
 1 

 

 

 

 

 

2017年度 

日本精神分析的心理療法フォーラム 第 6回大会 

 

 

   プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017年 7 月 1 日（土）～2 日（日） 

 

大阪経済大学 70周年記念館 フレアホール 

 

 
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 IPP 桃山心理オフィス   NPO 法人子どもの心理療法支援会 

北大阪こころのスペース   （公財）関西カウンセリングセンター 

  



 2 

 

 

 

 

2017 年度 日本精神分析的心理療法フォーラム 第６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 6 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。 

今大会では、『情緒的相互交流』をテーマにシンポジウムを開催いたします。精神分析的

心理療法はクライエントとセラピストの双方の『情緒』に深く触れる、相互交流的な営み

であると考えられます。今回は精神分的心理療法における『情緒的相互交流』について、

皆様とじっくりと対話ができることを楽しみにしております。 

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６回大会長  宮田 智基 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本精神分析的心理療法フォーラム 理事＞

石谷真一 今江秀和 上田順一 金沢晃 崔炯仁 飛谷渉 中西和紀 

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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◆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」停留所より市営バス 「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・31 分 

      日曜日 9 時 11 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７分 

 

懇親会会場 大阪経済大学 D 館 2 階 イタリコ http://italicojapan.com/post/416/  

7 月 1 日（土）19 時 30 分～20 時 30 分 お申込みは不要です。ご参加お待ちしております。 
                                                           
                           

 
                                           

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 

                                               D館 2 階 懇親会会場 イタリコ 

 

※ 会場で書籍販売を行っています。ご利用ください。 

※ 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。 

  

http://italicojapan.com/post/416/
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◆プログラム◆ 
                 

7 月 1 日（土） 
10 時～12 時 30 分         13 時 30 分～16 時           16 時 30 分～19 時 

大会企画ワークショップ１ A21 教室 

 

「愛着関係とメンタライジングによ

る面接過程」 

講師：上地雄一郎 

会員企画分科会① A21 教室 

 

「ウィニコットと創造性」 

企画者：増尾徳行、筒井亮太 

司会者：浪花佑典、松岡恵里佳 

発表者：由良笑、増尾徳行、細澤仁 

指定討論：館直彦 

大会企画分科会 A34 教室 

 

「精神科医療における精神分析的心

理療法―その意義と今後の展望」 

司会者：山下達久 

シンポジスト：崔炯仁、藤森旭人、 

南里裕美  

指定討論：北村隆人 

大会企画ワークショップ2 A22教室 

 

「ウィニコット理論再見－初期の理

論から捉え直す‐」 

講師：山本昌輝 

研究発表 1 A22 教室  

司会者 山本昌輝 

① 若佐美奈子「大学病院臨床における

精神分析的視点の導入―小児科発

達外来での実践―」 

② 大原創太「精神分析的心理療法を実

践するものが、デイリーケアという

臨床現場にいることについての考

察」 

研究発表 2 A22 教室  

司会者 飛谷渉 

③ 手束邦洋「西田幾多郎の『私と汝』

と対話的心理療法」 

④ 石谷真一「story stem narrative

における作話過程の相互交流分

析～関係‐行動水準と象徴水準

の包括的理解を目指して～」 

大会企画ワークショップ3 A23教室 

 

「ユング派のダンスセラピー：アクテ

ィヴ・イマジネーションを通した動き

の体験」  

講師：崎山ゆかり・平井タカネ 

動きやすい服装と靴でご参加くださ

い。 

会員企画分科会② A23 教室 

 

「精神分析的なオリエンテーションで

臨床活動を行う際に生じる困難につい

て」 

企画者：久永航平   

司会者：藤森旭人 

発表者：久永航平、林秀樹、 

袴田奈津菜、安達洋助 

指定討論：鵜飼奈津子 

会員企画分科会④ A23 教室 

 

「いじめというトラウマを理解する」 

企画者：上田順一 

発表者：上田順一、堀内毅、 

人見健太郎 

指定討論：田中健夫 

会員企画ワークショップ①A32 教室  

 

「ワーク・ディスカッション work 

discussion method ―職場の情緒的

交流を探索する―」 

企画者：鈴木 誠  

会員企画ワークショップ② A32 教室 

 

「保育・教育・看護の現場を支えるコン

サルテーション」 

企画者：上田順一 

発表者：上田順一、泉谷真千子、森稚葉 

指定討論：人見健太郎 

会員企画分科会⑤ A32 教室 

 

「心理療法家と哲学者の対話（１）フ

ランス現代哲学からみたメラニー・ク

ライン」 

企画・司会者：塩飽耕規 

発表者：塩飽耕規、上尾真道、 

澤田哲生、酒井麻依子 

 会員企画分科会③ A31 教室 

 

「発達障害学生の二者関係を育むサブ

カルチャーの意味」 

企画者：鈴木健一、今江秀和  

司会者：今江秀和 

発表者：家次安子、鈴木健一、伊藤未青 

指定討論：野原一徳、松本寿弥 

 

 

 

7 月 1 日（土）19 時 30 分～懇親会を行います。申し込みは不要です。ご参加お待ちしております 

懇親会会場 大阪経済大学 D 館 2 階 イタリコ http://italicojapan.com/post/416/ 

 

 

 

  

http://italicojapan.com/post/416/
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7 月 2 日（日） 
10 時～12 時 30 分                       13 時 30 分～17 時 00 分 

大会企画ワークショップ 4  A21 教室 

 

「ラカン派精神分析における臨床講義」 

講師：小林芳樹  

大会企画シンポジウム   A34 教室 

 

「情緒的相互交流」  

企画・司会者：宮田智基 

シンポジスト：横井公一、富樫公一、仙道由香 

 

会員企画分科会⑥   A22 教室 

 

「文化としての精神分析３：アートと抑うつポジション」 

企画・司会者：飛谷渉 

発表者：藤井あゆみ、若佐美奈子、仙道由香 

 

会員企画分科会⑦   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設定

でのケース実践について③―初学者が児童青年期のアセス

メント面接を行う困難さー」 

企画者：藤森旭人、林秀樹  司会者：林秀樹 

発表者：鷹取香里、澤井知哉、仙波あゆみ、松崎佑亮 

指定討論：武藤誠、藤森旭人 

 

会員企画分科会⑧  A31 教室 

 

「タビストック方式乳児観察の経験」 

企画者：平井正三  司会者：横田侑佳 

発表者：小畔美弥子、谷麻衣子 

指定討論：鵜飼奈津子、平井正三 

 

 

7 月 2 日（日）12 時半頃～A22 教室にて総会を行います。会員の方はご出席ください 

 

 

 

 
★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。 
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◆大会企画シンポジウム ７月 2 日（日） 13：30～17：00  A34 教室 

 

「情緒的相互交流」 

 

企 画・司 会 宮田智基（関西カウンセリングセンター/KIPP） 

シンポジスト  横井公一（微風会 浜寺病院） 

富樫公一（甲南大学） 

仙道由香(新大阪心理療法オフィス) 

 

 

 

「情緒的相互交流」 

 

 精神分析的心理療法は「知的」な営みだと思われがちであるが、その本質はきわめて「情緒的」

であり「体験的」な営みであるといえる。従来から「知的洞察」では不十分であり、「情動的洞察」

が重要であることが強調されてきたが、日本の臨床を振り返ってみると、クライエントの無意識

的な葛藤や欲求、情緒を「解釈」し、「知的」に認識させるような実践が少なくないように思われ

る。精神分析的心理療法は、クライエントとセラピストの「情緒」に深く触れる営みであり、ク

ライエントとセラピストが転移・逆転移状況における「情緒的相互交流」の中で格闘し、両者の

無意識的な困難に取り組む営みであるともいえるだろう。 

 しかしながら「情緒的相互交流」といっても、その中のどのような性質により強調点をおくの

かは、各臨床家によっても異なるだろう。「情緒」、「相互性」、「交流」という観点もさることなが

ら、その各要素のどのような性質をより重視しているのかによって、臨床的な関わりに違いが生

じてくるだろう。それは学派を越えて、各臨床家ひとりひとりに問われる課題であるともいえる

だろう。 

 今回、3人のシンポジストをお招きし、「情緒的相互交流」という観点から各自の臨床実践につ

いて語っていただくことで、「情緒的相互交流」について多角的に議論を深めたいと考えている。

（宮田智基） 

 

 

 

『「つながること」と「つなげること」と「つながりながら浮かび上がること」』 

横井公一（微風会 浜寺病院） 

 

すべての対人関係においてそうであるように、精神分析的心理療法においても、そこに二人の

人間がかかわっているかぎり、情緒的相互交流はつねにいつもそこにあるのではないだろうか。

ただ、精神分析的心理療法という設定の中で、その一方の当事者が治療的な利益を得るうえで、

その情緒的相互交流がどのように役に立っているのか、あるいは役に立っていないのかという位

置づけや、その有用性をどれほど重要視するかという点において、精神分析の諸学派の間で違い

があるのではないだろうか。私は、対人関係論/関係論の考え方に沿って、情緒的相互交流はさま

ざまな関係性の上に、その時々の多様な自己状態を伴って、つねに変遷しながら展開しているも

のと考えている。そして精神分析的心理療法の目指すものとは、その情緒的相互交流を生み出す

関係性が柔軟で成熟したものになることであり、多様な自己状態が行動主体として自ら発動性を

持った自己によって引き受けられるようになることであり、そしてその治療の二人組の間に間主

観性が成立する可能性のある空間が生まれることであると考えている。その点について症例を交

えて考察してみたいと思う。 
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『体験としての交流、システムにおける交流、そして交流以前』 

富樫公一（甲南大学） 

 

現代自己心理学・間主観性理論は、患者の語りや空想の内容だけでなく、患者と治療者の相互

交流自体がもつ治療的意味をとらえ、それが治療プロセス上でどう展開するのかに注目する。精

神分析療法や精神分析的心理療法における治療機序の問題と結びつくこの視座は、80 年代から続

く「関係性へのターン」の中で、様々な角度から議論されている。このシンポジウムでは、発表

者は、三つの次元から精神分析や精神分析的心理療法における相互交流とその治療的意味を整理

する。それは、体験としての交流、システムにおける交流、そして交流以前である。それらは、相

互に深く関係しながらも、それぞれが特異的意味を持つ相互交流の次元であり、それぞれの治療

機序と結びついている。臨床家は、患者の語りや空想の内容を分析する姿勢に加え、こうした視

座を得ることで、精神分析的心理療法のプロセスに展開する複雑で予測不可能な次元にも目を向

ける感性を養い、その中に自分がいることの意味を、転移-逆転移の議論を越えてとらえることが

できると考えている。 

 

 

 

『三次元情緒交流空間と動的こころについて』 

仙道由香(新大阪心理療法オフィス) 

 

 

心理療法のセッションにおいて、その患者と治療者のあいだにいかなる情緒交流が生じている

のか、治療者がリアルタイムでその渦の内外から観察し理解したものに基づいて意志決定しそし

て反応することが治療のうえで極めて重要であることは疑念の余地がない。しかしなお忘れられ

がちなのは、その「情緒交流」が時々刻々変化すること、そして治療者がその変化に追随するこ

との重要性である。今セッションの患者は前セッションと必ずしも同じではない。それどころか、

この瞬間の患者は前の瞬間と異なることさえあるのは自明である。では治療者は患者のその変化

にいかにして追随し得るか。それには情緒の質、心的発達段階における位置、そして治療者から

の心的距離という三次元座標空間を想定し、その三次元空間における患者の心の経時的変化を把

握しようとするのが理解しやすい。そこでは患者の心は決して静的ではなく速度ベクトルを持つ

動的対象である。そのような理解に立脚し、いままさに目の前にいるその患者に語り掛けること

によって、真の情緒的交流体験をもたらし、ひいては治療上重要な体験をもたらすことができよ

う。 

 

 

 

 

【タイムスケジュール】 

 企画趣旨の説明 ５分 

 シンポジスト 横井先生：発表３０分＋質疑応答２０分 

 シンポジスト 富樫先生：発表３０分＋質疑応答２０分 

 休 憩 １０分 

 シンポジスト 仙道先生：発表３０分＋質疑応答２０分 

 ディスカッション ４５分 
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◆大会企画分科会  7 月 1 日（土） 16：30～19：00  A34 教室 

 

「精神科医療における精神分析的心理療法―――その意義と今後の展望」 

 
 

企   画  平井正三（御池心理療法センター） 

今江秀和（広島市立大学国際学部／保健管理室） 

司    会   山下達久（京都府立こども発達支援センター） 

シンポジスト 藤森旭人（川崎医療福祉大学） 

南里裕美（大阪心理臨床研究所） 

崔 炯仁（いわくら病院） 

指定討論   北村隆人（東洞院心理療法オフィス／太子道診療所） 

 

 

 

「精神科医療における精神分析的心理療法―――その意義と今後の展望」 

 
 

 治療としての精神分析的心理療法を考えた場合に、精神科医療現場は、その活用が最も望まれ

る領域である。しかし、今日の精神科医療においては、薬物療法を中心とする、生物学的視点が

主流であり、心へのアプローチとしては認知行動療法が注目される中で、患者と情緒的に深く関

わるような治療は次第に顧みられなくなっているように思われる。こうした現代の精神科医療を

取り巻く状況の中で、今一度精神分析的心理療法の意義、そして今後の展望について考えていく

機会をこの分科会では持っていきたい。 

 まず、精神科に勤務し、精神分析的心理療法を実践する心理士の立場から、南里裕美先生と藤

森旭人先生に、その実際について臨床例を挙げながら話していただく。特に、医療現場で心理士

が、精神分析的心理療法を実践する際には特有の困難な点、また有利な点があると思われる。そ

れらを具体的な踏まえながら、こうした臨床現場での実践が精神分析的心理療法士として持つ意

義、そして逆に医療現場に対して持つ意義について論じていただく。 

 次に、精神分析的心理療法を実践しつつも、精神科医療現場全体に責任を持つ、精神科医の立

場から、崔炯仁先生に、精神分析的心理療法実践が精神科医個人に対して、さらに精神科医療全

体に対して持つ意義について話していただく。 

 以上の二人の先生方のご発表に対して、医療の豊かな経験と、開業精神分析的心理療法の経験

を併せ持たれている精神科医の北村隆人先生に、精神科医療における精神分析的心理療法の今後

を踏まえて応答していただき、フロアの先生方とともに、この問題について考えを深める機会と

なることを目指したい。 

 

 

 

【タイムスケジュール】 

趣旨説明 ５分 

シンポジスト 藤森先生 発表１５分 

シンポジスト 南里先生 発表１５分 

上記 2 名のシンポジスト（心理）の発表に対する質疑 15 分 

シンポジスト 崔先生  発表３０分＋質疑１０分 

休憩 １０分 （時間が押していれば休憩なし） 

指定討論者 北村先生 発表１５分＋ディスカッション１０分 

全体ディスカッション ２５分 
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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  ７月１日（土）10 時～12 時 30 分  A21 教室 

 

「愛着関係とメンタライジングによる面接過程」 

講師 上地雄一郎（岡山大学） 

 

 このワークショップの目的は，心理療法関係を１つの愛着関係と捉え，愛着関係を背景にして

行われるメンタライジングが心理療法を有効にする中核的要因であると考える視座から，私たち

が日頃行っている臨床的面接を見直すことです。 

 メンタライジング（mentalizing）は，複数の起源のある概念ですが，これを愛着と結びつけて

心理療法に導入したフォナギーらの定義によれば，自己と他者の心理状態（mental states）〔考

え，感情，欲求，願望，信念，など〕を認識し，それと関連づけて行動を理解する心的行為または

その能力です。彼らによれば，メンタライジングに注目する心理療法の目的は，安定した愛着関

係の中でメンタライジングを進行させ，それによって患者/クライエントのメンタライジング能力

を向上させることです。それが対人関係を円滑化し，問題解決を促進するのです。 

  メンタライジングに注目する心理療法アプローチは，境界性パーソナリティ（BPD）に対する

「メンタライゼーションに基づく治療」（MBT）に起源がありますが，MBT だけに限定されるも

のではありません。とくに，本ワークショップは，MBT 自体の研修を目的とするものではなく，

MBT から得られた面接のガイドラインを一般的心理療法に適用する「汎用的アプローチ」につい

て学ぶものです。そして，本ワークショップでは，創始者フォナギーが「何も新しいものはない」

というこのアプローチが精神分析の古い要素をどう受け継ぎ，どう更新しているのかについても

触れたいと思います。ワークショップの具体的内容は以下のとおりですが，今回は，メンタライ

ジングの概念についての解説は最小限にとどめ，臨床的面接における応答により多くの時間を割

きたいと思います。 

 なお，ワークショップの中で「ロールプレイ実習」を行いますので，多少の自己開示が必要に

なります。その点をご了承のうえ，ご参加ください。 

 

１．メンタライジングの概念と系譜：講義 

２．心理療法における愛着関係の意味：講義 

３．愛着関係とメンタライジングに注目する臨床的面接のガイドライン 

（１）無知の姿勢について：講義 

（２）メンタライジングの対象について：講義 

（３）一般化された語りから個別的状況についての語りへ：ロールプレイ実習１ 

（４）質問と有標的応答：ロールプレイ実習２ 

（５）代替的見方の探索（心的等価への対応）：応答例提示 

（６）行動化（目的論的モード）への対応：応答例提示 

（７）ふりをするモード(Pretend mode)への対応：講義 

（８）転移と逆転移への対応：講義 

 

 本ワークショップに参加することの利点としては以下のようなことが考えられます。 

（A）心理療法における関係性の重要性を再認識することができる。 

（B）メンタライジング〔心理状態への省察〕を促進する姿勢および応答についての理解が深まる。 

（C）心的等価モード（一面的認識），ふりをするモード（知性化や空想化），目的論的モード（行

動化）といった非メンタライジング・モードへの対応の指針が得られる。  
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大会企画ワークショップ２  ７月１日（土）10 時～12 時 30 分  A22 教室 

 

「ウィニコット理論再見－ 初期の理論から捉え直す －」 

講師 山本昌輝（立命館大学） 

 

ウィニコットの出自が小児科医であったということが、彼の精神分析理論の展開に大きな影響

を及ぼしたことは誰もが認めることであろう。彼の小児科医としての眼の付けどころが彼の理論

の独自性の起源であると筆者は考えている。出自が小児科医ということで筆者の頭にすぐ浮かぶ

のは、彼以外にはフランソワーズ・ドルトで、彼女の臨床感覚も言葉には言い尽くせないほどの

魅力がある。ドルトについては別の機会に述べるとして、ウィニコットの独自性を明らかにした

い。彼が通常の診察から見つけ出したものがスパチュラ・ゲームで、これはその後のスクィッグ

ル・ゲームへと展開する。スクィッグル・ゲーム自体が通常の児童分析とは異なる特徴を持って

いるが、何よりも小児科医はまず身体病や身体疾患といった身体に関する診察を行う。他の精神

分析医と比べて、身体的な事象に注目していたと言えよう。それは例えば、無意識の空想と言え

ば、人格の根本で活動しているが、同じ空想でも意識的意図的な白昼夢においては様相が全く異

なる。これは単なる意識的か無意識的かの違いではない。空想と似たものとして想像があるが、

両者も根本的に異なる。ウィニコットは想像と空想(白昼夢)を明確に区別している。人が想像し

ているとき、表情や身体的な動きが生じるのに対して、空想では表情や身体の動きは起こらず、

外見的には何もしていない静止した状態にあるという違いがある。後者は躁的防衛として現実の

否認の上に成立しているし、外見上も一切何もしていない時間が過ぎるのである。 

 彼の初期の論文に“Mind and its Relation to the Psyche-Soma”(1949)がある。Mind、

Psyche、Soma の 3 つは彼の根本的な人格理論を構成していると筆者は考えている。この 3 つ

は、彼が主張する臨床場面での分析家の 3 要件“keeping alive(psyche). keeping well(soma),  

keeping awake(mind)”にも反映されている。ホールディングという表現も身体的である。 

 当日は、Mind、Psyche、Soma について検討し、それを基に彼のその後の理論的発展を追って

ゆきながら全体を捉え直したいと思う。さらにウィニコット理論の継承・発展として、カーンの

潜在可能性空間(potential space)論を、そしてアンドレ・グリーンのネガティヴ論を取り上げ、

ウィニコット理論の持つ臨床的可能性について述べたい。 
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大会企画ワークショップ３  ７月１日（土）10 時～12 時 30 分  A23 教室 

 
「ユング派のダンスセラピー：アクティヴ・イマジネーションを通した動きの体験」 

講師 平井タカネ（奈良女子大学名誉教授（名古屋学芸大学名誉教授））  

崎山ゆかり（武庫川女子大学短期大学部）  

 

＊動きやすい服装と靴でご参加ください。 

 

 

― ダンス・・・日常を越えた完全なる心身自由の表現世界 ―    

平井タカネ（奈良女子大学名誉教授（名古屋学芸大学名誉教授））  

 

 「踊りを持たない民族はない」と言われるように、人間は気候風土の違いや異なる生活手段に

も拘わらずさまざまな折に踊ってきた。そして、ランゲが言うようにダンスは「多様な運動によ

る多様な精神の表現」である。ダンスには快や楽しさを始め祈りや感謝、時には恨みの感情も含

まれる。ここではまず、ユング派のダンスセラピストＪ．チョドロウやユング自身の文章から少

し標題に接近してみたい。 

 ダンスは「遊び・遊戯」である 

遊戯論で著名なＪ．ホイジンガは、「何の見返りも期待せず、ただ楽しいからする行為」を「遊

び・遊戯」と定義した。ユングもシラーの言葉を引いて、「人は遊びをしている時だけ完全なる人

である」と述べ、遊びや空想・想像が楽しいのは、どんなことを想い描くとしても人は完全にあ

るがままの自由な存在として守られ、保証されるからであるとした。ダンスが「遊び、遊戯」で

あることは、普段の生活では奇異にも見える回転や後退あるいは円周を巡るなどの動作が多く用

いられ、日常とは区別され特別に枠組みされた時空間であること、そこでは日常の規則は有効で

はなく人は完全に自由の身（心と体が一体）となり得る。ユングは遊びとして空想や想像を広げ

る時、精神が飛翔するようだと言う。この遊びをユングはアクティヴ・イマジネーションと呼び、

シンプルであるが表現される形は描画やからだの動き、音楽、言語、演劇など多様であると述べ

る。 

 アクティヴ・イマジネーションとダンス 

 「からだの動きは無意識に形を与える一つの方法」で、「アクティヴ・イマジネーションは好奇

心と想像の本質的対話を生みだすものであり、この対話は意識と無意識が織り混ざったもので想

像性の源である」とユングは述べ、チョドロウも「身体の動きはもっとも無意識に近い。舞踊は

動きを伴う想像活動によって無意識の層に触れることができる。」としている。そしてユングは「セ

ラピストのもとに来る人は、この想像的な対話が出来ずに苦しんでいるのであり、無意識の空想

や意識的なジレンマが安心して扱われる場所、すなわちテメノスを用意し、共感してくれる人を

求めている」と述べる。 

 ダンスの場が快や想像と共に完全に自由存在となった時、それはホイジンガの「聖なる時空間」

ともいえる世界であり、まさにユングのいう「テメノス」の場になっているのではないか。 

 当日は、からだ表現遊びが Active Imagination への道につながることを一緒に体験したい。 

  

参考文献 

１. ダンスセラピーと深層心理―動きとイメージの交感―、J.チョドロウ著、平井タカネ監訳、不昧堂出版、1997 

２.  Jung on Active Imagination : Key readings selected and introduced by Joan Chodorow, Routledgte,1997 

 

 

 
―アメリカのダンスセラピーにおけるユング派の流れと Authentic Movement―  

﨑山ゆかり（武庫川女子大学短期大学部） 

                   

アメリカのダンスセラピーは、1942年ワシントン CDの聖エリザべス病院において Chace,M.によ

るコミュニケーションのためのダンスが始まりとされ、1966 年に設立した American Dance 

Therapy Association（ADTA）は 50周年を越え、国内外へのダンスセラピーの普及に努めている。 

ダンスセラピーにおけるユング派の流れは、Chaceと同時期に活躍した Whitehouse,M. が始まり 
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とされている。Whitehouseは、ダンスセラピストとして精神科病棟でセッションを行うことはな

く、一般のスタジオでセッションを行っていた。Whitehouseは Jungの Active Imaginationに基

づいたアプローチを発展させ、作為的ではない深層の動きを重視し、自身の内面に焦点を当てた。 

Whitehouseに学んだダンスセラピストの Adler,Jや Chodorow,J. らが、Active Imaginationを

活かした Authentic Movementを活用している。但し対象者は、幻覚や妄想がなく、自身の思いを

言語化する作業が可能なレベルに限られている。臨床の場では主に個人セッションで実施され、

グループセッションの対象事例は乳がんのサバイバーなどに限られている。一方、ダンスセラピ

ストになるためのトレーニングとしても活用されている。 

 

グループで Authentic Movementを体験する例  

1.ペアになり、Moverと Witnessに役割を分担する。 

2.Witnessは円の外に、Moverは Witnessに囲まれた円の中の好きな場所で目を閉じ待つ。 

3.スタートの合図で、Moverは自身の内面を見つめ衝動を待ち、内側の声に沿って動く。内面か

ら動かされるのを待つ。他の Moverの気配が近い時や危険防止の時のみ、薄目を開けて Mover

自身で危険を回避する。 

4.Witnessは Moverを見守る。 

5.定められた時間が来たら、Moverは自分の中で動きを緩やかに収め、Witnessの元に戻る。 

6.役割を交代して 2～5を繰り返す。 

7.終了後、Moverとしての体験を言語化する。Witnessは Moverに関する発言（感想や評価）は、

Moverから求められない限り行わない。 

 

＊臨床での応用例 

 クライエントが Mover であり、セラピストが Witness で役割交代はしない。動く時間は Mover

自身が決める。Mover としての体験の言語化をセラピストが言語的なアプローチによって支援す

ることもある。言語化だけでなく、描画などを用いた非言語的手段で、Moverとしての体験を振り

返ることもある。 

 

 

参考文献 

Authentic Movement: Essays by Mary Stark Whitehouse, Janet Adler, and Joan Chodorow.  

Patricia Pallaro, Editor. Jessica Kingsley, London/Philadelphia(1999). 

ダンスセラピーと深層心理―動きとイメージの交感― ジョアン・チョドロウ著 平井タカネ監

訳 不昧堂出版 1997 
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大会企画ワークショップ４ ７月 2 日（日）10 時～12 時 30 分  A2１教室 

 
「ラカン派精神分析における臨床講義」 

講師 小林芳樹（国立病院機構 東尾張病院） 

 

フランス精神医学界には、臨床講義の一環として患者の公開診察がシャルコー以来行われてきた。

聴衆の前で患者が臨床教授と対話する状況設定はまさに演劇的と呼ぶにふさわしい。実際に 20 世

紀初頭にシャルコーが診察した患者がヒステリー発作を起こすことは稀ではなく、当時のシュー

ルレアリストたちはその場面を画材として好んで用いた。 

時代は下り 1976 年、フランスのみならずヨーロッパの思想史にその名を刻まんとしていた精神

分析の巨匠ジャック・ラカンは、パリ・サンタンヌ病院での公開診察において、一人の悲劇的な

美貌の天才青年ジェラールと対話した。 

その二人の対話を収録し解説を施した拙著「ラカン 患者との対話」の出版を経て、2016 年 9 月、

演劇人たちによるラカンとジェラールの実験的朗読劇は大阪にて決行された。シャルコーが対話

した患者はヒステリー者であったのに対し、ジェラールはリビドーが外界から撤収されているは

ずの統合失調症者であった。にもかかわらず、実験的試みは立派に演劇として成立しているよう

に見えた。それはどうしてなのか？ 

 

1968 年のいわゆる 5 月革命がメルクマールとして引き合いに出される社会構造の大衆化と軌を

一にするかの如く、ラカンがサンタンヌ病院で出会った精神病患者たちは、ジェラールを初め軽

症化したそれが主流になりつつあった。同時期にアングロサクソン圏で境界性人格障害、日本で

中安信夫により初期統合失調症なる疾患概念が構築されたことは、ラカン学派にとっても教唆的

である。1981 年のラカンの死後、さらに顕著となった精神病の軽症化を反映して、ミレニアムの

節目以降ラカン学派は普通精神病なるスローガンを掲げるようになる（ラカン学派には境界例と

いう概念がない）。 

 

ラカンはフロイト同様、その思索が臨床の枠を超え出ることにこそ面目躍如がある。1970 年代の

ラカンは一神教的神のニュアンスを含み持つエディプス的父の脱構築に向かった。すなわち彼は、

非対称な主従関係にある分析家－クライアント関係を古典的な精神分析家の言説と位置づけ、こ

れと対局にあるものとして精神分析の言説を提示した。ポピュリズムとは一線を画す脱中心化さ

れ多様性に富む精神分析の言説を軸に、今日までラカン学派は活動を続けてきた。 

 

当日はジェイムズ・ジョイス、マーク・ロスコ、草間彌生、フランク・ゲーリーにも言及しつつ、

そしてラカンの朗読劇の実演を盛り込み、聴衆を精神分析の世界に誘う。 
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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 ７月１日（土）10 時～12 時 30 分  A32 教室 

 

「ワーク・ディスカッション work discussion method―職場の情緒的交流を探索する―」 

企画者 鈴木 誠（くわな心理相談室） 

 

心理療法が届かぬ世界へ 

 激しいこころの痛みを抱える人々が大勢いるのが明らかであっても、標準的な心理療法の援助

が及ばない人々や世界がある。今日の臨床現場や援助の状況の多様化にともない、こうした領域

は増えている。心理療法が有効に機能する設定について、施設管理者や同僚に十分な理解を得ら

れない状況、施設が機能不全、あるいは完全に破壊されている中で、臨床家として専門性を発揮

することが期待される状況すらある。 

 被災地支援が、その最たるものだろう。荒れた学校のスクールカウンセラーや学校緊急支援の

対策会議での介入でも、期待されているのは心理療法ではない。児童養護施設や母子支援施設な

ど福祉機関、ガン拠点病院や緩和ケア病棟、小児科病棟や産婦人科病棟などの医療機関で、チー

ムの一員として働く対人援助職の役割定義も十分ではない。 

 こうした臨床現場では、全て対人援助職が心理的に過酷な状況、時にはトラウマティックな状

況に追い込まれていることも少なくない。このとき臨床家の仕事に一つの方向性、理論的根拠と

専門的技法を与えてくれるのが、ワーク・ディスカッションの理論とその実践の蓄積なのである。 

ワーク・ディスカッション work discussion method 

 この方法論は、1960年代の英国 National Health Service タビストック・クリニックで、精神

分析や集団力動の理論を応用した「対人援助職の継続的専門職研修」として始まった。やがて組

織/集団分析や人間関係トレーニングと合流し、大学院の講座や専門家養成コース、組織コンサル

テーションや企業のリーダーシップ研修にも発展し、病院・福祉施設・学校・行政機関・難民キ

ャンプなどで貢献している。2006 年英国教育技能省 DfES と厚生省 DoH で「優れた実践モデル」

と評価されている。本邦でも 2000年代から学校を始め、病院・児童福祉施設などで導入され始め

ている。また 2016年ワーク・ディスカッション国際学会（ウィーン）が設立され、その研究の発

展や実践の拡大が期待されている。 

 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。解決策や対応策は論じず、客観的事実よりも「個人の主観的体験」や「集団の雰

囲気」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。こうして「情緒的経験から学ぶ」能力を開発促進するのである。実際の運営では、

その状況に応じて、職場で実施したり、開催頻度も単発、隔週、毎月などと多様に修正されてい

る。 

 ディスカッションの体験から学ぶ 

 ワークショップでは、企画者がセミナー・リーダを務めて、臨床場面の単発のワーク・ディスカ

ッションを行う。事例は「被災地に派遣されたスクールカウンセラーの体験」（三重県立総合医療

センター：今出雅博）と「総合病院の医療チームの臨床心理士の日常業務」（JA三重厚生連 鈴鹿

中央総合病院：山村 真）である。それぞれの臨床現場で、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を目指す。 
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会員企画ワークショップ２ ７月１日（土）13 時 30 分～16 時  A32 教室 

 

「保育・教育、看護の現場を支えるコンサルテーション」 

企画者  上田 順一 （大倉山子ども心理相談室） 

発表者  上田 順一 （大倉山子ども心理相談室） 

  泉谷真千子（聖路加国際大学大学院看護学研究科） 

  森  稚葉 （山梨英和大学） 

指定討論 人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり） 

 

 

保育・教育の現場は、子どもの心身の成長や滞りの内実が、集団生活への適応という課題とし

て具現化する舞台である。保育士・幼稚園教諭、学校教師は、理想の保育、理想の教育という個々

人の信念を持ちながらも、その舞台に持ち込まれた目の前の子どもの課題に、寄り添いながら対

処し、支援することが求められている。この舞台の楽屋には、子どもたちの保護者だけでなく、

同僚である保育士、幼稚園教諭、学校教師もいる。このように保育・教育の現場は、子ども一人

一人の心身の育ちを支える観念や具体的支援だけでなく、そこに関わる人々の信念や感情がさま

ざまなグループライフとして交差する現場である。このグループライフの交差点では、保育者・

教育者の仕事が、感情労働という役務、対人援助サービスのストレスとして語られる。この語り

が、昨今の保育・教育の現場における人材不足という喫緊の課題の一要因とみなされるのは、正

鵠を射ていた理解とも考えられよう。では果たして、保育・教育の現場で起きている感情労働と

いう役務、対人援助サービスのストレスを、保育者・教育者の属人的な課題と置き換えて済むも

のなのだろうか。 

 保育・教育の現場に先駆けて、看護の現場では、理想の看護と感情労働としての看護の問題が

語られてきており、保育・教育の現場と共通の課題に対する知見が積み上げられてきていると考

えられよう。 

 今回の会員ワークショップでは、保育（幼稚園）の現場にカウンセラーとして、精神分析的な

視点からのコンサルテーションを行っている森と上田がそれぞれ関わっている現場での内実とそ

の中で立ち現われる現状の課題を示し、看護の現場で語られてきている知見を泉谷が提示する。

その上で、教員組織へのコンサルテーションについての経験豊富な人見が指定討論を行い、発表

者、指定討論者、フロアーとのフリートーキングのための補助線を引いていく。 
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◆会員企画分科会 

 
会員企画分科会 1   7 月 1 日（土） 13 時 30分～16 時  A21 教室 

 

「ウィニコットと創造性」 

企画者  増尾徳行（兵庫県立光風病院） 

筒井亮太（神戸みなと診療所） 

司会者  浪花佑典（たちメンタルクリニック） 松岡恵里佳（たちメンタルクリニック） 

発表者  由良 笑（たちメンタルクリニック） 

     増尾徳行（兵庫県立光風病院） 

     細澤 仁（フェルマータ・メンタルクリニック） 

指定討論 館 直彦（たちメンタルクリニック／大阪市立大学大学院） 

 

 

企画趣旨 

 創造性の探究は，私たち臨床家を魅了するテーマである。それは，日々の臨床と不可分なもの

だからであろう。精神分析家ウィニコットも，創造性に言及した臨床家のひとりである。精神分

析の世界においては，まずフロイトが，創造性を欲動論的に理解しようとした。続いてクリスや

ハルトマンが，構造論的な視点を提示した。そこで自我に奉仕する退行という概念を導入し，メ

タ心理学や芸術論の射程を拡大した。またクラインは，こころのありようをポジションとして捉

えた。そうして，攻撃的な空想とそれへの償いという観点で，創造性を臨床的に捉えた。ウィニ

コットは創造性のプロセスに着眼し，臨床実践に重要な視座を拓いた。遊ぶこと，移行現象，可

能性空間といった彼の重要な概念は，いずれも創造性という視点から捉えうるものである。本セ

ッションでは，彼の考えを改めて検討するなかで，創造的な経験が生まれることを望んでいる。 

 

 

抄録 

「臨床における創造性：ウィニコット理論の視点から」 

由良笑（たちメンタルクリニック） 

キーワード：創造性，いきいきとすること，退行 

精神分析において，創造性はどのように扱われてきたのだろうか。フロイトは，芸術に関する

著作の中で，芸術家の不安や葛藤に焦点を当て，作品は芸術家の願望充足であるとして，創作す

る際の芸術家の心理について考察した。それ以後，創造性については，様々な議論がなされてき

た。特に有名なものは，クリスの「自我による自我のための一時的退行」である。この概念は，創

作活動は神経症との類比でなく，健康な自我の活動として捉えようとしたものである。さらにク

ラインは，創造性を抑うつポジションにおける償いの一形態として捉えた。だがウィニコットほ

ど，創造性を臨床に結びつけて考えた精神分析家は，いなかったように思える。 

ウィニコットは，創造性を，分析の中に現れるいきいきとした経験として捉えた。それは可能

性空間に立ち現れるものであり，患者と治療者の遊ぶことが重なり合うところに生じる。こうし

た理解は，創造性を病理や自我，ポジションに結びつけようとしたほかの分析家とは，一線を画

する。彼は，分析の中に現れる事態に着目したのである。患者と治療者が，情緒的経験を十全に

生きるとき，それは治療的に働く。創造性は，そうした経験をもたらす事態のことである。それ

ゆえ彼の治療論は，それが起きるようなセッティングをしつらえることへ向けられた。彼にとっ

て創造性は，特別なものではなく，日常にありふれているのである。 

 

 

「創造性について：セラピーにおける二者の主観的経験のあいだで」 

増尾徳行（兵庫県立光風病院） 

キーワード：自由連想法，間主体的プロセス，審美性 

 ウィニコットは，精神分析，そして心理療法という事態のなかに生起する主観的経験に着目し

た臨床家である。彼は，セラピーは患者の遊ぶことと治療者の遊ぶことが重なるところに生じる，

と述べた。主観的経験は，私たちが持つ心内的プロセスである。そのなかで，自身の情緒や空想，

思考といった内的体験が，さまざまな対象へと，無意識的に付与されていく。そうして対象との 
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関係を，私的なものとして意味づけるのである。私たち人間は，それぞれに固有の世界を創造す

る能力を有する。 

 そして臨床家としての私たちは，自由連想法をセラピーに用いる。それは，主観的経験を他者

に伝える技法である，と捉えうる。セッションのなかで自由連想をする 2 人は，相手から発せら

れることばを主観的に経験し，また連想し，ことばを発する。そうした連綿と続く間主体的プロ

セスを通じて，2人に固有の世界を創造していくのである。フロイトはこの技法を，ベルネの「3

日で独創的な作家になる技術」に触発されたものである，と述べた。彼の卓見は，それを二者間

の作業にすることで，創造的なプロセスが展開するようにしたことにある。ウィニコットの言う

遊ぶことの重なりとは，この点を明確にしたものである。 

 セラピーに生起する経験がいきいきとしたものになるとき，私たちは美しいと感じる。それは，

ある私的な審美性が具現化する瞬間である。つまりセラピーとは，アートの領域に属するものな

のである。 

 

 

「創造性と美的体験」 

細澤仁（フェルマータ・メンタルクリニック） 

キーワード；創造，美的体験，プロセスの進展 

 精神分析の進展はいかにして生起するのであろうか？精神分析原理主義の立場に立てば，それ

は解釈を介して生起するとなる。そのような思考停止的な考えに与することのできない心理臨床

家は精神分析を毛嫌いする傾向にある。 

 精神分析プロセスを進展させるのは，クライアント自身の力なのだろうか，それともセラピス

トの介入故なのだろうか？クライアントもセラピストの精神分析的心理療法の登場人物だが，両

者ともプロセスをコントロールすることはできない。プロセスは自然発生的に進展するのだ。セ

ラピストが解釈行為にこだわると，プロセスの進展に歪みが生じる。セラピストが陰性転移を解

釈し過ぎれば，クライアントが被害的になるのは当然だろう。 

 精神分析的心理療法が進展するのは，何かが創造されたときである。創造の主体はクライアン

トでもなければ，当然のことながらセラピストでもない。創造の主体は，精神分析的心理療法プ

ロセスそれ自体である。そして，進展の契機は美的体験である。美的体験は，クライアントにと

っても，セラピストにとっても想定外の出来事である。セラピストの仕事は，結局のところ，美

的体験が生起するのを妨げないように控え目な存在としてクライアントの前に現前することであ

る。 

 

 

「創造性の起源：死の欲動との関連で」 

館直彦（たちメンタルクリニック／大阪市立大学大学院） 

キーワード：空想すること，一次的ナルシシズム，否定 

 私たちは赤ん坊が遊んでいるところをみるとき，その創造的なありようを観察することになる

わけだが，赤ん坊が創造的であるのは，本来的なものなのだろうか。ウィニコットは，空想する

ことということばを用いて，きょうだいたちと遊んでいるかのように見えながら，まったく遊ぶ

ことのできていなかったという患者の様子を描写した。赤ん坊は，潜在的には創造的であるのだ

が，対象からのかかわりによって初めて創造的になるのであり，かかわりがほどよくない場合に

は，その発露に困難を抱えることになる。ウィニコットは，創造性の起源に，一次的ナルシシズ

ムの状態に端を発する原初の母子関係を見た。彼はそれを描写するのに，赤ん坊は，万能感的な

体験に始まり，移行現象を経験する状態を経て，文化的体験をするところへと向かう，と表現し

た。これには，母親の抱えること・あやすことが伴う。一人の赤ん坊というものはいないのであ

る。 

 私がここで着目したいのは，このプロセスに付随している，陰画の面である。つまり，赤ん坊

の移行的な体験は創造性の起源となるのだが，母親のかかわりだけでなく，母親がかかわらない

ことにも拠っている。ほどよい母親は，ほどよく赤ん坊に現前すると同時に，ほどよく存在しな

いと言える。この側面は，あまり着目されていないが，死の欲動，ひいてはウィニコット晩年の

破壊性の議論に通じるところである。赤ん坊の創造性は，このカンヴァスがあって，初めて現れ

るのである。 
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会員企画分科会２  ７月１日（土）13 時 30 分～16 時  A23 教室 

 

「精神分析的なオリエンテーションで臨床活動を行う際に生じる困難について―さまざまな現場

におけるさまざまな実践から―」 

企画者 久永 航平（静波こころの診療所） 

司会者 藤森 旭人（川崎医療福祉大学） 

発表者 久永 航平（静波こころの診療所） 

    林  秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

    袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

    安達 洋助（NPO法人子どもの心理療法支援会） 

 

 

企画趣旨 

精神分析的な考え方は、心理療法の場面に限らず、面接室の外でも生かすことが可能であり、

その機運は高まってきている。しかし、面接室の内外を問わず、精神分析的な枠組みで物事を考

え、臨床に従事する際には、様々な困難が生じる。例えば、陰性転移が生じた際であったり、枠

組みが構造化されない状況で心理療法や観察を行う際であったりといったことが挙げられる。そ

して、“精神分析は冷たくて融通が利かない”という偏見が、それらの困難に拍車をかけていると

ころもあり、“なかなか周囲に精神分析的な考え方を理解してもらえない”という経験をしている

人も多いのではないだろうか。 

本分科会では、精神分析的なオリエンテーションで臨床活動をしている演者らが、各々の現場

における面接室の内と外を取り巻く様々な困難についての一例を発表し、これらの困難にどう対

処しうるのかを検討したい。 

 

 

抄録 

「低頻度での子どもの心理療法の実践とその困難」 

久永航平（静波こころの診療所） 

キーワード：子どもの精神分析的心理療法、低頻度、陰性転移 

通常、精神分析的心理療法は週 1 回以上、決まった曜日の決まった時間という枠組みで行われ

るものである。しかし近年では、そのような構造化された枠組みの中で実践を行える場所は限ら

れてきていることもあり、場合によっては、より低頻度かつ構造化されない枠組みの中で行う必

要がある場面も少なくないのではないだろうか。 

本発表では、私が月一回の頻度で行った数例の子どもの心理療法事例について報告する。いず

れも前任者から引き継いだものであり、いわゆる日本式のプレイセラピーの設定で行われていた

ものを、私が精神分析的な設定に変更して行ったものである。その中には陰性転移が表れるもの

もあったが、陰性転移について他職種の方々の理解が得られず、“あなたが子どもと楽しく遊んで

いないから”と指摘され、その意味についてはもみ消されることが常だった。確かに、月一回と

いう頻度で分析的に行うことは困難であり、それを頑固に押し通すことは不毛でもあると感じる。

しかし、遊ぶだけのプレイセラピーでは、月一回という限られた時間を遊びで消耗するだけにも

なりそうで、それでは心理士の専門性を断片的にしか生かすことができないと感じた私は、その

どちらにも傾倒できないジレンマを覚えた。 

精神分析的な設定で行う低頻度での心理療法は果たして可能なのか？そしてそれは意味をなし

うるのか？本発表ではそれらの疑問について検討したい。 

 

 

「学校臨床における精神分析的視点―タビストック方式乳児観察を用いたクラス観察から」 

林 秀樹 （川崎医療福祉大学大学院）  

キーワード：クラス観察、関心を得られない不安、教師への助言 

本発表では、およそ 1 年間行われた小学校中学年のクラス観察を報告する。クラスは学級崩壊

に近い状態であった。中でも男児 A は自席に座っていることが難しく、担任は A の注意に追わ

れ、他児は担任の関心を十分に得られずにいた。また、A が関わった児童は、一時的に授業につ

いていけないこともあり、関心を得られない不安や他児に巻き込まれてしまう恐れからか、児童

らが互いに助け合うことは少なく、むしろ児童は担任との一対一の関係を望むため、クラスはさ
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らに騒がしくなっていった。次第に担任は A を注意しなくなり、クラスも迎合するように時に A

を無視した。一方、クラス内では互いに注意し合う声が増え始め、すると A はクラスから徐々に

離れ、クラスは落ち着き始めた。そのような中、私は学年団から具体的な助言を求められ、返答

に窮しながらも、A を意識することが大切であると担任に伝えた。すると A は再びクラスに入れ

るようになったが、クラスは騒がしくなっていった。 

学校現場におけるクラス観察は、ただ見ているだけと捉えられ、その趣旨を説明しても理解さ

れず、時に具体的な助言を求められることもある。教師への助言の内容やタイミングなどを含め、

クラスで何が起きていたのかを改めて検討したい。 

 

 

「療育的な視点と精神分析的な視点は共存しうるか」 

袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

キーワード：療育、精神分析的な視点、親面接 

日本では、発達障害児には心理療法が行われることは少なく、どちらかというと療育的な関わ

りが主になっているように思われる。療育的な関わりは行動面に重きを置いており、子どもの心

については置き去りにされることが多いように感じられる。 

筆者は、保健センターにおいて健診を担当する発達相談員として勤務している。新版 K 式発達

検査を用いて、現在の子どもの発達指数を確認し、親からの相談を聞いて関わり方のアドバイス

や、必要となれば親子広場のような教室を紹介することもある。発達相談では、療育的なアドバ

イスが求められることが多いが、心理士として、子どもの心について考える視点をどうにか取り

入れることが出来ないかと考えている。 

相談場面において、一組の親子との時間は限られており、制限時間内に終わらせることが必要

とされる中で、検査を実施し、その結果をフィードバックして、親の話を聞いてアドバイスをす

るという流れで相談が終わる。相談では、子どもの出来ないところに焦点が当てられ、それに対

してどのように対処したらよいか、ということに時間が使われているように感じられる。 

“出来ないことを出来るようにするにはどうしたらいいか？”、“問題行動をなくすには何をし

たらよいか？”という質問が多い中で、行動面のみならず、精神分析的な視点を持って助言する

必要性について、フロアを交えて検討したい。 

 

 

「児童養護施設での精神分析的心理療法の実践から」 

安達洋助（NPO 法人子どもの心理療法支援会） 

キーワード：児童養護施設、被虐待児、精神分析的設定 

 児童養護施設に入所する子どもたちの多くは何らかの虐待経験や痛みを経験しており、それは

感じないという防衛や発達の欠損を導き、子どもたちの成長を妨げてしまう。精神分析的心理療

法はそのような子どもたちの成長を促進するものだが、子どもと治療者に強烈な感情を喚起する。

これは精神分析的設定を作り、維持することでやっと向き合うことができるものだろう。精神分

析的な設定が揺らいでしまうと、子どもたちの内から表現されたものか、治療者の混乱から生じ

たものか精査することがより難しくなり、本当の理解につながりにくくなる。 

 児童養護施設での実践は、子どもの内的世界の投影から治療者は大人として考えることが難し

くなり、強い無力感を喚起される。また、子どもによっては、施設職員に治療者は無力であると

印象を操作し、治療者はより追い込まれることがある。治療者は施設職員と協働関係を築き、子

どもについて共に考えることが求められるが、経験の浅い治療者は頭では理解していても実践す

るのが難しい。 

 児童養護施設での事例を通し、精神分析的心理療法の設定を作り、維持することにどのような

困難があるのかを検討したい。 
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会員企画分科会３  ７月１日（土）13 時 30 分～16 時  A31 教室 

 
「発達障害学生の二者関係を育むサブカルチャーの意味」 
企画者  鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

今江秀和（広島市立大学国際学部／保健管理室） 

司会者  今江秀和（広島市立大学国際学部／保健管理室） 

発表者  家次安子（兵庫医科大学保健管理センター学生相談室） 

     鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

     伊藤未青（佛教大学学生相談センター） 

指定討論 野原一徳（愛知淑徳大学学生相談室） 

 松本寿弥（京都文教大学） 

 

 

企画趣旨 

 青年との心理療法では、彼らの志向する趣味や興味・関心を探究することによって、彼らの精

神世界をより豊かに理解することができる。その手段の一つとして、ゲームやアニメ、アイドル、

ゴスロリファッションなどのサブカルチャーの世界がある。昨年の分科会では、青年が志向する

サブカルチャーをセッションの中で積極的に取り上げることにより、彼らが生き生きと語り、変

容していったプロセスを紹介した。彼らは心理療法の中で主体性を発達させていったのである。

今回は、特に、発達障害の青年との関わりを取り上げ、彼らが志向するサブカルチャーの意味に

ついて考えてみたい。主体性なき主体といわれる彼らが、サブカルチャーを志向し、それを語る

ことによって、どのように二者関係を発達させ、主体性を獲得していくのか、検討してみたい。 

 

 

抄録 

「PDD傾向を持つ学生における SNSを介した対人関係についての一考察」 

家次 安子（兵庫医科大学保健管理センター学生相談室） 

キーワード：SNS、PDD傾向、テスト不安 

ラインやツイッター、メッセンジャーやフェイスブック、インスタグラムなどに代表される SNS

は、ほとんどの若者にとって電話やメールなどにとってかわり、手軽で新たな連絡や表現手段と

なっている。そんな環境にいる学生のうち、精神疾患や妄想を中心としたパーソナリティ障害的

側面を持つ者、PDD 傾向の学生は様々な不安やファンタジーをこれらのツールを通して投影する

ことも少なくない。 

今回は、授業や試験の情報共有にラインが使われている中、既読スルーされたりレスをもらえ

ないことで、クラス中から馬鹿にされているのではないかと妄想的になった事例と、グループラ

インと個人ラインの機能をうまく使い分けられず、友人の彼女にモーションをかけていたことが

友人やみんなにバレてしまったのではないかと、疑心暗鬼になった事例、クラスメイトが自分を

憎からず思っているのではないかという幻想を抱き、断られても諦めきれず何度もアタックし続

けることで繋がりを感じていた事例などいくつかを提示したい。これらのコミュニケーションの

ありようから生じる、現代の青年期における対人関係を精神分析的視点で述べてみようと思う。 

 

 

「発達障害学生が体験するパラタクシスな世界」 

鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

キーワード：パラタクシスな歪み、シンタクシス、二者関係 

 対人関係精神分析では、二人の間に、あるいは、クライエントの人間関係の中に、パラタクシ

スな歪みを見出し、それについて話題に取り上げ、吟味していくことによって、シンタクスな関

係へと発展させていくことが可能となる。発達障害の青年の場合には、もちろん、個人による違

いはあるものの、パラタクシスの歪みの性質が定型発達の青年と異なっていたり、パラタクシス

という歪みにまで至っていない場合が多い。学生相談の実践を紹介しながら、そのような彼らが、

サブカルチャーを介することによって、パラタクシスな歪みを（定型発達の場合と同じように）

呈することができ、セッションの中でシンタクシスな二者関係へと展開できることを検討してみ

たい。 
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「定型発達の学生とのサブカルチャーを通した二者関係の発達」 

伊藤未青（佛教大学学生相談センター） 

キーワード：相互スクイグル、多様性、転移関係 

 学生相談の現場では、ゲームやサブカルチャーの話題の共有も多いが、デジタルネイティブ世

代の学生の文脈や話のニュアンスを Thがどれ程理解できているのか、という疑問と常に向き合う

ことになる。それは、あまりにもサブカルチャーが多様であり、学生の捉え方も多様であること

や、Th の志向性、生身の友人関係を体験しにくい現代に生きている学生と Th との体験の違いに

よるものでもあろう。さらに、学生の志向が、彼らの主体性によるものなのか、または課金に代

表されるように社会や大人から与えられているに過ぎず、それゆえに成長が阻害されているのか、

検討すべき視点も多様である。Thはこのような感覚を保持しつつ、学生が語るゲームやサブカル

チャーの内容の背景にある無意識の流れを考えながら、二者関係に移行するまでの期間が長くな

らざるを得ない現代の学生とのつながり方を日々模索することになる。本発表では、複雑な背景

から関係性の構築に時間を要し、その後相互スクイグルのやり取りが可能となり、筆者との二者

関係に移行していった学生との事例を紹介する。転移関係の変化も振り返りながら、二者関係の

育みについて検討してみたい。 
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会員企画分科会４  ７月１日（土）16 時 30 分～19 時 A23 教室 

 

「いじめというトラウマを理解する」 

企画者  上田 順一（大倉山子ども心理相談室） 

発表者  上田 順一（大倉山子ども心理相談室） 

堀内 毅先（猿島厚生病院） 

人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり） 

指定討論 田中 健夫（東京女子大学） 

 

 

企画趣旨 

いじめ防止対策推進法は、「いじめ」という行為の対象となった児童等の心身の苦痛という個人

の主観的な経験に着目し、さらには「いじめ」は暴行障害や窃盗のような作為行為だけでなく、

仲間はずれや集団無視などの不作為であっても心理的圧迫を与えるものとして、「いじめ」の再定

義および概念の拡張を図った。いじめを直接の主訴として、相談や心理療法が開始されることは

多くはない。むしろ、いじめられた、もしくは、いじめられているのではないかという外傷的な

記憶や迫害的な体験が相談者やクライエントの生きづらさの一部として語られることは、心理臨

床家として多く経験するところである。この分科会では、相談や心理療法の中でいじめという外

傷的な記憶や迫害的な体験がどのように語られ、どのように相談や心理療法のプロセスに組み込

まれていくのか、さらには相談者やクライエントの人生に「いじめ」がどのように組み込まれて

いくのか検討したい。 

 

 

抄録 

「いじめという外傷とその外傷的な語りを意味付けること」 

上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

キーワード：いじめ、外傷、想起反復 

 昨今のいじめ防止対策推進法におけるいじめの取り扱いおよびいじめ調査委員会での調査では、

いじめられたと訴える側の主観的体験を尊重し、仲間はずれや無視などの不作為の対してもいじ

めとしての事実の認定をする、という注意が払われている。このことは、いじめという事態の隠

蔽など児童生徒指導上の問題点への切り口を提示しているのではなく、いじめそのものの認知は

いじめた、いじめられたという関係性に基づく認知に本質的な争点があるということの証左であ

ろう。相談やカウンセリング、心理療法においていじめが語られるとき、それはその人の人生に

組み入れられない外傷としての語りとなる。この外傷の語りは、心理的な加工も施されず、納ま

りのつかない怒りや悲しみの爆発への導火線を伴った個人史としての歴史的真実なのか、それと

も今ここでの治療関係における反応の表出なのか、セラピストとしてはその取り扱いに苦慮する

こととなる。本発表では、精神分析的な心理療法もしくは精神分析的な理解に基づくカウンセリ

ングや相談で立ち顕れるいじめという外傷およびその外傷的な語りを、人生早期の未解決な心的

葛藤や苦痛の反復と意味付けていくことの意義を考察したい。 

 

 

「いじめ体験とその傷つきを抱えること」 

堀内毅先（猿島厚生病院） 

キーワード：いじめ体験、傷つき、抱えること 

學校生活において子どもたちは、どのような人間関係を築くかということが大きなテーマとな

っている。もちろん良好な人間関係を実感出来ているのであれば、その時間や空間は喜びに満ち

たものになりうる。しかしひとたび良好な人間関係が崩れたり、しかもそれが一対一の関係に留

まらず、一度に複数を相手にした人間関係の場合は、精神的負担や傷つきの深さが相当なもので

あることは想像に難くない。さらに、これまでの人間関係において、その精神的負担や傷つきを

抱えてもらえなかった体験を重ねていると、希望を持とうにも持てず、もはや逃げ場のない苦し

みに満ちた世界の中でただただ孤独に耐え続けざるを得ない。発表では、いじめ体験とその傷つ

きを抱えるということについて改めて一考したい。 
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「精神分析的心理療法における「いじめ」の様々な表出とその意味を考える」 

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：いじめ、トラウマ、container-contained 理論 

 クライエントは様々な主訴で相談機関を訪れるが、いじめられた体験を語るということが意外

と多い。いじめられた苦痛を自分の歴史として距離を置いて語るクライエントもいるが、私が経

験してきた事例においては、共有不能なトラウマとして、あるいはβ要素のまま漂う contained

として「生のまま」永久凍土化された体験がダイレクトに治療者に向けられることが度々である。

治療過程における 1 つのプロセスであり、いじめのテーマが決してメインではなくても、バリエ

ーション豊かに治療者を迫害対象としてみなす時期がある。私は対面法を用いるので、とりわけ

治療者である私の表情や反応に対して非常に具象的に悪意を感じ取るようである。治療者の体験

としては全くの不意打ちであり、そのクライエントの歴史を十分に振り返らないと戸惑うばかり

になる。本発表では、診断や病態は異なっていても、クライエントが治療者に近づこうとしたり、

受け入れられていないと感じた時、どのようにいじめを話題にして治療者と関わろうとするのか

を考察したい。また「いじめが原因で今の自分は苦しんでいる」と主張することの正当性と、治

療者との関係から目を背けたいという動機の読み取りが重要になることも示したい。 
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会員企画分科会 5  ７月１日（土）16 時 30 分～19 時 A32 教室 

 

「心理療法家と哲学者の対話（1）フランス現代哲学からみたメラニー・クライン」 

企画・司会 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） 

上尾 真道（滋賀県立大学） 

澤田 哲生（富山大学人文学）  

酒井麻依子（立命館大学文学研究科） 

 

 

企画趣旨 

 フランス現代哲学者によるメラニー・クラインについての解釈を紹介し、それらをもとに心理

療法家と哲学者との生産的対話を行うのが本分科会の目的である。 

  各発表者は、クライン理論の学術的価値をあらためて問い直すため、モーリス・メルロ＝ポン

ティ（1908-1961）、ジル・ドゥルーズ（1925-1995）、ジャック・デリダ（1930—2004）、ジュリア・

クリステヴァ（1941-）らがクラインについて言及している箇所をまとめ、検討を加える。 

  今回とりあげる哲学者たちは、オリジナルな理論を展開した一流の哲学者であると同時に、哲

学以外の領域の諸理論を人間についての学全体のなかの位置づけ直した一級の文献学者でもある。

彼らが、論理的ではなく直感的、体系的ではなく実験的なクラインのテクストをどのように読ん

だのか、その読解を共有し、心理療法家からみえているものとは異なるクライン像を照らし出し

たい。 

 

 

抄録 

塩飽耕規（遊心会にじクリニック）  

キーワード：メラニー・クライン、フランス現代哲学、テクスト  以下の 4つの点にしぼって本

分科会の導入とする。 

  （1）研究としての哲学と臨床心理学の違いは、テクストという静的な事物に対する熟成を必要

とするクリティークと、面接空間という動的な出来事に向かう即興性を必要とする思考との違い

だといえる。また、前者は主として一人の天才が前提にしているものを一人の解釈者が掘り下げ

新しい理解をもたらす作業であるのに対して、後者はゆるやかに補完し合う複数のテクストを、

複数の実践家が現実のクライエントに適応可能な形で変容させる作業だという違いでもある。 

  （2）精神分析、記号論、資本論を導入することで、哲学の歴史に新しい視座をあたえたフラン

ス哲学は、哲学内部から自生したものだけではなく、哲学の外部を積極的にとりいれた新しいジ

ャンルを世に広めた。いわゆる実存主義、構造主義、ポスト構造主義など、よく知られた現代哲

学の潮流の多くはフランスで生まれている。ただし、哲学研究者にとってはそれらは自明なもの

ではないことも強調しなければならない。 

  （3）大陸哲学を席巻したフロイトについての哲学的解釈の流れとその概要をみる。とりわけジ

ャック・ラカン（1901—1981）が果たした役割を横目に、何人かの哲学者がなしえた精神分析解釈

を紹介する。 

  （4）フロイト–ラカンの精神分析では満足しなかった哲学者たちが、クラインのどこにオリジ

ナリティを見出したのか、その大枠を概観する。 

 

 

上尾真道（滋賀県立大学） 

キーワード：ジャック・ラカン、マグリッド・デリダ、ジル・ドゥルーズ 

 フランスの精神分析界において、隣国イギリスで大きな影響力を有したクラインの理論は、早

くから参照されてきた。なかでも、その理論的ポテンシャルに着目して積極的な対話を行った精

神分析家こそラカンであった。しかし知られるように、象徴界の優位に重点を移すようになるラ

カンは、50 年代の議論において、クライン派精神分析に批判的な検討を加えていくこととなる。 

 しかし、こうしたラカン派中心的な見方では、フランスの精神分析＆思想全体にクラインが及

ぼした大きな影響を見落とすことになるやもしれない。ここで注目したいのは、1966 年頃から、

ラカン派精神分析との政治的対立の中で、クラインの再評価の機運が高まることである。幾つか

のクラインの著作の翻訳や既訳の再版がこの頃実施されている。そのことは、ラカン派とは別の
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精神分析理論の確立を目指すフランス精神分析運動の動きとして考察することができるであろう

が、ここで同時に大きな役割を果たすのが、当時、気鋭の哲学者たちである。 

  その一人、デリダについては、彼自身ではなく、彼の妻マルグリット・デリダがクラインの著

作の翻訳を手掛けている。その背景には、分析家ニコラ・アブラハム、マリア・トロークらとの

友情があり、そのことはデリダを、ラカン派とは異なる形での精神分析との対話へと導いた。ま

たもう一人はドゥルーズであり、彼は 1969 年の『意味の論理学』において、クラインの本格的な

注釈をも手掛けている。またそのことは部分的に、精神分析批判の書とされる、1972 年のガタリ

との共著『アンチ・オイディプス』へとつながる議論の素地を準備したものとも考えられよう。 

 

 

澤田哲生（富山大学人文学） 

キーワード：モーリス・メルロ＝ポンティ、症例リータ、攻撃性 

  メルロ＝ポンティのクラインへのアプローチを採り上げる。参照するテクストは、「幼児の対人

関係」という表題の 1950 年度のソルボンヌ講義（邦訳では『眼と精神』に所収）と、「自然の概

念」と題された 1959 年度のコレージュ・ド・フランス講義である。以下の手順で発表を行う。 

  （1）メルロ＝ポンティが上記の講義群のなかで、クラインの分析方法をどのように受容したの

か簡単に確認する。とりわけ、当時のクラインの論敵エドワード・グローヴァ―の批判から、メ

ルロ＝ポンティがクラインの理論をどのように救い出したかを説明する。 

  （2）（1）の成果を踏まえたうえで、メルロ＝ポンティがクラインをどのように理解したかをソ

ルボンヌ講義とコレージュ・ド・フランス講義から検討する。具体的に説明すると、クラインが

『精神分析への寄与（Contributions to psychoanalysis）』で発表している「症例リータ」を、メ

ルロ＝ポンティがどのように読み込み、疾病と治癒の両面においてどのような意味を見出したか

を検討する。 

  （3）（2）の結果として、メルロ＝ポンティは、クラインの「攻撃性」という概念に注目するこ

とになる。この概念が、メルロ＝ポンティの思想の発展にどのように寄与したのかを説明する。 

  （4）グローバーが「攻撃性」をリビドー備給の結果と結論づけるのに対して、メルロ＝ポンテ

ィは、この特異な状況のなかで営まれる当事者と外部世界の関係（対人関係および対象関係）、さ

らにはその転調に人間学的な可能性を読み取っている。 

  

 

酒井麻依子（立命館大学文学研究科） 

キーワード：ジュリア・クリステヴァ、アブジェクション、女性的なもの 

 今回の発表では、現在も存命であり、デリダ、ラカンなどと同じく現代フランス思想を代表す

る、クリステヴァを取り上げる。その哲学の独特さと手ごわさから敬して遠ざけられ、あるいは

単純に理解不能と侮られる彼女であるが、ソシュールのアナグラム論やロシア・フォルマリスム

に影響された記号分析の仕事で知られていると同時に、それと微妙に重なり合うようにして精神

分析家たちの理論を受容しつつ、「アブジェクション（おぞましいものの棄却）」の概念を発展さ

せたことでも知られる。 

 この「アブジェクション」概念は彼女の思想の核心であり、今回はまずその概要と彼女の哲学

における位置づけを簡明に示しながら、フロイト、ラカン、クライン、ウィニコットといった精

神分析家たちがその概念に及ぼした影響について触れる。 

 ところで、クリステヴァが伝記『メラニー・クライン――苦痛と創造性の母親殺し』において

クラインの来歴や実践に言及し、他でもないクラインを比類なき分析家として評価していたこと

は特筆に値する。今回はクリステヴァの哲学的著作だけでなくこの伝記にも注目し、娘であり母

親であり臨床家であったクラインをクリステヴァがどのように捉えていたのか、そしてクライン

の実践と理論（そして人生）の関わりをどのように考え、かつその理論を受容ないし批判したの

かということに焦点を当てたい。 
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会員企画分科会 6  ７月２日（日）10 時～12 時 30 分  A22 教室 

 

「文化としての精神分析３：アートと抑うつポジション」 

企画・司会 飛谷  渉 （大阪教育大学保健センター） 

発 表 者 藤井あゆみ（大阪大学 COデザインセンター） 

若佐美奈子（京都民医連太子道診療所） 

仙道 由香（新大阪心理療法オフィス） 

 

 

企画趣旨 

 今回で第三回目となる分科会「文化としての精神分析」では、「アートと抑うつポジション」を

テーマとする。論考への導入をスムーズにするために、クライン派における抑うつポジション概

念とその現代的意義について簡単に解説することからはじめ、それらの臨床概念を手がかりとし

て、それぞれの演者が独自の切り口でもってアート（つまり精神分析臨床）と抑うつポジション

の関係を探求する。できる限り討論の時間を設け、臨床家はもちろん、その他のアカデミックな

領域においても、芸術と精神分析との関係に関心のある人たちと対話することをその趣旨として

いる。 

 

基本概念の解説  

「クラインの抑うつポジションとビオンのアルファ機能論について」 

飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

キーワード：抑うつポジション、アルファ機能、気づき 

 メラニー・クラインの抑うつポジション概念は、フロイトのエディプス・コンプレックスとな

らんで精神分析の根幹をなすもののうちの一つである。無意識的空想におけるサディズム的対象

関係に関心を持っていたクラインが、児童の精神分析を通じて、子どもたちが自らの性的あるい

は破壊的衝動のもたらす帰結にいかに脅かされているのか、彼らが自ら招いた修復不能と感じら

れる対象の傷つきを前にしていかに絶望に陥るのか、そうした情緒状態の生々しさに彼女が触れ

たことによって、その心的布置が彼女の思考のなかで有機的に組織化されてゆく。それは気づき

の痛みをもたらす「心の状態 a state of mind」として、さらには「対象の価値をめぐる経済論」

として洗練された。抑うつポジションは「対象関係の真実を知ること」「対象の美を体験すること」

など芸術体験のモードとして展開するポテンシャルを有していた。いかに現実との接触は回復さ

れ、いかにして傷つき失われた対象は修復されうるのか、ここではそうした問いが本質的なもの

となる。 

 一方、ビオンはクライン派の臨床概念の境界を著しく拡張した。それは概念の破壊にすら見え

るだろう。だが、彼の概念を臨床的によく吟味するなら、それらは破壊ではなく、破局的変化に

引き続く成長であることがわかる。このように一見するとクラインとビオンの臨床概念は整合性

のないものに映るかもしれないが、それらは気づき、痛み、恐れ､そして神話という人間的要素に

よって橋渡しされ得る。ここでの鍵概念が抑うつポジションなのである。 

 

 

抄録 

「ルース・クヤールの破壊と創造――メラニー・クラインの「償い reparation」概念の萌芽」 

藤井あゆみ（大阪大学ＣＯデザインセンター） 

キーワード： 抑うつ、償い、ルース・クヤール 

 メラニー・クラインの論稿「芸術作品および創造的衝動に表れた幼児期不安状況」（1929）には、

抑うつ態勢における「償い reparation」の概念の前身がすでに見られる。クラインの論稿では、

デンマークの作家カーリン・ミカエリスの論説「虚ろな空間」が取り上げられ、そこで紹介され

ている女性画家ルース・クヤールの芸術創造について分析がなされている。ミカエリスの論説は、

クヤールが作品創造によって自らの「虚ろな空間」を満たし、抑うつを克服したと結論付けてい

た。この見解を踏まえてクラインは、クヤールの創造的衝動の根底には、母親に対する破壊願望

と、そして心理的に母親に与えた傷を癒し、償おうとする欲望、またそれと同時に自らをも回復

させようとする欲望があったことを指摘したのである。 

しかし、2004年に発表されたオルセンの論評「画家ルース・ウェーバー〔クヤール〕のメラニ

ー・クラインによる分析のテーマとしての抑うつと償い」では、クヤールがじつは完成した作品
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を破壊していたことが報告され、彼女が完全には抑うつを克服していなかったことが明らかにさ

れた。この事実によってむしろオルセンはクヤールの破壊と創造の反復に、クラインが後に主張

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を読み取ったのである。本発表では、ク

ラインとミカエリス、そしてオルセンの論述を比較検討し、抑うつと創造性の問題を考察する。 

 

 

「抑うつポジションの入口と美しさに触れる体験」 

若佐美奈子（大阪大学 連合小児発達学研究科） 

キーワード：：抑うつポジションの入口、美しさ、臨界点 

Meltzer, D.（1967/ 2010）によると、患者と治療者は精神分析過程において、「転移の集結」、

「地理上の混乱の仕分け」、「領域の混乱の仕分け」という長い仕事の果てに、「抑うつポジション

の入口 the threshold of the depressive position」に辿り着く。 

なぜ Meltzerは、entranceではなく thresholdという言葉を選択したのだろう。”threshold”

は、『プログレッシブ英和中辞典（第 4版）』によると、「①敷居；入り口、門口」「②始め、発端、

出発点」「③（その点を越えると何かが生じる）基準点、しきい値；閾」「④（年収の）課税分岐

点」の意味がある。よって、非連続的な一線を越えること、質的に明らかな変化が起きる臨界点

であるという③の意味が含まれることが重要なのかもしれない。 

本発表での試みは、この抑うつポジションの入口で、患者と治療者が美しさに触れる体験を例

示することである。ある患者 A の夢と転移は、治療過程で徐々に展開し、十数年を経てある臨界

点を迎えた。Aは治療の帰り道「どうしても気になる木」を見に行った。Aは木を隅々まで観察し、

そのおどろおどろしい病んだ姿の中に、母親の破壊性と異常、崩壊を見た。そして A 自身の生と

性の混同および攻撃性に触れた。その時治療者は、長年受け止め続けた A からの断片的な母親転

移が形となり、治療者から離れたと実感した。それは、長い冬の間、固く閉ざされていたつぼみ

がついに綻ぶ瞬間のように、自然ではあるものの、ある種の驚きと美、そして真実の痛みが喚起

される体験であった。 

 

 

「視界がひらけることとその痛みについて」 

仙道由香（新大阪心理療法オフィス） 

キーワード：抑うつポジション、心的発達段階、投影性同一視 

 実年齢にもかかわらず、患者が心的発達段階のどのあたりに位置するか、およびその変化は、

治療者にとって心理療法における見所のひとつである。歴史が長く根の深い苦しみを抱えた多く

のひとは長らくその早期段階にとどまり、セッションの内外で妄想・分裂的不安が展開するが、

長い経過ののちやがて抑うつ的不安があらわれることになろう。それは確かに成長だが、患者自

身にとって必ずしも「素晴らしい体験」とはいえまい。視界不良の暗雲のなか単独飛行する戦闘

機のパイロットは、雲がはれ周囲の様子を目にしてはじめて正しく恐怖を体感する。同様に、妄

想分裂ポジションの華々しい世界を通り抜けた患者は、やがて抑うつポジションの世界に足を踏

み入れ視界がひらけたときはじめて、自分自身やひとびとの真実の姿、境遇、想い、自らがなし

た破壊への悔恨、それにともなう痛烈な心の痛みを味わうことになる。心的発達の観点から、こ

の手の体験は避けようもなく、治療者もまた患者本人ともども抑うつ的世界における彼の悔恨を

噛みしめ、深く沈むより途はない。いずれ行く手には喜びや幸せもあろうが、生きることの痛み

や哀しみもぬぐいがたく、そのすべてとともに歩んでゆくのが抑うつポジション的世界である。 

 本発表で筆者は、心理療法の経過中に患者と治療者がともに味わった視界がひらけることとそ

の痛みについて、幾つかの治療場面を引用し描写する。 
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会員企画分科会７  ７月２日（日）10 時～12 時 30 分 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③ 

－初学者が児童青年期のアセスメント面接を行う困難さ－」 

 

企画者  藤森 旭人（川崎医療福祉大学） 

   林   秀樹 川崎医療福祉大学大学院） 

司会者  林   秀樹 川崎医療福祉大学大学院） 

発表者  鷹取 香里（川崎医療福祉大学大学院） 

     澤井 知哉（川崎医療福祉大学大学院） 

     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） 

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。私たち

はこれまで 2 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（以下 Cl）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、転移や投影同一化の文脈で捉えられる可能性が議論された。一方、どの

程度の解釈を行うのか、あるいは「設定」がドグマのようになり「べき思考」に陥る可能性、ま

た、前セラピスト（以下 Th）との技法的な違いによって引き起こされる難しさなどの課題も浮き

彫りになった。 

 今回も児童青年期を対象とした 4 つのアセスメント事例から、初学者が児童青年期のアセスメ

ント面接を行う困難さおよび「精神分析的設定」が訓練として寄与する側面について改めて検討

したい。 

 

 

抄録 

「安定した友好な対人関係を築くことが難しい中学生女子とのアセスメント過程」 

鷹取香里（川崎医療福祉大学大学院） 

キーワード：考えるスペース、逆転移、表面的な理解 

本事例は、友人との友好な対人関係が続かないことを主訴とした中学生女子 A とのアセスメン

ト過程である。初回面接から私は、A が次々と語る学校でのトラブルについて理解しようと必死

になっていた。Aは友人との「うわべだけの付き合い」を嫌がりながらも、A自身もその場しのぎ

の対応を繰り返していた。私は A が立ち止まって考えられるスペースを持てるようになることを

目標として、継続的なセラピーを提案した。 

また私は、A のその場しのぎの対応や良い子のような振る舞いに対して苛立つ気持ちを抱いて

いたが、なぜ苛立つのかを深く考えることができないでいた。アセスメント過程を振り返ってみ

ると、その苛立ちこそが A の感じていた「うわべだけの付き合い」への嫌悪感であったのではな

いかとも考えられる。A と同様に私自身も、立ち止まって考えることができなくなっていたのか

もしれない。 

精神分析的設定においては、本事例のように Clの逆転移状況に飲み込まれてしまうことや、経

験の少なさから逆転移を考えることが難しくなり、表面的な理解にとどまってしまうこともある

ように思われる。しかし、 Th－Clの関係という文脈で捉えることで、Clへの理解はより深まる

のではないかと考えられる。 

 

 

「母子の関わりが少ない小学生低学年男児とのアセスメント面接過程」 

澤井知哉（川崎医療福祉大学大学院） 

キーワード：母子並行面接、関わりの維持、Thの母親への感情 

本事例は、友だちの輪に入りにくいことを主訴とし、母子並行で週 1 回行われた小学生低学年
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男児 B とのアセスメント面接過程である。面接は精神分析的設定のもと計 4 回行われた。B は出

生直後から心臓の手術を受けるなど、突然の事態に何度も見舞われており、様々な剥奪体験をし

てきた。母親は強い不安を抱えており、体験と感情の解離がうかがえた。私は本事例がイニシャ

ルケースであり、面接の中で B が表現する内容に翻弄されながらアセスメント面接を継続した。

B は砂の中に物を隠す遊びを繰り返していた。その行動には、誰にも扱われずにため込んだ感情

を表しているように思えた。母子の関わりの少なさから、B は自身の感情を言語化される機会が

少なかったことがうかがえた。したがって、私との関わりが継続していくことで、Bは他者から自

分に関心を持ってもらえる数少ない体験になると考えられた。一方で私は、B と関わりが保てて

いない母親に対する不信感を募らせていった。母子並行面接の中で起きた、B の変化と私の体験

した母親への感情の変化について検討していきたい。 

 

 

「ガラス細工のような女性とのアセスメント過程」 

仙波あゆみ（大阪経済大学大学院） 

キーワード：対人不安、攻撃性、共感できなさ 

「他人とコミュニケーションをとることができない」ことで来談した女子大学生 C のアセスメ

ント過程を報告する。C は家族が敷くレールに沿って人生を選択してきたが、社会人になる手前

で将来が不安になり来談した。4回のアセスメント後、Cは継続して来談するかどうかを決めるこ

とができず、また私も C についての理解が進まなかったので再度 4 回のアセスメント面接を行っ

た。 

面接場面では C 自ら話し始めることが殆どなく、ガラス細工のように簡単に壊れてしまうので

はないかという印象を抱かせた。また「うまく話せなかったら」とできなかった場合のことばか

りを想定している C に、私は何度も C を慰めたくなった。こうした C の在り方に私は何度もつい

ていけなくなり、共感できなさや、すれ違っているような感覚を抱くことが多くあった。一方で、

面接中は私に見せつけるように泣く姿などから C の攻撃性が見え隠れするようになると、そこに

触れる恐怖を感じ、触れることを避けようとする自分がいた。#8では Cは髪をショートカットに

してピアスをつけるという華やかな風貌で現れ、終結を主張した。私自身、Cについてわからない

ままに終結となったアセスメント過程を振り返り、C をどのように理解し、私と C の間で何が起

こっていたのかを検討したい。 

 

 

「分離不安の強い小学校中学年男児のアセスメント過程」 

松崎佑亮（大阪経済大学大学院） 

キーワード：分離不安、チック、見通しの立たなさ 

別の担当者が発達相談サービスを行った後に引き継ぎ、再度アセスメントを行った事例である。

D の主訴はチックであるが、強い分離不安からセッションの前に母親と別れる際、母親に抱きつ

いたりすることで安心しようという行動がみられた。面接が進むにつれて、母親の面接室に入っ

て部屋を確認するなど、分離不安を示す行動はエスカレートしていった。 

また、Dは前担当者を非常に意識しているようであった。私とのアセスメントの中でもしきりに

「前の先生は？」という問いかけがなされ、私はないがしろにされているような気持になること

が多々あった。これは面接を重ねていく中で、目の前にいない対象が別の場所に存在しているこ

とに気づけていないため、起こるものなのではないかと思われた。 

これと関連して、D は見通しを立てることを苦手としているようであった。面接中に「あと何

分？」と数分おきに確認し、面接が終わってから母親と再会するまでの流れについても何度もた

ずねてきた。面接が休みになる前の週は、もう来られなくなるのではないかという不安から遊べ

なくなり、片付けをしないことで面接室をそのままの状態で残しておこうとした。 

上記の見立てから、セラピーを継続することで、対象恒常性を示すことができるのではないか

と考えられた。 
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会員企画分科会８  ７月２日（日）10 時～12 時 30 分  A31 教室 
 
「タビストック方式乳児観察の経験」 

 

企画者  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） 

司会者  横田 侑佳（大阪経済大学） 

発表者  小畔美也子（おぐる医院） 

谷 麻衣子（あいち小児保健医療総合センター） 

指定討論 鵜飼奈津子（大阪経済大学）、平井正三 

 

 

企画趣旨 

 本分科会では、英国のタビストック・クリニックで発展し、世界中の心理臨床家の訓練に用い

られている乳児観察実践を行った二人の発表者に自らの観察事例を発表していただき、こうした

観察経験が臨床実践にどのように役立つのか、またこうした方法を通じて子どもの情緒発達や親

子関係についてどのようなことが見えてくるのか探索していく機会にしたい。 

 

 

「タビストック方式乳児観察の経験から得たもの」 

小畔美也子（おぐる医院） 

キーワード： タビストック方式乳児観察  関与的観察  理想の赤ん坊  

乳児観察は、タビストック・クリニックにおける子どもの精神分析的心理療法の訓練を最も特

徴づけるものだと言われる（平井, 2015）。それは次のようなものである。0歳から 2歳までの 2

年間、毎週決まった曜日時刻に約 1時間、計およそ 80回、家庭を訪問して、乳児と母親を観察す

る。週 1 回 1 時間半の少人数のセミナーにその観察記録を持ちよって、毎週一人ずつ順に発表し

て、全員で意見、感想を自由に述べ合う。 

乳児観察では解釈などの介入は行わないが、観察者は“関与的観察（Sullivan,1954）”者として、

赤ん坊によって強く情緒を揺さぶられる経験をする。これはビデオで乳児の表情を撮ってコマ毎

に検討するような、外部から客観的に研究する発達研究の方法とは異なる点である。 

幸いにも大阪で、この乳児観察セミナーが開講され、発表者はそれに参加する機会を得ることが

できたので、今回、その 2 年間の観察経験について報告する。大ちゃん（仮名）は、若い夫婦の

第 1 子の男の子で、両祖父母にとっても初孫であり、家族皆に可愛がられ大切にされていた。た

だ、母親にとっては予想より早い妊娠出産であったために、多少とまどいもあり、母親はインタ

ーネットや雑誌などで育児情報を得て、それに忠実に育児を行おうとする傾向があった。「25 日

目―大ちゃんはすやすやと眠っている。顔を右に向け、手は軽く握って右腕はやや伸ばし、左腕

は曲げている。深く眠っている感じ。胸から上腹部にかけて微かに上下している。母親と観察者

は９０度の位置に座り、大ちゃんは気持ちよさそうに眠り続けている。外は曇り空。静かな、や

や薄暗い部屋で、赤ちゃんが眠っている側で、母親と二人で黙って赤ちゃんを見守っている時間

はあまりに穏やか過ぎて、非現実的にすら感じる。・・・窓から、道で大声で話している二人の女

性の声が聞こえてくる。大ちゃんはそのような物音はまったく気にしていない様子で眠り続けて

いる。そして大ちゃんは、音とは関係ないタイミングで、時折、両手をびくっと広げて、驚いた

ようなポーズをとる。それで目を開けることはなく、そのまま、また眠り続ける」に見られる、

まるで世界から切り離されたカプセルの中に 3 人でいるような、穏やかで満ち足りた時期はまも

なく過ぎた。母親の中には理想の赤ちゃん像があるようで、現実の大ちゃんの情緒を察知したり

受け止めたりすることが難しい時期があった。母親は大ちゃんの要求がわからない、と途方にく

れたり、自分の思うように大ちゃんを動かそうとして、それがうまくゆかないと“意地悪”をし

たりすることがあって、そのような時に大ちゃんが凍りついて泣き、観察者が胸を痛めることも

あった。しかし大ちゃんはどんどん成長し、動けるようになり、さまざまな声を出せるようにな

り、彼の欲求や情緒が理解できるようになると、母親の応じ方はそれにつれて著しく上手になり、

二人の交流は見ていて安心でき、あたたかな気持ちになるものに変わっていった。それには大ち

ゃんの父親や保育所などによる支えも大きかっただろう。観察者が毎週通って見守っていたこと

もささやかでも役に立っていたならば、とも思う。 

この乳児観察の経験から発表者が得たもの ①訓練としての意義―たとえば細部の観察の重要

さ、など ②理論を実感できる事例としての意義―たとえば“普通”とされる家庭にもユニーク
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さあるいは病理的な部分がある、そのような子どもと母親との一つ一つのやり取りの積み重ねの

性格形成への影響―などについて考察する。 

 

 

「大事な存在がいなくなってしまうかもしれないという不安を抱えた A の観察－タビストック方

式乳児観察－」 

谷麻衣子（あいち小児保健医療総合センター） 

キーワード：乳児観察、過食、親の被養育体験 

 これは 2 年間にわたるタビストック方式乳児観察の実践報告である。既に同胞がいる家庭に生

まれた A は，ときに保護者の負担を減らすよう，ときに同胞が優先されても我慢するよう求めら

れながらも，泣く・噛む・しがみつくなど本人なりの自己主張をし続けて，最終的には保護者の

方が音を上げるまでになっていく。一方で，保護者は観察の中で育児のしんどさを訴えながらも，

子どもたちに一生懸命対応しようとし，自身の被養育体験を振り返って同じ体験を我が子にはさ

せまいと大きな決断をする。しかしその後 A の家庭内で事件が起き，A が保護者の帰りを待つ時

間が増えるようになると，A はおもちゃや食べ物を口に詰め込んで，満たされない思いや大事な

存在がいなくなるかもしれない不安を表現するようになっていく。観察者は観察家庭の協力と，

GSV で抱えられる体験を通して 2 年間の観察を終えることができたが，今一度 2 年間の観察の中

で A ちゃんが A ちゃんを取り巻く環境との間でどのような体験をしたのかについて広くご意見を

頂きたいと考えている。 
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◆研究発表 

 
研究発表１ ７月１日（土）13 時 30 分～16 時  A22 教室 

司会者 山本昌輝（立命館大学）  

 
「大学病院臨床における精神分析的視点の導入 ―小児科発達外来での実践―」 

若佐美奈子（大阪大学 連合小児発達学研究科） 

キーワード：大学病院、発達障がい児の親面接、マルトリートメント 

 

大学病院は高次医療の最前線である。演者の属する大阪大学医学部附属病院小児科外来も、各

分野の専門医、最先端の医療機器、専門的なアセスメントツールおよびその専門職が揃った恵ま

れた環境であるように思われる。本外来では、発達障がいを持つ子どもやその家族に、綿密なア

セスメントがなされた後、薬物療法をはじめ、ペアレントトレーニング、応用行動分析、ソーシ

ャルスキルトレーニング、個別の発達相談が提供される。それらの専門的援助を求め、遠方から

訪れる患児や家族もいる。 

そこにあるのは「提供」モデルである。医療スタッフは、様々な専門的知識や実際の対応例、

薬物の処方を提供することにより、患児やその家族の不安や苦痛をできる限り低減させようと奮

闘している。 

これらのアセスメントや治療を通して、子どもの状態が、しつけや育児の失敗ではなく発達特

性の問題であったと知り、罪悪感や混沌から免れた後、障がいに関する知識を吸収したい、生活

の秩序を作りたいと思うに至った家族には、提供モデルによる援助は有益であると言えよう。 

ともすれば、精神分析的な視点が必要ないかのように思われる現場において、演者は、発達障

がいの子どもの親に対する心理面接を行うなかで、精神分析的なかかわりが有用だと思われる事

例を複数経験した。こうして提供されるサービスの中に「良い対象」を見出せない一群である。

子どもの障がいについて感じ、考え、抱えることができない親たちが少なからず存在する。 

 Reid, S.（1999）が自閉症の子どものサブグループとして「自閉性トラウマ後発達障がい（APTDD：

Autistic Post-Traumatic Developmental Disorder）」を提唱し、「遺伝的・生物学的に脆弱な基

盤のうえにトラウマがあると、自閉的反応が引き起こされる」と示したように、子どもの側の純

粋な生物学的要因のみではなく、幼少期の母子関係や家庭環境の中でトラウマを体験し、自閉的

な特性を示す子どもがいる。杉山（2011）も、子どもが極端な環境の中で育ったとき、エピジェ

ネティックな変化の引き金を引き、発達障がいとなる子どもについて報告している。特にこのよ

うな虐待やマルトリートメントが絡む事例においては、提供モデルでは太刀打ちできない場面が

生じるように思われる。 

本発表では、小児科発達外来における複数の事例を挙げ、上記のような問題をもった発達障が

い児の親が、精神分析的視点
．．

を生かした介入によって、真の意味で、子どもに出会い、考えるこ

とを助ける援助について議論したい。大学病院で、精神分析的心理療法の設定を設えるのは困難

であるため、転移‐逆転移関係を利用した解釈を伝える精神分析的技法
．．

は使用できない。しかし

ながら、子や親を一方的にアセスメントするのではなく、逆転移を精査し関係性をアセスメント

することによって、親のこころの中にある子ども対象の在り様を理解することや、親の健康的な

力を引き出し、子どもに対する関心を育むこと、また然るべき治療機関にリファーすることが可

能となる。 

それは「提供」モデルではなく、「コンテイン」モデルである。「取り入れ」が不可能な親に、知

識や対応法を提供することは無効であるばかりか、軋轢や摩擦を産み出す。取り入れが可能とな

るまで治療者が抱え、待つことが優先される。残念ながら、この種の仕事は、経済的および効率

的見地から、現代の医療現場において重視されることが殆どない。しかしながら、実際には、地

域の療育機関や相談機関とつながることができず、大学病院に流れ着いた患者とその家族こそが、

コンテインされることを必要としている。 

（文献） 

Reid, S.（1999）Alvalez, A. and Reid, S. (Ed.). Autism and Personality. Routledge. 
杉山登志郎（2011）発達障害のいま．講談社現代新書． 

 

  



 33 

 

 

 

 

「精神分析的心理療法を実践するものが、デイリーケアという臨床現場にいることにつ

いての考察」 

大原創太（医療法人丹比荘丹比荘病院/北大阪こころのスペース） 

キーワード：精神分析的心理療法 デイリーケア 治療者のアイデンティティ 

 

発表者は、主な臨床活動を精神科デイケアで行っている。その精神科デイケアという臨床現場

をもう少し広い定義で捉えると“デイリーケア”という言葉で表すことができる。宮脇ら(2012)

によると、デイリーケアとは「精神疾患によってさまざまな生きづらさを抱えた人たちが、比較

的長い時間を共にするような場での、継続的かつ日常的なケアやサポート」である、としている。

本発表でもこのデイリーケアという言葉を採用したい。 

デイリーケアは、“集団”“多職種のスタッフ”“長時間”“さまざまな活動”という構造で行わ

れており、それゆえ、そこで起こっていることを、まとまったかたちで明確に論ずることが困難

である。宮脇ら(2012)も「包括的で、複雑にいろいろなことが絡みあった“できごと”を日常的

に扱っているために、その量や質を表現したり、因果関係を説明したりするのがとてもむずかし

い」としている。それらが影響しているのか、デイリーケアの現場で専門性の発揮に悩む心理士

の同僚も多く、また発表者自身もその一人である。とは言え、その臨床活動の中で、明確には言

いにくいが「何となく大切そうなこと」が日々起こっていると実感することも確かである。 

発表者は、精神分析的心理療法の訓練を受け、また実践している。『精神分析事典』によると、

精神分析的精神療法は、精神分析療法の治療理論と基本原則を修正・応用した精神療法で、以下

の 2つの意味があるとする。1つ目の意味は治療対象者の拡大(精神神経症のみならず人格障害や

精神病領域も)や治療対象のサイズ(個人のみならず集団も)や構造の修正をしたもの、2つ目の意

味は症状の回復やパーソナリティの一部の変化、適応能力の向上を求めはするが、パーソナリテ

ィ全体の変革を目的とするものではなく、主として対面法で週 1回～3回で行われるものである。 

上記の定義によると、発表者が日々のプログラムで実施している集団精神療法や定期的な個別

面接は精神分析的心理療法とあると言える。それはそれで一つの専門性だが、そのような単発の

プログラムや狭義の個別面接だけで発揮されているものではないようにも感じる。何かをしてい

るわけではない時間が多いデイリーケアの現場だからこそ、何かをしていることだけに専門性の

焦点を当てると実態、実感とのずれが生じ得る。 

そこで本発表では、精神分析的心理療法を訓練している発表者が、デイリーケアという現場に

いることの意義や、訓練しているからこそ何かしら役立てることがあるのではないか、というこ

とについて考えてみたい。 

その方法として、まずデイリーケアの構造を概観し、その構造内で発表者が日々何を体験して

いるかを論じたい。その上で、機能不全家族のなかで育ち、感情が安定せず、同時に生活自体を

安定させるのに苦心し続けているメンバーを題材とし、デイリーケアという構造においておこっ

てきたメンバーの成長過程を示したい。そこでは、治療者側が精神分析的心理療法的視点を有し

ているからこそうまれたであろう関係性が、いかに治療的に働いたかについても検討したい。 

本発表を、狭義の心理臨床の治療構造と比すと不明確なデイリーケアという構造の中で、日々

専門家として何をしており、何に役立てているのかを考える一助としたい。 

最後に、蛇足ではあろうが、発表者の日々の臨床活動を、なぜ精神分析的なものとしたがって

いるのかということについての現時点の私論を述べたい。 

 

 [参考文献] 

精神分析事典 小此木啓吾編 2002 岩崎学術出版社 

精神科リハビリテーションの流儀 宮脇稔編 2012 文光堂 
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研究発表２  ７月１日（土）16 時 30 分～19 時 A22 教室 

司会者 飛谷 渉（大阪教育大学保健センター） 

 
「西田幾多郎の「私と汝」と対話的心理療法」 

手束邦洋（手束心理言語臨床研究所） 

キーワード：絶対の他 考えることができないもの 場所 

 

クライエント（Cl）と治療者（Th）がいる場所は物理的には面接室であるが、対話が進 

むうちに、その場には作為したのではない独特な雰囲気が生まれる。「私と汝」である二 

者の関係性および「場所」の特質について考える時、哲学者西田幾多郎の所説はたいへん刺激的

で興味深い。西田哲学には既に木村敏先生が、統合失調症の精神病理、自己の自己性の原理とい

う観点から論及している（木村 1990）が、ここでは心理療法論という観点から検討する。 

西田にとって知るということは「自己が自己の中に自己を映す」ことである。私（Th）が汝（Cl）

と相対している私を私という場所の中に「映す」こと、そのようにして私を知ることが汝を知る

ことに及ぶ、とされる。 

自己が自己自身の底に自己の根柢として絶対の他を見るということによって自己が他の内に没

し去る、即ち私が他において私自身を失う、これとともに汝もまたこの他において汝自身を失わ

なければならない、私はこの他において汝の呼声を、汝はこの他において私の呼声を聞くという

ことができる。（西田『私と汝』1932） 

 絶対の他は「考えることができないもの」であり、私は自己の底にこれを見て、汝（他）におい

て私自身を失う、私は絶対の他において汝の呼び声を聞く。汝においても同じことが起こって汝

は私の呼声を聞く。私と汝は絶対の他であり、かつ絶対の他であることによって相互に呼び交わ

している。 

母子関係で考えると、母親が初期の「原初的没頭」の時期に、子に同一化して自己を失うのは、

子が絶対の他であり「考えることができないもの」であるが故である。母親は子（絶対の他）に

おいて自己を失いつつ子の呼び声を聞く。乳児が乳房（外界）に同一化するのも、乳房(外界)が

絶対の他であり「考えることができないもの」であるが故である。乳児は乳房（外界）において

母の呼び声を聞く。逆説的なことに絶対の他は、相互同一化によって結合している「私と汝」で

もある。母親を Th、子を Clと置き換えることもできる。 

臨床素材：中年女性の Aの初回面接。Aは切羽詰まった表情、甲高い声、とめどなくあふれる言

葉で語った。そこには主訴の一つである「ひどい生理出血」のような排泄のニュアンスがあった。

血は死を連想させた。Aの言葉の述語面は「集中できない」「身勝手だ」「無関心だ」等々であり、

私はそれを主観の中に包んで行こうとするが、それらの言葉は、心中に生じてくる私自身に関す

る様々な思いと重なってきた。私は A という他者の中に私（の言葉）が浮かんでいるのを見、自

己が失われていくのを感じ、臨床の場を開いている自己の根底に思いが巡った。 Aにも私にも絶

対の他である私自身に直面した時、Aの沈黙の「呼び声」を聞いたように思った。「更年期となり、

残るものは死だという思いで不安なのではないですか」と問いかけたところ，Aは一瞬落ち着き、

「今までの自分を受け入れられないのがつらいのですね」と低いトーンで語り初回面接を終了し

た。 

 私の中に「入って来る」Aという他の上に、私は自己の部分を見て同一化した。そのこ 

とで私はＡの中に失われ、自己の底の絶対の他に没して行きながら、Aの沈黙の呼び声を 

聞いた。「残るものは死」という言葉は、私に対する言葉であると同時に、Aの呼び声に対 

する応答ともなった。その言葉は Aの中に「移り行った」。Thは「入って来る」Aという他 

において自己を見、一方 Aは「入って来る」Thという他において自己を見る。「残るものは 

死」という言葉は相互を結びつけると同時に、絶対の他性を維持する。臨床の場所は CLと 

Thの＜間＞であり、二者がこのような「移り行き」を繰り返すことで、場所が自己を限定 

し、固有の色合い、<間柄＞を持つようになるのだと思われる。 
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「story stem narrative における作話過程の相互交流の分析 ～関係－行動水準と象徴水準の

包括的理解を目指して～」 

石谷真一（神戸女学院大学） 

キーワード：story stem narrative 相互交流のプロセス分析  

関係－行動水準と象徴水準の表象 

 

問題・目的；子どもの表象世界を知る手法の一つに story stem narrative（以下 SSNと略記）が

ある。これは子どもに日常的なジレンマや葛藤を人形を使って演じて見せ、その続きを作らせる

というもので、子どもの作ったお話（story narrative）から、表象世界（representational world）

を読み取ろうとする。そのため SSN の分析はお話の内容、すなわち登場人物に付与された情動、

人物間の関係性をあらかじめ用意した指標でコードすることが一般的で、標準化されたコードシ

ステムも開発されている。しかし子どもが独力でお話を作り上げるのは容易なことではなく、認

知的にも情緒的にも面接者の助けや支えが欠かせない。そのため、お話を作り上げるために子ど

もと面接者の間に様々な相互交流が生じ、その相互交流そのものにも子どもの表象世界の特徴が

表れる。この側面は子どもの関係場面での行動（performance）として SSNの分析の対象に取り入

れている研究もあるが、分析法も確立されておらず研究は進んでいない。さらに行動の分析は、

課題の回避や逸脱など子どもの側のみに焦点が当てられ、相互交流そのものを十分に捉えてはい

ない。相互交流に表れるのは、他者と共にあるあり方（Stern,D.）、他者との情動の相互調整のあ

り方（Beebe,B.）といった関係－行動水準の表象であり、お話に投影され表現される象徴水準の

象徴とは区別して捉えることが望まれる（Sander,L.）。そこで本研究は、子どもの作ったお話と

お話作成過程における子どもと面接者の相互交流の両面から子どもの表象世界の読み取りを試み

る。本研究は SSN を対象としているが、実際の臨床場面においてはクライエントを、その語りの

内容とセラピストとの相互交流の両面から理解する一助になると考える。 

方法；筆者の指導のもとで学生が幼稚園児を対象に実施した SSN のプロセス動画と逐語録から、

子どものお話と作成過程の相互交流に特徴が見られた数事例を取り上げ、相互交流のプロセスを

提示すると共に、お話の内容面と構成面の分析結果並びに相互交流の分析結果についても提示す

る。お話の内容と構成の分析は先行研究を参考に指標を定めて行い、相互交流については乳児－

養育者の相互交流の観察研究や Waldron,S. et al.（2004）による精神分析セッションのプロセ

ス分析を参考に、関わり合いをセグメントに分割し各セグメントを情動の自己調整－相互調整の

観点からコード化し、さらに間主観的動機づけの観点からの解釈を行った。なお SSN は数個の話

の出だし（stem）から成るバッテリーであり、お話づくりを重ねるのに伴う継時的な変化にも興

味深いものがあり合わせて紹介する。取り上げる事例は、相互交流の面で①面接者を支配・操作

する傾向が顕著、②面接者から自律して課題に向かう傾向が顕著、③面接者の関わりに応じず課

題にも拒否的、④面接者からも課題からも逸脱傾向が顕著なものである。 

 


