう。子どもはそれにも
同一化し，疑似体験をする。脳科学的にいえば
子どものミラーニューロンがそこには深く関与
しているはずだ。こうして子どもの心には，侵
襲や迫害に対する怒りなどの，正常な心の反応
も，パターンとしては成立しているのだ。つま
り親からの辛い仕打ちを受けた子どもは，それ
を一方では淡々と受け入れつつも，心のどこか
では怒りや憎しみを伴って反応している部分を
併せ持つのである。子どもが高い感性を持ち，
正常なミラーニューロンの機能を備えていれば
こそ，そのような事態が生じるのだろう。そし
て，解離する傾向が人より強かったとしたら，
それらは別々に成立し，一方は「箱の中」に隔
離されたままで進行していく。実に不思議な現
象ではあるが，解離の臨床をする側の人間に必
要なのは，この不思議さや分かりづらさに耐え
る能力なのだ。　

● Summary   &  Synopsis

目次●　第 1部　解離と脳科学，愛着理論─アラン・ショアの仕事／ト
ラウマ記憶，解離，再固定化／再固定化の治療への応用─ブルース・エッ
カーらの試み／トラウマ記憶の知見を解離の治療に応用できるか？／解離
と精神分析（1）／解離と精神分析（2）　第 2部　どのように出会い，どの
ように面接するのか？／どのように診断するか？─DSM-5による変更点
を取り入れて／どのように鑑別するか？／どのようにトラウマを扱うか？
／どのようにDIDを治療するか？／どのように再固定化療法を治療に用
いるか？／どのように子どもの人格部分を扱うか？／解離に基づく非力動
的な精神分析理論／気になる解離の論客たち
● A5 判 216 頁並製　定価＝本体 3,000 円＋税

解離新時代
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本文より抜粋●　学生相談は独特な臨床の
フィールドです。心理臨床の中で、それだけで
ひとつの分野を形成しています。長年に渡り、
学生相談を専門にしている臨床家の方々が膨大
な知見を積み重ねており、その成果は多数の著
作として出版されています。学生相談の基本形
はほぼ完成されていると考えてもよさそうです。
そして、私は、そのような業績は大変貴重であ
ると共に、学生相談の実践において極めて有用
であると考えています。私も随分と参考にさせ
ていただきました。
　学生相談の基本形はほぼ完成されていると言
いました。それは、学生相談における臨床的常
識が存在するということを意味します。私は、
学生相談の専門家による臨床実践の積み重ねか
ら導かれた臨床的常識に価値があると思ってい
ます。常識を否定するつもりはまったくありま
せんが、心理臨床における常識は、それに拠っ
て立ち、実践するためのドグマではありません。
　人のこころのあり方はさまざまです。学生相
談を訪れる学生のニーズは多種多様なので、学
生相談に携わる臨床家は、基本的な心理臨床技
法について一通り実践できるようでありたいと
思います。少なくとも、力動的心理療法と認知
行動療法の基本については実践できることが必
要です。もちろん、高度に専門的な技法が適応
となる事例で、それが自分の専門ではない場合
には、学外の専門機関を紹介する必要がありま
す。学生相談は言うなればプライマリケアです。
そこで求められる力量は、ジェネラリストとし

ての力量であって、狭い領域の専門家としての
力量ではありません。自分の専門以外の臨床技
法を実践できない臨床家には学生相談のセラピ
ストを務めることはできません。
　また、学生相談は、面接室の中だけで完結し
ないことも多々あるので、セラピストにはマ
ネージメント能力が要求されます。心理療法そ
れ自体よりも、マネージメントが優先されるこ
ともよくあります。もちろん、私たちが心理臨
床の専門家である以上、私たちが実践するマ
ネージメントは、あくまで心理療法的理解に基
づくものであるべきです。マネージメント自体
が心理療法的に機能することが理想的です。つ
まり、学生相談において、セラピストには、現
実的に学生や学生を取り巻く環境に働きかける
ことが求められるのですが、その際、そのマネー
ジメント自体が心理療法的効果を産むように腐
心する必要があるということです。単にマネー
ジメントするだけなら、心理療法家ではない教
職員でもできます。心理療法として機能するマ
ネージメントを本書では臨床マネージメントと
呼びたいと思います。ただし，煩雑さを避ける
ため、この後、マネージメントとのみ記載しま
す。読者の皆さんにはそこに含まれる心理療法
的意味合いについて想いを巡らせていただけれ
ば幸いです。

● Summary   &  Synopsis

目次●　はじめに　第一部　実践の前に　第一章　学生相談という臨床の
場　第二章　学生相談に必要な精神分析の知識　第二部　実践の中に
第三章　初回面接──一期一会を基本に　第四章　オンデマンド心理療法
──健康な学生の場合　第五章　 支持的心理療法──精神病、発達障害、
パーソナリティ障害を持つ学生　第六章　学生相談における精神分析的心
理療法　第七章　卒業と卒業後のフォローアップ　第三部　連携──マネ
ージメントの重要な要素　第八章　医療との連携　第九章　大学職員（教
員、事務）との連携　第十章　連携の光と影　おわりに　内容●　臨床家
が自分の頭で考えて、方針を決め、臨床的介入を行うために。
● A5 判 176 頁並製　定価＝本体 2,800 円＋税

実
践学生相談の臨床マネージメント
細澤仁 著
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第 9講より抜粋●　一般的な記憶の話ですが，
われわれ人間は嫌な出来事を経験すると，イラ
イラ，うつうつ，不安になったりします。これは，
脳の左右差（ラテラリティ）で言えば，右脳が
賦活した状態と言えるかもしれません。たとえ
ば，仕事で上司に怒られたでも，恋人に振られ
たでも，自動車事故を起こしたでもいいのです。
　われわれの脳は，こうした経験をしたときに，
それをただそのまま記憶にしっかりと留めてお
こうというふうには働きません。経験した直後
からすぐにその体験に対して働きかけを始めま
す。収まりのいいところに収めるために，たと
えば，原因を考えます，対処を考えます，教訓
を得ようとします。これは，先ほどの脳のこと
で言えば，左脳が賦活した状態と言えるでしょ
う。そのためには，自分で繰り返し，状況や経
緯を考え，夢に見，日記に書く人もいるし，人
に聞いてもらったりもしますね。こうして何度
もアクセスをかけて，どうにか出来事を収まり
のいい形へと動かそうとします。　それが，成
功すれば，適応的な解決（収まった状態）へ至
ります。これは，思い出しても平静でいられる，
忘れることも可能という状態で，自分の人生に
おいて何らかの意味が見いだせるようになった
りもします。「長い人生こんなこともあるわ」
「これもいい勉強だ」「ああいう人にはもっと
礼儀を尽くさないとダメなんだ」「自分の考え
方がまだまだ甘いということだ」「夜の運転は
もっと慎重にならないとダメだ」「自分にはま
だ女ゴゴロはわからない」などさまざまな教訓

を得て，その出来事を終わったことにできるか
もしれません。このように導いていく過程を適
応的情報処理過程と呼び，われわれの脳が本来
備えている処理能力と考えます。これが適切に
働いている限り，病気になりませんし，治療も
EMDRも必要ありません。しかし，この過程
がどこかで滞り，いつまでもモヤモヤと残り続
けている状態を適応不全状態，病理と捉えます。
もっと激しく頻回に鮮明なフラッシュバックを
起こしている状態もあり得ます。脳の過剰な興
奮により，通常の処理が起こらないのかもしれ
ません。
　EMDRという治療においては，二重注意と
いう言葉を使っていますが，過去と今，過去の
記憶と現在の感覚，内的なイメージと視覚刺激
の両方に注意を向けます。過去を意識しつつも，
眼球運動をして，1回の眼球運動は 25～ 30往
復程度（これを 1セットと数えます），スピー
ドはどうにか追えるスピードですから，かなり
速いです。20秒程度眼球運動をして，深呼吸
します。何が浮かんでいるか問うてから，その
答えを意識しつつ次の眼球運動に入ります。こ
れを繰り返していきます。
　変化の仕方は人それぞれなので，ただ，映像
が見えにくくなったり，遠ざかったりする人も
いますし，自身の身体感覚が楽になっていくだ
けの人もいます。
　眼球運動を加えると，こうした肯定的な方向
への変化が自然に起こるわけです。

● Summary   &  Synopsis

目次●　第 1講　リラクセーション，ノンバーバル・コミュニケーション    
第 2講　臨床心理学研究法　第 3講　ストレスとストレスマネジメント    
第 4講　認知行動療法──ベック，エリス　第 5講　学校問題への対応  
第 6講　解決志向アプローチ　第 7講　トラウマについて（1）──トラ
ウマ，愛着　第 8講　トラウマについて（2）──いじめ，PTSD　第 9
講　EMDRの原理　第 10講　EMDRの歴史と評価，メカニズム　第
11講　RDI──肯定的なネットワークの活用　内容●　ストレスとトラ
ウマを主題に臨床家が自分のやり方に自信をもってクライエントに臨むこ
とができるようになるために，最新のエヴィデンスにもとづいた系統講義
● B5 判 144 頁並製　定価＝本体 2,700 円＋税

図
説臨床心理学特別講義
市井雅哉 著
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