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2018 年度

日本精神分析的心理療法フォーラム

第 7 回大会

ごあいさつ
平素は「日本精神分析的心理療法フォーラム」に温かなご支援をいただき、
厚く御礼を申し上げます。本フォーラムも学会化し、本年、第 7 回大会を開催
する運びとなりました。今後とも変わらぬご支援をいただきますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
本フォーラムは、変わりゆく社会の中の様々な領域で精神分析実践や思想が
果たす役割を探索し続ける実践者や研究者の自由な討議の場として設立されま
した。今大会では、
『現代精神分析の挑戦』と題して、まさしくそのような仕事
のいくつかに光をあて、精神分析理論や実践方法が現代社会の様々な課題に以
下にして答えていけるのか考えていくシンポジウムを企画いたしました。さら
に、我が国の分析臨床の主要な実践形態である週 1 回面接について、here and
now の解釈をどう生かすのかというテーマで、その実践の具体的な技法的問題
を討議する分科会も企画いたしました。
本フォーラムは、おのおの『独立 independent』した参加者が、『民主的
democratic』で『相互的 mutual』な関係のなかで討論できる場を提供すること
を目的としております。皆様も是非、分科会・ワークショップ・研究発表を企
画していただき、積極的にご参加いただきますようお願い申し上げます。皆様
との活発な対話を通じて、本フォーラムが日々の臨床実践の糧になることを祈
念しております。皆様のご参加を心よりお待ち申しております。

日本精神分析的心理療法フォーラム
第 7 回大会長 平井 正三

＜日本精神分析的心理療法フォーラム 理事＞
崔炯仁 平井正三 広瀬隆 今江秀和 井上祐 石谷真一 金沢晃 宮田智基
森茂起 武藤誠 中西和紀 飛谷渉 上田順一 山本昌輝 山下達久

◆会 場◆
大阪経済大学 ７０周年記念館（A 館 フレアホール）
大阪市東淀川区大隅 2-2-8 詳しいアクセス方法 http://www.osaka-ue.ac.jp/profile/access/
＊阪急京都線 上新庄駅下車

東へ徒歩約 15 分

・市バス「上新庄駅前」停留所より、
「86 号系統 布施駅前行」に乗車約 3 分 「大桐 2 丁目」下車 東へ徒歩約 2 分
（参考）市バス時刻 上新庄駅前
土曜日 9 時 1 分・21 分・41 分

12 時 46 分、13 時 1 分・16 分・18 分・31 分

日曜日 9 時 11 分・25 分・31 分・51 分
＊地下鉄今里筋線 「瑞光四丁目駅」下車 1 号出口から南西へ徒歩約 6 分
懇親会会場 大阪経済大学 B 館 2 階 カフェテリア
6 月 17 日（土）19 時 30 分～20 時 30 分 要申込み。ご参加お待ちしております。

＊地図内の一部店舗が変わっております

A 館 2 階 受付
2 階 3 階 シンポジウム、ワークショップ、分科会、総会、書籍販売
懇親会会場
※ 会場で書籍販売を行っています。ご利用ください。

B 館 2 階カフェテリア

※ 近隣にはスーパーやコンビニエンスストア、飲食店がいくつかあります。

♦プログラム♦
6月16日

(土)
10時～12時30分

大会企画WS１

大会企画WS2

大会企画WS3

大会企画WS4

会員企画分科会1

A21教室

A22教室

A32教室

グループで体験する
精神分析

ラカン（再）入門
ーWhat are different
in Lacanian School?

講師：西村 馨

講師：立木 康介

A23教室
ワーク・ディスカッション
work discussion method
犯罪被害者との情緒的
交流を探索する
講師：鈴木 誠、上田 鼓

A31教室
精神分析的な視点の
活用・応用に先立つ
基礎としての
“精神分析的観察”の意義
司会：藤森 旭人
話題提供者：
袴田 奈津菜、安達 洋助、
林 秀樹、久永 航平

自閉スペクトラムを持つ
成人との精神分析的心理療法
講師：平井 正三

指定討論者：武藤 誠

13時30分～16時
会員企画分科会２

会員企画分科会３

研究発表

研究発表

研究発表

A21教室

A22教室

A23教室

A32教室

A31教室

司会

司会

司会

武藤 誠

今江 秀和

宮田 智基

Goal Based
Outcomes Measureの
活用可能性と
心理療法の効果

精神分析的心理療法に
おける「症状」のゆくえ.
——心理療法家と
哲学者の対話（2）

研究発表１：
精神科急性期病棟での
精神分析的心理療法の可能性

研究発表７：
研究発表４：
身 体 医 療 に お いて 、患 者、
精神分析的心理療法における
家 族 、 医 療 者 の体 験を 理解
現実的な相互交流の用い方
す る こ と の 治 療的 重要 性に
―治療的柔構造を用いた1例 ―
ついて

司会： 鵜飼 奈津子
指定討論：藤森 旭人

企画者・発表者：
塩飽 耕規

発表者：木下 直紀

発表者：清川 雅充

発表者：田村 雄志

発表者：飛谷 渉

研究発表２：
死にゆく患者の尊厳を支える
“受け皿”としての精神分析

研究発表５：
週1回以下の面接で
精神分析的に会うことへの
挑戦と限界

研究発表８：
対話的心理療法における自
己と他者：自死をめぐって

企画者・指定討論：
上尾 真道

発表者：山村 真

発表者： 若佐 美奈子

発表者:手束 邦洋

研究発表３：
総合病院における
短期集中型心理療法の可能性
－その設定と限界－
発表者：今出 雅博

研究発表６：
雑多なものを取り扱うこと
−学生相談と精神分析的
心理療法−
発表者：渡邊 則子

発表者： 堀内 瞳、
松崎 佑亮、横田 侑佳

指定討論：稲垣 諭

16時30分～19時
大会企画分科会

会員企画分科会４

研究発表

研究発表

A34教室

A22教室

A23教室

A32教室

司会 金沢 晃

司会

研究発表９：
構造化した「授業観察」
という精神分析的実践を
通した援助の可能性

研究発表１１：
自閉症スペクトラム障害と
診断されたきょうだいをもつ
大学生の支援

発表者：太田 静男

発表者：中村 曜子

週1回の面接の中で
here and nowの解釈を
どう生かすのか
企画・司会：武藤 誠
シンポジスト：
飛谷 渉、岡田 暁宜、
崔 炯仁

初心者のセラピストと
脆さを感じさせる
クライエントとの
心理療法初期における
困難さ
指定討論者：鈴木 誠
司会：深見 博輝
発表者：仙波 あゆみ、
松崎 佑亮、横田 侑佳、
西村 翔

研究発表１０：
精神病から神経症への移行
――K. AbrahamとS. Radóの
精神病治療の先駆的試み――
発表者：藤井 あゆみ

広瀬 隆

研究発表１２：
変化をもたらす家族相談に
向けて
発表者：井元 健太
研究発表１３：場面緘黙の症状
形成の力動についての一考察
発表者：宿谷 仁美、
渡邉 志帆

6月16日(土)19時30分～懇親会を行います。参加費1000円

要予約。ご参加お待ちしております。

6月17日（日）
10時～12時30分
大会企画分科会
連動事例検討
A21教室

会員企画分科会５

A22教室
“わからなさ”
週1回の心理療法における
について考える
転移、解釈の扱いを
−タビストック方式
考える
乳児観察の経験から−
司会：宮田 智基
事例提供：馬場 天信

発表者：濵田 亜貴子、
武田 和士

講師：仙道 由香、
安村 直己、山本 昌輝

司会者：小畔 美弥子
指定討論：平井 正三、
鵜飼 奈津子

会員企画分科会６

会員企画分科会７

会員企画分科会８

A23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④
―精神分析的設定は
訓練として多様な事例にも
貢献しうるか―

A32教室

A31教室

ネットツールと
精神分析的関わり

フェレンツィと
ドルトにおける生と死

司会・発表者：
人見 健太郎

発表者：竹内 健児、
春木 奈美子、森 茂起

司

会

者：林 秀樹

発表者：中澤 幸恵
指定討論者：上田 順一

発表者：菱川 祐歌、
定守 加奈子、市政 萌、
金澤 泰子
指定討論者：武藤 誠、
藤森 旭人

12時40分～
A22教室にて総会を行います。
会員の方はぜひご出席ください。

13時30分～17時
全体会 A34教室
現代精神分析の挑戦
企画：平井 正三

司会：鵜飼 奈津子

シンポジスト：平井 正三、鈴木 誠、上田 鼓
指定討論：森 茂起、藤森 旭人

★臨床心理士継続研修機会のワークショップ(5時間以上)としてポイント申請予定です。
参加者の皆様には、研修証明書兼領収書を当日お渡しする予定です。

◆大会企画シンポジウム

6 月 17 日（日）13 時 30 分～17 時

A34 教室

「現代精神分析の挑戦」
企

画

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）

司

会

鵜飼 奈津子（大阪経済大学）

シンポジスト 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）
鈴木 誠（くわな心理相談室）
上田 鼓（神奈川県警察本部）
指定討論

森 茂起（甲南大学）
藤森 旭人（川崎医療福祉大学）

「現代精神分析の挑戦」
急速に変化していく現代社会の中で精神分析が社会で果たす役割も変わりつつあるように見えます。
「じっくりと考え話し合うこと」そのものが軽視ないしは敵対視される機運が強くなるように見える状
況の中で、精神分析実践が拠って立つ基盤そのものが不確かになりつつあります。
一方、自閉スペクトラム症など発達障害を持つ人が病院や相談室を訪れることが増えてきていること
は多くの臨床家が認めているところです。こうした人たちは、精神分析的心理療法の基盤であるコミュ
ニケーションや象徴的思考そのものに困難があり、こうしたアプローチは役に立ちうるのでしょうか?
また、心理臨床の領域はますます拡大する中で、個人心理療法が可能なクライアントは限られている
だけでなく、そうしたアプローチでは的確な援助のできない領域があることにもあきらかになっていま
す。精神分析は個人心理療法以外の援助の仕方を提供できるのでしょうか?
さらに、犯罪被害などのトラウマへの心理的援助のニーズも高まっています。そうしたトラウマを被
った人に対して精神分析はどのような援助を可能にするのでしょうか?
今年の全体会では、以上のような、現代社会のニーズに対して精神分析がどのように応えていけるか
精神分析臨床に携わる人たちが一緒に考えていける機会として企画しました。活発で実りある討議を期
待しています。
「自閉スペクトラムを持つ成人との精神分析的心理療法」
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）
精神科領域や心理臨床領域全般において自閉スペクトラム症の問題への関心は年々増している。診断
をめぐる混乱や過剰診断の批判が一方であるものの、自閉スペクトラム概念の臨床的有用性の認識は臨
床家の間で確実なものになりつつあるように思われる。本シンポジウムで私は、適応-不適応という次元
と関わる「disorder」
（症）を外し、より広く「自閉スペクトラム」と捉える視点（福本,2016）に注目し、

それをコミュニケーションと思考の特質として定義される、精神分析的心理療法において有用な、診断
―見立て概念として提起したい。こうした診断―見立てをすることが、精神分析的心理療法の実践にお
いて、どのような含みがあるのか、その具体的な技法上の含みと、治療の進展の評価と見通しへの含みに
関して具体的な事例を挙げながら述べていきたい。

「ワークディスカッション–児童福祉の現場へ–」
鈴木 誠（くわな心理相談室）
精神分析や集団力動の理論を応用したこの方法論は、現在では多種多様な領域での援助としても広が
っているが、その主流は「対人援助職の継続的職業研修」である。理念モデルの設定も、「職場の外で、
セミナー・リーダー1〜2 名が、異業種の参加者 4〜7 名のグループで、毎週 90〜120 分の時間を使って、
職場で遭遇する難しい対人場面や組織の問題を自由に話し合う」ことである。またセミナー・リーダーの
役割も「事例の理解を深めるためにディスカッションを促進し」、
「情緒的経験から学ぶ」対人援助職のス
キルの発達に貢献することである。
しかし本邦での実践では、その設定が大きく異なる。その最たるは、場所と頻度、参加者の構成である。
2012 年の本学会で私が発表した中学校の事例も、今回発表する児童福祉施設の職員グループの事例も、
場所は当該施設の中であり、月に 1〜2 回の頻度で、参加者に必ずしも強い動機があるわけではない。発
表する事例では、
「施設内の小部屋で、月に１回 2 時間で年に 10 回実施」してきて、5 年目になる。
「参
加者は 10 名程度だが、参加動機は職務上の役割や指示によるもので、この間に一度メンバーの大半の入
れ替え、それとは別に異動や辞職に伴う欠員」も生じていた。児童養護施設では、心的外傷の子どもの話
題が中心になり、ディスカッション・プロセスも特有の難しさが生じると想定できた。そのためにセミナ
ー・リーダー2 名体制で、かつリーダーの後方支援やこの実践の質の維持のために、
「ワークディスカッ
ションをワークディスカッションする」研究会も並行して行ってきている。
今回の実践が、施設全体や職員個人に少なからず貢献していることは実感しているが、同時に深刻か
つ特異な難しさも体験している。それはディスカッション・プロセスの質どころか、時にはグループの維
持そのものすら脅かされる類のものである。こうした問題の源泉は、二つある。一つは、話し合われる子
どもの内的世界が、被虐待という激しい心の痛みに圧倒されている点である。もう一つは、その深刻な子
どもの内的世界が、施設職員に投影され現実化した組織心性がある。こうした影響をしっかりと受け止
めるためには、その設定が要になってくる。
「情緒的経験から学ぶ」プロセスへの破壊性について、この
方法論が対峙するために「設定」の観点から考えてみたいと思う。

「犯罪被害者のトラウマへのアプローチ」
上田 鼓（神奈川県警察本部）
犯罪被害には、虐待、いじめ、殺人、レイプ、交通事故事件などの多種多様な被害が含まれる。とりわ
け、幼少期に受けた虐待体験による複雑性トラウマについては、その虐待経験が人格形成及び人格統合

に強い影響を与えており、継続的でかつインテンシブな心理療法でのテーマとなりうることは確かだろ
う。一方で、レイプのような衝撃的出来事の影響を受けた単回性トラウマの場合、心理療法で何をするの
か、更には心理療法が役立つのか、専門家の多くが躊躇しているはずである。その理由は、この出来事が
なければ相談機関に訪れることがなかったかも知れない人への援助のあり方にとまどうということの他
に、トラウマ出来事が明確、すなわち原因が心の中に求められるのではなく外在化しているということ
や、被害体験自体の人生における無意味さにあると思われる。
発表者は、警察のカウンセラーとして、犯罪被害を受けた成人や子供への被害後早期における臨床活
動を積み重ねてきた。そこで本発表では、性被害に遭った女性の事例を取り上げ、被害直後からの面接を
含むさまざまなやりとりを中心に発表する。そして、トラウマ事例の場合、圧倒的体験としての客観的事
実を認めるだけではなく、その人自身が自分の心に何が起きているのかを知り、援助者は体験について
のその人固有の意味づけを理解していくことが重要であること、他方で知るという作業がいかに困難で
あるかについて話題提供を行う。

◆大会企画分科会

6 月 16 日（土）16 時 30 分～19 時

A34 教室

「週 1 回の面接の中で here and now の解釈をどう生かすのか」
企画・司会

武藤

誠（淀川キリスト教病院）

シンポジスト 飛谷 渉（大阪教育大学保健センター）
岡田 暁宜（名古屋工業大学保健センター）
崔 炯仁（いわくら病院）

「週 1 回の面接の中で here and now の解釈をどう生かすのか」
精神分析において、here and now の解釈が重要な役割を果たすことは、広く共有されていると思わ
れます。自分の心を動かしている力や情動が「いまここでのセラピストとの関係」の中で働いているこ
とを、まさにその場において体験しつつ知る、という貴重なモーメントが、here and now の解釈によ
って開かれる可能性があります。しかし、here and now と言っても、進行するセラピー関係の中で、
どこをどのように捉えるか、あるいはどのような状況で解釈を伝えるのかは、それぞれのセラピストや
学派によって違いがあると思われます。
今回の大会企画分科会では、臨床経験豊かな 3 人の演者に、それぞれの臨床の中での、here and now
の解釈の取り扱いについて話題提供してもらいます。その際、①セラピー関係のどの部分に焦点をあて
て、here and now の解釈を行うのか。②週 1 回の面接の場合、here and now の解釈を行う上でどん
なことに配慮しなければいけないのか、について論じていただきます。
その議論をもとに、会場参加者も含め 週 1 回の面接の中で、here and now の解釈をどのように位置
づけるかを考える場としたいと思っています。
②については、現在の日本で行われている心理療法の多くが週 1 回の頻度であることが背景としてあ
ります。週 1 回の面接の場合、週 4 回以上の精神分析と比べて、さまざまな違いがあります。
週 1 回の面接では、患者が面接に持ち込むことがらに、面接外での患者の体験が多く含まれてくるた
め、セラピストとの間の転移関係ばかりに集約されにくい。また、セラピストから見て、here and now
の解釈が患者にどのように反映されていくのかを追いにくかったり、分離の期間が長いため、分離体験
に焦点づけて取り上げることが難しいなどの点も考慮される必要があると考えられます。加えて here
and now の解釈を患者が意味あるものとして受け取る、患者の側の準備性をどのようにアセスメントす
るのかという問題もあるように思われます。
このような配慮すべき点をふまえて、here and now の解釈を週 1 回の面接でどのように意味のある
ものとしていくことが出来るのか、参加者を含めて議論できることを目指します。

「いまここで作動する無意識的空想：シーガルとジョゼフの技法的共通基盤」
飛谷 渉（大阪教育大学保健センター）
Key Words: Here and now，転移解釈，無意識的空想
週一回設定の精神分析的臨床においても、
「いまここ」での転移理解は心的変化への必要条件であ
る。とはいえ、より高頻度の臨床に比べると、週一回で「いまここ」での交流が生きたものとなるには
相当時間がかかる。週一回では、家庭や職場といった治療外での行動化の理解とマネージメントの必要
性が相対的に優位になるために、
「いまここ」という面接室における治療者を、実感を伴って転移的に
体験し、その印象に言及できるようになるには相応の準備が必要なのである。
ハナ・シーガルは、転移の背景にある深い無意識的空想を直観によって適切に把握する必要性を強調
する。彼女によると治療者は、患者が治療者を無意識的にどのような対象として体験しているのかを理
解するばかりでなく、その背景にあるより原始的な対象関係との直接的なつながりを理解し、それを解
釈として伝える必要がある。現場での観察に基づく理解ばかりでなく、そこで心の奥深くに動く、原始
的および乳児的な起源、つまり無意識的空想への直観的理解が重要となる。
一方、ベティ・ジョゼフは、心的現実に触れることで生じる圧倒的な心的痛みゆえに、病理的心的平
衡の維持こそが人生の目的となっている一群の接触困難な患者に焦点化する。そうした患者では、洞察
は偽装され、変化は見せかけとなる。彼らは平衡維持に治療者を荷担させるよう様々な圧力をかける。
ここでは患者が持ち込む素材の内容理解のみでは不十分であり、患者が治療者や自らの洞察を得た部分
に何を「する act-in」のか、あるいは平衡維持に治療者がどのように荷担させられているのかなど、や
りとりの展開を細やかに跡づける精緻な観察と理解が必要となる。そこで治療者は、面接室で時々刻々
と移りゆく空気感の変化に敏感である必要があり、非言語的要素への高感度の気づきを維持する必要が
ある。こうしたジョゼフの方法は、
「moment-to-moment アプローチ」あるいは「精神分析の分析」と
称される。これは防衛という表層に焦点化するように見え、シーガルの深層解釈とは逆のように見え
る。
異なる技法に見える二人の代表的クライン派分析者の共通基盤を一つあげるとすれば、それは現場で
作動している無意識的空想である。今回のテーマにおいても、この「いまここで作動する無意識的空
想」が鍵となる。当日は週複数回設定と週一回設定の症例からの素材をそれぞれ提示し、こうした臨床
的アプローチの実際について比較検討してみたい。

「週一精神療法における here and now の解釈について」
岡田暁宜（名古屋工業大学保健センター）
近年、精神分析と精神分析的精神療法の類似点と相違点が再び注目されているように思われる。その背
景には、日本の精神分析的臨床の主流がいわゆる毎日分析ではなく、精神分析的精神療法であり、その
多くがいわゆる週一精神療法であることが再認識され始めたことがあるだろう。古典的な精神分析は、
過去の外傷的記憶の想起など、しばしば遺跡の発掘に喩えられるが、現代的な精神分析は、治療者との
情緒的交流に基づく、生きた臨床実践と云えるかも知れない。生きた分析臨床を実践するためには、実

際の素材に忠実であることや生きた素材を活かすことが重要である。週一精神療法では、週一の治療関
係や治療過程で起きる現象を忠実に捉えて、それを真に活かすことが重要である。精神分析では、伝統
的に意識の背後にある無意識や転移を扱うために治療者の解釈を重視してきた。近年、here and now
の転移が重視され、解釈についても here and now の解釈が重視されている。週一精神療法でも here
and now の解釈が重視されているが、週一精神療法の臨床特性が活かされる必要がある。本企画は、主
に学派の相違点に注目しているが、議論をより複雑にする要因の一つは、患者の病態であり、もう一つ
はカウチか対面かなどの治療設定と云えるだろう。
精神分析における here and now は、しばしば there and then と対比される精神分析の時空間概念の一
つの領域と云える。患者と治療者は、それぞれに過去の体験を経て、現在の生活に並行して、治療空間
で出会うが、here and now の領域は、治療者と患者が接触し、交流する、生きた場所であり、生きた
瞬間と云える。K・メニンガー（1958）が概念化した「洞察の三角」で云えば、患者が語る内容には，
過去、現在、治療関係や転移の３つの領域があり、治療関係や転移についても、過去、現在、here and
now の３つの領域がある。これらの３つの領域を自由に体験することが精神分析本来の目標と云える。
しかし治療過程では、抵抗が生じるために患者は自由になれず、前進と退行あるいは表出と防衛の中で
さまざまな臨床的展開が起きる。患者の転移が着実に発展し、enactment として治療者あるいは治療場
面に向けられた瞬間が here and now の転移であり、そのような here and now の転移に向けて解釈す
ることが、here and now の解釈と云えるだろう。しかし患者は here and now の転移を自覚し、解消す
ることへの抵抗のために、過去や現在の体験などの転移外 extra-transference を通じて転移を表現する
ようになる。転移外解釈には here and now の解釈へとつなぐ意義がある。治療過程において、here
and now の解釈が真に治療的変化をもたらすのは、日食や月食のように、過去と現在と here and now
の重なる瞬間である。週一精神療法では、その瞬間が訪れるまでには転移外解釈が重要な意味をもつだ
ろう。

「週一回の面接の中で here and now での解釈をどう生かすか－メンタライゼーションの視点から－」
崔

炯仁（いわくら病院）
メンタライゼーションに基づく治療（Mentalization-based Treatment, 以下 MBT）は元来医療モデ

ルからスタートしている。現在 MBT の主流であり、RCT にて境界性パーソナリティ障害（以下
BPD）への持続的な治療効果が証明されているのが週 1 回ずつの個人心理療法と集団療法を組み合わせ
た集中的治療プログラムであり、週 1 回面接は MBT の基本形である。
BPD を始めとする外傷的育ち(崔, 2016)を生きた人々にとって、虐待する養育者など他者の心を慮り
想像することは、その暴力的感情に直面することにつながる。これを忌避することは彼らの生存手段で
ある。その結果、彼らは歳を重ねても他者の行動の背景にある心理を理解する働き（メンタライジン
グ）に困難を抱えたままである。一方で自己の内界に巣食い自身を攻撃する自己（よそ者的自己 arian
self）による耐え難い苦痛から逃れる手段としての投影同一化もまた、生存のための必須手段である。
それにより相手が変わっても同じような迫害的な観方が繰り返され、その人の対人関係の「鋳型」を形
成する。治療場面でもその鋳型の形をした関係が再現されるのだが、MBT では幼少期の関係や現在の

治療構造外の対人関係をいきなり現在の治療関係に結び付けて解釈しないという技法上の留意点があ
る。よそ者的自己を暴力的に排出する投影同一化を多用する彼らの語りを転移のメタファーとして解釈
することは、虐待的養育者との混同や治療者に侵入されるという妄想的メンタライジングを喚起する恐
れがあるためであろう。そのため MBT では、there and then のエピソードはそのままメンタライジン
グの素材として扱い、その上で here and now の患者治療者関係に鋳型が再現されていることについ
て、
「転移のメンタライジング」としてその類似性を話し合うのである。
Fonagy は 1980 年代、糖尿病を持つ子どもの臨床研究に参加し、彼らが自身の内的世界や情動につい
て話し合うことで、感情を制御する力や疾患を管理する心身の能力が向上することを見出し、MBT の
ヒントを得たとも言われる。メタファーの取り扱いに慎重な MBT は、多頻度の精神分析におけるよう
な無意識的空想の探索の拡がりは起こりにくいかもしれない。しかし前意識的な意図や信念を理解し、
よそ者的自己を見る力を育てる「メンタライジングの向上」はそれだけで治療力があるものと考えられ
る。MBT は、週 1 回の精神分析的心理療法が持つデメリットを最小化し、確実性のあるメリットを最
大化しようとする方法論であると見ることもできる。

◆大会企画分科会連動事例検討

6 月 17 日（日）10 時～12 時 30 分

A21 教室

「週 1 回の心理療法における転移、解釈の扱いを考える」
司

会 宮田 智基（関西カウンセリングセンター・京都精神分析心理療法研究所（KIPP）
）

事例提供 馬場 天信（追手門学院大学）
講

師 仙道 由香（新大阪心理療法オフィス）
安村 直己（甲子園大学・日本精神分析的自己心理学協会(JFPSP)）
山本 昌輝（立命館大学）

「週 1 回の心理療法における転移、解釈の扱いを考える」
本ワークショップでは、大会初日に行われる大会企画分科会「週 1 面接の中で here and now の解釈
をどう生かすか」に連動する形で、日本においてスタンダードな週 1 回の心理療法の中で転移解釈が行
われている事例について検討する。事例提供は、精神分析的心理療法の訓練を終えた心理療法家が行
い、その事例に対して、立場の異なる複数のコメンテーターからコメントをしていただき、週 1 回の精
神分析的心理療法における転移やその解釈の扱いについて検討する。
事例提供
馬場 天信（追手門学院大学）
対人関係論に基づく研究所（KIPP）で 4 年間の訓練を修了し、現在は関係精神分析の視点から実践
を行っています。転移理解に基づく here and now の解釈や詳細な質問による関わりが多いですが、現
実的情緒交流と無意識的情緒交流の両面から関係性を理解するようにしています。
コメンテーター
仙道 由香（新大阪心理療法オフィス）
眼前でまさに展開する転移・逆転移をリアルタイムで理解し、その微細な変遷に追随した介入をする
ことに注力しています。英国タビストック・クリニック成人部門にて資格を得た精神分析的心理療法士
です(現代クライン派)。現在は新大阪心理療法オフィスにて日々大人の患者達とともに心理療法に取り
組んでいます。
安村 直己（甲子園大学・日本精神分析的自己心理学協会(JFPSP)）
心理療法士としてロジャーズのクライエント・センタードの姿勢を自身の臨床の中核に置き、精神分
析などさまざまな治療理論を統合的に取り入れながら臨床を続けてきました。現在はコフートの自己心
理学に親和性を持ち、
「自己愛」に最も重要な人間の動機をみて、治療関係における共感と自己対象関
係の視点を重視しています。

山本 昌輝（立命館大学）
専門はロールシャッハ･テストで、私の精神分析の出発点はハルトマンの自我心理学です。ほぼ同時
期に、学部の外書講読でウイニコットの理論に触れて、強く興味を惹かれ、彼の論文を貪るように読み
漁りました。その後はウイニコットからカーン、グリーンへと進みましたが、私の臨床の理論的核心は
ウイニコットの理論です。
司会者
宮田 智基（関西カウンセリングセンター・京都精神分析心理療法研究所（KIPP）
）

◆大会企画ワークショップ
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6 月 16 日（土）10 時 30 分～12 時 A21 教室

「グループで体験する精神分析」
西村 馨（国際基督教大学）
いうまでもありませんが、精神分析は個人の治療から始まりました。その後グループでそれを行う流れ
が発展し、すでに長い歴史が経ていますが、そのことは一般にはあまりよく知られておらず、
「グループ
では他の人がいて、自分のことを自由に言えない」
「みんなが同じ考えを強制される」といった誤解が多
いのが現状です。確かに、配慮や留意が必要な点や制限もありますが、グループで行う精神分析には独特
なパワーがあり、臨床の幅を大きく広げるものです。それをお伝えするべく、本ワークショップを企画し
ました。
とはいえ、ここで私は精神分析的なグループセラピーの理論や手法をお伝えして、患者／クライエント
に対して実践できるようになってもらうことを目指していません。むしろ、参加してくださる方一人一
人に生のグループを体験する機会を提供し、精神分析的な考え方に基づいた方法で「自分に触れる」こと
を目指したいと思います。つまり、レクチャーの部分はほとんどなく、体験的なプログラムです。
本ワークショップは、以下のことを目的とします。①グループという場で自己の体験を深める、②精神分
析的なグループサイコセラピーの考え方の基礎を知る、③精神分析的なグループセラピーの基礎技法に
触れる、④自分の持っている精神分析の概念を新たな視点でとらえなおす。
そのために、本ワークショップは、オープニング（講師自己紹介とグラウンドルールの確認、）の後、
グループ体験を２セッション行い、最後に全体を振り返る時間を持ちます。
グループでの心の安全感を保証するために、グラウンドルールとして、①自由連想を行うこと、②語ら
れたことはグループのなかだけのことにすること、の２つを共有したいと思います。できれば、各自が
「課題」や「やってみたいこと」をもってきて、その追求に努めてみてください。
グループでの自由連想や対話を通して、われわれ一人一人が、生の関係を通して、何か新たなことを見
出したいと願っています。また、目的④にも記したとおり、グループでの体験を通して、自分が持ってい
る精神分析の概念をとらえなおす機会になるかもしれません。いずれにせよ、臨床経験年数、グループセ
ラピー経験の有無や知識の多寡は問いません。お目にかかるのを楽しみにしています。
【文献】
Rutan, J. S., Stone, W., & Shay, J. J. (2014) Psychodynamic group psychotherapy, 5th edition. New
York: Guilford Press.
Foulkes, S. H. (1984) Therapeutic group analysis. London: Karnac Inc.

大会企画ワークショップ 2

6 月 16 日（土）10 時 30 分～12 時 A22 教室

「ラカン（再）入門── What are different in Lacanian School ?」
立木 康介（京都大学人文科学研究所）
ジャック・ラカンが精神分析にもちこんだ明らかな改革ないし断絶は、主に三つの点に集約できる。
何よりも大きいのは、従来の制度的ヒエラルキーの頂点に立つ「訓練分析家」というカーストを絶滅さ
せたことだ。
「精神分析とは何であるか」を決定する権限をこのカーストから奪い、むしろいま分析を終
えたばかりの、いわば駆け出しの分析家たちにそれを与え直すことが、ラカンが自らの学派に導入した
「パス」という制度の賭け金だった。この変更によって、ラカン派においては事実上、あなたがいつどの
ような分析家と分析を初めても、最終的に分析家になることができるという新たな道が拓かれた。
次いで、俗に「短時間セッション」と呼ばれる方法を一般化したこと、すなわち、毎回の面接時間を時
計（で計測される時間）から解放したことを挙げなくてはならない。この点は、1953 年のパリ精神分析
協会分裂に際して政治問題化され、その後つねに、国際精神分析協会がラカンに向ける批判の最大の的
であり続けた。だが、一回の面接時間を 45 分から 50 分に定めるとする国際基準は、そもそもひとつの
慣習から発したものでしかない。フロイトが「不壊の願望」と呼んだ無意識の欲望の予測不能な動きを、
私たちの意識を拘束し続ける時計時間によって測ること、それははたして自明なことだろうか。ここに
はもっと真剣な議論があってよい。
最後に、精神分析における象徴的なもの（言語的に表現されるもの）の次元を強調したこと、いや、と
いうより、
「パロールの力」を精神分析の中心に措き直したことを忘れるわけにはいかない。いわゆる「象
徴界」
（あるいは、より正確に「想像界にたいする象徴界の優位」
）の特権化である。1960 年代から「現
実界」のウェートが大きくなってゆくとはいえ、象徴界はラカンにとってつねに精神分析的実践のベー
スであり続けた（
「現実界」はそもそも象徴界なくしては概念化できない）
。だが、ラカンを批判する者の
みならず、ラカンを評価する者のあいだでさえ、このことがそもそもいかなる射程をもつのかがしばし
ば見逃されていることは興味深い。ひとことで言うなら、ラカンにおける「象徴界」の（再）中心化は、
フロイトによる「心的現実」の重要性の訴えにたいするひとつの答えにほかならない。1950 年代、この
答えを見いだすことができた分析家は、フランスの内にも外にもひとりラカンのみだったのである。

大会企画ワークショップ 3

6 月 16 日（土）10 時 30 分～12 時 A23 教室

「ワーク・ディスカッション work discussion method

犯罪被害者との情緒的交流を探索する」

鈴木 誠（くわな心理相談室）
上田 鼓（神奈川県警察本部）
「精神分析の挑戦」のシンポジストでもある上田鼓氏に、犯罪被害者の支援プロセスを提供していただ
き、それを素材にワークディスカッションを行う。
この方法論の実践理念モデルでは、職場の外でセミナー・リーダー1〜2 名と参加者 4〜7 名のグルー
プで、毎週 90〜120 分の時間を使って、職場で遭遇する難しい対人場面や組織の問題を自由に話し合う。
ワークショップでは、やや大きな集団になるが、ディスカッション・プロセスでは、理念モデルと同様に、
解決策や対応策は論じず、客観的事実と「個人の主観的体験」や「集団の雰囲気」に平等に焦点を当てて、
「無意識的・情緒的交流や体験、集団力動」を探索し理解を深めていく。交わされる議論やその場の情緒
や力動は、自由連想や内的対象関係、転移のように考える素材とされていく。
ワークショップでは、鈴木とコ・リーダーが、臨床現場に、どんな集団力動や無意識的・情緒的交流が
生じているのかについて、参加者とともに探索し、理解を深める議論をしていく。この議論のプロセスに
積極的に関与することを通して、参加者が臨床場面の集団力動や援助対象の内的世界の現実化を体験す
ること、すなわち「情緒的経験から学ぶ」能力が開発促進されるプロセスを味わうのである。

大会企画ワークショップ 4

6 月 16 日（土）10 時 30 分～12 時 A32 教室

「自閉症スペクトラムをもつ成人との精神分析的心理療法」
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、自閉スペクトラムを持つ成人のクライアントとの精神分析的心理療法につい
て考えていきます。自閉スペクトラム概念は、過剰診断という問題を引き起こしているという批判もあ
りますが、現代の精神分析的心理療法臨床において頻繁に遭遇する問題を捉えるのに有用な概念である
と私は考えます。器質因的な含みの強い精神医学的な診断概念や適応・不適応という枠組みから離れ、精
神分析的心理療法の基盤である、コミュニケーションや象徴化の能力そのものの問題を捉える概念とし
て捉えると、精神分析的心理療法実践を的確に遂行していく際に必須の見立てを与えてくれます。
自閉スペクトラムを持つ成人は、精神分析的心理療法には不向きと捉えられていますが、Anne Alvarez
が述べているように、定型発達者とは異なる、スローな尺度で見ていけば、多くの場合、有用な仕事を成
し遂げることができると私は考えます。そのためには、定型発達者とは異なった理解や介入の仕方が必
要になります。
本ワークショップでは、実際の事例をもとに上記の考えについて深めていきたいと思います。精神分
析的サイコセラピー・インスティチュート大阪（IPPO）の訓練生である、井上麻紀氏に精神分析的心理
療法の事例を提示していただきます。

◆会員企画分科会
会員企画分科会 1 6 月 16 日（土）10 時～12 時 30 分

A31 教室

「精神分析的な視点の活用・応用に先立つ基礎としての“精神分析的観察”の意義」
企画者

久永 航平（からすま五条・やましたクリニック）

司会者

藤森 旭人（川崎医療福祉大学）

話題提供者 袴田 奈津菜（岸和田市立保健センター）
安達 洋助（NPO 法人子どもの心理療法支援会）
林 秀樹（就実大学）
久永 航平（からすま五条・やましたクリニック）
指定討論

武藤 誠（淀川キリスト教病院）

企画趣旨
昨年度の分科会では、様々な職場における精神分析の応用とその際に生じる困難について検討した。そ
の中で、精神分析的な視点の応用のためには、基礎としての“精神分析的観察”の姿勢を身につけること
が重要であること、観察による理解を他職種にフィードバックすることによって、心理士の視点や考え
方を知ってもらい、そこから他職種連携や職場の土壌づくりをしていく必要があることなどが明らかと
なった。
以上より、精神分析的な視点の活用・応用のためには、どの現場においてもまず観察が重要になるだろ
う。さらに観察は、心理士の専門性を発揮するための起点にもなると思われる。そこで本分科会では、精
神分析的観察の意義や重要性について、各演者が各々の現場での様々な事例を提示する中で検討したい
と思う。
抄録
「相互交流の中で生まれる逆転移の観察についての重要性
―操作的な女児とのアセスメント過程を通して―」
袴田 奈津菜（岸和田市立保健センター）
キーワード：操作的，主体性，逆転移
強迫症状を主訴に心理療法を開始した小 4 女児 A とのアセスメント過程を報告する。A は思いつく限
り Th に話しかけ、Th をおもてなししてくれているようだったが、その姿は非常に不自然であり、その
ような A を見て Th は常に緊張していた。Th は必死に話題を絞り出す A の姿に戸惑いを感じ始めた。話
題が底を尽き、助けを求めるようにこちらを見てくる A に対し、思考することなく話題を振ることが増
えていき、自分の役割が何であるのかを見失いかけた。
A との相互関係の中で生まれる自分の情緒を観察することの難しさと必要性について、事例を振り返
り、フロアの先生方と検討したい。

「観察に基づく子どもの心の理解―児童養護施設での実践―」
安達 洋助（NPO 法人子どもの心理療法支援会）
キーワード：観察，分析的設定，抱えること
無秩序な内的世界をもつ子どもとの関わりは、非常に具象的な体験を投影され、まず観察することが困
難になりやすい。観察し、考えることを目指すために分析的設定を維持したいが、子どもが安心して面接
室で過ごせず、心理療法に対して怯え、継続が脅かされてしまう。筆者のような初学者は「精神分析的心
理療法とはこうあるべき」
、
「分析的設定」を守ることにかたくなになってしまい、余計に事態を難しくし
てしまう可能性がある。このような場合、面接で観察し、感じたことに基づく理解を他の大人と共有し、
協働することで子どもの心について考え、抱える空間を作ることができると思う。児童養護施設での事
例を報告し、観察に基づく理解を施設職員に伝え、分析的設定を維持することの重要性を考えてみたい。
フロアの先生方に様々な意見を頂きたい。
「教育現場における観察―発達障害が疑われる男児の事例から―」
林 秀樹（就実大学）
キーワード：学校現場，発達障害，コンサルテーション
学校現場では、ASD や ADHD などの障害に当てはめた理解が蔓延している。しかしその理解では、子
どもの情緒は置き去りにされやすく、それどころか更なる不適応行動を招くことも少なくない。
本発表では、私がスクールカウンセラーとして経験した、小学生男児 A の事例を報告する。A は当初、
発達障害様の症状による不適応行動を示しており、私はアセスメントとして 4 度の面接を行った。観察
に基づく理解を担任と共有する中で、担任は A の情緒や行動の背景に思いを巡らせるようになり、A の
状態が改善し始めた。精神分析的枠組みによる観察が、学校現場での支援として寄与する側面について、
フロアの先生方と検討したい。
「親面接における逆転移の観察と利用」
久永 航平（からすま五条・やましたクリニック）
キーワード：親面接，コンサルテーション，逆転移
親面接では、親の気持ちに寄り添ったり、言動を支持したり、子どもの行動や気持ちについての理解を
親に伝えたりするといった、コンサル的な関わりが基本となるだろうと考えられる。そのため親面接で
は、個人心理療法に比べて逆転移が軽視されたり、あるいは扱われなかったりする傾向があるのではな
いだろうか。また、基本的にコンサル的な関わりになることも、それを助長しているのではないかと思わ
れる。
そこで私は、逆転移の観察とそれに基づいて介入を変えることで面接の行き詰まりが解消し、無事終結
に至った母親面接の事例について発表したいと思う。その中で、親面接における逆転移の観察と利用の
可能性について検討したい。

会員企画分科会 2 6 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時

A21 教室

「Goal Based Outcomes Measure の活用可能性と心理療法の効果」
企画者

堀内 瞳（大阪経済大学心理臨床センター）

司会者

鵜飼 奈津子（大阪経済大学）

発表者

堀内 瞳（大阪経済大学心理臨床センター）
松崎 佑亮（大阪経済大学大学院）
横田 侑佳（大阪経済大学大学院）

指定討論 藤森 旭人（川崎医療福祉大学）
企画趣旨
近年、エビデンスに基づく臨床心理学（Evidence based clinical psychology）という考え方が紹介され
（丹野,2001）
、認知行動療法を中心に、エビデンスに基づいた心理学実践を促進する流れが生じている。
子どもの心理療法の経過に関しては、主に「事例研究」という形で多くの検討がなされているが、心理
療法がもたらしたと考えられる「効果」について測定する研究はほとんど見受けられない。英国において
も、公的医療制度の中で心理療法の効果を数値で提示していく必要性に迫られている現実がある中、英
国の公的機関である、子ども・思春期精神保健サービスで提供される様々なサービスの効果について測
定するために、Goal Based Outcomes Measure （Law,D., 2009、以下、GBOM）が開発された。我が
国における GBOM の活用可能性を検討するため、許可を得て日本語版 GBOM を作成し、2014 年より
運用を開始している。
本分科会では、GBOM を行っている 3 事例について報告し、その活用可能性や心理療法の効果につい
て検討したい。
【参考文献】
丹野義彦（2001 ）エビデンス臨床心理学―認知行動理論の最前線．日本評論社．
鵜飼奈津子、堀内瞳、山下浩太（2015） 大阪経済大学心理臨床センターにおける GBOM 導入の試み．
大阪経大論集第 65 巻第 6 号．
抄録
堀内 瞳（大阪経済大学心理臨床センター）
キーワード：精神分析的心理療法，母子関係，心的空間のなさ
初回面接時、就学前であった女児との面接過程を報告する。本児は気に入らないことがあると、暴れた
り暴言を吐いたりと、手が付けられなくなり、本児の意に添うように他の家族が動いているという状況
であった。このような状況から、母親が専門家との相談を助言され、来談。アセスメントから、本児の他
者との関われなさや、自身の情緒に触れることの困難さがあるものと思われ、心理療法を開始した。
現在 3 年 4 か月が経過し、GBOM は計 7 回実施している。心理療法の中で、本児が家族をコントロー
ルしようとする行動や、集団での不適応が軽減されたこともあり、両親は学力などの現実面での問題に

注目しやすく、本児の情緒的な困難さには目を向けることが難しいようである。
松崎 佑亮（大阪経済大学大学院）
キーワード：発達障害，チック，頼れなさ
音声チックと学校の行き渋りを主訴とした、小学生男児との面接過程を報告する。これまではチックが
でてもしばらくすると落ち着いていたが、今回は数か月続いているとのことで来談。チックの原因とし
て、不安を相手に伝えきれてないことなどが考えられた。そこで、
「他の人に自分がわからないことを聞
けるようになる」
、
「困ったことや気持ちを表現できるようになる」、
「ストレス発散ができるようになる」
の 3 つを目標として設定した。
現在 1 年 3 ヶ月が経過し、GBOM は計 3 回実施している。母親は達成度を高く評価する傾向にあり、
GBOM を通し母親と子どもとのかかわり方もみることができるように思う。

横田 侑佳（大阪経済大学大学院）
キーワード：虐待，コントロール，主導権の握れなさ
幼少期に実父からの虐待を受けた小学生女児との面接過程を報告する。母親は、少しでも嫌なことがあ
ると怒って自分を抑えられない本児の対応に困惑し、来談。今後は本児の気持ちをどのように出してい
くのか、人にわかるようにどう出していくのかが課題であるように思われた。そこで、
「自分の気持ちを
相手にわかるように表現することができるようになる」「自分を大人の判断にゆだねられるようになる」
といったことを GBOM の目標に設定し、面接を開始した。
現在 1 年 6 ヶ月が経過し、GBOM は計 4 回実施している。周りに対しては、少しずつ気持ちを表現で
きるようになってきているが、大人に対する安心感を持つことはまだ難しいようである。

会員企画分科会 3 6 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時

A22 教室

「精神分析的心理療法における「症状」のゆくえ —— 心理療法家と哲学者の対話（2）」
企画者

上尾 真道（京都大学）
塩飽 耕規（遊心会にじクリニック）

発表者

塩飽 耕規（遊心会にじクリニック）
飛谷 渉（大阪教育大学）
上尾 真道（京都大学）

指定討論 上尾 真道（京都大学）
稲垣 諭（東洋大学）
企画趣旨
本分科会では、現代日本のありふれたケースカンファレンス、とりわけ臨床心理士たちによって行われ
るカンファレンスにおいては議論の中心を占めることのほとんどない「症状」をテーマとし、心理療法家
と哲学者の対話を行う。問いは、
「症状」とは何か、である。つまり、解離症状や身体症状など、医学的
に「症状」と呼ばれているものを心理療法のなかでどのように扱うかということを議論するのではなく、
そもそも我々がそれぞれの現場で「症状」と呼んでいるものは何なのか、そして、精神分析の歴史の中で
「症状」と呼ばれてきたものは何なのかについて考え直すことを目的とする。なお、昨年の会員企画分科
会「心理療法家と哲学者の対話（1）
」では、発表者が哲学書の解説をするという形をとったが、今回は臨
床心理士と精神科医の 2 名が自験例を報告し、それらに対して哲学者 2 名がコメントをするという形で
進める。
抄録
塩飽 耕規（遊心会にじクリニック）
キーワード：症状，現前
転移と逆転移についての考察は今や精神分析的であるための必須要件となったが、症状の意味を問い
ただすことは特異なことになってしまったようである。精神分析という伝統がその対象としてきた「症
状」はどこへ行ったのだろうか。
「生きにくさ」や「自分のなさ」は症状ではない。同じように、
「身体化」
や「うつの症状」すら、かつて「症状」と呼ばれていたものと同じものなのかどうか怪しい。この疑義に
対しては、現代社会ではあらゆる病理が軽症化していると一喝することもできるが、ここでは視点を変
えて、
「症状」と呼ばれていたものは自らを現前させる場所を移した、と考えてみたい。本報告は、この
視点から一つのケースを見渡す試みである。
「現代におけるエディプスの行方と偽精神病世界：ナルシシズムと自閉スペクトラム」
飛谷 渉（大阪教育大学）
キーワード：エディプス，ナルシシズム，自閉スペクトラム
今や、精神科医を訪れる若い外来患者の半数以上が自閉スペクトラム症（ＡＳ）とおぼしき人たちであ

る。精神科医に期待されている仕事は、激しい行動病理を呈する境界例や、著しく解体した統合失調症患
者、そして確固とした転換症状をもつヒステリーの心を理解することから、ＡＳらしき人々の脆弱な精
神世界と社会との折り合いをつけることへとシフトしている。このようなマインドレスへの急変が意味
するところは、フロイト的無意識の霧散、クライン的内的対象の消失、さらにはエディプス状況のバーチ
ャル化である。ここで夢は幻覚と区別できず、症状は成立しない。そういった現代の若者の心の在り様
を、最近の自験例から照らし出してみたい。
上尾 真道（京都大学）
キーワード：症状，ラカン，分析の終わり
神経症の症状を、抑圧された過去の経験との複雑な因果性のなかに位置付けること——それこそが、フ
ロイトが臨床に導入した最も画期的な着想のひとつであった。それ以来、
「抑圧されたものの回帰」とし
ての「症状」は、精神分析的な知を特徴付ける本質的な概念であったろう。またそのことは、のちにラカ
ンをして、症状を消すことを目的とする治療と区別して、症状を突き詰めるものとしての精神分析につ
いて問わせしめることとなった。こうした「症状」の意義は、現代の臨床環境においてどのように改めて
論じることができるのか。臨床的問題提起に対し、精神分析-思想史的な角度からコメントを行い、議論
の裾野を広げることを目指す。
稲垣 諭（東洋大学）
キーワード：現象学，学生相談，主体
報告された事例に対して現代現象学の観点からコメントを行う。氏は、博士論文『衝動の現象学：フッ
サール現象学における感情および衝動の位置付け』を出版して以後、かつては現象学の弱点と言われて
いた感情、衝動、さらには行為、環境などの問題系を積極的に現象学の観点に組み込み、さらに現実場面
に活かし、そして活かされる試みを行なっている。2015 年、学芸みらい社から出版された『大丈夫、死
ぬには及ばない 今、大学生に何が起きているのか』では、大学教員として学生たちと向き合ってきた自
らの経験を元に、新しい哲学の可能性を切り開いた。他、
『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリ
ハビリテーション』
（2012、春風社）など多数出版。
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「初心者のセラピストと脆さを感じさせるクライエントとの心理療法初期における困難さ」
企画者

仙波 あゆみ（大阪経済大学大学院）

司会者

深見 博輝（大阪経済大学大学院）

発表者

仙波 あゆみ（大阪経済大学大学院）
松崎 佑亮（大阪経済大学大学院）
横田 侑佳（大阪経済大学大学院）
西村 翔（大阪経済大学大学院）

指定討論 鈴木 誠（くわな心理相談室）
企画趣旨
大学院で担当するケースの中に、病態水準が重いと考えられる方や、介入すると崩れてしまいそうな脆
さをセラピスト（以下、Th）が持つケースがあった。こうしたクライアント（以下、Cl）に対して、初
心者である大学院生はどのように会っていくのがよいのだろうか。
Cl から受け取る脆さは、実際、初学者である私たちの脆さなのかもしれない。それらが Th 側のもの
なのか、Cl 側のものなのか精査していく必要があるのだろう。また、続けて来ることができず、中断と
なる場合も多いように思う。アセスメントをする力が未熟な段階で、私たちはどのようなことができる
のだろうか。
本分科会では、大学院生が大学院付属のセンターで担当するケースの中で、Th に脆さを感じさせる Cl
との面接を発表し、困難さと、それにどのように対処していくのかを検討したい。
抄録
仙波 あゆみ（大阪経済大学大学院）
キーワード：家族関係，恐怖感，プレッシャー
家族関係について「1 人では心細い」ことで来談した 50 代の女性との面談過程を報告する。A は、初
回面接に話すことをレジュメにまとめて来所した。
「アドバイスを実行するための時間がほしい」ため 1
～2 か月に 1 回の頻度を希望されたが、初めは頻度を詰めることを提案すると了承したにも関わらず、1
か月後になった＃3 の予約の直前に、今回のキャンセルと以降の面接を中断した。
何度も助言を求める発言から私はプレッシャーを感じるとともに、非常に疲労感を感じていた。また、
状況や事実を話すばかりで、内面について Th にも触れさせないようにしている印象を強く持った。内面
に触れると Cl が崩れてしまうのではないかという恐怖感を強く感じたことと、このような Cl に対して
どのように会う必要があったのかについて検討していきたい。
松崎 佑亮（大阪経済大学大学院）
キーワード：統合失調感情障害，慢性期，介入しづらさ
統合失調感情障害と診断された女性との面接過程を報告する。この女性は以前、心理学を勉強し、自分

のことを知ることで楽になったという経験から、カウンセリングと心理検査を希望し、来談。主治医と連
絡をとり、
「薬物療法を開始し、しばらくたち安定しているので、カウンセリング、心理検査ともに問題
なし」との連絡を受け、開始。
面接中、彼女から受ける印象として、堅さがあった。それゆえに強い衝撃を与えると崩れてしまうので
はないかという、脆さを感じ、私の介入も余裕がなく、堅いものであったように思う。
そのような堅さがある中で、初学者はどのような介入ができるのだろうか。
横田 侑佳（大阪経済大学大学院）
キーワード：幻臭，侵入される怖さ，行動化
近隣トラブルを主訴に来談した 50 代女性との面接過程を報告する。Cl は、換気扇から排泄物の匂いが
すること、夜中にドアノブを触られる音がして眠れないことを主張した。Th は、それを侵入される怖さ
として捉えた。また、Cl は面接期間に警察沙汰を起こし、話の内容や行動がエスカレートしていったよ
うに思う。
ある回では、Cl と近所の人がやり取りした動画を Th に見せ、普段の面接とは違う様子の Cl に対して
怖さが増し、Th は介入することができなくなっていった。面接は次第に遅刻が多くなり、7 回目のキャ
ンセルを機に中断している。Cl は、Th の言葉や行動を侵入的と感じる場面が少なからずあったのだろう
と思われる。
西村 翔（大阪経済大学大学院）
キーワード：解離，離人症，外傷体験
今の自分の心理状態について相談したいということを主訴に来談された、20 代女性の事例である。
面接場面では、自分の感じている感情が自分のものじゃないような感覚、まるでガンダムに乗って操縦
しているような感覚といった語りがあり、離人症の様相を伺わせた。また、話している途中に考えている
ことが突然途切れてしまうといった解離のような症状もみられた。
解離や離人症の症状が現れるほどの、外傷体験があった可能性を考慮すると、初学者の私にとって Cl
に介入することに危うさを感じた。さらに、抽象的な表現も多く理解することが難しいこともあった。こ
のような Cl をどのように理解し、どのように介入していけば良いかということを検討したい。
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「
“わからなさ”について考える−タビストック方式乳児観察の経験から−」
企画者

濵田 亜貴子（大阪精神医療センター）
武田 和士（京都府立こども発達支援センター）

発表者

濵田 亜貴子（大阪精神医療センター）
武田 和士（京都府立こども発達支援センター）

司会者

小畔 美弥子（おぐる医院）

指定討論 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）
鵜飼 奈津子（大阪経済大学）
企画趣旨
本分科会では、タビストック方式乳児観察の実践の報告を行う。タビストック方式乳児観察とは、赤ん
坊が産まれてから満 2 歳に至るまでの 2 年間、同一家庭に同じ曜日、同じ時間に毎週 1 回の頻度で訪問
し、約 1 時間乳児とその家族を観察するものである。そして、その観察についての詳細な記録を基に、週
1 回少人数のセミナーグループにおいて具体的な乳児や家庭の様子だけではなく、観察者が感じていた事
などを振り返り検討する臨床家のためのトレーニングである。
この観察報告では、2 事例とも観察者が、観察対象児が何をしているのか、何をしたいのか“わからな
い”と感じる状況を体験した。その中でそれぞれの観察者が感じていたことや考えていたことを検討し、
観察場面での“わからなさ”について考えたい。また、観察という経験を通して、子どもの情緒発達や家
族関係についてどのようなことが見えてくるのか考える機会としたい。
「家族の中でのポジションを築いていくことの難しさ～点と点との接触から～」
濵田 亜貴子（大阪精神医療センター）
キーワード：タビストック方式乳児観察，愛着，逆転移
ここに、発表者が経験した、2 年間の乳児観察について報告する。
観察対象児 T は、生まれて間もない頃、置き去りにされていることが多かった。ハイハイができるよ
うになったあと、Ｔはおもちゃを代わる代わる手に取っては、別のところへ移動し、安心できる場所がな
いように見えた。発表者は T の好きなものや要求がわからなかったし、目が合うと困惑したり、こわい
と感じることさえあった。しかし、この感覚は観察期間を経るに連れ、変化していった。
観察の 2 年間、発表者は、Ｔを見落とさないように必死だった。Ｔが家族の中で体験してきたことや、
Ｔの成長と、発表者が感じていたことを含めて振り返り、検討したいと思う。
「乳児観察と家族」
武田 和士（京都府立こども発達支援センター）
キーワード：タビストック方式乳児観察，家族関係，わからなさ
N の観察は当初から賑やかなものだった。２人の同胞は頻繁に観察者にアプローチをかけ、N も移動が

可能になると観察者を遊びに誘い、観察者は子ども達に連れられて部屋を移動することもあった。観察
者は、受け入れられているという感覚と同時に、定点で観察を続けることが難しくなっていた。N は表
情豊かで積極的に観察者に関わってくるが、観察者は遊んでいる N が何をしているのか、したいのか、
そして観察場面で何が起こっているのか分からなくなることもしばしばあった。
2 年間の観察において、見て考えるのではなく動いてしまうことが多かったと感じている。観察経過の中
で何が起こっていたのかを振り返り検討したい。
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「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④
－精神分析的設定は訓練として多様な事例にも貢献しうるか－」
企画者

藤森 旭人（川崎医療福祉大学）
林 秀樹（就実大学）

司会者

林 秀樹（就実大学）

発表者

菱川 祐歌（川崎医療福祉大学大学院）
定守 加奈子（川崎医療福祉大学大学院）
市政 萌（大阪経済大学大学院）
金澤 泰子（大阪経済大学大学院）

指定討論 武藤 誠（淀川キリスト教病院）
藤森 旭人（川崎医療福祉大学）

企画趣旨
臨床心理士指定大学院修士課程の 2 年間は、臨床家としての訓練を受ける期間である。しかし、期間
が限定されている修士課程では、精神分析的な実践は馴染みにくい現状がある。
私たちはこれまで 3 度の分科会を設け、大学院生が担当した「精神分析的設定」によるアセスメント
セッションを検討し、その意義を模索してきた。そこでは、定位置からクライエントを観察する「枠」が
支えとなり、安心感を持ちながら面接に挑めることや、中立的な態度によって逆転移をより感受でき、そ
れを転移や投影同一化の文脈で捉えられることでクライエントの理解に繋げられる可能性が議論された。
今回も、大学院生が担当した 4 つの多様なアセスメント事例から、
「精神分析的設定」は指定大学院の訓
練として貢献しうるのか、改めて検討したい。
抄録
「惨めな感情を抱えておくことが難しい小学校高学年女児とのアセスメント過程」
菱川 祐歌（川崎医療福祉大学大学院）
キーワード：惨めな感情，操作的な関わり，立ち止まって考えること
本事例は、嘘をつくことを主訴とする小学校高学年女児 A とのアセスメント過程である。A は、乳児
期より母親から陰性感情を拾われず、惨めな感情に陥る体験を繰り返していた。そして、噓をつくことや
一つのことに留まらない行動よって表面を取り繕っていた。A は面接場面において、操作的な関わりに
よってその場を凌ごうとしたが、私は共に受け止め一度立ち止まり考えようとした。
初学者にとって、Cl.に振り回されることなく面接を進めていくことは非常に難しい。しかし、面接の
枠組みを提示し共有することで、Cl.に振り回されることなく考え続けることができた。精神分析的設定
における枠組みの意味と重要性について考察する。

「母親の過干渉に反発する ASD 女子高校生との共有体験」
定守 加奈子（川崎医療福祉大学大学院）
キーワード：ASD，共有体験，イニシャルケース
本事例は、ASD と診断されている女子高校生 B とのアセスメント過程である。B は私にはどこが面白
いのか分かりづらいところで笑ったり、自分が話したいことを一方的に話す特徴があった。B は高校で
いじめを受け、抜毛が出現していたが、このような特徴が周囲には理解されにくく、不適応状態に陥って
いるのではないかと考えた。また母親の物事に対する捉え方はやや偏っており、B はそれを「過大認識」
と表現していた。
しかし、精神分析的設定があったため、B の一方的な語りが展開されても私は平静を保つことができ
た。加えて、B の興味・関心に私が接近していくことで、他者と通じ合える感覚を培う支援ができるので
はないかという見立てに繋がった。
「感情の見えない女性とのアセスメント過程」
市政 萌（大阪経済大学大学院）
キーワード:見えない感情，表面的な理解，分からなさ
会社で自分の仕事も他人の仕事も抱え込んで体調を崩し、カウンセリングを勧められ来所した女性 C
とのアセスメント過程を発表する。
アセスメント面接で C は、今の自分は何もできず、
「とてもしんどくて辛い」ということを主張した。
しかし、C は感情を露わにすることなく冷静に話し、私はその苦しみを十分に感じることができず、C が
何を伝えようとしているのかも分からなかった。私は C について多くの情報を得ようと質問をしたが、
分からなさが解消されることはなく、得られた情報からは C の表面的な部分しか捉えることが出来なか
ったように感じている。
アセスメント過程を振り返ることで私と C との間で何が起こっていたのかを検討したい。
「自分の守りを崩さない成人女性とのアセスメント過程」
金澤 泰子（大阪経済大学大学院）
キーワード：逆転移，守りの固さ，Th が泣くこと
精神分析的心理療法では、Cl から投げ込まれた感情なのか自分の中から生じている感情なのか、瞬時
に逆転移を精査することは初学者には困難である。本事例は、
「人生の色々なことを聴いてほしい」と来
談し、2 週に 1 回の面接を希望した D とのアセスメント過程である。D は自分の守りを崩さない雰囲気
をもち、2 週に 1 回のペースは、D の守りの固さを感じさせた。私は D と同様に娘をもつ母親として、
逆転移を吟味することに心を砕いた。#2 では逆転移から私は涙を流した。なぜ泣いたのか私自身解らず
動揺したが、アセスメント過程を振り返ると、本格的な心理療法への導入の鍵の 1 つになったと思われ
る。
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「ネットツールと精神分析的関わり」
企画者

上田 順一（大倉山子ども心理相談室）

イントロダクション・司会

人見 健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり）

発表者

人見 健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり）
中澤 幸恵（医療法人碧水会

指定討論

汐ヶ崎病院）

上田 順一（大倉山子ども心理相談室）

企画趣旨
ネットツールの普及は、私たちの生活に有形無形に多大な影響を与えている。気軽に知らないことを
検索でき、見知らぬ人たちへの情報発信や交流などを可能にしているなど、恩恵は計り知れない。その
「即時性」は大きな魅力だが、それゆえに「待つこと」や「心的空間を維持すること」が難しくなったと
も言える。これらは、精神分析的な心理療法を考える上でも重要である。精神分析的心理療法は長い時間
のかかるものであり、
「即時性」とは対極に位置する面がある。また、聴覚情報を媒介とした情緒的交流
を重視するアプローチであるため、ネットツールの視覚優位性のあり方とも一種、対極的である。対極的
であること＝デメリットであるとは言えないが、人のありように影響を与え、人と人との交流のあり方
にも変化をもたらすネットツールの存在をどのように考えたらよいだろうか？
上記のことのイントロダクションを人見が行い、臨床ビネットに即した思索を、人見、中澤の 2 名の
演者が発表し、指定討論者である上田との対話から始め、フロアの先生方とも討論したい。
抄録
イントロダクション「インターネットツールと理解すること、誤解すること」
人見 健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり）
キーワード：インターネットツール，理解することと誤解すること，
妄想分裂ポジションと抑うつポジション
メールに始まり、Instagram までネットツールは幅広く活用されている。顔文字や絵文
字、
（笑）や ww など、様々な補助的な記号の用いての交流だが、こうしたものを活用することは、文字
情報に陰影を与えるためであり、誤解を恐れる在り様でもあるだろう。しかし現状はそれでも誤解が生
じる。LINE の「既読」に代表されるように、若者の SNS の活用は「時間との闘い」でもあり、
「時間を
置くこと＝悪」と見做される場合さえある。スマホ依存が大きな社会問題となっているが、依存症状態を
作り出すツールの特性はさほど論じられない。これらの「即」ということと、
「抑うつポジション」にお
ける理解することを対比させてみたい。多くの場合、妄想分裂ポジションの投影過剰な世界がネット上
で繰り広げられているように思えるからである。このイントロダクションは一般論であり、以後の臨床
ビネットを理解するための補助線である。

「見たいという欲望と見たくないという葛藤を刺激するインターネットツール」
人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり）
キーワード：インターネットツール，面接室への持ち込み，治療者の欲望が意味するもの
昔からセッションにノートや写真を持ち込むクライエントは存在したが、ここ最近、スマホのデータ
を見せようとするクライエントは若年層を中心に爆発的に増えたという印象を持つ。学校臨床現場にお
いて「いじめの証拠」とされれば見ないわけにはいかないが、
「その人の語りを聴く」
「それ以外の持ち込
みは抵抗である」といった技法論が身に付いているがゆえに演者は戸惑いを覚えることも少なくない。
開業現場となるとその戸惑いは倍増するが、
「見たいという治療者の欲望」もないわけではなく、既に転
移・逆転移の問題が反映されている。当日は、深刻な希死念慮を訴えて来談していた女性クライエントが
3 年以上経過して無事に成人式を迎えた時の写真をスマホで見せてきた時のやり取りと、そこで起きた交
流、その後起きた展開を提示することで、
「待てない」治療者と「見せたい」クライエントを描き出した
い。
「インターネットツールを媒介とした心理的援助」
中澤 幸恵（医療法人碧水会

汐ヶ崎病院）

キーワード：インターネットツール，思春期・青年期，心理的援助
時間や場所を選ばずインターネットを利用できる環境は急速に広がり、情報収集、他者との連絡や交
流、動画やゲームなど、多様な用途を満たすインターネットツールは子どもたちにとっても非常に身近
なものとなった。臨床場面においても、SNS に動画や画像を投稿するような気軽さでセラピストにスマ
ートフォンを見せてきたり、ネットに流布している概念に自らを組み込み、自己存在を訴えてきたりす
るクライエントにしばしば出会う。本発表では、成長発達促進的な観点から、思春期・青年期のクライエ
ントとの間でインターネットツールを扱うことの意味と、学校や社会生活集団への参加を助ける支援展
開について、事例を提示しながら考察したい。

会員企画分科会 8 6 月 17 日（日）10 時～12 時 30 分

A31 教室

「フェレンツィとドルトにおける生と死」
企画者 森 茂起（甲南大学）
発題者 竹内 健児（立命館大学）
春木 奈美子（京都大学）
森 茂起（甲南大学）
企画趣旨:
精神分析の発展に多大な業績を残したシャーンドル・フェレンツィ Sándor Ferenczi（1873-1933）とフ
ランスの精神分析界にあって独自の境地を切り開いたフランソワーズ・ドルト Francoise Dolto（19081988）は、直接の影響関係はないものの、
「臨床実践と理論形成を、子どもはどこからやってきて死者は
どこに行くのかという人間存在の根本的謎の上に築いた」
（Kelly-Lainé, 2012）点で、そして出生以前の
存在の源にまで遡る生と死の過程を理論化した点で、共通している。また、
「言語」
「トラウマ」という切
り口でラカンとの関連から両者の理論、実践を検討することもできると思われる。本シンポジウムは、両
者の思想が響きあう箇所を探ることで、人生最初期における子どもの体験を理解し、実践への示唆を得
ることを目的とする。フェレンツィとドルトの両者に同時に光をあてる日本で初めての機会になるであ
ろう。
抄録
「ドルトからみたトラウマと無意識的身体像」
竹内 健児（立命館大学）
キーワード：トラウマ，無意識的身体像，フランソワーズ・ドルト
ドルトは『子どもの精神分析セミナー第 3 巻』の 2 章「心的外傷」において、精神分析における心的
外傷とは、
「想像と現実との出会い」であり、
「想像の領域と現実の領域を区別することはできない」とい
う。そして、
「心的外傷の源となった現実の出来事の向こう側」にまで到達する必要性を説く。現実の出
来事は感覚器官を通って心に侵入し、子ども自身の想像と綯い交ぜになって心に蓄えられ、無意識的身
体像が形成される。身体像は、言語や絵などを媒介にして表現の出口をみつけるまで、子どもの身体や行
動に影響を及ぼし続けるだろう。いくつかの事例を取り上げながら、このテーマについて考えてみたい。
「死について語ること——フランソワーズ・ドルトにおける」
春木 奈美子（京都大学）
キーワード：フランソワーズ・ドルト，死，語られなかったこと non-dit
死に纏わる出来事は、大人にとっても子どもにとっても、端的に語るに困難な恐怖であり苦痛である
だろう。言葉にされることなく曖昧にされたものから、時に世代を超えて、精神の病が萌芽することにな
る。
“黙っておく”という大人たちの「配慮」によって、かえって恐怖と苦痛は増強され、その犠牲を（し
ばしば子どもの側に）強いることになるのだ。このことは、わたしたち人間が、言語（象徴）に貫かれた

存在であることを意味している。
本発表では、フランスの精神分析家フランソワーズ・ドルトの思想を導きの糸として、そうした負の遺
産について考えてみたい。これは同時に、昨今の不穏な世界状況にあって、吃緊の課題でもあるだろう。
「生を支える意志について―フェレンツィとドルトを参照して」
森 茂起（甲南大学）
キーワード：死の欲動，生への意思，シャーンドル・フェレンツィ
「自分は望まれて生まれたのか」という問い、そして「自分は生きていてよいのか」というそれに深く
結びついた問いは、多くの子どもが一度は問うものであり、逆境的な環境に育つ子どもにとってはいっ
そう切実な問いである。フェレンツィは、
「望まれない子どもと死の欲動」という論考でこの問いに触れ
て、まだ死に近い出生直後の子どもが生に足を踏み出すには、生きることを望まれているという感覚を
与える世話が必要であると言う。ここではフェレンツィが「性器理論の試み」で展開した出生以前に遡る
個人の発生史と、最晩年の「死の欲動」論を、ドルトの去勢段階説も参照しながら考察する。

◆研究発表
研究発表

6 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時 A23 教室

司会者 武藤 誠（淀川キリスト教病院）
研究発表 1
「精神科急性期病棟での精神分析的心理療法の可能性」
木下 直紀（聖マリアンナ医科大学病院精神療法ストレスケアセンター）
キーワード：精神科急性期病棟，精神分析的心理療法，長期治療への導入
精神科急性期病棟では診療報酬の規定により、1 か月を超える長期の入院治療を行うことは難しい。そ
れにもかかわらず、入院している心因性疾患、パーソナリティ障害の患者は、入院加療を要するという事
実からも分かるように重症例が中心であり、彼らに心理療法を行うならば長期の治療が必要となる。そ
のため、精神科急性期病棟では心理療法が治療方法として積極的に選択されることはない。入院中の患
者の医学的治療が難航した際に、危機介入や事態の鎮静化を目的に、消極的に心理療法が依頼されるの
が専らである。精神分析的心理療法が入院治療における積極的な選択肢となるためには、精神科急性期
病棟という臨床現場の構造を理解し、それに適した心理療法のあり方を構築する必要がある。本発表で
は、平成 29 年の当院での精神科急性期病棟での心理療法実践を報告し、精神科急性期病棟における精神
分析的心理療法の可能性について発表する。なお、本発表で取り上げるのは精神分析的理解を応用した
援助実践ではなく、精神分析的心理療法実践である。
平成 29 年の当院の精神科急性期病棟での心理療法実践は 10 セッション前後の短期介入が中心であっ
た。入院病棟では患者が 24 時間生活しており、心理療法に使える素材が収集されやすく、短期間の介入
でも治療的素材は十分に提供されていた。また、短期の心理療法で重症例のパーソナリティ変化を達成
することは不可能であるため、急性期病棟での心理療法は退院後の心理療法や診療を含めた長期的な治
療を行うための導入作業となっていた。さらに、心理療法の治療者が医師や看護師など、患者の心を受け
止める多くの受け皿を繋げて大きなコンテイナーとすることで、入院病棟は強力なコンテイン機能を発
揮した。構造化された治療を必要としつつ導入が難しい重症例に対して、このように長期的な治療に繋
がる可能性を高める作業を行う治療的意義は大きいと言える。
精神科急性期病棟での精神分析的心理療法は、入院病棟の構造を活用した入院力動的精神療法の特長を
生かし、長期的な治療への導入のための作業を行うユニークな実践となりうる。このように構築すれば、
精神科急性期病棟での精神分析的心理療法にも十分な可能性があり、積極的な治療方法として主張して
いく意義があると考える。

研究発表 2
「死にゆく患者の尊厳を支える“受け皿”としての精神分析」
山村 真（JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院）
キーワード：緩和ケア，受け皿，good death
平成 19 年にがん対策基本法が施行され、がん医療の均てん化が謳われたことにより、多くの病院で緩
和ケアチームが設立されることになった。それに伴い、心のケアの担い手として臨床心理士を起用する
病院も増えてきており、この動きは今後ますます加速していくだろう。
だが、緩和ケアチームにおける臨床心理士の役割は明確でなく、各々が自分たちのそれまでの経験を
踏まえて手探りで仕事をしているというのが実情である。他のスタッフからは、病気や身体症状に伴う
不安や抑うつの軽減を期待されることが多いが、そのような心理的サポートは、実のところ、病気や療養
に関する情報提供のできる看護師の方が得意だったりするのである。しかしながら、死へと向かう喪失
と悲嘆の経験が極めて複雑で独自な体験過程（山本, 2014）であることを考えれば、
「望ましい死 good
death」を支援する緩和ケアの領域においても臨床心理士が貢献できることは少なくなく、とりわけ私は
精神分析の考えに基づいた人間理解の方法論がその人らしい死の創出を援助するにあたって有用だと考
えている。
本発表では、40 代前半の乳がんの女性患者 A の症例を報告し、緩和ケアにおける精神分析的視点の意
義について検討したい。A は終末期になって夫との離婚を考えるようになったが、その背景には、離婚に
踏み切ることで夫をはじめとした重要な他者に自分の存在を印象づけ、彼らの中に自分の生きた証を残
そうとする無意識的な動機があったと思われる。また、幼少期に蒸発してしまった父へのそれまで否認
されていた感情を清算しようとする、キューブラ―・ロスのいう「やり残しの仕事 unfinished business」
の側面もそこにはあったのだろう。
患者の内的世界や周囲の人々との無意識的コミュニケーションに対する理解を深めていくことで、一
切の希望が絶たれてしまったかのように思える終末期の患者の言動の中にも様々な意味を見いだすこと
ができ、それを汲み取ってこそ、その人らしい最期の迎え方を考えることができる。また患者の死は治療
者にとっても喪失体験である。そうした喪失体験を持ちこたえ、治療者として生き残っていくための“受
け皿”としての機能をも精神分析は有しているのだと考える。
【参考文献】
山本 力 2014 喪失と悲哀の心理臨床学 誠信書房

研究発表 3
「総合病院における短期集中型心理療法の可能性－その設定と限界－」
今出 雅博（三重県立総合医療センター）
キーワード：設定，総合病院，短期集中型心理療法
総合病院では、様々な診療科にて、患者の病気や怪我に対する治療が行われている。そこでは、身体症
状の除去、改善、機能の回復あるいは緩和が主目的となり、治療を受ける患者の心について考えること
は、困難であり、しばしば置き去りになる。特に入院患者は、四六時中、自分の病気や怪我の身体状態に
直面せざるを得ず、強い不安や恐怖に圧倒され続けている。また、患者は入院治療に適応するために、依
存的となっているため、自律性は抑制され、見捨てられ不安や抑うつが喚起されやすい状況にある。しか
しながら、医療スタッフがこうした患者の情緒的側面に目を向けることは限定的である。自身の家族や
知人から、こうした情緒面におけるサポートを受けられる患者ばかりではない。一部の患者は、入院治療
にまつわる情緒に圧倒され、そういった情緒に圧倒される体験が、時には、身体的回復の妨げになること
もある。こうした入院患者に対し、短期集中型心理療法を提供することの意義について、事例を通して考
えてみたい。
癌患者の女性Ａは、外科的手術を受け、癌は除去された。その後、再発予防を目的とした放射線治療、
抗癌剤治療が行われた。Ａは、吐き気といった抗癌剤治療による副作用に悩まされながらも、癌治療その
ものは成功し、退院、外来通院へと切り替わり、Ａは回復の途上にあったかのように思われたが、突然、
嚥下障害を呈し、食事を取ることも困難となり、低栄養状態のため、全身状態が急速に悪化、Ａの栄養状
態の管理を目的に再度入院となった。Ａの治療にあたっていた主治医や緩和ケア医から、心因性の問題
が疑われたため、私に心理療法の依頼が入った。私は、入院期間 3 カ月という限られた中で、病室にて、
週 3 回、45 分の心理療法をＡに提供した。その結果、Ａの嚥下障害は回復し、全身状態も回復に至った
事例である。
この事例の治療経過を振り返り、短期集中型心理療法の効果と限界について、1．設定の観点、2．医療
行為におけるトラウマの観点、3．入院状況が喚起する人生の重要な自立の観点について、Money-Kyrle
の「3 つの重要な事実」を元に考察していきたい。

研究発表

6 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時 A32 教室

司会者 今江 秀和（広島市立大学）
研究発表 4
「精神分析的心理療法における現実的な相互交流の用い方―― 治療的柔構造を用いた 1 例 ――」
清川 雅充（元 一橋大学学生相談室）
キーワード：パニック障害，現実的な相互交流，精神分析らしさ
パニック障害・不安障害の心理療法には認知行動療法や暴露療法が推奨されており、また短期間での治
療効果が期待できそうに見受けられる（今日の精神科治療指針 2006,2006;日本クリニカルエヴィデンス
編集委員会,2001）
。しかし、精神分析的心理療法に関しては有用性のエビデンスが報告されていないのみ
でなく（新精神科治療ガイドライン,2005）報告自体あまり見られない。
このような中、鈴木・守屋（2008）は、パニック障害の精神分析的心理療法過程は認知行動療法のプ
ロトタイプに近似し、精神分析的な技法要素以外にも、支持・認知行動療法的技法等、統合的な心理療法
の技法要素を捉えていると論じる。さらに Ablon,&Levy（2006）は、パニック障害の精神分析的心理療
法に関しても他の治療法と同等の効果が見られた研究を紹介し、パニック障害の治療効果と相関のある
項目も示している。
今回演者は精神力動的には転換傾向や自己愛傾向が目立ち、その上両親との間に深刻な葛藤が見られ、
病理が重いと思われるパニック障害の精神分析的心理療法を経験した。この症例では精神分析的な解釈
に加えて様々な心理療法の技法要素も支持として用いたが、演者にはこのような現実的な相互交流が治
療上有効に働いたと考えられたので考察したい。
臨床素材：女性患者 A は、初診時約 1 年前から出現した一人になる不安と過換気を主訴に私の勤務し
ていた精神科医療機関を受診した。初め 3 ヶ月間の入院中は 1～2 回/週,１回 50 分で面接を開始したが、
退院後の外来では 1/2 週となり 10 ヶ月後からは 1/月になるなどかなり柔軟性を持った治療構造（治療的
柔構造）で進められた。
治療は精神分析らしさを保持するために「発症の直接の契機（誘因＝真実）
」の解明を目標の 1 つとし
て、また転移解釈を怠らぬようにと進められたが、A は面接の途中で体調を崩す事も多かった。このよう
な危険性を防ぎ、また 2 週に 1 回と言う頻度でも A がその間持ちこたえられるようにと補う必要性もあ
り、演者はいつの間にか認知行動療法的な方法，筋弛緩法，フォーカシング，エクスポージャー法，等の
様々な心理療法の技法要素を用いた。これらは患者が現実的な困難を乗り越えるための支持として用い
たが、治療開始約 2 年半過ぎの終了時には発病前のような状態に安定して行った。
以上、今回演者はパニック障害の精神分析的治療における様々な支持的な技法の取り入れ方を症例を
通して紹介する。

研究発表 5
「週 1 回以下の面接で精神分析的に会うことへの挑戦と限界」
若佐 美奈子（西天満心理療法オフィス／渡辺カウンセリングルーム）
キーワード：面接頻度，事例研究，治療者の休み
我が国の多くの心理療法家は、週 4 回以上が標準とされる精神分析の営みから生まれた豊かな知見を
現場に活かすために、日々格闘している。不純物だらけの面接空間の中で、転移のかけらをかき集め、逆
転移を研ぎ澄まし、解釈らしきものを紡ぎ出して伝えたとしても、患者に大きな内的変化をもたらすプ
ロセスが生じることは少ないかもしれない。
一方、精神分析学が我々にもたらす、辛苦に晒されている人のこころのメカニズムに関する理論や心理
療法プロセスの促進または阻害要因、介入技法などは、純粋な精神分析の準拠枠でのみ通用するものな
のだろうかという問いも生じる。近年、週１回の精神分析的心理療法の有効性と限界についての議論が
活発である（高野編 2017）
。しかし、実はさらに低い頻度で面接をする心理療法家も多い。そうした頻度
の低い面接において、精神分析的な理解と姿勢は無力なのだろうか。精神分析の本質を活かした応用は
可能だろうか。事例を用いて詳しく検討し、有用性と限界を知る必要があるだろう。
本発表で私は、治療者の突然の休みに対する患者の一連の反応に関して、４つの事例を提示して比較
検討する。週 1 回で４年間の精神分析的心理療法を続けてきた 30 代男性と、週 1 回で面接の初期段階に
いる 20 代男性、そして隔週面接の 20 代女性、さらに月１回面接の 50 代女性の、治療者の休み直後のセ
ッションのやりとり、およびその後のプロセスについて、面接頻度の違いによる影響を考察する。
頻度の低い面接では、患者の無意識的空想を浮かび上がらせることはある程度可能であったとしても、
患者がそれを転移‐逆転移関係の中でヴィヴィッドに体験し、治療者の解釈を自分自身の内界の理解に
つなげることは困難であると言わざるを得ない。また頻度が低いと、1 回の情緒的交流体験をさらに深め
ていく推進力も弱い。本発表では、1 例目とそれ以外で質的な差異が見られることを、セッションの提示
によって明確に示す。また、週１回面接であっても、ワークスルーが進んでいる事例と初期の事例とで
は、転移の様相が異なることも描き出したい。
最後に、こうした限界を踏まえて“にもかかわらず”精神分析的理解を臨床現場に応用していく方法につ
いて議論したい。
【文献】
高野晶編著（2017）
．週一回サイコセラピー序説: 精神分析からの贈り物．創元社．

研究発表 6
「雑多なものを取り扱うこと−学生相談と精神分析的心理療法−」
渡邊 則子（公立学校スクールカウンセラー）
キーワード：学生相談，雑多なもの，マネジメント機能
精神分析的心理療法を学生相談で実践しようとする時、難しさを感じることがある。学生相談の臨床
において、精神分析的心理療法の実践はどこまで可能なのだろうか。この問いかけに対しては、すでに学
会等で多くの事例報告がなされており、知見も積み重ねられている。そこから学ぶことは多いが、私自身
は学生相談ではこころ（内面）に焦点を当てた面接のみではなかなか事態が変化していかないという経
験をすることがある。それは、学生相談ではカウンセラーにも現実的な課題への対処や環境調整を行う
マネジメント機能が求められているからなのだろうと感じている。
学生相談室は学生支援組織の中に位置づけられる。それぞれの学校の相談体制や学生状況によって内
容も異なってくると思われるが、学校生活全般の相談窓口ということもあり、修学に関すること、心身の
不調に関すること、人間関係など、様々な相談が寄せられる場である。そこには雑多なものが一度に持ち
込まれる。
学生相談は、学生の生活の延長線上である学内での相談であること、
「卒業まで」という時間的な期限
があること、教育的な視点を欠くことができないことなどの特徴を有している。そして、こころと環境の
両方への支援が必要になる。
相談室を利用する学生は、自分が直面している課題をできる限り早く解決したいと望み、じっくりと
時間をかけて内面を探ることには消極的であることが多い。答えを欲しがる学生と答えを示さないカウ
ンセラーとの関係は、時として膠着状態となり、結果的に面接が中断してしまうことがある。また、面接
が動き始めた頃に卒業を迎えてしまうこともある。そこに難しさを感じている。
学生相談の場で精神分析的心理療法は何ができるのだろうか。私自身は、精神分析の理論を準拠枠と
して見立てを行い、here and now の関係の中で生じる転移を扱うことによって、学生が自分の内面と向
き合う機会を提供することだろうと考えている。学生が自分について考えられるようになることが、う
まくいかない状態を変える第一歩になるのだと思う。
当日は、具体的な事例を提示し、雑多なものが持ち込まれる学生相談における精神分析的な視点とカ
ウンセラーのマネジメント機能についての検討を試みたい。

研究発表

6 月 16 日（土）13 時 30 分～16 時 A31 教室

司会者 宮田 智基（関西カウンセリングセンター・京都精神分析心理療法研究所（KIPP）
）
研究発表 7
「身体医療において、患者、家族、医療者の体験を理解することの治療的重要性について」
田村 雄志（佐野厚生総合病院、こもれび心の診療所）
キーワード：身体医療，力動的体験理解，グループプロセス
演者は総合病院の臨床心理士として、精神科の臨床業務に併せて、がん緩和ケア、身体科の心理コン
サルテーション業務を行っており、患者やその家族の希望、医療者の勧めに基づき、治療的介入の依頼
に対応している。依頼の目的は様々であるが、そのほとんどは患者や家族の心理的問題を対象とした
「精神的ケア」を現場の医療者から求められるものである。しかし、いざその現場に入ってみると、
「精神的ケア」という極めて医療的で曖昧な言葉で依頼がなされた背景には、病棟というグループにお
ける関係性において患者や家族、医療者それぞれの情緒体験が絡み合うことで生じた心理的葛藤やニー
ズが存在していることも多く、そうした関係性やグループを力動的にアセスメントする視点を持つ事、
患者・家族への直接的介入だけでなく現場の医療者への間接的介入も想定して関わる事が必要となって
くる（田村、2014）
。
また、E.Jacques が述べた「集合的防衛」を表すかのように極めてマニュアル化されてきた現代の身
体医療において、A.Kleiman が患者の「病の語り」のなかに、I.Menzies-lyth が看護師という組織のな
かに、W.R.Bion が集団内の関係プロセスのなかに見たように、患者・家族・医療者の関係性の中にう
ごめくそれぞれの体験について観察や力動的理解を進めていく事は、その「集合的防衛」の綻びや隙間
から生じた個人の葛藤に焦点をあて、治療的介入の機能を促進するものである。さらに、そうした体験
は、治療的介入という構造設定を持つ関わりのなかでのみ理解が可能なものであり、その理解を可能と
するのは介入者自身の体験、例えば逆転移などの力動的体験の理解によってなされるものであると言え
る。
一方、上記のように力動的視点による取り組みはその治療的関わりの質を豊かにするものであるが、
医療機関におけるがん緩和ケア、身体科領域での力動的理解や関わりについての研究や実践報告は少な
い。
そこで本発表では、演者が関わったがん患者家族との関わりの一事例を素材とし、家族と医療者との
硬直した緊張関係が生じていたことから演者に治療的介入依頼がなされ、演者自身もその緊張関係の渦
に巻き込まれながら家族と医療者の支援を行っていった過程をもとに、その力動的体験と関係性の理解
について考察したい。
【文献】
田村雄志（2014）
「がん患者・家族・医療者の関係性における文化」.こころと文化.13-2 （1）

研究発表 8
「対話的心理療法における自己と他者：自死をめぐって」
手束 邦洋（手束心理言語臨床研究所・目白台心理相談室）
キーワード: 描画，死に至っている存在，対話
１．
「対話的」という用語
月２週 1 の面接で私はしばしば描画によって「心」の断面を直観的に表現してもらう。そこからの言
語的連想に基づく理解解釈は分析的である。対話の流れは描画によって影響を受ける。描画は忘れられ
るが現在的な病理の場所を示し続け、折に触れてそこに復帰することで対話は次第に深まり進展する。
「精神分析的」に対置して「対話的」という語を用いるのはそうした背景による。
２．描画を含む対話的心理療法
描画を対話の流れの中で行い対話に生かすので、全体としては「対話的」である。通時的関心に基づ
く談話が一段落し共時的な関心が現れる時に描いてもらう。風景構成法は文字通り共時的な「心の風
景」を映す。現在未来過去の投影樹木画は時間性の三次元における共時的自己像を示す。スクィグルゲ
ームは相互共時的描画が通時的対話を媒介する。対話の文脈の中で描画は行われ、描画が新たな文脈を
作り出す。
描画には危険性もある。描画に示された行動が独走して対話が追いつかないことがある。
３．臨床素材
働く若い女性。根本を解決したいと来所。風景構成法では川に入りそうな人物が描かれていた。表情は
穏やかになったり険しくなったりする。次第に対話を寄せ付けなくなり、1 年目のある時（月 2→週
1）：死にたくなくなったら困ると言って帰る。その夜自死を決行。一命を取りとめ数か月の療養の後に
本人の希望で再開（月 2）
。2 年目のある時：予定外の命をやっている。前は死が支えだった。今も前か
らの延長でいるが人に影響を与えていると初めて思っている。＜呼吸している。人と同じ空気を吸って
いる。今あなたは生きている＞うん。
４．死についての対話
臨床の場所で二者の自己はそれぞれが死に至っている存在 Sein zum Tode（ハイデガー）であるが、
他者に方向づけられてもいる。自己身体の固有感覚は他者には了解不能であるが、まなざしや声の交換
においては、固有感覚の相互侵入が生じ他者との接続が生まれる。希死念慮は接続の不可能の表現であ
り、対話不能を対話の中で表す。自死は生への反抗であると同時に自己慰撫でもあるようだ。
「死にた
くなくなったら困る」という言葉は対話的関係の拒否を対話的に表している。次第に死について対話で
きるようになるにつれ、対話の意味を認めるようになった。

研究発表

6 月 16 日（土）16 時 30 分～19 時 A23 教室

司会者 金沢 晃（神戸市外国語大学）
研究発表 9
「構造化した「授業観察」という精神分析的実践を通した援助の可能性」
太田 静男（京都大学大学院／名古屋市スクールカウンセラー）
キーワード：授業観察，構造化，スクールカウンセラー
学校において、特別の支援を必要とする児童生徒が、スクールカウンセラーの専門的な援助と繋がるこ
とは少ない。そこには児童生徒の依存することに関する葛藤の課題や行動化優位の発達段階というテー
マなどがあり、心理療法を提供することが難しい。児童生徒らにとっても、自分に特別の支援が必要だと
思うことすらないかもしれない。また、カウンセリングなどによる支援が導入されたとしても、キャンセ
ルや中断が当然のように起き、継続的な支援が困難に直面することも多く、臨床心理学などの知見にも
とづいた支援が必要な児童生徒に届かない実態がある。
そこで、スクールカウンセラーとして小中学校に勤務する私は、構造化した「授業観察」を行った。そ
の構造とは、原則として毎週、同じ曜日、同じ時間に、同じ学級での精神分析的観察である。構造化した
「授業観察」の目的は、授業という学級集団における情緒的・無意識的プロセスを探索し理解することで
ある。児童生徒は教室で授業を受けているので、観察者は、学校の授業という構造化した時間や場所を利
用して、自ら面接室を訪れることが稀な児童生徒を観察することができる。そこで、特別の支援が必要な
児童生徒が浮かび上がり、彼らと向かい合い、彼らの問題に気づくことができる。構造化された「授業観
察」では解釈などの介入は行わないが、観察者は、児童生徒によって強く情緒を揺さぶれる体験もして、
集団状況を理解する手がかりは非常に豊かである。
臨床素材として、年間を通して行った「授業観察」の一部を提示する。構造化した「授業観察」を進め
ていくと、児童生徒一人ひとりの課題の他にも学級集団の力動的な問題や不安や防衛などに気づくこと
ができる。構造化した「授業観察」を活用した支援を有効なものにするためには、観察記録などを用いた
教員へのフィードバックやコンサルテーションなどを実施した。それらを通して、教師が児童生徒や集
団状況の理解を深め、授業の一助とすることができた。
多様化しているスクールカウンセラーの援助は、ややもすると理論的な根拠を見失いがちである。構造
化した「授業観察」という支援は、学校現場における精神分析の日常臨床のひとつの形態として、精神分
析を応用することが可能であると考えている。この構造化した「授業観察」を通して、理論的かつ実践的
な基盤を提供できるのと考えられる。

研究発表 10
「精神病から神経症への移行――K. Abraham と S. Radó の精神病治療の先駆的試み――」
藤井 あゆみ（同志社大学グローバル・コミュニケーション学部嘱託講師）
キーワード：精神病治療，K. Abraham，S. Radó
S. Freud は、メランコリー（うつ病）患者においては、精神分析治療にとって重要である転移が起こ
らないとし、その治療は困難であると判断していた。それに対し、躁うつ病（疾病分類上、躁もメランコ
リーも含む）の患者に精神分析を行い、その治療の効果を示したのが、彼の高弟 K. Abraham である。
K. Abraham は「精神障害の精神分析に基づくリビード発達史試論」
（1924）でメランコリーが治癒へと
向かう過程に言及している。その過程とは、メランコリーの病間期に精神分析を行うことによってメラ
ンコリーがヒステリーの水準へ引き上げられる過程のことである。それはつまり、精神分析治療によっ
て「精神病」が「神経症」へ移行することを示している。彼が「発見」したこの移行は、精神分析におけ
る鑑別という複雑な問題を孕んだものであるが、それまで精神分析が治療の対象としなかった精神病に
アプローチできるようになる大きな契機となった。M. Klein の図式である「妄想分裂態勢」から「抑う
つ態勢」への移行も K. Abraham のこの発見から導かれたものだと言えよう。
この考察を基に、K. Abraham から薫陶を受けた S. Radó は「メランコリーの問題」
（1927）において、
「神経症」から「精神病」へ移行する過程を説明した。これは、K. Abraham が「発見」した過程（
「精
神病」から「神経症」への移行）とは真逆の過程である。S. Radó によってはじめて、「神経症」と「精
神病」を往来する領域横断的な精神障害が精神分析の俎上に載せられたのである。このことは、後年にな
ってから M. Klein が叙述することになる「妄想分裂態勢」と「抑うつ態勢」の間の揺らぎについての先
駆的な見解として捉えられるだろう。
本発表では、K. Abraham と S. Radó のメランコリー論を比較考察し、彼らの見解が M. Klein の図式
（
「妄想分裂態勢」から「抑うつ態勢」への移行）の前史として重要な位置を占めていることを明らかに
する。このことにより、精神分析における鑑別の問題および精神病治療の問題を改めて考えたい。

研究発表

6 月 16 日（土）16 時 30 分～19 時 A23 教室

司会者 広瀬 隆（帝塚山学院大学）
研究発表 11
「自閉症スペクトラム障害と診断されたきょうだいをもつ大学生の支援」
中村 曜子（西條クリニック）
キーワード：自閉症スペクトラム障害，カサンドラ症候群，病理的組織化
大学の学生相談室にはさまざまな訴えをもつ学生がやってくるが、大学 3、4 年生になると就職活動へ
の不安を訴える者が少なくない。その理由のひとつに、エントリーシートが書けないことが挙げられる。
昨今の就職活動ではエントリーシートとして、まず自分の長所や大学時代に頑張ったことを述べなけれ
ばならない。
自分の長所が見当たらないと訴える学生は想像以上に多いが、その中に、きょうだいが自閉症スペク
トラム障害と診断されている学生がいる。彼らはきょうだい（以下 AS 児と記す）の示す ASD の特性の
影響を色濃く受けながら生育している。たとえば、きょうだい間のコミュニケーションが意思伝達の機
能として成立しにくいのは、自分のコミュニケーションスキルのせいだと思っている。また AS 児の反復
行動は家族を疲弊させやすい。そのためスムーズに物事を運ばせることに重きが置かれ、AS 児を刺激し
ないことを親は彼らに求める傾向がある。こうした環境の中で生育してきた彼らは、他者に配慮するこ
とを最優先し、自分も意思をもつ存在であることに目が向かない。よって、就職活動に際し長所を見つけ
たり自己アピールしたりすることを求められると、途端に混乱に陥ってしまう。
ところで、AS 児とのコミュニケーションがうまくいかないことによって、家族や友人など身近にいる
人に心身の不調が生じる二次障害を「カサンドラ症候群」と呼ぶ。配偶者の場合は二者関係で考えて行か
れるが、きょうだいになると両親ときょうだいと自分というより複雑な三者関係の中で呈された問題を
考えて行く必要がある。ASD を正しく理解するための教育的側面も大切だが、その視点だけでは彼らの
不安感や主体性のなさは理解できない。主体性をもたずに生きてきた彼らの内的世界を理解するときに
は力動的な視点が有用になる。息を潜めるかのように生きて来ていたが、実はその役割を担い続けるこ
とこそ彼らの自己愛を保つために重要だった。つまり John Steiner が述べた「病理的組織化」が浮かび
上がってくるのだった。
今後も増える可能性のある AS 児のきょうだいへの支援では、教育的側面と力動的視点の双方を取り
入れることの必要性について症例を提示しながら考えて行く。
【参考文献】
Steiner, J.（1993）
：Psychic Retreats；pathological organizations in psychotic , neurotic and borderline
patients．Routledge．衣笠隆幸監訳（1997）
．こころの退避―精神病・神経 症・境界例患者の病理的組
織化．岩崎学術出版社，東京

研究発表 12
「変化をもたらす家族相談に向けて」
井元 健太（こころのドア船橋）
キーワード：家族相談，対象表象，対象関係
どのような臨床現場であれ，心理臨床家が患者の家族に会う機会は多い。本論ではこれを「家族相談」
と総称する。期間や設定を問わず，誰を患者とみなすのかという議論はさておき，一般的な意味で患者家
族と継続的にセッションを持つという臨床実践を念頭に置いている。このような臨床実践は患者本人の
個人セラピーに対する妥協的な選択と思われがちなためか，詳細に論じられることは少ないのではない
だろうか。このような，よくあるけれども埋もれがちな臨床実践に精神分析的理解から光を当て，精神分
析的姿勢からなしうることがあると主張したい。
発表では，心理臨床家の様々な臨床現場で「よくある」と思われる家族相談の事例をあげ，その経過を
詳しく検討し，家族に変化をもたらす実効性のある家族相談とは何かについて論じる。
事例は息子の不登校を主訴に来談したある母親とのおよそ 1 年間の家族相談である。その経過は，家
族の中で行き場を失った頼れる父親対象を，家族相談における転移の中で治療者が引き受け，それを家
族の中の現実の父親へと戻していった過程として理解できるものであった。
来談者が話す家族の話は通常，その時点で来談者から見た家族であり，いわば家族に関する対象表象
である。したがって静的で固定化されており，来談者が彼らに何をしているかが語られがちで，各家族成
員自身の意図や動きは見えづらい。
一方，対象関係論の発想では，パーソナリティの中に自己と対象がそれぞれ主体を持って関わりあっ
ていると想定される。その考えを敷衍すれば，家族の中で，来談者と各家族成員が，それぞれの主体性を
持って自律的に関係しあっていると見ることができる。この発想によって，来談者の家族表象を聞くと
同時に，各家族成員の意図と動きを見る立体的な視点に開かれる。
このような発想からすれば，変化をもたらす家族相談で目指されることは，来談者の固定化された家
族−対象表象の世界が，家族−対象関係の生きた交流へと開かれていくことであると言える。それは，実
践上は，来談者の認知が変わるだけでなく，各家族成員が新たな動きや経験をすることとして表れるだ
ろう。
その過程では，来談者との転移関係の中で，その対象の機能を一時的に治療者が担い，家族内で見失わ
れている家族−対象を，治療者の心の中で生き返らせることになるだろう。

研究発表 13
「場面緘黙の症状形成の力動についての一考察」
宿谷 仁美（関西福祉科学大学）
渡邉 志帆（関西福祉科学大学大学院、青空精神科・心療内科）
キーワード：場面緘黙，内的力動，家族力動
場面緘黙（selective mutism）とは、発声器官や言語能力に問題がない人が特定の社会的な場面で話す
ことができない状態にあることという定義は周知のことであろう。状態像に対応する教育的アプローチ
や行動療法・薬物療法による治療が多くみられるが、ICD-10 では小児期の情緒障害に含まれ、DSM-5 で
は不安や恐怖心を含むものと示唆されており、力動的な視点からのアセスメントと介入について議論さ
れる余地がまだまだあるものと思われる。
本発表では、場面緘黙の症状を呈している女児の心理療法と親面接の経過（約 3 年半）をふりかえり、
緘黙の症状を形成する内的力動と家族力動について考察したい。女児は母親と共に小学校入学の少し前
に公的機関より紹介されて相談機関を訪れた。乳児期より母親は育てにくさを感じており、幼稚園では
場面緘黙の状態像を呈し「極度の恥ずかしがり屋」として配慮されていた。養育環境としては、両親の関
係は一般的とはいい難い。泣く赤ん坊と母親を罵る父親、物理的には近くに存在するが母親の期待とは
微妙にずれた援助をする母親の両親がいて、両親それぞれの原家族との複雑な関わりがあった。母親は
来談当初よりにこやかで感じのよい人物であり、話し方も終始穏やかであり、複雑な苦悩を抱えている
ような人にはとても見えない。経過を経ても一貫したその様子は異様なものに感じられた。親担当者は
インテーク当初より両親揃っての来所を促したが、母親は「来ないと思います」とにこやかに拒否し、一
旦咀嚼して考えて出した言葉というよりも、思考されることなく跳ね返ってきた言葉のように担当者に
は感じられた。来談した頃の A は「微動だにしないとはまさにこのこと」、
「能面とはまさにこの表情」
といえるような臨床像であった。顕在的な狂気を示す父親と潜在的な狂気（体験される情緒とアウトプ
ットの解離）を持つ母親との間で育ち、A 自身の内的な体験は混乱し、母親に同一化することで生きてき
たが、社会的場面では対応できずに場面緘黙という状態像を呈していると考えられた。A の心理療法は
週 1 回 50 分、
「普通」の感覚をもって A の内的体験について思考する人と接することで A の健康な自己
の部分がどれほど育っていくのかを捉えていくことを方針とし、母親の親面接では隔週にて対応した。
アセスメントの詳細と経過をふりかえり、症状形成の機序となる内的力動や家族力動について考察をす
る。

