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繋がりと協働

白川美也子　

＊
　『子どものトラウマフォーカスト認知
行動療法̶さまざまな臨床現場における
実践ガイド』（岩崎学術出版：以下ガイ
ド）：私が監訳者の一人として関与させ
ていただいた本書は，ジュディス・コー
エン博士，アンソニー・マナリノ先生，
デブリンジャー博士ら３人が開発したト
ラウマフォーカスト認知行動療法（以下
TF-CBT）の均てん化の結晶である。こ
の三人は，ピッツバーグの Center for 
Traumatic Stressとニュージャージーの
CARES Instituteという２つの施設で活
躍しており，技法は，この二施設と交流
と協働を出だしに成立したものである。

＊
　TF-CBTは当初，性的虐待を受けた
児童を対象に開発された。実は一般に思

われているよりも性的虐待の頻度は高い。
米国では 4人にひとりの女児，6人にひ
とりの男児が，日本でも 6人にひとり
の女児，10人にひとりの男児が性的虐
待をうけているというデータがある。見
過ごされた場合の後遺症は重篤であるが，
早期に養育者を巻き込んだ適切な支援が
あれば，予後はよい。TF-CBTは，そ
もそもは性的虐待被害者の後遺症のため
に開発され，その後，さまざまな被害種
に適用されていった。
　2009年春，私がある国立の施設での
臨床研究に関するトレーニングを終え，
TF-CBTの研修をその二施設でうける
ために訪米したときの記録をもとに，こ
の本の装丁に込められた TF-CBTの開
発と均てん化の歴史についてお話する。
　まずコーエン博士は小児科医として子
ども虐待の問題に興味をもち，精神科に
転向し，精神科研修医として母親にペニ
スを切断された 5歳の性的虐待のケー
スの入院治療を担当した。ある日，その
子が妊娠中のコーエン先生のお腹を殴っ
てきたことを契機に，子どもと被害体験
について話し合いたいと上医達に相談し

しらかわ・みやこ＝精神科医，臨床心理士
　こころとからだ・光の花クリニック院長。著
訳書に，『埋葬と亡霊』（分担執筆，人文書院），
『子どもの精神医学』（分担執筆，金芳堂），『犯
罪被害者のメンタルヘルス』（分担執筆，誠信
書房），『支援と復興の災害心理学』（分担執筆，
福村出版）など。このほど『子どものトラウ
マフォーカスト認知行動療法』を監訳・刊行。

●２つの本の装丁に込められた物語
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たが，全員に反対された。彼女は直感的
に「そんなはずはない，妊娠している私
のお腹を叩いてきたのが，準備ができて
いる証拠だわ」と思い，それが，治療法
を探索する契機であったという。児童保
護局の心理職員だったマナリノ博士と共
に，早くも 80年代にピッツバーグ大学
の精神科で認知行動療法的な介入を志向
した臨床研究が開始された。
　一方，同時期にデブリンジャー博士は，
心理士としての就職時に，統合失調症か
子どもの性的虐待かという選択肢を与え
られ，子どものことに関わりたいと考え
て性的虐待後遺症に携わるようになった。
持続エクスポージャー療法（以下 PE療
法）の開発と研究で著名なフォア博士の
もとで成人性暴力被害者に対する PE療
法と臨床研究手法を学び，それを子ども
に臨床応用した。その過程で曝露が子ど
もに対しても効果をもつことを確信し，
ニュージャージー州に移って CARE 
Instituteで性的虐待に関する問題意識を
もった小児科医のMartin Finke博士と
仕事をし始めたのが 90年代であった。
　臨床研究に対する指向性をもった２施
設の三人の臨床家が，暴露と認知行動療
法という複眼的視点をもって，対象を広
げながら持続的に研究を積み重ね，TF-
CBTのマニュアルを各領域の臨床家に
手渡し，フィードバックを得ながらさら
に研究を深めていった結晶が「子どもの
トラウマと悲嘆の治療̶トラウマフォー
カスト認知行動療法マニュアル」（金剛
出版：以下マニュアル）「マニュアル」
であり，その「マニュアル」をもとに，

技法を均てん化する過程で，さまざまな
臨床現場での実践から得られた叡智が本
書「ガイド」なのである。

＊
　TF-CBTの技法の治療に関する「ガ
イド」と「マニュアル」は，ある不思議
な経緯で異なる出版社から出版されるこ
とになった。その折，２つの出版社の間
で緊密な協力があった。私は，異なる出
版社からの出版だからこそ，装丁には統
一性を持たせたいと考え，双方の出版社
の編集者がそれに協力してくださること
になった。装丁は同じアーティスト：日
本の切り絵や絵巻物の伝統とモダンな造
形および色彩感覚双方を兼ね備えた櫻田
耕司さんに引き続き依頼した。
　「マニュアル」における装丁デザイン
は私が子どもの臨床を行うなかで得た
あるビジョンから来ている。それは信
頼できる大人の伴走を得て，子どもが
PRACTICE（TF-CBTの構成要素の
頭文字）の階段を登り，自らの物語の象
徴である星をつかもうとするイメージで
あった。マニュアルの表紙は，星は輝い
ているものの暗い夜である。一歩一歩階
段を登りきった裏表紙では，夜は開け，
自らの物語を掴んだ子どもは多くの信頼
できる大人に支えられ朝焼けの中で微笑
んでいる。
　本書「ガイド」の表紙絵においては，
星は子どもの回復そのものと，たいへ
んな労力を経て開発された TF-CBTと
いう技法を表す。本書は，均てん化の
成果による本である。表紙の技法の象
徴としての星を作り，植え始める（播
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種：disseminationの象徴）三人の開発
者。個性に溢れた多様な星の花，自らの
咲かせた花を見る子ども達を描いていた
だいた。そして本書の原書表紙の装丁に
おける海とその波打ち際のそのプロポー
ションを，そのまま豊かな大地に置き変
えた。興味を持った方は，ぜひ書影を見
ていただきたい。

＊
　TF-CBTの日本への導入は，2006年
に編集者から出版直後のマニュアルの原
書を手渡されたときから始まった私の願
いであった。このことに私自身の物語は
関係しているだろうか。自分の初めての
単著『赤ずきんとオオカミのトラウマ・
ケア―自分を愛する力を取り戻すための
心理教育』（アスク出版）のあとがきに
も書いたが，私は，ごく幼い時期に家庭
外性虐待の被害体験がある。そのせいか
小児期に空想癖があった。窓からずっと
外を眺めて空想に耽る少女に何かを感じ
た小学校 2年生のときの担任が，一冊
の白いノートを手渡したことを契機に，
物語をたくさん作りはじめた。心的外傷
そのものの記憶はなく（それは後年，ト
ラウマ性疾患の後遺症を専門にしてから
ゆっくり返り始めることになるのである
が），「そのこと」以外のたくさんの物語
を書きながら，空想と現実が異なるとい
うことに気づいていった。高じて絵本作
家になりたいという夢をもち，ささやか
な実作を繰り返した。
　いつのまにか，志望は医学に変化した
が，本づくりには愛着があり，高校時代
には装丁家の栃折久美子氏の本を読みこ

んでいた。装丁へのこだわりにはその頃
の名残があるのかもしれない。
　入局した大学病院精神科は，描画療法
が病棟で行われており，その枠を利用し
て長谷川集平氏による「おべんとう絵
本」や「点と線の絵本」を入院患者と
作っていた。その成果は，同氏の『絵本
作りサブミッション』（筑摩書房）にま
とめているが，患者自身の物語を書いて
もらうこと，その触媒になることは当時
から私の情熱であったのだと思う。
　2006年の私の決意「この技法を日本
に輸入する」は，いろいろな経緯を経
て，少しずつ実現していった。2012年
に米国の NPO法人インターナショナ
ル・フォスターケア・アライアンスとの
協働で開始された TF-CBTの均てん化
は，順調に進み，400人を超えるセラピ
ストが IFCAの招聘した国際トレーナー
のトレーニングを受け，現在日本でも
TF-CBTのトレーナーが育成されてお
り，私もその一人である。
　今診察室で，子ども達や親たちと関わ
りながら，子どもが自分自身の物語を作
るのを応援している時，私のなかの内な
る少女も喜んでいる気がする。自分がよ
い治療をするだけでなく，多くの人によ
りよい治療を届けたいという願いを抱い
てから 10年余。私も，紆余曲折を経て，
とうとう私自身の物語を掴もうとしてい
るのかもしれない。
　本書が子どもと家族のトラウマ治療と
いう困難な領域に取り組む現場の仲間た
ちの繋がりと協働の契機になることを心
より願っている。
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　過去何十年かのあいだ，折にふれて
ウィニコットの書いたものを読んできた
が，振り返ってみると，読む時期によっ
て受ける印象が大きく変わったことに気
づく。その変遷は今後もまだ続くのだろ
うけれども，そのような一個人のなかで
の印象のさまざまな変化は，個々人ごと
の彼の著作へのさまざまな印象の違いと，
いくらか重なるのではないだろうか。そ
んな印象を誰かと共有してみることはで
きないだろうか，と思って書き始める次
第である。
　初めてウィニコットの書いたものに
触れたのは，おそらく，『遊ぶことと現
実』に収録されている冒頭のいくつかの
論文だったと思う。遊ぶことや移行対象，
中間領域，可能性空間といった考えを展
開している数篇である。もともと，原始

的な心のありかたや，自他未分化の一体
性から個が生じる過程にひかれるものが
あったせいか，私にはとても生き生きと
した概念化に感じられて，精神分析の新
しい側面に触れたという感じがした。
　その後，ウィニコットの「ひとりにな
る能力」という考えに興味をもった。大
学院に入って修士論文を書いた頃である。
これは重層的で多義的な概念であるだけ
に，実証研究に用いようとすると操作的
に再定義せざるを得ず，そうなると元の
概念とはまるで別物になってしまって，
実証研究としての整合性はとれても，も
ともと研究したかったことが本当には研
究できないような感じが残った。もちろ
ん，そうなってしまったのには私の方法
論の未熟さもあったと思う。
　その頃の感覚としては，ウィニコット
の考えは臨床感覚としてはよく分かる気
がするのだけれども，いざ概念として
はっきりと捕まえようとするとなかなか
捕まえられないという感じがあった。北
山修先生が著書『錯覚と脱錯覚』のなか
でウィニコットの考えのパラドキシカル

おおや・やすし＝臨床心理学，精神分析
　東京国際大学大学院臨床心理学研究科教授。
著訳書にオグデン『夢見の拓くところ』，オグ
デン『もの想いと解釈』，ウィニコット『新版
子どもの治療相談面接』（いずれも岩崎学術出
版社）など。このほどウィニコット『改訳 遊
ぶことと現実』を監訳・刊行。

ウィニコットの移り変わる印象

大矢　泰士　



6

な性質に触れておられたのを読んだとき
に，この感覚がつまりはどういうことな
のか，ようやく腑に落ちたという記憶が
ある。
　その後，当時，藤山直樹先生が主宰さ
れていた若い人向けのセミナーで，ウィ
ニコットの初期から中期にかけての論文
集『小児医学から精神分析へ』を読んで
いく機会を得た。いろいろな刺激に満ち
ていたが，ウィニコットと対話するよう
な読み方ができたことは貴重な経験だっ
た。とくに盲従的態度を嫌っていたウィ
ニコットの著作には，教条的あるいは教
科書的に読まれることを拒否するような
側面があるように思う。また，この第一
論文集にはウィニコットの発見につき
あっていくようなエキサイティングな面
白さがあった。
　一方で，彼のとくに後期の論文集に対
して，私のなかで当時なんとなく敬遠す
る気持ちがあった。これは私の偏見だっ
たように思うのだが，彼の主張がまと
まった形を取り始めているぶん，何を読
んでも，どこを切っても同じみたいに感
じられたのである。字面からすると関係
学派や自己心理学派に近いかのような印
象を受けたりもする。
　ただ，その後，彼にとって大きな存在
であったクラインの著作をまとめて読ん
だあとに読むと，そのような「どこを
切っても同じ」的な印象はあらかた消え
て，彼の訴えたいことが奥行きをもって
伝わってくるように感じられた。多くの
人が言っているように，ウィニコットの
書いたものの特徴の一つは，読み手に

よって個々に異なる読みがなされること
を許容するという点にある。いまの私に
とっては，ウィニコットはさまざまな意
味で「あいだ」の人である。そこには，
彼の考えの弁証法的な特徴ということも
含まれている。そして，このような捉え
方もまた，これから少しずつ移り変わっ
ていくのだろうと思う。
　オグデンは「ウィニコットを読む」
（『夢見の拓くところ』所収）という論
文のなかで，ウィニコットの文章が，た
だ書いている内容だけでなく，むしろそ
の文章のふるまいによって伝えてくるも
のに着目している。このような視点は，
連想内容そのものだけでなく振る舞いに
着目する精神分析にふさわしいものだが，
書き留められた意味内容にとどまらず，
‘無窮動’的な動きを刺激するものと
してのウィニコットの著述の特徴をよく
とらえているとも言える。その意味で，
彼の書いたものはドグマティック（教条
的）に読もうとさえしなければ，とても
面白いと思うのである。
　最後に，今回の『遊ぶことと現実』の
改訳に関連して付け加えると，このよう
な多義性をはらんだ文章を別の言語に置
き換えることは大きな挑戦であり，最初
は尻込みする気持ちさえあったが，実際
に取り組んでみると，ただ難しいという
だけでなく，なかば文学作品を訳してい
るようなエキサイティングな感覚もあっ
た。もちろん，安易に意訳したりすると
往々にして文脈が読み取れなくなってし
まうものなので，その点はあくまで慎重
に「矩

のり

をこえず」にやるよう努めたつも
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りである。ファンの多い著作と思うので，
反応に戦々恐々とする思いもあるが，読
者とウィニコットとの新たな出会いの

「あいだ」の役割を果たせれば幸甚であ
る。

◇書評エッセンス◇

ウィニコットを学ぶ
館直彦著

　私はウィニコットが好き

である。そんなことを書く

と，最初から愛の告白みた

いで顔が赤らむような気も

する。しかし，ウィニコッ

トが世界中でもっとも多く

の読者をもつ分析家の一人

であることも事実である。

その柔らかくも鋭い感性と，

母子を見つめるまなざしは，

まさに彼ならではの魅力だ

と思う。

　しかし，ウィニコットの

理論と臨床が単純に魅力的

なだけかというと，そう一

筋縄ではいかない。ウィニ

コットの臨床はとても興味

深く，私たちを自由な連想

にいざなうものの，同時に

とても難解で，つかみどこ

ろのない感じも残る。私が

初めてウィニコットの著作

を読んだとき（たしか「遊

ぶことと現実」だったよう

に思う），分からないなが

らも，分からなさをはるか

に上回るような「何だこれ

は，面白い……！」という

実感があった。著作を紐解

く前に得ていた北山修や藤

山直樹による理解の補助線

と，このふたりの分析家の

ウィニコットに対する想い

が，私の楽しさを助けてく

れたのかもしれない。しか

し，ウィニコットと精神分

析を学ぶにつれて，もとも

とあった分からなさが膨れ

上がったことも事実である。

　館直彦の最新刊「ウィニ

コットを学ぶ―対話するこ

とと創造すること」は，そ

んな難しくも魅力的なウィ

ニコットを少しでも身近な

ものとして体験できるよう

にという，館の一途な思い

に支えられた一書である。

　本書に一貫しているのは，

館があまり「解釈」をして

いないことである。あくま

でもウィニコットの論文を

忠実に要約して，「ウィニ

コットを読む（「論文」で

なく，あくまでも「ウィニ

コットを読む」だろう）」

上での基礎知識を丁寧に説

明している。その様子か

らうかがえるのは，館が， 
「館によるウィニコット入

門」を極力排して，読者一

人ひとりが，自分の感性と

経験を手にウィニコットと

出会うことを勧めていると

いうことだろう。私は，館

が終始一歩退いた位置から

措写していることに強い感

銘を受けつつ，ふと，ウィ

ニコットが症例を提示する

ときによく見られる一言， 
「ここでわたしは ---につ

いて考えたが，もちろんそ

れを愚者に伝えることは

しなかった」を思い出し

た。ウィニコットは，患者

が自分で発見することを望

み，解釈がそれを妨げる可

能性を嫌った人だった。私

には，鯖も同じことをして

いるように見えるのである。

（評者・吉村聡＝上智大学

■精神分析研究 58巻 2号

（2014）より抜粋）
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レジリエンス―個人から社会へ

西　　大輔　

　2015年 10月に監訳書『レジリエン
ス :人生の危機を乗り越えるための科
学と 10の処方箋（原題 :Resilience: The 
Science of Mastering Life's Greatest 
Challenges）』を出版させていただいた。
　レジリエンスは，精神医学・心理学の
領域では，いまや聞いたことがない人が
いないほどに知名度の高い概念となった。
「回復力」「逆境を跳ねかえす力」「逆境
にうまく対処する力」「逆境のなかで適
応していくプロセス」といったさまざま
な訳語や定義があるが，それらのほぼす
べてに共通しているのは（1）逆境の存
在と，（2）肯定的結果である。
　本書には，レジリエンスにとって極め

て重要と考えられる 10の要因が列挙さ
れている。具体的には，「楽観主義であ
ること（第一章）」「恐怖と向き合う（第
二章）」「道徳指針をもつ（第三章）」「信
仰とスピリチュアリティ（第四章）」「社
会的サポートを求める（第五章）」「ロー
ルモデルを手本に行動する（第六章）」
「トレーニング（第七章）」「脳の健康増
進（第八章）」「認知と感情を柔軟にする
（第九章）」「意味，目的を知る（第十
章）」である。これらはいずれも，ベト
ナム戦争の退役軍人をはじめとする深刻
なトラウマを経験したサバイバーの語り
から抽出されたもので，さらにその語り
を裏打ちする疫学的・生物学的な研究の
知見も豊富に紹介されている。そのため，
本書は個人のレジリエンスを考えるうえ
で非常に参考になる書籍ではないかと思
う。ただし，列挙された 10の要因を一
元的に理解するための統一された理論体
系が記述されているわけではなく，その
点を少し不満に感じる方もおられるかも
しれない。レジリエンスという概念には，
その幅広さゆえの魅力と捉えにくさがあ

にし・だいすけ＝精神科医，産業医
国立精神・神経医療研究センター精神保健研
究所室長。著書に『今日の精神疾患治療指針』
（分担執筆，医学書院）、『PTSDの伝え方―ト
ラウマ臨床と心理教育』（分担執筆，誠信書房）、
『抑うつの鑑別を究める』（分担執筆，医学書），
『職場のポジティブメンタルヘルス』（分担執
筆，誠信書房）など。このほど，『レジリエン
ス―人生の危機を乗り越えるための科学と
10の処方箋』を監訳・刊行。
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るように思われる。
　レジリエンスという概念は，精神医
学・心理学が扱っているような個人の内
面の問題を超えて，実にさまざまな領域
で用いられているようだ。企業のような
組織が，いかに持続的に発展していける
か。破綻しにくい金融システムをいかに
作るか。熱帯雨林や海洋のような自然が，
人間の伐採や乱獲といった問題にさらさ
れながらも，いかに生物多様性を保ち続
けていくか。そういった問題を考える際
にも，レジリエンスという概念が役立て
られている。そう考えると，私たちの日
常は，レジリエンスという観点から眺め
ることができる事象にあふれている。た
とえば，首都圏の鉄道網について考えて
みる。非常に長い距離を乗り換えなしで
移動できるように，さまざまな駅で異な
る路線どうしが接続されており，効率性
や利便性という観点からは非常に優れた
システムである。しかし，いったんどこ
かで事故が起こると，事故が起こってい
ない路線も含めて広範な地域で運行に遅
れが出たりストップしたりすることに
なってしまう。その点では，もしかする
とレジリエントなシステムと呼ぶことは
できないのかもしれない。
　人間がそうであるように，組織やシス
テムにも完璧はない。特定のストレスや
負荷に対しては何らかの脆弱性を持って
いる。しかし，そのストレスや負荷が個
人やシステムに致命的な影響を与えない
ように，ときには備え，ときには起こっ
てしまった出来事に何らかの形で適応す
る必要がある。そのために発揮される力

やプロセスが「レジリエンス」であり，
日本語で表現するなら個人に関しては
「柔軟性」，組織やシステムに関しては
柔軟性に加えて「多様性」がキーワード
になっているように思われる。
　柔軟性や多様性を良い形で発揮するに
は，逆説的だが，その中心に軸やビジョ
ンと呼べるものも必要だろう。しかし揺
らがない軸やビジョンは，自分であらか
じめ決めてしまえるものではなく，実践
しながら自分自身に気づき，また実践を
繰り返すというレジリエンスを高めてい
くプロセスのなかで，少しずつ，自然に
定まっていくものなのかもしれない。

　本書の最後の箇所で，原著者は「レジ
リエンスを高めていくのは本人の責任」
と書いている。個人のレジリエンスは，
遺伝や養育環境の影響もあるが，少なく
ない部分を後天的に高めることができる。
そして，社会や国，あるいは地球が破綻
するかもしれない状況にあるいま，私た
ちは個人の生き方だけでなく社会のあり
方を考えるうえでも，レジリエンスとい
う概念を頭に置いて，目を背けたくなる
現実もしっかり見つめて（第二章「恐怖
と向き合う」），実践を繰り返していく責
任があるのかもしれない。個人のレジリ
エンスに関する知見と，異分野における
知見を結びつけ，個人と社会の両方のレ
ジリエンスを高めていくような動きが現
代において望まれているのではないかと
個人的は感じるし，研究者という立場か
らそのような活動の一翼を担うことがで
きれば，と願っている。
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　公認心理師法案が，昨年 2015年 9月
に成立した。これは昨年の大きな成果と
言えよう。
　私が心理学の大学院に進学したのが
1985年で，まだ臨床心理士資格もな
かった時代である。心理学を自分のなり
わいとすることには大きな不安がつきま
とった。「国家公務員は安全だが，病院
臨床などはどうなるか全く先が見えない。
将来の保証はないよ」と脅された。やり
たいと思う粋な思いで進路として選んだ
感じである。同じ大学の先輩も非常勤を
食いつないでいる人もいて，病気になれ
ない，結婚や育児，マイホームといった
人生設計はどうなるのか ?　人の人生を
左右するかも知れない意義ある仕事であ

ると思っているが，自身の人生はギリギ
リで，ストレスだらけである。今思えば，
若かったから，世間知らずだったから選
べたような気がする。
　その後，臨床心理士が誕生し，初めは
どのくらいこの資格が認知されるか不安
であったが，当時大学の助手だった自分
は，将来の就職に役に立つかもととりあ
えず資格を取った。その後，臨床心理士
を養成する大学院は順調に増え，確かに
臨床心理士を持っていることが大学に職
を得るために大きな武器となったと思
う。臨床心理学バブルという言葉も生ま
れ，全国に臨床心理士を養成する大学院
の数は，国公立，私立，一種，二種合わ
せて 161に登っている。臨床心理士の
数は，2014年 4月 1日時点で，29,690
名。大きな勢力となったと言えよう。ス
クールカウンセラーにも臨床心理士が採
用されてきたし，病院での採用要件にも
臨床心理士が謳われてきた。
　しかし，近年，この人気に陰りが見え
てきたように思う。スクールカウンセ
ラーの週当たりの時間数が減らされ，採

国資格「公認心理師」法案成立に思うこと

市井　雅哉　

いちい・まさや＝認知行動療法，臨床心理学
兵庫教育大学発達心理臨床研究センター・ト
ラウマ回復支援研究分野教授。著訳書に，シャ
ピロ『EMDR―外傷記憶を処理する心理
療法』，シャピロ他『トラウマからの解放：
EMDR』（以上，訳，二瓶社），クロイトル
『EMDR革命 :脳を刺激しトラウマを癒す
奇跡の心理療法』（訳，星和書店），フリーマ
ン他『認知行動療法事典』（分担訳，日本評論
社）など。このほど『図説 臨床心理学特別講
義』を執筆・刊行。
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用にも臨床心理士に準ずる者が臨床心理
士より安い時給で雇われるようになり，
スクールカウンセラーの代わりにスクー
ルソーシャルワーカーを充てがう動きも
出てきた。臨床心理士でないといけない
のか ?　臨床心理士は役に立っているの
か ?　と問いかけられている。
　そもそもスクールカウンセラーという
仕事はなかなか難しい仕事である。学校
という文化の中に，異文化である臨床心
理学を持ち込む。学校の独自文化を尊重
しなければ風当たりは当然強い。しかし，
弱い立場の子どもを守りたいが，教師と
対立してはことは運ばない。
　例えば病院臨床でも一人職場が多い。
医師，看護師，ソーシャルワーカー，作
業療法士，理学療法士，臨床検査技師，
などに混じって，国家資格でない民間資
格を持つ異質な存在である。存在意義を
認めてもらうには，自身の仕事ぶりもさ
ることながら，上司や経営者の理解と，
周囲の寛容さが必要である。心理職だか
らこそできること，臨床心理学的見立て，
リエゾン的役割などをアピールすること
は当然必要となる。これができないと，
周囲からは，給料の割に……と思われる
かも知れない。
　私の勤める兵庫教育大学の大学院では
以前より受験生は減っている。高校生の
進路指導でも，精神保健福祉士を目指す
ことを勧める進路指導の先生もいると聞
いた。妥当な選択かも知れない。受験生
の数の減少はどうしても入学生の質の低
下に繋がる可能性がある。クライエント
の人生を左右する仕事に就くには，高い

倫理性と幅広い知識が最低限必要であろ
う。これらを備えた学生に是非とも入学
してもらいたい。
　さて，国資格が生まれて，これらはす
べてバラ色に解決するのだろうか ?　資
格としての周囲からの評価は当然変わる
だろう。特に医療現場での認知，働きや
すさに期待したい。国家資格保有者とし
て給与に影響が出るだろうとは思うが，
保険診療の中で，公認心理師が稼げる部
分を増やしていく作業が求められる。シ
ビアに病院の持ち出し部分を減らさない
と雇用を広げる話にはならないかも知れ
ない。保険点数以外にも，仕事の中身の
評価はより厳しくなると考えていいだろ
う。
　社会的な責務，透明性と説明責任，周
囲の医師・パラメディカルとの情報共
有・協働などが重要となる。これらを実
現するためには，エビデンス，伝わりや
すい言葉の使用が大事ではないだろう
か ?　臨床心理学の独自性を重んずるあ
まり，周囲にわかりにくい言葉や独特な
論理展開で話が進むと周りとの溝は埋ま
らない。
　アメリカ精神医学会が出版している
DSM-5が今から 3年前 2013年に改訂
された。1994年の DSM-IVから 19年
を経ての待ちに待った改訂で，したがっ
て注目すべきポイントは数々あるのだ
が，私が一番注目したいのは，「心的外
傷及びストレス因関連障害群」という 7
番目のカテゴリーが新たに生まれたこと
である。そして，そこには反応性アタッ
チメント障害／反応性愛着障害，脱抑制
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型対人交流障害，心的外傷後ストレス障
害，急性ストレス障害，適応障害が含ま
れている。例えば，心的外傷後ストレス
障害はDSM-IVでは不安障害に含まれ
ていたが，この障害の治療を考えるとき，
不安の条件づけや消去といった伝統的な
学習理論の当てはまりがあまり良いとは
言えなかった。このカテゴリー「心的外
傷及びストレス因関連障害群」は言わば，
病理の因果関係に言及しており，過去か
ら現在に流れる時間軸を取り込んだ診断
分類と言える。これは，現在の症状のみ
から診断を行うことの限界や危険性を認
識した結果とも言えるし，また EMDR
のような過去を取り扱う心理療法の成果
が反映されているのではないかと，我田
引水的に考えている。こうした大きなパ
ラダイムの変化に我々は付いて行かなく
てはならない。改めて言うのもおかしい

が，DSMは医師だけに関係のある世界
ではない。一人のクライエントについて，
チームとして診断を共有し，援助を協働
で行うことが支援のレベルの向上には必
要であることは理解頂けるだろう。
　この度，『図説 臨床心理学特別講義
―認知行動療法，EMDRでストレス
とトラウマに対処する』を上梓すること
ができた。本書は臨床心理士養成コース
の大学院修士課程でエビデンスを重視す
る立場である認知行動療法や EMDRに
ついて論ずるための書であり，ストレス
対処とトラウマ処理について語っている。
著者が，長年にわたってあちこちに書い
たものを集めているので，DSM-5を見
てから本書の内容を練ったわけではない
が，時宜を得た内容となっていると自負
している。新しい時代を生き抜く公認心
理師は是非とも座右の書として欲しい。

◇書評エッセンス◇

不登校の認知行動療法セ

ラピストマニュアル／保

護者向けワークブック
カーニー他著／佐藤容子他監訳

　本書のアプローチの特徴

として，機能分析モデルに

基づき不登校行動の維持要

因に焦点を当て，正の強化，

負の強化のメカニズムから

不登校を捉えることが挙げ

られる。本書のアプローチ

を採用することで， 『机上
の空論（不登校の原因を具

体性のないものの中からあ

れこれ詮索すること）』 『根
拠のない見守り論（安易な

楽観論，あるいは単に支援

方法を思いつかないので問

題解決を先延ばしにするこ

と）』 『過度な個別性の強調
（何もかも個性に帰してし

まい支援方法の普及可能性

が失われること）』を避け

ることができる。実証性の

ある不登校への支援を求め

る専門家にとって，セッシ

ョンの進め方，実際の介入

法，再発予防，さらに付録

としてアセスメント法まで

網羅された本書は重要なリ

ソースになることは間違い

ない。（評者・石川信一＝

同志社大学心理学部■児童

青年精神医学とその近接領

域 56 巻 2 号，2015）よ

り抜粋）
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遊びのリアリティー　中田
基昭　Ｂ６　2,400円　
新曜社
アディクションと加害者
臨床　藤岡淳子　Ａ５　
3,200円　金剛出版
一流の狂気　ガミー　山岸
洋・村井俊哉訳　Ｂ６　
2,600円　日本評論社
イラスト版子どものレジリ
エンス　上島博　Ｂ５　
1,700円　合同出版
音楽と脳科学　ケルシュ
佐藤正之編訳　Ａ５　
5,000円　北大路書房
オープンダイアローグ　セ
イックラ　高木俊介・岡
田愛訳　Ａ５　2,200円
日本評論社
回復するちから―震災とい
う逆境からのレジリエン
ス　熊谷一朗　Ｂ６変　
1,800円　星和書店

「家族する」男性たち　大
野祥子　Ａ５　3,800円

　東京大学出版会
学校臨床に役立つ精神分析
平井正三・上田順一　Ａ
５　2,500円　誠信書房
からだの病気のこころの
ケア　鈴木伸一　Ａ５　
3,000円　北大路書房
がん患者の認知行動療法　
ムーリー他　鈴木伸一監
訳　Ａ５　3,600円　北
大路書房
教室で生かすカウンセリン
グ・アプローチ　桑原知
子　Ｂ６　1,600円　日
本評論社
教養としての認知科学　鈴
木宏昭　Ｂ６　2,700円
東京大学出版会
傾聴・心理臨床学アップデ
ートとフォーカシング　
池見陽　Ａ５　2,800円
ナカニシヤ出版
「心の理論」から学ぶ発達
の基礎　子安増生　Ａ５
2,700円　ミネルヴァ書
房
心の理論―第２世代の研究
へ　子安増生・郷式徹　
Ａ５　2,500円　新曜社
子どもの自我体験　コーン
スタム　渡辺恒夫訳　Ｂ
６　2,600円　金子書房
子どものこころの発達を支

えるもの　ミュージック
鵜飼奈津子監訳　Ａ５　
3,200円　誠信書房
コワイの認知科学　川合伸
幸他　Ｂ６　1,600円　
新曜社
斎藤茂吉―悩める精神病医
の眼差し　小泉博明　Ａ
５　6,000円　ミネルヴ
ァ書房
施設内暴力　市川和彦・木
村淳也　Ａ５　2,700円
誠信書房
実践イメージ療法入門　福
留留美　Ａ５　3,600円
金剛出版　
質的研究のための「インタ
ー・ビュー」　クヴァー
ル　能智正博・徳田治子
訳　Ａ５　2,700円　新
曜社
自閉症：ありのままに生き
る　グリンカー　神尾陽
子・黒田美保監訳　四六
3,300円　星和書店
十代の自殺の危険　キング 
高橋祥友監訳　Ｂ６　
2,800円　金剛出版
手話を生きる　斉藤道雄　
Ｂ６　2,600円　みすず
書房
身体系個性化の深層心理
学　老松克博　Ｂ６　

■書誌 2015.01 ～ 04

  ●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本体価格となっております。

■読者の皆様へ■
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2,200円　遠見書房
身体と教養　山本敦久　Ａ
５　2,800円　ナカニシ
ヤ出版
身体の使用　アガンベン
　上村忠男訳　Ｂ６　

5,800円　みすず書房
心理臨床における遊び　弘
中正美　Ａ５　2,800円
遠見書房
心理職による地域コンサル
テーションとアウトリー
チの実践　舩越知行　Ａ
５　2,500円　金子書房
心理療法における終結と中
断　松木邦裕監修　Ａ５
3,000円　創元社
先生、私はうつ病なんです
か？　広瀬徹也・新尾二
郎　Ｂ６　1,800円　日
本評論社
その場で関わる心理臨床　
田嶌誠一　Ａ５　3,800
円　遠見書房
多機能型精神科診療所によ
る地域づくり　窪田彰　
Ａ５　2,700円　金剛出
版
チャレンジング行動から認
知症の人の世界を理解す
る　ジェームズ　山中克
夫監訳　Ａ５　2,300円
星和書店
はじめて学ぶ方言学―こ
とばの多様性をとらえる
28章　井上史雄・木部
暢子　Ａ５　2,800円　
ミネルヴァ書房
発達障害の早期発見・早期
療育・親支援　柘植雅義

Ａ５  1,300円  金子書房
発達障害がある子のための
おうちでできる就学準備
道城裕貴・寺口雅美　Ｂ
５　1,800円　合同出版
犯罪被害を受けた子どもの
ための支援ガイド　ウォ
リス　野坂祐子・大岡由
佳監訳　Ａ５　3,600円
金剛出版
マインドフル・フォーカ
シング　ローム　日笠摩
子・高瀬健一訳　Ａ５　
2,500円　創元社
もっとも崇高なヒステリ
ー者―ラカンと読むヘー
ゲル　ジジェク　鈴木國
文・他訳　Ａ５　6,400
円　みすず書房
有限性の後で　メイヤス
ー　千葉雅也・大橋完
太郎・星野太訳　Ｂ６　
2,200円　人文書院
よくわかる認知行動カウン
セリングの実際　トロー
ワー他　石垣琢麿監訳　
Ａ５  3,800円  金子書房
ルシアン・フロイドとの
朝食　グレッグ　小山太
一・宮本朋子訳　Ａ５　
5,500円　みすず書房
ロールプレイを通じて高め
る他者理解　古見文一　
Ａ５　3,600円　ナカニ
シヤ出版
◆献呈
はじめて学ぶ生徒指導・教
育相談　本間友巳・内田
利広 編　Ａ５　2,300円
金子書房
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†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。
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