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なぜ私はバンジージャンプを跳ぶのか

伊藤　絵美　

　筆者（以降，私）は認知行動療法（CB 
T）を専門とする臨床心理士である。大
学の学部で認知心理学を学び，臨床系
に進んだ大学院から，認知つながりで
CBTを学ぶようになり，その後の臨床
も CBT一辺倒で突き進んできた。2004
年に「洗足ストレスコーピング・サポー
トオフィス」という CBT専門のカウ
ンセリングオフィスを開設し，今に至
る。私は日々ここで，クライアント相
手に CBTを実施し，スタッフの実施す
る CBTのスーパービジョンを行い，さ
らに外部の専門家の CBTのスーパービ
ジョンを行い，オフィス経営の資金源を
確保するために（20名近くいるスタッ
フの給料を支払わなければならない），
毎年，CBTをテーマとするワークショッ

プを 6回開催し，その講師を務めている。
つまり CBT漬けの毎日，CBT漬けの
人生なのである。
　CBTとは，私が理解するに，「セル
フケアのための，そして心の健康の増進
のための心理学的ツール」である。ポイ
ントは「ツール」というワードである。
CBTはツール =道具なのである。この
CBTという道具をうまく使いこなすこ
とにより，よりよいセルフケアが可能
になるし，心がより健康になっていく。
CBTのセラピストは，クライアントに
CBTという道具を手渡し，その使い方
を教える。クライアントは CBTという
道具を手にし，セラピーを通じてその使
い方に長けてくる。またセラピストの助
けがなくても，自分で上手に使えるよう
になっていく。そうなると主訴（様々な
症状や問題）は解消し，CBTを使って
セルフケアができるので再発も予防でき
る。QOLが向上し，対人関係が改善す
る。
　ここで重要になってくるのは，「CBT
のセラピストは，まずは自分自身のセル
フケアのために，CBTというツール＝

いとう・えみ＝認知行動療法，臨床心理学
　洗足ストレスコーピング・サポートオフィス
所長。著訳書に，『認知療法・認知行動療法
カウンセリング初級ワークショップ』（星和書
店），『事例で学ぶ認知行動療法』（誠信書房），
ベック『認知行動療法実践ガイド』（共訳，星
和書店），ヤング他『スキーマ療法』（監訳，
金剛出版）など多数。このほど『認知行動療
法と精神分析が出会ったら』を共著・刊行。
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道具を使いこなせるようになっておかな
ければならない」という基本原則である。
CBTがセルフケアのためのツールであ
れば，それをクライアントに伝授するセ
ラピスト自身が，まずは自分自身の心の
健康のために，CBTを使いこなし，そ
の効果をきっちりと体得しておく必要が
ある。そうでなければクライアントに
CBTというツールの使い方を，説得力
をもって示すことはできない。
　そういうわけで，私自身，そして私
の運営するオフィスのスタッフたちは
皆，CBTにおける様々なスキルや技法
を，まずは自分自身で使い，習得し，役
立てよう，ということで，日々 CBTを
自分のために実践している。
　たとえばセルフモニタリング。CBT
の「はじめの一歩」は，CBTの基本モ
デル（状況，認知，気分・感情，身体
反応，行動から成る循環モデル）に沿っ
て，「今・ここ」における自分自身の体
験をリアルタイムでモニターできるよう
になることである。これをセルフモニタ
リングと呼ぶ。CBTを開始したクライ
アントには，まずこれをできるように
なってもらう必要がある。ということは，
CBTのセラピストである我々もまず，
日々，セルフモニタリングを実践しなけ
ればならない。特に重要なのが，「自動
思考（その瞬間に頭をよぎる生々しい思
考やイメージ）」にその場で気づき，そ
れが「この世の真実」ではなく，「頭の
中の現象」「単なる思考にすぎない」と
受け止められるようになることが重要で
ある。セルフモニタリングができるよう

になると，自分が今何に反応しているの
か，自分は今どんな体験をしているのか，
ということがビビッドにわかるようにな
る。頭をよぎる生々しい自動思考にはっ
きりと気づき，それに伴う，生々しい感
情や身体感覚にアクセスできるようにな
る。そのうえで自分の行動を自分のため
に選択できるようになる。CBTを学べ
ば学ぶほど，私はこの「セルフモニタ
リング」が CBTの中核的な技法であり，
これさえしっかりと体得できれば，セル
フケアの効果が抜群に高まることを深く
理解するようになった。
　CBTには他にも多くの技法がある。
認知再構成法，問題解決技法，リラク
セーション法，自己主張訓練，ソーシャ
ルスキルトレーニング（SST），マイン
ドフルネス，エクスポージャー（曝露療
法），曝露反応妨害法などなど。そして
もちろん私はこれらの技法を私自身が体
験し，自分自身のセルフケアに役立てて
いる。スタッフにももちろんそうしても
らっている。スーパービジョンでもその
ように促している。ワークショップの受
講者にも，CBTを提供するなら，まず
はご自身が CBTを自分のために使いこ
なすべし，と説いている。
　ここでは，私自身のエクスポージャー
（曝露療法）の体験について紹介する。
エクスポージャーとは，「自分が不快や
不安を感じる状況や対象にあえて曝露
し，回避行動をせずに，その場にとどま
り，自らの不快感や不安感を十分に感じ
きる」という技法である。エクスポー
ジャーは，不安障害の CBTで用いられ
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ることが多い。たとえばパニック障害で，
「発作が起きるのが怖いから電車に乗ら
ない」というクライアントがいれば，電
車という状況に曝露し，電車に乗った際
の「発作が起きたらどうしよう」「倒れ
ちゃったらどうしよう」という自動思考
に曝露し，不安や恐怖といった感情に曝
露し，息苦しさや動悸や手足のしびれに
曝露し，電車にそのまま乗り続ける，と
いうのがエクスポージャーの課題になる。
なかなかチャレンジングでしんどい課題
だが，これを何度も繰り返すことで回避
やパニック障害を克服するのである。エ
クスポージャーのエビデンスは絶大であ
る。
　こんな怖い技法をクライアントにやっ
てもらうのであれば，やはり自分たちも
エクスポージャーをしっかりと体験しな
ければならない。そうでないと説得力を
持ってクライアントにエクスポージャー
を勧めることは不可能である。・・・そ
ういう思いから，私たちは毎年，富士急
ハイランドに行って絶叫マシーンに何度
も乗り，大枚はたいてスカイダイビング
に複数回挑戦し，日本一高いバンジー
ジャンプに何度も挑み，3年前にはとう
とう世界一高いマカオのバンジージャン

プにチャレンジした。ここまで来るとも
はや病気か趣味のように他人には見られ
るが，私たちは大真面目である。これは
エクスポージャーの研修なのである。
　その研修に 3年前につき合ってくだ
さったのが，なんと精神分析家の藤山直
樹先生である。先生と一緒に私たちは富
士急ハイランドの絶叫マシーンに乗りま
くった。精神分析にはエクスポージャー
という技法はないと思うので，藤山先生
がどういう思いで私たちの研修につき
合ってくれたのかは謎である。でもとて
も楽しいひとときだったのは確かであ
る。その藤山先生と次に時間を共にした
のが，昨年に開催された「精神分析と認
知行動療法の対話のためのワークショッ
プ」であった。すでに富士急ハイランド
で素の自分を曝して（これも曝露！）藤
山先生とやりとりすることに慣れていた
私は，ワークショップでも先生の胸を借
りて，実にのびのびと先生と対話をする
ことができたと思う。それが 1年経っ
て『認知行動療法と精神分析が出会った
ら』という本になった。CBTの研修が
きっかけで，精神分析家の藤山先生と本
を出すことになったのだから，人生はわ
からないものだとしみじみ思う。
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　2016年 3月に「子どもの精神医学入
門セミナー」を上梓した。これは学生お
よび研修医に向けて北海道大学医学部講
堂で毎月 1回行われた「北海道児童思
春期精神医学セミナー」の 10回分を出
版用に書き下ろしたものである。
　本書でも，各執筆者がエビデンスの重
要性および実地臨床にそのエビデンスを
どのように組み入れていくかについて述
べている。ここでは，ある事象を証明し
てエビデンスとすることの重要性と難し
さについて述べてみたいと思う。若い臨
床医が論文を書こうとするときに必ず直
面する問題が含まれていると思われるか
らである。
　近年，多くの臨床精神科医が「統合失
調症は軽症化している」と述べるように
なった。子どもも大人も診察している私

自身も，日常臨床において同じように感
じている。精神科外来をひとりで初診し，
ある程度の病識をもち，表情もさほど硬
くなく，ラポールもとりやすい患者が来
院するようになった。そして，比較的少
量の非定型抗精神病薬によく反応し，入
院を経験せずに外来のみで寛解状態まで
経過を追うことができる症例が増えてい
るのではないか，ということである。
　しかし，この問題について探求してみ
ると，それに関連したエビデンスはきわ
めて少ないことがわかる。また探求して
いくにつれ，統合失調症の軽症化とは一
体何かという問題に突き当たることにな
るのだ。統合失調症の軽症化とは，まず
精神病症状の数の少なさおよび程度の軽
さである。DSM-5では精神病症状の重
症度ディメンション評価の加算点数に
よって決まることになる。次に，ラポー
ルなどのコミュニケーション能力，病識
の程度，治療へのモチベーションの度合
い，治療者・患者関係の質などがあげら
れるが，これはなかなか定量化すること
が難しい。

でんだ・けんぞう＝児童精神医学
　北海道大学大学院保健科学研究院 教授。著書
に『子どものうつ病―見逃されてきた重大な
疾患』，『子どもの双極性障害』（以上，金剛出
版），『子どもの摂食障害』，『子どものうつ 心
の治療』（以上，新興医学出版社）など。この
ほど『子どもの精神医学入門セミナー』を刊行。

統合失調症は軽症化しているか

傳田　健三　
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　また，生活機能評価として，学校や会
社に行くことができているか，そこでの
第三者とのコミュニケーションや課題達
成のレベルなどが軽症化の目安になるだ
ろう。そして最も重要なことは，その後
の経過ならびに予後である。治療介入後
の改善状況，すなわち薬物反応性，服薬
アドヒアランス，治療転帰などの縦断的
評価が必須なのである。つまり，10年後，
20年後の経過を追ってはじめて，「最近
の統合失調症は軽症化した」と言うこと
ができるのである。なかなか大変である
が，若い臨床医にはぜひこのような研究
を志してほしいと思う。
　さて，初診時の精神症状の軽症化につ
いては，多くの臨床医が同じ印象を得て
いるので，その背景について考えてみた
い（須賀，2016）。第 1に統合失調症へ
の病名変更があげられる。精神疾患への
スティグマが減り，精神科受診のハード
ルが下がり，早期受診につながってい
る。第 2に薬物療法の発展があげられ
る。非定型抗精神病薬の出現により，副
作用は減少し，服薬アドヒアランスは高
まり，治療の継続に大きく貢献している。
幻覚・妄想などの陽性症状だけでなく，
陰性症状にも有効で，認知機能改善にも
寄与している。第 3にメンタルクリニッ
クの増加である。また精神科病院の改築
による入院・外来環境の改善の効果も大
きい。患者にとって早期に受診しやすい
環境が整いつつある。第 4に入院治療
から外来治療への転換があげられる。デ
イケア，外来作業療法の充実およびアウ
トリーチやチーム医療の発展が大きく貢

献している。第 5に相談窓口の拡大な
どの精神保健サービスの充実があげられ
る。電話相談，学校・会社の保健室の充
実，カウンセラーの増加などにより早期
に介入が可能となった。以上のような要
因が総合して，患者が早期に受診しやす
くなり，臨床医に統合失調症の軽症化と
いう印象を与えていると考えられる。
　最後に今後の課題について述べてみた
い。本当に統合失調症が軽症化したかを
証明するために必須の課題である。第 1
に診断の問題があげられる。われわれが
いま診ている患者が本当に統合失調症な
のかどうかということである。誤診は軽
症例により多く生ずるのだ。ぜひ一度構
造化面接を行ってみることをお勧めする。
かつてわが国でのみ話題にのぼった「初
期統合失調症」の問題を思い出してほし
い。今では自閉スペクトラム症（ASD）
との鑑別・併存に焦点は移行している。
いま話題の「新型うつ病」も同様のこと
がいえるだろう。正確な診断，併存障害
の有無，適応障害との鑑別，経過の確認
などを十分に行う必要がある。第 2に
長期にわたる転帰調査の必要性があげら
れる。これまでの代表的な統合失調症の
大規模先行研究の結果をみると，20～
30％の人がそれなりに普通の生活をし
ており，20～ 30％の人が持続的に中等
度の症状をもち，40～ 60％の人が生活
全体において重大な障害が続いていると
いう。かなり厳しい結果といえよう。し
かし，統合失調症の転帰は，発症から早
期（2～ 5年後まで）の転帰パターンが
その後の転帰の強力な予測因子となりう
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るが，地域による差異が少なくない。社
会文化的状況が長期転帰を修飾すること，
また長期の改善をもたらすためには，薬
物療法に加えて，社会治療を含む介入プ
ログラムが重要であることなどが示唆さ
れている。最近の転帰研究では，短期～
中期的視点から，操作的基準としての
「寛解 remission」を考慮した調査研究
が 1980年代より行われ，40～ 60％の
寛解率であることが報告されている（金
ら，2009）。これまでの結果からは，薬
物療法は短期・中期予後は改善するが，
長期予後に大きな影響を与えるまでには
至っていないのが現状である。今後の転
帰調査の結果が期待されるところである。

　以上のように，「統合失調症は軽症化
した」と言うことは，そう簡単ではない
ことがわかるだろう。上記書籍にも述べ
たが，その事実を知るためには，子ども
から大人までを包含した発達精神病理学
的視点が必要となってくるのである。若
い臨床医の今後の活躍に心から期待した
いと思います。

　文　献

　須賀英道：統合失調症は軽症化しているか．
臨床精神医学，45（1）：5-12，2016.
　金　賢：統合失調症の長期転帰調査．

Schizophrenia Frontier，10（3）：177-185，2009.

◇書評エッセンス◇

子どもの精神医学入門セ

ミナー
傳田健三・氏家武・斎藤卓弥 編著

　本書はDSM-5に準拠し
た内容で記載されており，

児童青年精神医学の各領城

をほぼ網羅した内容になっ

ている。児童青年期患者の

面接の原則，診断と見立て，

治療の特徴など，日常臨床

で身につけておくべき基本

的なことがらから，主要な

精神疾患と治療に関する最

新の知見まで幅広く述べら

れている。さらに，症例が

具体的に示され，日常臨床

に深く根差した実証的な内

容になっており，読んでい

て素直に納得できる部分が

多く，臨床現場ですぐに生

かすことのできるようなヒ

ントが数多く盛り込まれて

いることも大きな特徴であ

る。

　本書を通読して思うこと

は，子どものどの精神疾患

を見立てる際にも，発達障

害とくに自閉スペクトラム

症（ASD）の存在を抜き
にして，病態や治療を語

ることができないという

ことである。なかでも，統

合失調症，強迫症，気分障

害，摂食障害では，主症状

の背景に ASDが存在して
いる可能性を十分に考慮

しなくてはいけない。（中

略）。このように児童青年

期の各精神疾患における発

達障害の関与について述べ

られている点は，臨床現場

の感覚に非常に馴染むもの

であり，大いに参考になる。

（評者・武井　明＝市立旭

川病院■児童青年精神医学

とその近接領域 57巻 2号

（2016）より抜粋）
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文化を診る

野田　文隆　

　私はこの 30年来外国人を診てきた。
今のクリニックを開設して 2年半が経っ
た。患者の 4割は外国人である。さま
ざまな人種の行き来する中で私は「文
化」を診る仕事をしている。
　文化を診るにはいくつかの知っておか
なければならないことがある。
　まず文化に裏打ちされた「流儀」があ
る。この流儀を理解しないで自分の文化
の尺度で測ってしまうと大きな反感が生
まれる。次に，それぞれの文化には独自
の「説明モデル」がある。治療者はその
モデルを把握しないと患者とラポールが
作れない。最後に，それぞれの文化には
Idiom of Distress（苦悩の慣用表現）と
いうものがある。苦悩の表出の仕方が違
うのである。

　まず文化の流儀を説明しよう。例えば
欧米人とアジア，アフリカ人では医師に
対する態度が違う。それは文化の中の人
間関係の反映である。欧米人は論理が優
先する。医師のところに来るのは「医者
を利用して」問題を解決したいと考える。
診察室での態度も直截である。”What 
brought you here?”（どうして来られ
たのですか ?）と尋ねると，“Doctor, I 
am depressed.”（先生，私はうつです）
と答える。話は中核から辺縁へと広がっ
ていく。医者としては，その次を聞いて
いけばいい。枝葉の話はあまり関係ない
ことになる。これは欧米人が，言語とい
うものを非常に頼りにし，問題をできる
だけ，明確に伝えようと養育されてきた
文化背景による。一方日本人を中心とす
るアジア人の態度はがらりと違う。医師
という権威に自分の情念をぶつけてくる。
社会の人間関係も欧米に比べればずっと
情念的なのであろう。まず，面接では自
分のすべてを話そうとする。すべてを開
陳することによって医師に見立ててもら
おうとする。話は辺縁から始まり，なか

のだ。ふみたか＝多文化間精神医学
めじろそらクリニック院長。著書に『異文化
接触の心理学』（共著，川島書店），『心的トラ
ウマの理解とケア』（共著，じほう），『精神科
リハビリテーション・ケースブック』（医学書
院），『マイノリティの精神医学』（大正大学出
版会）など。このほど，『あなたにもできる外
国人へのこころの支援』を刊行。
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なか問題の中核に達しない。すべてを聞
いてほしいという情念がある。これをさ
えぎってさっさと話をまとめようとする
と不信感をもたれる。時間はかかるが傾
聴することがアジア人への面接のこつで
ある。
　余談であるが，欧米人に“How can 
I help you?”（どうお手伝いしましょう
か）と聞くと何をしてほしいかを答えて
くれる。アジア，アフリカ人にそういう
聞き方をすると“You can decide.”（あ
なたが決めてくれ）と言われるのがおち
なので私はかれらにはそういう聞き方は
しないようにしている。
　次に説明モデルである。病にはその人
なりの理由づけがある。お腹が痛いとい
うアフリカ人に，すぐに検査や CTを
してもその結果をすっきりうけいれてく
れないことがある。彼の説明モデルが，
「誰かの恨みをかったのでお腹に痛みが
送られている」というものなら現代診断
技術は無駄である。むしろ，彼の文化で
その痛みはどう除去しているのか聞くほ
うがいい。チェチェンの戦士にあったと
き，どうみてもうつである症状が揃って
いたが彼は自分の気分が沈んでいるとい
う事実，そこに病気があるという事実を
認めなかった。自分はイスラムの教えの
中，強い人間であるべきであり今は体が
弱っているだけだと主張した。これが彼
の文化の中のうつの説明モデルであった。
これらはアーサークラインマンが指摘し
ている，Disease（疾病）＝現代医学が
客観的に判断できる病気，と Illness（病
い）＝本人が語る病の体験，との違いと

符合する。現代医学は精神医学を含め，
エビデンスに基づくDiseaseの発見に邁
進している。しかし，心理的疼痛のよう
なものは痛みのエビデンスがない。ゆえ
に「痛みはあるはずがない」と Illness
を無視してしまうことが起こる。これは
文化を診る時には大きな問題になる。自
分たちの判断をはさまず Illnessの説明
モデルを聴くことが患者とのラポールを
作る大切なステップである。
　Idiom of Distress（苦悩の慣用表現）
は文化を診る作業の中ではよく出会う現
象である。
　昔，ベトナム難民の定住センターに非
常勤で務めたことがある。ボートピープ
ルの群れが住んでいる場所なのでさぞや
こころに傷を受けた人は多く，精神科外
来が混むかと思った。でも現実はほとん
どだれもやってこなかった。来た人はほ
とんど内科医から紹介された人であっ
た。頭痛を訴えているがなんの身体的問
題は抱えていないので，精神科で診てほ
しいというものである。頭痛を訴えてい
る人に丹念に話を聞いていると，うつ病
か心的外傷後ストレス障害（PTSD）を
病んでいる人ばかりだった。来る人来る
人が頭痛が主訴であった。ベトナムの人
にとってこころの患いは頭が痛いという
身体化からくるということが痛感できた。
私は入国管理局の収容施設に月 2回ほ
ど通っている。様々の国の被収容者と会
う。ここでわかったことはイランの男性
たちはストレスに弱いことである。こ
れはイスラムの強い教えとは反対なこと
が興味深い。かれらは収容が長くなると
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様々な痛みを訴え始め，ストレスが頂点
に達すると吐き始める。あたかも自分の
苦悩を吐くように吐く。強い男を期待さ
れる文化の中では弱音は吐けない。だか
らこういう形の Idiom of Distressが出
てくるのであろう。
　カンボジア人が大虐殺を経験した 70
年代から 40年以上たっても，ベトナム
ほどに復興できないのはなぜか。欧米
の研究者はこれは PTSDのせいである
と主張した。しかし，疫学的に人口比
10％ぐらいの人が罹患する PTSDのせ
いで国民全体のモラールが発揚されない
のであろうか。カンボジアにはそもそも
トラウマという概念（言葉）がなかっ

た。それほど，平和で平穏な王国だっ
た。カンボジア人のある精神科医は，こ
れは PTSDというより，カンボジア語
で“Baksba”（バスバ）という現象で
あると提言した。これは「くじかれた勇
気」という意味である。国民があの戦争
以後そういう Idiom of Distressをもっ
てしまったということである。
　文化を診ることはなかなか年季のいる
仕事である。多様性を受け入れる覚悟
がないとできない。この年季を cultural 
competence（多文化対応能力）と呼ぶ。
cultural competenceを磨いていく仕事
は面白いものである。

◇書評エッセンス◇

心理臨床への多元的アプ

ローチ
クーパー他　末武・清水監訳

　監訳者たちはあとがきで，

2人の著者について「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

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」と紹介している。

この 2人がタッグを組ん
で生み出した本とは，一体

どんなものか。「早く読み

たい」との思いに駆られる

人は，とても多いに違いな

い。また，著者たちは本書

を「『多元的』な臨床実践

のあり方を解説した，そし

てこういったセラピーの発

展を支えうる枠組みを描き

出した初めての体系的な試

み」と明示している。多元

的アプローチとは「セラピ

ーの技法においてこれが最

善だと言い切れるものは

何もない」「それぞれのク

ライエントは，その時々で

さまざまなセラピーの方法

から効果を得るし，セラピ

ストは，クライエントがセ

ラピーから何を得たいのか，

それをどのように達成した

いのかを規定するためにク

ライエントと協働すべきだ

という前提」にのっとった

臨床実践だという。 「そん
な実践ができたらすごいじ

ゃないか！」と誰しも思う

のではないだろうか。（評

者・園田雅代＝創価大学大

学院■臨床心理学 15 巻 6

号（2015）より抜粋）
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　タヴィストック（ロンドン）でクライ
ン派の訓練を終えて帰国したのが 1979
年秋であるが，それ以降私は或る探しも
のに心を傾けた。ご承知のように，クラ
イン派精神分析というのは徹底して「内
的現実 inner reality｣ 重視である。彼の
地で培われ身に付けた‘心の内部空間’
への感覚をどう日本語に根付かせてゆく
のか途方に暮れていた。そこで，‘心の
深淵’に潜って日本語を駆使しうる表
現者たちとの連携を希求した。これとお
ぼしきものを次々と興の赴くままに読
み漁った。小説家（例えば中村真一郎），
文芸評論家（例えば秋山駿），そしてた
くさんの詩人たち。大いに刺激され，や
がて心理臨床の場で自分の使う日本語の
「精神分析的言語」に信頼を取り戻し
ていった。この折にジュール･シュペル
ヴェルとの邂逅がある。彼のフランス語

の詩は堀口大學の流麗にして難解なる日
本語で翻訳されていた。まるで異空間へ
の遊泳に誘われるような……。痛く魅了
された。私の敬愛する明治生まれの女流
詩人・永瀬清子もそうだが，或時期日本
の詩人たちは堀口大學訳のシュペルヴェ
ルに深く傾倒した。‘内部へのまなざ
し’に依拠する「新しき詩的言語」に
励起させられて……。
　ところで，われわれは誰しも＜ああ，
あなたに会えて良かった……！＞と熱烈
に思うことがあろう。ところが，その思
いがいつしか忘却されてしまう。そして
時を経て，何かの拍子にふいとその記憶
に立ち還ることがある。ひょんなことで
今やシュペルヴェルの詩の一篇が甦った。
ここにそれをご紹介しよう。
　　　　　
　・或る詩人

いつも独りで自分の深間に下りて行く
とは限らない／　生きた人間を一人な
らず連れて行くことだってある。／　
僕の寒冷な洞窟へついて来る人たちに
／ たとえ一瞬でもそこから抜け出せ

「内部」へのまなざし―その彼方には

山上　千鶴子　

やまがみ・ちずこ＝精神分析，心理臨床
ヤマガミ精神分析クリニック。著訳書に，ク
ライン『児童分析の記録 I&II―メラニークラ
イン著作集 6＆ 7』（訳，誠信書房）など。こ
のほど，ハリス『児童分析家の語る子どもの
こころの育ち』を翻訳・刊行。
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る自信のありや？／　僕は自分の暗夜
の中に，沈没する船のように，／ 船
客も乗組員もごたまぜに，積み重ね
る，／ そして目の前で，船室の燈火
（あかり）を消す，／ 深所の友を僕
はつくる。（シュペルヴェル詩集　堀
口大學訳　彌生書房　1972）

　シュペルヴェルは，その誕生後わずか
数ヶ月で両親を不慮の事故（中毒死）で
亡くしている。この‘悲傷の魂’とも
いうべき詩人は，その生涯をとおして
「同伴者 ｣を求めたもののように私には
思われる。上記の詩もそうだが，それを
懇望するこころの熾烈さが胸を打つ。ま
た，その果敢さには圧倒される。分析家
としての私には，この‘果敢さ’が不
足しているとの自覚があった。徹底して
分析患者に自分を付き合わせる自信も楽
観も持ち合わせがない。彼のようにその
こころの深底にまで誰彼を引きずり込む
ほど，精神分析についての‘信’がな
いともいえた。精神分析というのは用の
ない人には用のないものだと内心思って
いたのだから……。だから臨床家として
自らのスタンスを「無理もしないし，無
理もさせない」というのを鉄則にして，
どなたとも関わってきたのであった。そ
れで分析家としての己の不徹底さを恨め
しく思っても，如何せん，これが現実だ
と観念していた。腰の引けた‘おっか
なびっくり’に幾分冷ややかさを忍ば
せながら……。
　ところが，ようやくここに至って私は
臨床の場で‘付き合うこと・付き合わ

せること’に俄然前向きになろうとし
ている。このシュペルヴェルの詩が改め
て意味を持ったのには理由がある。
　つい最近のこと，私は「日本精神分析
学会」の大会・抄録集のページを繰っ
ていた。そこには，私の許に教育分析
（パーソナル・アナリシス）を受けに通
われておいでの方が何人か症例発表する
ようで，それぞれの抄録が掲載されて
あった。読み進むうち私は驚愕した。彼
（ら）とクライエント，似ているのだ！
まるっきり‘ダブル（生き写し）’では
ないか！　そこではいつも私との分析
セッションで彼（ら）がワークスルーを
試みていること，すなわちその未解決な
内的葛藤が患者を相手にしながら相互転
換されている。どうやら私との関わりが
彼（ら）の臨床の場に直結している。
　私は大いに‘不思議’を覚えた。そ
れぞれが私との分析セッションにおいて
己の「内なる躓き」と格闘する。語りか
けられ，己自身が見られる・聞かれる・
知られる。さらにはセラピストとしてク
ライエントとの関わりに於いて，語りか
けそして見る・聞く・知ることに果敢に
挑んでゆく。要するに，わたしが見え
てくるその先に‘あなた’がいた！　
ということ。「その逆も真なり」である。
共鳴板のように互いが互いを撥ねかえし，
そして交感し合う。このスッタモンダの
‘危うさ’こそがセラピイの醍醐味と言
えはしないか。してみれば，もはや相手
が問題なのではない，自分が問題なのだ
とセラピストが真底自覚することが肝心
となる。そこからどう相手に付き合って
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ゆくか，付きあわせてゆくかということ
の判断及び意志が動いてゆく！　セラピ
ストもクライエントも双方が「己が己で
あるための道程」を歩むために……。か
くして互いが同伴者を得るのである。そ
して「非存在」が「存在」に包摂されて
ゆく。詩人が希求したように……。付き
合っている・付き合ってもらえていると
いった感触・手応えが感じられるという
こと。この互いに馴染みあう感覚，それ
こそが尊い。この情緒的側面を背景に退
けてしまうことは極めてまずい。セラピ
イを面白くするものとは，まさにそれな
のだから。それなしではサイコセラピイ
なるものは無惨であり，虚しくも腑抜け

たもの，野暮で退屈なものになって終わ
るだろう。
　詩人がこの詩のうちで呼びかける‘同
伴者への思慕’を心理臨床の場でぜひ
復活させたい。事実，我国の精神分析の
未来を担う若手の心理臨床家の実践の場
で私が‘隠れた同伴者’として在ると
気づかされ，大いに心慰められた。改
めて＜そうか，付き合わせていいんだ
わ！＞との安堵の思いがした。とことん
めげない，たじろがない。精神分析家に
不可欠な資質とは，まさにそれであろう。
ここから教育分析への希望が見えてきた。
この楽観を手離すまい。

◇書評エッセンス◇

摂食障害との出会いと挑戦
松木邦裕・瀧井正人・鈴木智美 著

　摂食障害治療は難しい

―この疾患の治療に少し

でも真剣に取り組もうとし

た者なら，この言葉をうん

ざりするほど実感している

にちがいない。そのような

臨床家のもやもやに答えて

くれる本がやっと登場した。

まさに，やっと，である。

本書は，摂食障害患者と数

十年にわたって格闘し続け

摂食障害臨床の酸いも甘い

も知り尽くした，精神分析

界や心身医学界の重鎮とも

いうべき御三方の鼎談の記

録である。著者陣の名前を

見ただけでも圧倒されるが、

その内容がまた圧巻である。

それぞれの著者がどのよう

にして摂食障害治療に取り

範むようになったのか，そ

こでどのような苦労や失敗

を重ねてどのような治療理

念に行きついたのかが、ま

さになまの言葉で語られ読

む者の胸に響いてくる。こ

こには，保護室での格闘，

経鼻腔栄養をめぐる攻，患

者の嘘の取り扱いへ治療目

標についての議論など，こ

れまでは触れられることは

なかったがじつは臨床家が

求めていた実践の知に溢れ

ている。摂食障害臨床に携

わる者なら，必ず何度でも

読み返すべき本である。著

者らとの語り合いを通じて，

読者それぞれの摂食障害治

療が作り上げられるにちが

いない。（評者・野間俊一

＝京都大学大学院医学研究

科■こころの科学 182 号

（2015）より抜粋）
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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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