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2015年度 日本精神分析的心理療法フォーラム 第 4回大会 
 

 

 主催 ： 日本精神分析的心理療法フォーラム 

 後援 ： 甲南大学人間科学研究所  ・ 京都文教大学心理臨床センター  

 K I PP 桃山 心理 オフィス ・ NPO法人こどもの心理療法支援会 

                北大阪こころのスペース 
 

 

 

ご挨拶 
  

皆様のご支援を頂き，「日本精神分析的心理療法フォーラム」も今年で第４回大会を迎えます。

「フォーラム」は広場という名が示すとおり，自由で開かれた対話の場をもつことを意図して発足し

ました。学会化する以前の当初の理念を引き継ぎ，今大会もまたオープンで心の真実に根ざした

心理療法についての討論の場でありたいと思います。それと同時に，理論だけに留まらず，実践

活動に携わっておられる会員の皆様が積極的に参加し，発言し，ご自身の純粋な思いを投げか

けて頂ける場になることを願っています。 

第３回大会は２０１４年１２月に立命館大学で開催されました。今大会は，そのおよそ半年後に

開催されるため，いくぶん慌ただしく準備をこなしていく必要がありました。またワークショップ，分

科会，発表についても，申込が少なくなるのではないかと危惧もありました。しかし，冊子の内容を

見て頂ければわかりますように，例年にもまして多くのご応募を頂き，こうした心配も杞憂に終わり

そうです。皆様のご協力に感謝いたします。今後とも，フォーラムの発展に向けて力をお貸し頂き

ますようお願いいたします。そして，何よりもまずは大会への積極的な参加をよろしくお願い申し上

げます。 
 

 

 

日本精神分析的心理療法フォーラム 

第４回大会長  広瀬 隆 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本精神分析的心理療法フォーラム 理事＞（50音順・敬称略）

石谷真一、今江秀和、上田順一、葛西真記子、金沢 晃、川畑直人、崔 炯仁、飛谷 渉、 

平井正三、広瀬 隆、宮田智基、森 茂起、山下達久、山本昌輝 
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9:00 10:00            12:30  13:30         16:00 16:30           19:00 19:30  20:30 

 

受

付  

 

3 

号

館 

5 

階 

大会企画 

ワークショップ１ 

3号館 5階 354 
 

総

会 

 

357 

号

室  

大会企画 

ワークショップ 3 

3号館 5階 354 

休

憩 

大会企画 

ワークショップ 4 

3号館 5階 357 
 

 

休
憩 

懇 

親 

会 

 

5 

号 

館 

１ 

階 

大会企画 

ワークショップ 2 

3号館 5階 355 

会員企画 

ワークショップ 1 

3号館 5階 355 

 

分科会 3 

3号館 5階 355 

 

分科会 1 

3号館 5階 356 

 

分科会 2 

3号館 5階 356 

 

分科会 4 

3号館 5階 356 

 
2015年 6月 14日（日） 
9:00  10:00          12:30  13:30               16:30  

 

受

付 

 

3 

号

館 

5 

階 

大会企画 

ワークショップ 5 

3号館 5階 353 

休 

憩 

 

大会企画 

シンポジウム 

1号館 4階 

141 

（途中 15分休憩） 

大会企画 

ワークショップ 6 

3号館 5階 354 

 

分科会 5 

3号館 5階 355 

 

分科会 6 

3号館 5階 356 

 
◆懇親会では軽食と飲み物を用意いたします。 

参加無料、自由参加となっておりますので、是非ご参加ください。 
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アクセスマップ  

 

甲南大学 岡本キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

 
※会場近くには飲食店、売店がございません。 

  必要な場合は各自でご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内図 

 
                       ★５階 受付、ワークショップ・分科会会場 
                            
                          

 
                                           

 

 

 
                                              

 
１階 パンセ 懇親会会場 

 

 

 

４階 大会企画シンポジウム会場(14日 13：30～) 
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6月 13日（土）  

◆10:00～12:30 
大会企画ワークショップ１（3号館 5階 354教室） 

「発達論・トラウマ論に親和的なユング派心理療法の実際―夢素材を中心としての対人関係論学派との対話―」 

話題提供：広瀬隆 (帝塚山学院大学、北大阪こころのスペース) 

指定討論：川畑直人(京都文教大学、ＫＩＰＰ) 

 

大会企画ワークショップ２（3号館 5階 355教室） 

「精神分析的心理療法：基本概念とテクニックを学ぶ」 

講師・スーパーバイザー：青木滋昌(名古屋精神分析研究所/ニューヨーク NPAP精神分析研究所) 

 

分科会 1（3号館 5階 356教室） 

「臨床心理士指定大学院附属相談室における精神分析的設定でのケース実践について 

～大学院生のアセスメント事例からみるその意義～」 

司 会 者  ：藤森旭人（川崎医療福祉大学） 

発 表 者  ：林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：松坂泰介（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：谷平千絵（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

発 表 者  ：久永航平（大阪経済大学大学院） 

指定討論者 ：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

  

◆12:30～13：30 

総会 （3号館 5階 357教室） 

  昼休みに総会を行います。会員の方はご出席ください。 

 

◆13：30～16：00 
大会企画ワークショップ 3（3号館 5階 354教室） 

「フェレンツィの外傷理論を日常臨床に生かす」 

講師：森茂起(甲南大学) 

 

会員企画ワークショップ 1（3号館 5階 355教室） 

「SWAP-200によるパーソナリティ障碍の理解と治療過程の検討」 

講師 ：鳥越淳一(開智国際大学) 

事例発表 ：上田勝久(京都大学) 

 

分科会 2（3号館 5階 356教室） 

「精神保健福祉に生かす精神分析的観点；治療と生活支援の枠組みを超えて」 

話題提供者 ：池田真典(NPO法人 ICCC(アイトリプルシー) 

話題提供者 ：牧瀬英幹(大西精神衛生研究所附属大西病院) 

話題提供者 ：重根良子(医療法人ひがしクリニック) 

指定討論者 ：川畑直人(KIPP、京都文教大学) 

 

◆16：30～19：00 
大会企画ワークショップ４（3号館 5階 357教室） 

「ニューロサイコアナリシスへの招待」 

司   会：広瀬隆(帝塚山学院大学/北大阪こころのスペース) 

基調講演：岸本寛史(高槻赤十字病院) 

指定討論：岡野憲一郎(京都大学) 
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分科会 3 （3号館 5階 355教室） 

「精神分析とアート、精神分析のアート」 

司会・指定討論 ：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

発 表 者 ：上尾真道（立命館大学衣笠総合研究機構） 

発 表 者 ：若佐美奈子（京都大学大学院） 

発 表 者 ：西見奈子（白亜オフィス） 

発 表 者 ：仙道由香（個人開業） 

 

分科会 4 （3号館 5階 356教室） 

「精神分析用語を使わずに精神分析的に考える：自己愛という概念を中心に」 

司会・話題提供者 ：川畑直人(KIPP、京都文教大学) 

話題提供者 ：上地雄一郎(岡山大学) 

話題提供者 ：今江秀和(広島市立大学、KIPP) 

 

 

6月 14日(日) 

◆10：00～12：30 
大会企画ワークショップ 5（3号館 5階 353教室） 

「フランソワーズ・ドルトと子どもの精神分析」 

講師： 竹内健児(奈良大学臨床心理クリニック) 

 

大会企画ワークショップ 6（3号館 5階 354教室） 

「自閉症スペクトラム障害の子どもの精神分析的心理療法」 

講師： 平井正三(御池心理療法センター、NPO法人子どもの心理療法支援会) 

 

分科会 5 (3号館 5階 355教室） 

「精神分析の周縁―フェレンツィとグロデックの交流に学ぶ」 

発 表 者  ：森茂起（甲南大学） 

発 表 者  ：野間俊一（京都大学） 

指定討論者 ：太田裕一（静岡大学） 

 

分科会 6 （3号館 5階 356教室） 

「逆転移を活用した相互交流－対人関係学派の観点から－」 

企 画 者  ： 野原一徳（愛知淑徳大学学生相談室、KIPP精神分析協会） 

 家次安子（淀川キリスト教病院、KIPP精神分析協会） 

話題提供者 ： 宮田智基（（公財）関西カウンセリングセンター、KIPP精神分析協会） 

 今井たよか（あるく相談室京都、KIPP精神分析協会） 

指定討論者 ： 馬場天信（追手門学院大学、KIPP精神分析協会）  

川畑直人（京都文教大学、KIPP精神分析協会） 

司 会 者  ： 長川歩美（A&C中之島心理オフィス、KIPP精神分析協会） 

 

◆13:30～16:30 
大会企画シンポジウム （１号館 4階 141教室） 

「発達障害を持つ子どもの支援に活かす精神分析的心理療法の観点」 

企画・司会 ：川畑直人(京都文教大学、ＫＩＰＰ) 

話題提供 ：別府哲(岐阜大学) 

話題提供 ：山下達久（京都府立子ども発達支援センター） 

指定討論 ：鵜飼奈津子(大阪経済大学) 
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抄録 

◆大会企画シンポジウム 
 

大会企画シンポジウム 6月 14日（日） 13：30～16：30（1号館 4階 141教室） 

「発達障害を持つ子どもの支援に活かす精神分析的心理療法の観点」 
企画・司会 ：川畑直人(京都文教大学、ＫＩＰＰ) 

話題提供 ：別府哲(岐阜大学) 

話題提供 ：山下達久（京都府立子ども発達支援センター） 

指定討論 ：鵜飼奈津子(大阪経済大学) 

 

発達障害、特に自閉症スペクトラム障害の概念は、かなり幅のある適応水準、臨床像を含むようになっており、

子どもの臨床分野における重要トピックとして、存在感を持ち続けている。しかし、障害の原因論が二転三転す

るなかで、精神分析的なアプローチは、障害理解の点でも、介入技法の点でも影を潜めているというのが実情

であろう。たしかに脳機能の発達という生物学的な基盤を持つ障害を、解釈と洞察という古典的な精神分析の

技法によって「治せる」とは考え難い。しかし、人間の発達が、さまざまな対人関係の場の中で展開するという事

実を踏まえれば、関係の中で生じる不安の対処の仕方によって、発達の過程は変わりうるであろうし、そこに精

神分析的な観点が貢献する余地は十分にあると考えられる。 

この全体会企画では、発達障害に関わる複数の学問領域の理解を整理しつつ、その中から、精神分析的

観点を活かす可能性について検討を加えたい。話題提供者としては、発達心理学の研究者として、愛着やジ

ョイントアテンションといった関係の次元から自閉症児の理解を進めている別府哲氏、児童期・青年期精神医

学の領域で臨床研究を深めている精神科医の山下達久氏のお二人から、発達障害の理解と支援についてお

話をいただく。それについて、精神分析的な観点から児童の心理療法に取り組んでいる鵜飼奈津子氏に、臨

床心理学の立場から討論をしていただく。その上で、できるだけ会場からの意見を交え、発達障害児童に対す

る精神分析的アプローチの可能性を探っていきたい。 
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◆大会企画ワークショップ 
 

大会企画ワークショップ１ 2015年 6月 13日(土)10:00～12:30（3号館 5階 354教室） 

「発達論・トラウマ論に親和的なユング派心理療法の実際  

―夢素材を中心としての対人関係論学派との対話―」 
話題提供：広瀬隆 (帝塚山学院大学/北大阪こころのスペース)  

指定討論：川畑直人(京都文教大学) 

 

夢を用いた心理療法といえばユング派であるとばかりに，心理療法の基本的な足場としてユング派

を選んだ話題提供者でした。しかし，現在は以前にも増して学派を問わず夢を素材とするようになっ

てきています。そして，話題提供者自身も，古典的なユング派の枠組みではありえないような視点を

多く取り入れながら仕事をするようになってきています。わけても，発達論・トラウマ論・関係論，

そして神経科学等の展開は，とても刺激的なものに感じられており，今後の臨床活動に大きな影響を

及ぼすことは間違いありません。 

このワークショップでは，まず広瀬が夢についての前提を概略的に話し，次に夢やファンタジーを

多く含む臨床素材を示します。その中心は２００７年に心理臨床学会で発表したケースとします。そ

れは「解離の機制によって生き延びてきた青年の事例」と題したケースで，夢やファンタジーにあふ

れています。当時学会にて説明した内容を，自分なりに現段階でのパースペクティブからとらえ直し

て説明を試みようと思います。それについて，対人関係論の立場から川畑がコメントを付し，対話を

進めます。参加していただく皆さんからも，率直にご意見を頂きたく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会企画ワークショップ２ 2015年 6月 13日(土)10:00～12:30（3号館 5階 355教室） 

「精神分析的心理療法：基本概念とテクニックを学ぶ」 
講師・スーパーバイザー：青木滋昌(名古屋精神分析研究所/ニューヨーク NPAP精神分析研究所) 

 

 このワークショップは、前半をレクチャー、後半をライブ・スーパービジョンの 2 部構成で行いま

す。 

 前半のレクチャーでは、実際のセッションの様子をもとに、治療者・クライエント関係に焦点を当

てながら、クライエントの病理、精神発達レベル、防衛と抵抗、転移の理解と扱い方、治療者の逆転

移の臨床的利用などについてフロアーの皆さんとのディスカッションをふまえ、わかりやすく具体的

に解説します。 

 後半のライブ・スーパービジョンでは、事例発表を通して、上記の内容をさらに深め整理したいと

思います。事例発表を希望される方は、青木滋昌 名古屋精神分析研究所 Tel＆Fax：052－852-8403

まで直接ご連絡ください。締切は 5月末日とします。 

大学院生、初心者、中堅の方など、多くの参加をお待ちしています。 

参考文献：『精神分析治療で本当に大切なこと』誠信書房,2011 
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大会企画ワークショップ 3 2015年 6月 13日(土)13:30～16:00（3号館 5階 354教室） 

「フェレンツィの外傷理論を日常臨床に生かす」 
講師：森茂起(甲南大学) 

 

演者は前回のフォーラム大会のシンポジムにおいて、フェレンツィの実践を「子どもの声を聞く」

という観点から整理してみた。しかし、その実践的意味を理解するには、臨床に即したより丁寧な解

説と議論が必要である。本ワークショップでは、フェレンツィの生涯などの歴史的事項は簡単に触れ

るにとどめ、技法の基礎的理解を試みる。 

フェレンツィの晩年の実践は、彼自身の手によって技法として整理されることがなかった。また、

後身の手によって技法論が精錬され、一つの心理療法論として共有されることもなく、フェレンツィ

に関心を持つ実践家のそれぞれがフェレンツィを参照しながら、独自の展開を行ってきた。フェレン

ツィが自らの学を完成することがなかったことが、後の理論家、実践家の創造的読みを可能にしてい

るとも言える。 

本ワークショップもまたその一つの試みとして、演者がフェレンツィから読み取ったものを演者な

りに整理してみたい。 

フェレンツィの外傷論を理解するに当たり、まず、後身の第一人者とみなされているマイケル・バ

リントを取り上げ、バリントの最後の論文にまとめられた彼の外傷論とフェレンツィの外傷論を比較

検討する。そもそも、『スリルと退行 Thrills and Regressions』『基底欠損 The Basic Fault』などのバ

リントの著作のかなりの部分が、フェレンツィの著作のバリントなりの読み取りと、実践への応用の

結果である。前者は、『タラッサ』に含まれる性理論の読み取り、後者は晩年の外傷、転移、退行に関

する実践的思索の読み取りである。最後の外傷論もまたそうした試みの延長線上にある。両者の外傷

論の比較検討は、社会変革への視点を持ったフェレンツィと、対象関係論の枠内で外傷を理解するバ

リントという、今日の実践上の課題につながる対比を照らし出すであろう。 

以上の検討の後、前記シンポジウムで示した事例を用いながら、フェレンツィの実践の基本的姿勢

を考えていく。その際に核となる視点は、フェレンツィが言う「一人でいること」の理解である。外

傷性の状況の核心には、その状況を体験するものが、たった一人であること、言いかえれば、その体

験を共有する人（共有できる人）が一人もないということである。圧倒的な被暴力体験の中にありな

がら、それに気付いて手を差し伸べる人が誰もいないという状況が、外傷という事態を生みだす。虐

待のように、その場に被害者として居合わせる者がたった一人という状況では理解しやすい性質だが、

実は震災や事故のように、その状況に複数あるいは多数の人が居合わせ、同じ体験を共有しているよ

うに見える場合にも、この状況はしばしば発生し、それが外傷性の体験を生みだす。 

たとえば、被害体験があったとしても、その意味にいち早く気付く人がおり、救いの手が差し伸べ

られれば、その体験が外傷性を帯びる危険は少ない。しかし、被害体験の核にあるものが誰にも気づ

かれることなく、誰とも共有されない場合、体験は外傷性を帯び、外傷性の存在に気付く人が現れる

まで、そのままに残されやすい。 

このように、フェレンツィの「一人でいること」という表現の意味範囲を最大限に拡大することで、

現在の心理療法においてもしばしば出会う被害状況（あるいは加害状況）にアプローチする道が開か

れる。治療という枠組みの中に入った患者も、外傷性を生みだした状況の中に、現実生活においてで

あれ、転移関係においてであれ、今も置かれたままであるとすれば、治療はその状況に耐えることを

支えるだけに終わる危険がある。決して特殊な状況ではなく、臨床場面で発生しやすいこうした状況

について、今日の臨床的問題にフェレンツィの理解を生かす試みの一つとして、考えてみたい。 
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大会企画ワークショップ４ 2015年 6月 13日(土)16:30～19:00（3号館 5階 357教室） 

「ニューロサイコアナリシスへの招待」 
司   会：広瀬隆(帝塚山学院大学/北大阪こころのスペース) 

基調講演：岸本寛史(高槻赤十字病院) 

指定討論：岡野憲一郎(京都大学) 

 

神経心理学において「作話」と呼ばれる症状がある。たとえば、まだ午前 10 時なのに「もう（夕方

の）5 時だね」と述べる患者に、「5 時ではありませんよ、10 時ですよ」と告げると、壁に貼られた禁

煙マークを見つけて「ほら、見てご覧、やっぱり 5 時じゃないか」というように自分の都合のいいよ

うにどんどん話を作っていく、という症状である。前頭葉の基底部が障害を受けると出現するとされ

ている。しかし、彼の妻がいつも 5 時に来ているという事情が分かると、彼の言葉の真意により近づ

くことができる。妻はまだ来ないかなあ、早く来てほしいなあ、と思っていたのだとしたら、「もう 5

時だね」と言われた時に私なら「奥さん、早く来られるといいですね」と返したくなる。その方が彼

の思いを汲むことになると思うからだ。このように、患者の症状を外から見るだけでなく、患者の内

側に入って、患者の視点から理解しようとする道を開いてくれるのが、精神分析であるとマーク・ソ

ームズは考えた。脳に器質的な損傷を持つ患者に、精神分析的アプローチを行うことで、それらの患

者の内面を理解し、治療に役立てる、それがそもそもの動機であった。 

しかし、ソームズの企ては、思いもかけず、さまざまな方向に展開していく。脳に器質的疾患を持

つ患者を、客観的に評価するだけでなく、主観的にも理解するという道を開こうとする中で、精神分

析の概念と脳科学の知見を照合し、精神分析には客観的な足掛かりを、脳科学にはそれまでに集積さ

れたさまざまな知見を大局的な見地から説明する理論や概念を提供するという形で、脳科学と精神分

析は融合を始めた。そして、1999 年にニューロサイコアナリシス、という学問が誕生したのである。

この学問の成立には、2000 年にノーベル医学・生理学賞を受賞した、エリック・カンデルも深く関与

している。 

本ワークショップでは、この学問が成立する歴史的背景、ニューロサイコアナリシスの基本的な姿

勢、夢の科学的研究の第一人者ハーバード大学のホブソンとの論争（精神分析を真っ向から否定して

いたホブソンの学説に異議を唱え、精神分析的な夢の理解を復権させる道を開いた）、欲動や意識・無

意識といった概念の見直しなどについて触れたい。 
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大会企画ワークショップ 5 2015年 6月 14日(日)10:00～12:30（3号館 5階 353教室） 

「フランソワーズ・ドルトと子どもの精神分析」 
講師： 竹内健児(奈良大学臨床心理クリニック) 

 

フランスの女性精神分析家で小児科医でもあったフランソワーズ・ドルト Françoise Dolto

（1908-1988）は、フランスでは、ラジオの子育て相談番組に回答者として出演するなど、一般の人に

も大変良く知られる人物であった。現在でもその人気は衰えておらず、その生涯は絵本になり、また

テレビドラマ化されたものは DVD も発売されている。ラジオ番組の内容は、『ドルト先生の心理相談

1～3』（みすず書房）で読むことができる。その他にも、学校教育論、女性の性愛論、聖書の精神分析

的解釈（邦訳は『精神分析に照らした福音書 1・2』，勁草書房）など、その活動の射程は広い。晩年

には、「緑の家 la maison verte」という子育て支援の施設をパリに開設したが、その後、同じ形態の

施設がフランス国内だけでなく、世界各地に広がっている。 

学派としては、7 歳年長のジャック・ラカン Lacan,J. と長年に渡って行動を共にし、ラカンから臨

床家として信頼を寄せられていた。ラカンが理論的で難解であるのに対し、ドルトは常に具体的で平

易な表現を用い、その関係は相補的なものだったと言える。主な理論的概念としては，「無意識的身体

像」と「象徴産出的去勢」があり、いずれも『無意識的身体像 1・2』（言叢社）に詳述されている。「無

意識的身体像」は、早期の主に嗅覚・聴覚上の対人交流が無意識的なイメージとして記憶されている

といった意味をもっており、声、臭い、触覚、姿勢、内臓感覚といった身体感覚に着目する、ドルト

特有の臨床感覚の基礎となっている。「象徴産出的去勢」は、発達上の移行期に受ける試練を通して、

子どもが掟の中に入り、主体化していくのを促すことを意味し、フロイトの心理―性発達理論を発展

させた発達段階論として展開されている。治療技法としては、表現の媒介物として描画と粘土細工を

多用した。また、料金契約として「象徴的支払い」を子どもに求めた。これは自発的に来談している

ことの証しとして、小石、使用済の切符、玩具の切手などを子どもに毎回持参させるものである。ま

た、個人の生活史ないし家系における「言われぬままのこと」が病因として働いていることに注目し、

子どもに「真実を語る」ことが重視された。 

読みの鋭さ、そして切れの良い言葉による介入の妙は、『少年ドミニクの場合』（平凡社）、『子ども

の無意識』（青土社）、『無意識の花人形』（青山社）等に報告されている多くの事例に窺うことができ

る。 

このワークショップでは、主にドルトについて予備知識のない方を対象に、ドルトの人となりにつ

いて、画像や音声資料を交えながら紹介するとともに、無意識的身体像と象徴産出的去勢の二つの概

念について、できる限りわかりやすく解説したい。また、未邦訳の『Séminaire de psychanalyse 

d'enfants（子どもの精神分析セミナー）』（全 3 巻）に掲載されている事例も取り上げられたらと考え

ている。参考書として、拙著『ドルトの精神分析入門』（誠信書房）をお読みいただければ幸いである。 

 子どもの心理臨床に携わっておられる方、フランスの精神分析に関心をお持ちの方のご参加をお待

ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会企画ワークショップ 6 2015年 6月 14日(日)10:00～12:30（3号館 5階 354教室） 

「自閉症スペクトラム障害の子どもの精神分析的心理療法」 
講師： 平井正三(御池心理療法センター/NPO法人子どもの心理療法支援会) 

 

本ワークショップでは、自閉症スペクトラム障害を持つ子どもへの精神分析的心理療法につい

て考えていく。タスティン、メルツアー、アルヴァレズなどポスト・クライン派精神分析家や心

理療法士によって開拓されてきた仕事が、私たちの日常臨床の中で遭遇するこうした子どもたち

の心理療法実践に役立ちうるのか、考えていきたい。特に、昨年のワークショップで取り上げた

「協働」と「コミュニケーション」という視点で、上記の先駆者たちの仕事を捉えなおす試みを

していきたい。そのうえで、こうした精神分析的アプローチは、自閉症スペクトラム障害を持つ

子どもたちや家族にどのように役立ちうるのか、受講者とともに考えていく機会にしたい。 
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◆会員企画ワークショップ 

 
会員企画ワークショップ 1 2015年 6月 13日（土） 13：30～16：00 （3号館 5階 355教室） 

「SWAP-200によるパーソナリティ障碍の理解と治療過程の検討」 
講師 ：鳥越淳一(開智国際大学) 

事例発表 ：上田勝久(京都大学) 

 

■企画趣旨 

本ワークショップでは、Shedler-Westen Assessment Procedure（通称 SWAP-200）を用いながら、各

参加者に現在セラピーを行っている（あるいは行っていた）パーソナリティ障碍を有するクライエン

トの理解を深めてもらうことを目的としている。 

 SWAP-200 とは Shedler と Westen（1999）がパーソナリティ障碍査定のために、（統計的妥当性と臨

床的妥当性の乖離がしばしば問題になってきた）DSM-IV II軸の代替アセスメント・ツールとして開発

したものであり、現在欧米を中心に 12カ国語に翻訳され使用されてきている（本ワークショップでは

企画者と著作者である Shedlerが二年間かけて作成した日本語版を使用する）。アセスメントに使用す

る 200 項目は精神分析理論を中心に様々な臨床的観察・知見から構成されており、それらを Q ソート

法で分類することによって、各クライエントのパーソナリティ特性の傾向を見立てることができるよ

うになっている。クライエントの自己申告ではなく臨床家の専門的観察に基づいて分類が行えるため、

より治療者の臨床感覚に近い形でクライエント像の描写・理解が可能であること、また、特性描写に

使用されている言葉はそのほとんどが専門用語ではなく平易な日常用語であるため、理論背景の異な

る治療者同士の共通言語になっていることなどが特徴として挙げられる。特に後者に関しては、

Shedler（2002）は大きな関心を寄せており、SWAP-200を作成するにあたって、精神分析には臨床的理

解を共有する新しい言語が必要であること―すなわち学派の垣根を越えた実証研究の必要性―を訴え

ている。Shedler は、これまで精神分析領域で実証研究が行われてこなかった理由を、（１）分析的に

意味のある実証研究は不可能であるという主張、（２）精神分析は人の心の動きを理解できる唯一無二

の手段であり、実証研究は不要であるという主張、（３）精神分析は解釈学の学問であり実証研究は無

関係であるという主張、のいずれかに分類されると論じている。また Shedler は、実証研究の不足が

もたらしている状況として、精神分析の事例研究が非精神分析的臨床家や研究者にとって理解が困難

なものになってしまっていること、また、精神分析集団内でも専門用語は学派によって意味を違え、

研究論文は自身のスーパーヴァイザーや分析家あるいはインスティテュートの見解を正当化するよう

な循環的考察がなされる傾向にあると指摘している。こうした状況を踏まえ、Shedlerは事例研究とい

う形でしかアプローチできない理解は確かに存在するが、データに基づきながら検討することができ

る領域もあり、パーソナリティの査定はその類いのものであると主張している。実際、パーソナリテ

ィに関しては Reich（1933）の「性格分析」をはじめ、これまでにも多くの分析家が類型化を行ってき

ており、そこでは事例の固有性よりも自己の在り方、対象関係の築き方、情動の体験の仕方、防衛の

パターンなどの定式化が試みられてきた（たとえば MacWilliams 1994, 2011）。 

 本ワークショップでは、こうした事情を踏まえ、最初に企画者（鳥越）が SWAP-200の紹介と概要を

説明し、上田勝久先生に SWAP-200 を使った事例の理解を一つの事例研究の形として報告していだく。

その後、参加者には、実際に SWAP-200を用いて、自身のクライエントを描写してもらい、理解の共有

をグループディスカッションという形で行う。拠って立つ特定の学派がある人も、ない人も、同じ言

葉を使い、クライエントの理解を深めることを目指す。 
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◆分科会 

 
分科会 1  2015年 6月 13日（土） 10：00～12：30 （3号館 5階 356教室） 

「臨床心理士指定大学院附属相談室における精神分析的設定でのケース実践について 

～大学院生のアセスメント事例からみるその意義～」 
司 会 者  ：藤森旭人（川崎医療福祉大学） 

発 表 者  ：林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：松坂泰介（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：谷平千絵（川崎医療福祉大学大学院） 

発 表 者  ：袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

発 表 者  ：久永航平（大阪経済大学大学院） 

指定討論者 ：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 

■企画趣旨 

心理士の国家資格問題で揺れ動く今日、臨床心理士指定大学院での訓練の質が改めて問われて

いる。期間が限定されている修士の 2年間では、精神分析的な実践は馴染みにくい現状がある。

しかし精神分析的なアプローチを導入するに当たっては、アセスメントを数回に渡って行い、詳

細にケースの内容を吟味するプロセスが不可欠で、その後セラピーの導入が適切であるかどうか

を十分に検討した後に、セラピーが開始される。したがって、アセスメントセッションを行うだ

けでも、ケースの見方、考え方に示唆を与え、援助指針の立て方に寄与する側面もあるように思

われる。そこで、本分科会では、5人の院生が児童に対して実施したアセスメントセッションに

限定して、そこからケースの見立てや方針をどう深められるか、あるいは、どういう部分が難し

かったのかなどを検討し、精神分析的設定が指定大学院の訓練として機能する側面を討論した

い。  

 

■「癇癪を主訴とする小学生男児のアセスメント過程 ―定位置からみて―」 

林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

 精神分析的心理療法では、Th - Clの間に生じる転移や逆転移が重要だと考えられる。本発表で

は、初学者でも精神分析的設定を用いることで逆転移を検討できることを示したい。この設定で

は、Thは定位置から動かず、Clの様子を観察しながら情緒について考え、同時に Thに沸き起こ

る気持ちを吟味していく。Clと一緒に遊ぶような心理療法では、遊ぶことに集中してしまい、転

移や逆転移の検討が置き去りにされやすいためである。とりわけ、初学者にいたっては、遊びと

逆転移の検討を同時並行で行うことは至難の業である。 

発表者は、癇癪を主訴とした事例のアセスメント過程で、様々な感情を抱き、それらについて

考えさせられた。短い院生期間に学べることは限りがあり、初学のうちにこのような精神分析的

設定を用いて Th - Cl関係から見えてくるものを体験できることは、修了後の臨床に活きてくる

貴重な体験となるだろう。当日は、この事例から逆転移についてより詳細に描き、検討したい。 

キーワード：逆転移、定位置、癇癪 

 
■「暴力を主訴とする小学生男児とのアセスメント面接過程―イニシャルケースより―」 

松坂泰介（川崎医療福祉大学大学院） 

指定大学院での実習では、児童とのプレイセラピーが始めての臨床経験となることが多いのではな

いだろうか。そのような時、Cl に対してどのようなアプローチで臨めばよいのかという不安や悩みに

圧倒されてしまう。この不安や悩みに対しては、何らかの拠り所が必要になるだろう。発表者にとっ

て、それは精神分析的設定であった。精神分析的設定で面接を進めることで、発表者自身は、イニシ

ャルケースに対する不安や悩みに圧倒され過ぎずに、事例に臨むことができたのではないかと考えて

いる。 

本事例は、発表者が修士課程 2 年で担当している。そのため、面接担当の期間が限られており、発

表者はアセスメント面接のみを担当した。発表者は、精神分析的設定によるアセスメント面接を実際

に行うことで、Cl のことを考えることができたと思っている。当日は、暴力を主訴とした事例を提示

する。本事例では、すぐに Cl との別れの体験があった。これは、Th にとってつらい体験であった。

しかし、この設定がなければ、この別れを扱うことも難しかったのではないかと考えており、それは

この設定により、先鋭化して見えた情緒であると考えられた。 

キーワード：イニシャルケース、暴力、別れの体験 
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■「精神分析的設定により見えてきた破壊行動を主訴とする小学生男児の原初的情緒」 

谷平千絵（川崎医療福祉大学大学院） 

 本発表では、赤ん坊のようにふるまうことで自発性や攻撃性を抑圧しようとしていた小学生男児の

アセスメント面接過程を報告する。Cl は初回、まるで子役のように体裁を整えていた。Th は転移逆転

移の観点からその意味を考え、探索的解釈を行うことを試みた。すると Th は Cl の生々しい破壊的な

攻撃性を向けられる怖さを体験した。そこで Th は、その中にある超自我不安や羨望を伺い知ることが

できた。一方，Cl はその直後には頼りなく、不安な赤ん坊のようにふるまった。このような原初的な

情緒や不安がアセスメント過程の中で表出され、Th がそれらを扱っていくための前提として、分析的

枠組みが必要な条件であるように思われた。 

キーワード：破壊的攻撃性、原初的情緒、精神分析的設定 

 

■「怒りの対処ができない 6歳女児のアセスメント過程」 

袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

継続的な家族面接の後、Cl 個人のセラピーニーズについて検討するため全 3 回のアセスメントを行

った。#1 では、父母のために画用紙でアイスクリームを作る。Th のことを母の次に好きだと言った

り、自分のことを Th に教えたりする。#2 では、#1 と全く違う様子で、Th に対して攻撃的で威圧的

な態度を向ける。作ろうとしている物を Th に作らせようとするが、Th がそれに応じないと分かると、

他の Th に言いつけてやると脅す。Th に様々な質問を投げかけるが、Th が答えても違うと跳ね返す。

#3 では、父が Cl を抱え半ば無理やり部屋に入れ、Cl は泣き出す。泣き止んだ後、筒状の輪を画用紙

で作りその穴から Th をのぞき、Th にも反対からのぞくように訴え楽しそうに笑う。 

3 回を通して Th やセッションに対する一貫した態度が見られなかった。自分の発言で人を動かそう

とするところがあり、それに応じないことに対し攻撃性を向けることが多い。3 人兄弟の真ん中で、一

人だけ女児ということもあり、自分の存在を必死にアピールしたいが故の行動のようにも感じられた。

好意的であったはずが次のセッションでは攻撃されるなど、アンビバレントな感情にどう向き合って

いけばいいのか困惑した。 

キーワード：攻撃性、アンビバレントな感情、支配的 

 

■「口の周りを舐める癖を主訴とする小 1男児のアセスメント過程」 

久永航平（大阪経済大学大学院） 

発達相談サービスにおいて全 3 回のアセスメントを担当した事例である。#1 つぶやきながら画用紙

に難しい漢字を書くことに没頭。時折、わからない漢字を教えてくれと Th に要求する。#2 レゴで “甲

子園”を作り、投手と打者に見立てた人形を配置する。その後、画用紙に“甲子園”と書こうとする

が漢字がわからず、Th に尋ねる。教えないでいると、国語辞典を探しに部屋から出ようとする。#3 折

り紙で窓を作成。その過程で多くの失敗作ができ、そのことにコメントすると、完成した窓さえも嬉々

としてゴミ箱に捨てる。その後、浦島太郎の絵本を作成。途中で独自のストーリーを展開する。 

3 回を通して、Cl は様々な不安を解消するために口の周りを舐めたり、漢字に没頭したりすること

が明らかとなった。特に失敗に対する不安が強く、人はみな批判的だと感じているのかもしれない。

そこで、その不安感に持ちこたえることを目標に、継続的なセラピーを提案した。また、アスペルガ

ー症候群の疑いがあると言われている。アセスメントという設定で、どの程度まで介入してよいのか

がわからなくなることがあった。深すぎず、かつ浅すぎない、アセスメントならではの介入の難しさ

を感じた。 

キーワード：口の周りを舐める癖、失敗に対する不安、アスペルガー症候群の疑い 
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分科会 2  2015年 6月 13日（土） 13：30～16：00 （3号館 5階 356教室） 

「精神保健福祉に生かす精神分析的観点；治療と生活支援の枠組みを超えて」 
話題提供者 ：池田真典(NPO法人 ICCC(アイトリプルシー) 

話題提供者 ：牧瀬英幹(大西精神衛生研究所附属大西病院) 

話題提供者 ：重根良子(医療法人ひがしクリニック) 

指定討論者 ：川畑直人(KIPP、京都文教大学) 

 

■企画趣旨 

病院や福祉施設などの精神障害者を対象とする施設は精神保健福祉の制度に基づき運営され、入院、

診察、生活支援などの働きを担っているが、それらの施設では、治療は医療機関、生活支援は福祉施

設と担当が区別された結果、医療機関では患者の地域生活について考えることが難しくなり、福祉施

設では治療について検討することが難しい事態が生じている。しかし、障害当事者の主体に焦点をあ

てた場合、治療と支援は一体的に作用しており、疾病により困難となった生活の立て直しという視点

から考える必要がある。この分科会では、病院、福祉施設それぞれの現場で実践を行う精神保健福祉

士が演者となり、狭い意味での「治療」や「支援」などの枠組にとらわれることなしに、障害を持つ

人との関わりを統合的に把握し、実践する方法について考えていきたい。その際に、精神分析的な観

点を、一つの拠り所として位置づけてみたい。 

 

■話題提供① 

池田真典(NPO法人 ICCC(アイトリプルシー) 

地域ではこの１０年ほどで就労支援を掲げた施設が急増しており、就労継続支援 B 型の施設の利用

者数は全障害者を対象とした国の統計で平成２０年の４万人から平成２５年の１６万人に急増し、そ

のうち精神障害者も１万２千人から４万９千人に増加している。 

就労継続支援 B 型とは雇用契約を結ばない形で就労訓練を提供する福祉サービスであるが、規制緩

和によって、株式会社などが福祉分野に参入し、精神疾患に特化した生活支援、さらには基礎になる

相談支援の必要性が疑問視される状況も生じている。心理療法の基礎は、相手の「話を聴く」ことに

あるが、このことを踏まえるならば、現場においても、妄想であれ、日常会話であれ、あるいは沈黙

であれ、目の前にいる利用者の話の聞き手になることの責任について改めて考え直すことができる。

責任と言うのは、精神疾患の症状や服薬中断のために生命を失ったり、生活が破たんしたりする危機

に迫られている利用者が少なからず存在している事情を指している。福祉サービスは日常に近いレベ

ルで提供されるために、心理療法とはかけ離れた実践であるかのような誤解を持たれがちである。し

かし、発表では援助者もまた、精神疾患を持つ人の聞き手となる役割を担っているという意識を持つ

ことを通じて、障害当事者が話し手としての地位を回復する手助けになり得るものとして、福祉サー

ビスの役割を考えてみたい。 

キーワード：就労支援、傾聴、精神病 

 

■話題提供② 

牧瀬英幹(大西精神衛生研究所附属大西病院) 

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、「入院医療から地域生活中心へ」という方向性が示

されたことで、国の政策は入院から在宅へと大きくシフトした。これを受けて、各自治体では、地域

移行、地域定着支援の取り組みが進められてきている。このような流れは、精神障害者の権利を尊重

し、社会的入院を減らす目的を持つものとして重要な意義を有していると言えるだろう。 

しかし、現在のところ、その成果は乏しく、逆に多くの問題点が浮き彫りになってきている。その

ひとつとして、入院している人々が援助者と共に退院について考えていける場そのものが不足してい

ることがあげられる。申請に基づき、相談支援事業所が医療機関と連携してそうした場を作っていく

仕組みはあるものの、実現化のハードルは高い。また、長期間入院している人ほど退院をイメージす

ることが困難であるため、そのまま置き去りにされてしまっているケースも少なくない。すなわち、

地域移行支援が積極的に推し進められている一方で、入院している人々の欲望を聴き取り、それをも

とに退院について共に考えていくことの大切さが見失われている現状が窺われるのである。 

 本発表では、精神科病院に入院する中、妄想を再構成し、退院に至ったある統合失調症者の事例を

精神分析的な観点を用いて検討し、上述の問題点に対するひとつの可能性を提示してみたい。それは

また、統合失調症者が妄想を介して社会との繋がりを維持しようとすることの意義を問い直し、そう

した繋がりをもとに主体の「生」と「死」を新たに位置づけていく方法を模索する試みでもある。 

キーワード 3 語：統合失調症、妄想、生と死 
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■話題提供③「精神科クリニックにおけるソーシャルワークと心理療法」 

重根良子(医療法人 ひがしクリニック) 

 精神疾患が国民の生活習慣病として「5 大疾患」の一つに位置付けられたこと、自殺への対策が強化

されたことなどにより、精神保健福祉士の役割の重要性は増している。 

 日常の対人援助実践を通じて、次のような問題意識を感じている。 

第一は、来院するクライエントの質的な変化である。以前は「治る」、あるいは「治す」ことに積極

的なクライエントが多かったが、最近は「治してもらう」といった依存的・受動的意識の強いクライ

エントが増えている。 

第二は、システム化された福祉サービスの取り扱い方である。最低限の生活を維持するため、社会

資源や福祉サービスが早急に必要なクライエントは存在する。しかし、援助者がそれらを安易に提供

した結果、クライエント自身が本来有する資源や潜在能力、可能性が奪われ、自己実現や社会的自立

を得る機会を失う事態も見受けられる。 

現在の精神保健福祉はデータやシステムばかりに囚われ、クライエントを理解しようとすることが

おろそかになりがちである。今こそソーシャルワークと心理療法の連携と融合が求められているので

はなかろうか。 

本発表では、精神保健福祉の現場で起こっている諸問題を提示し、ソーシャルワークと心理療法の

連携と融合について、事例を提示しながら考察したい。 

キーワード：ソーシャルワーク、心理療法、連携と融合 
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分科会 3  2015年 6月 13日（土） 16：30～19：00 （3号館 5階 355教室） 

「精神分析とアート、精神分析のアート」 
司会・指定討論 ：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

発 表 者 ：上尾真道（立命館大学衣笠総合研究機構） 

発 表 者 ：若佐美奈子（京都大学大学院） 

発 表 者 ：西見奈子（白亜オフィス） 

発 表 者 ：仙道由香（個人開業） 

 

■企画趣旨 

心理臨床、医療、福祉のみならず、芸術、科学、その他の学問（アカデミック）など多岐にわたる

文化領域との対話を通じて、精神分析的臨床は潜在的可能性を拡張できる。そうすることで精神分析

はそのユーザーをより広く想定できることになり、反対に精神分析が芸術や科学など多方面から恩恵

を受けることもできる。こうした互恵性を想定した文化領域との対話が本分科会における基本的なコ

ンセプトである。当然それは、一人の臨床家や学者の中での内的対話にもなり得るだろう。 

 今回は特に芸術領域と精神分析の接点を模索してみたい。それは芸術家や芸術作品を様々な設定と

概念モデルにおいて精神分析すること、精神分析臨床の中における芸術性に接近すること、あるいは

分析者が自らの中に美的葛藤と創造性を発見すること、などが含まれるだろう。 

  

■話題提供①「フロイトの呪物崇拝（フェティシスム）とアート ―感性と精神性のリズム」 

上尾真道(立命館大学衣笠総合研究機構) 

一九三八年、ウィーンからロンドンへと亡命したフロイトの荷物のうちには、彼が長らく蒐集して

きた、大量の古代文明の遺物があった。海峡を越えたこれらの偶像は、こんにち、ロンドン・フロイ

トミュージアムのフロイトの書斎・面接室にぎっしりと飾られており、その独特な光景が訪問者に極

めて忘れがたい印象を与えている。 

言うまでもなく、これら小さな品々は、フロイトの時代、決して芸術と呼ばれうるものではなかっ

た。しかし、それらが並べられることによってフロイトの寝椅子の周囲がどれほど特殊な空間へと変

容を遂げていたかを想像してみるならば（当時のウィーンの部屋の様子をわれわれはエンゲルマンの

写真から知ることができる）、そこには、現代においてインスタレーションアートが行なっているよ

うな、独特な感性的経験の創出の契機を認めることができるのではないか。本発表は、それが一体ど

のような技術・アートであるのかを考える試みである。 

さてその際、注目するのは、この空間を引き裂く二つの原理である。すなわち一方に、言語を媒介と

して織りなされる精神分析の知性的原理がある。他方には、異教の像によっていやおうなく触発され

る感性的経験の原理がある。発表では、この両者の緊張が正面から論じられたものとして『人間モー

ゼと一神教』を読み返し、そこからいかなるフロイト美学の可能性が取り出しうるか、考察したい。 

キーワード：臨床空間、フェティッシュ、精神性 

 

■話題提供② 「『フランケンシュタイン』を生み落としたメアリ・シェリー」 

若佐美奈子（京都大学大学院） 

パブロ・ピカソは「我々は皆、芸術が真実ではないと知っている。芸術は、真実を悟らせてくれる

嘘である。芸術家は、嘘の中の“真実性 truthfulness”を他人に納得させる方法を知らねばならない」

と言った。 

我々は、芸術に触れる時、その作家や演者の生み出す“真実性”に魅かれ、美しさを感じたり、感

動をおぼえたりする。それは、おそらく我々自身のこころの中にある“真実性”と共鳴する何かを感

じ取るからだろう。精神分析的心理療法における治療者‐患者関係や、早期の母子関係での体験も、

それに類似していると私は思う。 

メアリ・シェリーは、16 歳で詩人パーシー・シェリーと駆け落ちし、出産した女児を、生後間もな

く亡くした。その後、第二子の乳児を育てながら、第三子を妊娠中の 18歳に、自身がみた悪夢から着

想を得て、怪奇小説「フランケンシュタイン」の執筆を始めたと言われている。 

この物語は、何不自由なく育った、自然科学を専攻する学生のヴィクター・フランケンシュタイン

が、解剖室や屠殺場から死体の断片を盗んでは、無生物に命を吹き込むことに熱中し、「怪物」を生み

出したことから始まる悲劇である。 

今回私は、「フランケンシュタイン」を題材に、メアリが提示した“真実性”を精神分析的に読み解

き、彼女の無意識的空想が芸術へと結実された軌跡を追ってみたいと思う。 

キーワード：フランケンシュタイン、出産、無意識的空想 
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■話題提供「精神分析と美術の対話は成立するのか―メルツァーとエイドリアン・ストークスの対談を題材に―」 

西見奈子(白亜オフィス) 

フロイトは古美術のコレクターであり、集めた品々は 2000 点以上に及ぶ。部屋にはコレクション

が所狭しと並べられ、その中で分析がおこなわれ、著作が書かれた。そのような彼の美意識が、精神

分析による芸術論を生み出したのは不思議なことではない。 

そしてフロイト以降、多くの精神分析による芸術論が発表されてきたが、そこには少なからず批判

もおこなわれている。ゴンブリッチとも研究していたクリスは、創造される場の現実が無視されるこ

とや精神分析的思考が単純化されやすいことを指摘している。また高階秀爾は芸術史を理解していな

い非歴史性に問題があると述べている。 

一方、精神分析に心酔していたシュルレアリストのアンドレ・ブルトンは、夢の特集をしたいから

夢をひとつ提供して欲しいとフロイトに持ちかけ、夢を見た人の理解がない夢は無意味である、と断

られてしまったと言われている。 

私たちは出会ってきたのだろうか。それともすれ違ってきたのだろうか。本発表では、この問題を

考えるためにメルツァーとエイドリアン・ストークスの対談（1963）を取り上げる。エイドリアン・

ストークスは画家、詩人、美術批評家であり、クラインから分析を受けた人物である。そこからどの

ような精神分析と美術の対話が成立しうるのか、その可能性について考えたい。 

キーワード：精神分析 美術 エイドリアン・ストークス  

 

■話題提供④「境界を越える恐怖と必然について」 

仙道由香(個人開業) 

この場所を離れどこかへ踏み出すとき、人は恐怖に駆られる。それはいったん境界を踏み越えたな

ら、二度と再び慣れ親しんだこの場所に今あるようには戻ってこられない恐怖、内的に、あるいは外

的にも、我が死と対峙する恐怖だ。局所的ながら一応は平時とされる今、物理的境界を越えることの

冒険性は縮小したかにみえるが、象徴的境界は相変わらず危険である。それなのに例えば「Where The 

Wild Things Are (Maurice Sendak, 1963)」で少年が真っ暗な大海に舟を漕ぎ出したように、心的発

達過程の中で意識的・無意識的に境界を踏み越える冒険は不可欠である。同様に学術分野の境界を越

えることも恐ろしい。自領域のみならず他領域からの批判にも身を晒すリスクを引き受けることにな

る (Betty Joseph, 1990)。Hanna Segalはそのリスクを果敢に引き受け「A Psycho-Analytic Approach 

to Aesthetics (1952)」を発表して以降、美や芸術活動、さらには戦争や核の問題についても論を展

開し、多様な領域に影響を及ぼし続けた。それは「人間の本質を知りたい」という根本的衝動、ファ

ンタジーや象徴機能の研究という文脈、ポーランドに生まれ大戦により欧州大陸内、そして英国へと

移動を余儀なくされた生育史から必然のことであっただろう。さて我々は我々の意識的・無意識的必

然により外的・内的・象徴的国境を越え大海に漕ぎ出す。論者も論者の必然により漕ぎ出だし漕ぎ戻

った。それは少年が Wild Thingsの国から漕ぎ戻り成し得た償いと和解か、それとも死か？ 

 

■司会・指定討論 

飛谷 渉(大阪教育大学保健センター) 

芸術領域と精神分析との内的対話が深まり、美的葛藤という人間の本源的な存在様式が活性化される

場になるよう努力したい。 
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分科会 4  2015年 6月 13日（土） 16：30～19：00 （3号館 5階 356教室） 

「精神分析用語を使わずに精神分析的に考える：自己愛という概念を中心に」 
司会・話題提供者 ：川畑直人(KIPP、京都文教大学) 

話題提供者 ：上地雄一郎(岡山大学) 

話題提供者 ：今江秀和(広島市立大学、KIPP) 

 

■企画趣旨 

精神分析の用語は、精神内界の現象をとらえるために、先人たちが作り上げてきた貴重な概念ツー

ルであるが、その呼び名は神話、古典文学、他の学問の用語、そして作成者の造語に由来しており、

一般の人々には耳慣れない、特殊な響きがある。やっかいなのは、内容について十分な理解がなくて

も、その耳慣れない用語を口にすることによって、一般の人々は理解できない高尚な知識を手にした

かのような錯覚に陥る危険があることである。 

この分科会では、そのような精神分析の用語使用の伝統に対して、意識的に疑問を投げかけ、その

伝統から比較的自由に精神分析的な議論ができるものなのかを挑戦してみたいと思う。それは、一般

の生活者、クライエント、他職種の専門家、精神分析を学ぼうとする学生たちとのコミュニケーショ

ンを円滑にし、ひいては、私たちの臨床能力を高めることになるではないかと期待する。 

今回は「自己愛」という用語に焦点を当て、その概念について話し合いつつ、事例を用いた討論が

できればと考えている。 

 

■話題提供①「自己愛の障害に対する素朴で古い心理療法」 

上地雄一郎(岡山大学) 

 事例を理解するのに視点や理論は不可欠ですが、屋上屋を重ねるように理論が組み立てられ、体験

や実感から遊離したものになっている場合があります。精神分析的心理療法も、構造や技法の特殊性

ばかりが強調され、限られた人にしか扱えない奥義のように思えてくる場合があります。このような

傾向には弊害もあると思います。体験と実感に立ち戻り、できるだけ特定の立場の概念や用語を用い

ずに、自己愛の障害とその心理療法を考えてみたいと思います。心理療法については、それは日常的

人間関係の中にある良い関わりや応答を精緻化・洗練したものであり、その原型は太古の昔から存在

したという「素朴で古い心理療法」（plain old therapy）の視点からお話しします。 

キーワード：自己愛の障害、実感、素朴で古い心理療法 

 

■話題提供②「心理臨床家の自己愛について」 

川畑直人(KIPP、京都文教大学)  

一般的に抽象的で目に見えない事柄に対して、人間は畏敬の念を抱く傾向がある。心理臨床という

用語は、「こころ」という目に見えない領域における、専門的な援助を示唆しており、その実体の不明

確さが、担い手の自尊心を知らず知らずのうちにくすぐる構造を作り出している。この話題提供では、

心理臨床家の自尊心を知らず知らずのうちに高める構造について焦点を当てることで、自己愛という

もののある側面について語ってみたい。 

キーワード：心理臨床、自己愛、構造 

 

■話題提供③「事例を精神分析用語を用いずに精神分析的に理解する試み」 

今江秀和(広島市立大学、KIPP)  

 精神分析や精神分析的心理療法を志向する治療者は、当然精神分析の用語を用いて、事例を理解し

ようと試みるだろう。精神分析の用語は、いくつもの事例においてみられた現象に共通するエッセン

スを抽出し、抽象化することでできてきたものである。これにより個々の事例にみられる独自の現象

を、ただバラバラにある個別のこととしてでなく、ある枠組みをもって捉え、理解することが可能に

なり、また他の専門家と理解を共有することが容易になる。 

 しかし、そうした用語を深い理解なくして用いる場合、逆に理解を妨げる危険性を孕んでいる。つ

まり、精神分析の用語を用いることで、実際にはよく分かっていないことを、治療者自身も、また事

例を聞いた者もなんとなく分かったような錯覚を起こしてしまうことがある。 

 対人関係論の分析家であるレーヴェンソンは、患者の話すことを視覚的にイメージできるように詳

細に聞いていく必要性について述べている。このことは治療場面においてだけでなく、事例について

考える場合にも言えることであろう。つまり、抽象的な用語でなんとなく分かったようにならず、具

体的にイメージできるよう自分の言葉で理解することが必要である。 

 この話題提供では、自己愛の問題をもつと思われるクライエントの事例を提示し、精神分析の用語

を用いずに考え、理解することができるかを試みたい。 

キーワード：事例理解、自己愛、具体性 
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分科会 5  2015年 6月 14日（日） 10：00～12：30 （3号館 5階 355教室） 

「精神分析の周縁―フェレンツィとグロデックの交流に学ぶ」 
発 表 者  ：森茂起（甲南大学） 

発 表 者  ：野間俊一（京都大学） 

指定討論者 ：太田裕一（静岡大学） 

 

■企画趣旨 

シャーンドル・フェレンツィが晩年にフロイトから離れ、分析学界から孤立していくなかで、ゲオ

ルク・グロデックと親しく交流したことが知られている。フロイトと交流しながら、一方は外傷理論

へ、もう一方は心身医学へと、精神分析世界の辺地あるいは周縁へと向かい、独自の学を打ち立てた

二人は、互いに強く共鳴していた。二人の交流は、それぞれの理論と実践にどのような作用を及ぼし

たのか、また今日の心理療法に何を伝えているのだろうか。本分科会では、わが国の精神分析界、あ

るいは心理療法世界で問われることの少ないこれらの問いに答えることを試みる。フェレンツィとグ

ロデックにそれぞれ関心を持つ森および野間の発題と、精神分析家たちの交流に深い関心を持つ太田

の指定討論によって、二人の臨床実践からあらためて学んでみたい。 

 

■「フェレンツィにおける身体」 

森茂起(甲南大学) 

 フェレンツィは、性虐待を受けた患者の治療に取り組む中で、解離への理解を深めていった。身体

感覚の解離、あるいは身体そのものの解離は、彼が注目した現象の一つであった。外傷の重視、転移

関係への没入といった点で、フロイトあるいは当時の精神分析の大勢から離れていったフェレンツィ

にとって、ドイツ、バーデン＝バーデンで独自の心身医学療法を展開していたグロデックとの交流は

大きな意味を持っていた。「相互分析」の概念を共有する二人は、互いに自らを映す鏡のような存在で

あった。特に、フェレンツィのグロデックに対する信頼は深く、自己治療のためにグロデックのサナ

トリウムをたびたび訪れた。幼少期に愛情剥奪を経験したフェレンツィにとって、グロデックのサナ

トリウムは、『タラッサ（性理論）』に展開された大洋体験を促進、支持される場として機能していた

と思われる。最後には彼に死をもたらした病についても、フェレンツィは、幼少期の大洋体験の欠如

に、患者との外傷性転移関係の負担が重なったものと考え、問題の根本的解消に希望を抱いていた。

そうした思考の展開に、グロデックの実践と理論の影響があったことは間違いない。ここでは、二人

の交流の跡を追いながら、グロデックの思想と実践がフェレンツィに与えた影響を理解するとともに、

フェレンツィ自身が構想していた、外傷論による「タラッサ」の改訂についても想像を巡らせてみたい。 

キーワード：フェレンツィ、グロデック、心身論 

 

■「エスの生命論―グロデックの臨床と思想」 

野間俊一(京都大学) 

 「エス」概念の発案者として知られるゲオルク・グロデックは、ドイツ、バーデン＝バーデンの小

さなサナトリウムでさまざまな難病治療に当たった温泉開業医である。1917 年、50 歳を過ぎてすでに

自らの治療スタイルを確立していたグロデックは精神分析の門を叩き、フロイトもまたグロデックの

思想に魅せられるかたちで二人の交流が始まったが、1923 年の『自我とエス』でのエス概念の“誤用”

のために、その後の関係は緊張を孕むものとなった。グロデックは心身活動の根源にある生命性を「エ

ス」と呼び、病を含むあらゆる生命現象はエスの表現形態であって、症状にはその人にとっての意味

があることを強調した。そして、病を癒すためには、治療者は患者のエスの言語を理解しエスの言語

で患者と話す能力を身につけなければならないという、独自の治療論を展開した。グロデックが意図

したのは、身体疾患への精神分析の適応という限られた議論ではなく、私たちが不可知な生を生きて

いるという事実に向き合い、そのような誰かの生に寄りそうことの意味を問うことだった。1920 年に

フロイトに引き合わされたフェレンツィは徐々にグロデックの人間性に惹かれ、患者との濃密な治療

の合間にグロデックのサナトリウムを度々訪れて彼と相互分析を行ったという。生に真摯に向かい合

った二人だからこそ、その関係のうちに精神療法の本質に通じる何かを読み取ることができるかもしれない。 

キーワード：フェレンツィ、グロデック、心身論 
 

■指定討論 

太田裕一(静岡大学) 

英国の作家ロレンス・ダレルはグロデックから影響を受け著作で彼の思索を解説しているが、娘の

サッフォーが自殺した後、残された手記から父娘の近親姦が疑われた。娘の虚偽記憶症候群説もあり

真相は定かではないが、フェレンツィが恋人(後の妻)の娘を分析して恋に落ちたことを連想させるエ

ピソードだ。私のイメージの中ではダレルを中間項として二人の概念と実践が大海の中で番っている。

刺激的な議論に参加できるのを嬉しく思う。 
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分科会 6  2015年 6月 14日（日） 10：00～12：30 （3号館 5階 356教室） 

「逆転移を活用した相互交流－対人関係学派の観点から－」 
企 画 者  ： 野原一徳（愛知淑徳大学学生相談室、KIPP精神分析協会） 

 家次安子（淀川キリスト教病院、KIPP精神分析協会） 

話題提供者 ： 宮田智基（（公財）関西カウンセリングセンター、KIPP精神分析協会） 

 今井たよか（あるく相談室京都、KIPP精神分析協会） 

指定討論者 ： 馬場天信（追手門学院大学、KIPP精神分析協会）  

川畑直人（京都文教大学、KIPP精神分析協会） 

司 会 者  ： 長川歩美（A&C中之島心理オフィス、KIPP精神分析協会） 

 

■企画趣旨 

対人関係学派は、転移・逆転移状況における「相互交流」に注目し、逆転移の開示にも比較的柔軟

な態度を持つ学派だと言える。セラピストは逆転移感情をモニターし、自分が感じていることをもと

に、クライエントとの「相互交流」の中で生じていることを吟味しようとする。 

「逆転移の活用」については、対人関係論者の中でも「慎重な者」から「積極的な者」まで、一定

の幅があると言えるだろう。ある者は、クライエントその人や面接状況についての仮説をたてるため

に心の中で密かに利用し、ある者は、逆転移感情を率直に表明して、話題のテーブルにのせることを

試みる。今回、面接関係における「相互交流」について、「逆転移の活用」という観点から考察を加え

たい。まず、宮田と今井が、事例を通して「逆転移を活用した相互交流」について考察を加える。そ

して、馬場、川畑の指定討論によって議論を深め、全体でのディスカッションにつなげたいと考えている。 

 

■話題提供① 

宮田智基（（公財）関西カウンセリングセンター、KIPP精神分析協会） 

転移の発展を重視し、セラピストの与える影響を最小限にしようとして、セラピストがホワイトス

クリーンになることを重視したフロイトの一者心理学に対して、サリヴァンはホワイトスクリーンに

なることは事実上不可能であり、セラピストは観察するだけでなく、二者の関係に参与する存在であ

ると捉え、「参与観察」を重視した。セラピストは一人の生身の人間として、クライエントとの面接

関係に身を投じるのだとサリヴァンは考えた。 

今回、ある神経症水準のクライエントとの面接過程において、セラピストがクライエントの話を聴

いて感じたこと、連想したことなどを比較的オープンに伝えて話し合ったことで、面接関係における

「相互交流」が活性化し、面接の進展に寄与した事例を経験した。セラピストがクライエントの話を

聴きながら感じていたことを、逆転移感情も含めて開示して話し合う中で、当初、クライエントは「暗

闇の洞窟に向かって話している」と感じていたところから、「人と出会っている」という感覚を強め

ていった。そうした「関係性」が基盤となり、面接関係で感じていたさみしさや怒りなどの転移感情

についても、次第に取り組むことができるようになっていった。 

 この事例を通して、面接関係における「相互交流」について、「逆転移の活用」という観点から考

察を加えたいと考えている。 

キーワード：逆転移の活用、参与観察、人としてのセラピスト 

 

■話題提供② 

今井たよか（あるく相談室京都、KIPP精神分析協会） 

 対人関係学派では、転移と逆転移は相互に関係し合っており、そこには、セラピスト(Th)とクライ

アント(Cl )は明確に分けられない形で寄与しているととらえる。セラピーは、ひとつの「対人関係の

場」であって、Thも Clも参与しつつ観察する人として相互に影響し合って存在する。逆転移は常に起

きていて避けることのできないものであり、むしろそれを治療的にどう活用するかが課題となる。こ

の立場においては、Cl のもつ無意識的な関係性のパターンが、Th と Cl の二人が構成する「対人関係

の場」に映し出されて今ここでのリアルな体験として進行する中で、古い歪んだパターンの繰り返し

ではない何か新しい体験が生じることそのものに治療作用が存在すると考えていく。 

 事例では、長期間にわたって心理的なひきこもりの状態にある Cl の「変われない」状態に対して、

Th の関心のあり方も硬直し、まるで二人でセラピーの場にひきこもっているように感じられる状態の

中で、ほんのわずかな「余地」ができていく過程を考察する。治療には、Th の意図的な介入と、意図

せず生じる「何か」の両方が作用していた。逆転移の内省は、治療過程の中で変化を阻む動きと自由

度を増す動きの両方をモニターすることに活用されると同時に、治療の場で起きていることを Clと共

に思考することのできる言葉を生み出す素材として活用された。それらを通して、Th は次第に思考の

パートナーになりつつある。 

キーワード：逆転移の活用、対人関係の場、思考のパートナー 


