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2016年度 日本精神分析的心理療法フォーラム 第５回大会 
 

 

  

 

 主催 ： 日本精神分析的心理療法フォーラム 

 後援 ： 甲南大学人間科学研究所  ・ 京都文教大学心理臨床センター 

 K 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 
 

 

 
  

ごあいさつ 

 

 皆様方のご支援を頂き、「日本精神分析的心理療法フォーラム」第 5 回大会を開催する運

びとなりました。フォーラム発足以来の精神分析的心理療法に関する自由で開かれた議論

の場との理念を引き継ぎ、今大会も大会実行委員会企画シンポジウムおよび分科会では、

今日的かつ臨床実践に根差したテーマについて多様なシンポジストの熱い討論を期待でき

る内容となっております。 

積極的なご参加、発言、議論を頂き、本フォーラムが皆様の日々の臨床実践と被援助者

の方々の幸福に貢献でき、心理療法の発展に寄与できるものに育つことを心より願ってお

ります。 

 

日本精神分析的心理療法フォーラム 

第５回大会長  石谷 真一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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、葛西真記子、金沢 晃、川畑直人、崔 炯仁、飛谷 渉、 

平井正三、広瀬 隆、宮田智基、森 茂起、山下達久、山本昌輝 
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会場 

 
京都文教大学  京都府宇治市槙島町千足８０ 

 

＊最寄りの駅は近鉄・向島駅です。準急・各駅停車しか止まらないのでご注意ください。 

＊向島駅～大学、大学～向島駅はスクールバスを 20分間隔で運行いたします。 

駅から北へ徒歩すぐの所にスクールバス停留所があります。どうぞご利用ください。 

＊向島駅から会場までは徒歩約 20分です。 

 

 

 

 
                                                   
                          

 
                                           
 

 

 
                                            

 
                                                サロン・ド・パドマ 懇親会会場 

 

 
★常照館  受付、ワークショップ・分科会会場 

 

                         

 

 

 

 

 

※ 向島駅から会場までにスーパーやコンビニエンスストアがいくつかあります。 

  学内にはコンビニエンスストア、食堂（土曜日のみ 11時 30分～13時 30分営業します。

日曜日は営業しません）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘誓館１０２室 大会企画シンポジウム会場 （26日 13：30～) 
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プログラム 

 
2016年 6月 25日（土） 
9:00 10:00            12:30  13:30         16:00 16:30           19:00 19:30  20:30 

 

受

付  

 

常 

照 

館 

１ 

階 

大会企画 

ワークショップ１ 

常照館 214 
 

 

 

休 

 

 

憩 

 

 

  

大会企画 

分科会 

常照館 214 

休 

 

 

憩 

会員企画 

分科会２ 

常照館 214 
 

 
 

 
 

 
 

 

休 
 

 
 

憩 

休 
 

 
 

憩 

 

休 
 

 
 

 

憩 

  

休
憩 

懇 

 

親 

 

会 

 
サ 

ロ 

ン 

・ 

ド 

・ 

パ 

ド 

マ 
 

大会企画 

ワークショップ 2 

常照館 216 

会員企画 

分科会１ 

常照館 215 

会員企画 

分科会３ 

常照館 215 

  大会企画 

ワークショップ３ 

常照館 205 

研究発表 1 

常照館 216 

研究発表２ 

常照館 216 

大会企画 

ワークショップ４ 

常照館 215 
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☆懇親会では軽食と飲物をご用意いたします。 

懇親会会場で 1000 円お支払いください。 

お申込みは不要です。ぜひご参加ください。 
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6月 25日（土）  

◆10:00～12:30 
大会企画ワークショップ１（常照館２１４教室） 

「メンタライズ力の成長をガイドする ～日々の臨床に活かせるメンタライゼーションのお話～」 

講師：崔 炯仁（いわくら病院）   

牧野 友也(いわくら病院) 

 

大会企画ワークショップ２（常照館２１６教室） 

「いじめ問題に対して精神分析がなしえること」 

講師：上田順一（大倉山子ども心理相談室 ）   

田中健夫（東京女子大学） 

 

大会企画ワークショップ３（常照館２０５教室） 

「精神分析的に考えるセクシャル・マイノリティの理解と支援」 

講師：葛西真記子（鳴門教育大学） 

 

大会企画ワークショップ４（常照館２１５教室） 

「発達論・トラウマ論に親和的なユング派心理療法の実際（２）―夢素材を中心とした事例を通しての対人関

係論学派との対話―」 

話題提供：広瀬隆 (帝塚山学院大学、北大阪こころのスペース) 

指定討論：川畑直人(京都文教大学、ＫＩＰＰ) 

 

 

◆13：30～16：00 
大会企画分科会 （常照館２１４教室） 

「心の基盤に困難を抱える子どもへの心理的援助を考える」 

司   会   ：上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

シンポジスト：北川 恵(甲南大学)   

森 茂起（甲南大学） 

鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 

 

 

会員企画分科会１ （常照館２１５教室） 

「サブカルチャーを介した精神分析的青年期臨床の試み」 

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  ：伊藤未青（佛教大学学生相談センター） 

話題提供者：鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

          家次安子（淀川キリスト教病院精神神経科心理療法室） 

          松本寿弥（京都文教大学） 

指定討論者：今江秀和（広島市立大学国際学部/保健管理室） 

野原一徳（愛知淑徳大学学生相談室） 

 

 

 

研究発表１ （常照館２１６教室） 

司会：葛西真記子（鳴門教育大学） 

 

「5 人の性犯罪者、そのグループと治療プロセス」 

発表者 ： 塩飽耕規(性障害専門医療センターSOMEC) 

「ポスト・クライン派における精神分析の治療作用理解に関する一考察 -ストレイチーとロスの論文をめぐって-」 

発表者 ： 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） 
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◆16：30～19：00 
 

会員企画分科会２ （常照館２１４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②-アセスメントを通

じて『精神分析的設定』について改めて考える-」 

企画・司会 ：藤森旭人（川崎医療福祉大学） 

発 表 者 ：林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

藤井幸秀（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） 

久永航平（大阪経済大学大学院） 

武林晴香（大阪経済大学大学院） 

指定討論者：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 
 

 

会員企画分科会３ （常照館２１５教室） 

「文化としての精神分析２：アートと夢」 

企画・司会：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

発 表 者： 塩飽耕規（遊心会にじクリニック） 

        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） 

指定討論者：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

 

 

 

研究発表２ （常照館２１６教室） 

司会：山下達久（京都府立こども発達支援センター） 

 

「精神分析の時間-欲動論の観点から-」 

発表者：河野一紀 (追手門学院大学) 

「痕跡としての＜他者＞」 

発表者：春木奈美子（京都大学） 

「精神分析臨床における『知ること』に関する一考察」 

発表者：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） 
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6月 26日(日) 

◆10：00～12：30 
会員企画ワークショップ （常照館２１４教室） 

「はじめて学ぶメンタライジングアプローチ」 

企画者：上地雄一朗 (岡山大学大学院教育学研究科) 

 

 

会員企画分科会４ （常照館２１５教室） 

「思春期の心の諸相と精神分析的アプローチ」 

企 画 者 ：人見健太郎(みとカウンセリングルームどんぐり) 

司    会 ：堀江里美（神経科クリニックこどもの園） 

話題提供者：人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり） 

        上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

        植木田潤（宮城教育大学特別支援教育講座） 

指定討論者：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

 

 

 

会員企画分科会５ (常照館２１６教室） 

「児童養護施設の精神分析的心理療法」 

企 画 者 ：横山隆行（児童養護施設 迦陵園） 

        綱島庸祐（児童養護施設 鹿深の家） 

司    会 ：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） 

話題提供者：横山隆行（児童養護施設 迦陵園） 

         綱島庸祐（児童養護施設 鹿深の家） 

指定討論者：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 

 

 

◆12:30～13：30 
総会 （常照館２１４教室） 

  昼休みに総会を行います。会員の方はご出席ください。 

 

 

 

◆13:30～17:00 
大会企画シンポジウム （弘誓館１０２教室） 

「セラピー・プロセスは如何にして促進させうるか」 

企画・司会 ：石谷真一（神戸女学院大学) 

シンポジスト：吾妻壮（神戸女学院大学） 

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） 

広瀬隆（帝塚山学院大学/北大阪こころのスペース） 

池見陽（関西大学） 

指定討論者：石谷真一(神戸女学院大学) 

飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 
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抄録 

◆大会企画シンポジウム 
 

大会企画シンポジウム 6月 26日（日） 13：30～17：00（弘誓館１０２教室） 

「セラピー・プロセスは如何にして促進させうるか」 
 

企 画・司 会：石谷真一（神戸女学院大学) 

シンポジスト :吾妻壮（神戸女学院大学） 

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） 

広瀬隆（帝塚山学院大学/北大阪こころのスペース） 

池見陽（関西大学） 

指定討論者 ：石谷真一(神戸女学院大学)  

飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

 

 

自己理解の拡大や深化を目指す内省指向の心理療法のプロセスには、停滞や堂々巡りがつ

きものです。この問題は、精神分析療法の枠組みでは「抵抗」という観点から検討を重ねら

れてきました。今では広く二者心理学のパラダイムから、セラピーの行き詰まりを如何に捉

え、プロセスを促進するには如何なる介入が有効か、理解がいっそう深まってきていると思

います。その際、セラピストの心のあり様や、セラピスト‐クライエント間の情緒交流の理

解が重要なポイントでありましょう。 

他方、分析心理学や来談者中心療法においても同様の問題意識をもち、介入の工夫が試み

られてきているように思います。これらの立場を加え広く内省指向の心理療法と捉え、セラ

ピーの行き詰まりをどのように理解しプロセスを如何に促進させうるかを議論することは、

セラピストから与えられる行動や思考法の習得を旨とする心理療法とは異なる、内省指向の

心理療法の意義を明確にすることにつながるものと考えます。 

 

そこで本企画では、前半に精神分析療法の立場から、平井正三と吾妻壮が話題提供を行い

ます。プロセスの行き詰まりを如何に捉え、促進できるかについて、平井はクライン派の立

場から、吾妻は関係論的・比較精神分析的観点から話題提供を行います。学派の異なる二人

のシンポジストの発言が終わったところで指定討論の飛谷渉が論点を明確にし、二人のシン

ポジストとの間で若干の討議を行う予定です。ここまでを前半とします。 

後半は、広瀬隆がユング派の立場から、池見陽がフォーカシングに基づく体験過程指向心

理療法の立場から、セラピーに行き詰まりの理解と介入について話題提供を行います。その

際、両者はセラピストとクライエントとの関係性やセラピストの果たす役割について述べま

す。その後、指定討論の石谷真一が、セラピーの関係性に着目して技法の違いを越えた共通

点や相違についてコメントし、4 人のシンポジスト間で、そしてフロアを交えて、議論を深

めたいと考えています。 

 
 

 



 8 

 

◆大会企画分科会 
 

大会企画シンポジウム 6月 25日（土） 13：30～16：00（常照館２１４教室） 

「心の基盤に困難を抱える子どもへの心理的援助を考える」 

 
司    会 ：上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

シンポジスト：北川 恵(甲南大学) 

森 茂起（甲南大学） 

鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 

 
 心理臨床的援助の対象となる子どもたちの中には、心の基盤に困難を抱えていると思われ

る子どもたちも含まれます。ここでいう心の基盤とは、発達早期に養育者との情緒的関わり

を通して培われるもので、自分自身や他者の心に関心を向け、心理的存在として生き関係を

営む上で基盤となる心の基本的機能と考えておきます。心の基盤形成は、子どもが他者とコ

ミュニケーションを持つ上で生得的な困難を抱えていたり、養育者との関係性に問題が生じ

て子どもが適切な情緒的応答を得られなかったり、あるいはその両者が相まって、様々な程

度に障害されます。心の基盤に大きな困難を抱える子どもたちに、年齢相応の内省力や象徴

機能を頼みにした心理的援助では不十分なばかりか、不適切なこともあるかもしれません。

では、このような子どもたちへの精神分析的アプローチにはどのような配慮や工夫が求めら

れるのでしょうか。この分科会では３人のシンポジストがそれぞれの立場から、こうした子

どもたちの問題を理解するポイント、そして心理的援助を行う上での留意点についてお話し

いただき、シンポジスト間またフロアも交えての議論を通じて理解を深めたいと考えていま

す。 

森茂起は、フェレンツィやバリントの思想を基に、養護施設等の子どもへの臨床実践の経

験から見出された知見について話題を提供します。 

鵜飼奈津子は、タビストックでの取り組みや日本での臨床活動の経験を踏まえ、対象関係

論の立場から話題提供を行います。 

北川恵は、愛着を軸に置いた心理的援助の立場から、こうした子どもたちの理解のポイン

トと援助の留意点について話題提供を行います。 

 



 9 

◆大会企画ワークショップ   
 

大会企画ワークショップ１ 2016 年 6 月 25 日（土）10 時～12時 30 分 （常照館２１４教室）  

「メンタライズ力の成長をガイドする  

～日々の臨床に活かせるメンタライゼーションのお話～ 」 
講師：崔 炯仁（いわくら病院）   

牧野 友也(いわくら病院) 

 

2000 年代、フォナギー、ベイトマンらが境界性パーソナリティ障害（以下 BPD）など外傷的

養育体験の影響が色濃い心の病気の治療法として、「メンタライゼーションに基づく治療

（Mentalization Based Therapy, 以下 MBT）」を提唱しました。メンタライゼーション

Mentalization とは、「自己・他者の行為を、心理状態（欲求・感情・信念）に基づいた意味のあ

るものとして理解すること」と定義され、多くの場合、「メンタライズする mentalize」という動

詞形や「メンタライジング mentalizing」という動名詞形で使います。当事者理解に有用な理論

と、実証研究で証明された治療効果の高さを併せ持つ実践的な治療理論ですが、ベイトマンは自

著で、「MBT は新しいブランド、新型の治療法ではない」と書いています。演者がロンドンで参

加した MBT ワークショップの冒頭でも彼は、「この技術は皆さんが皆さんの現場で実践している

技法に加えて活用してほしい」と参加者に伝え、MBT の幅広い応用可能性を強調しています。 

 本ワークショップでは、前半にメンタライズ力の発達や、メンタライジング発達不全という観

点からの BPD の心理・行動理解についてできるだけわかりやすく説明し、後半では病院・診療所

など医療現場を中心に、保健福祉・教育現場でもいろいろな活用が可能な MBT の「メンタライ

ズ力の成長をガイドする」基本技法について、ロールプレイを交えて学んでいただきたいと考え

ております。どなたでもご参加いただけます。奮ってご参加いただき、翌日からあなたの現場で、

あなたの日々の臨床実践に加えて MBT のエッセンスをご活用ください。 

 

 

 

 

 

大会企画ワークショップ 2 2016 年 6 月 25 日（土）10 時～12時 30 分 （常照館２１６教室）  

「いじめ問題に対して精神分析がなしえること」 
講師：上田順一（大倉山子ども心理相談室）  

田中健夫（東京女子大学) 

 

平成２５年いじめ防止対策推進法が制定された。この法による『いじめ』は、「心理的又は物理

的な影響を与える行為」によって「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも

の」と定義された（法第２条）。すなわちこの法による『いじめ』の範囲は、被害にあった児童生

徒の主観的な判断（但し法の附則あり）に基づくこととし、刑法犯のような具体的に明示されう

る行為だけでなく、仲間はずれや集団による無視等、いじめとしての具体性の明示が難しい様態

も対象行為としてこの法で掬い取ることができるようになった。 

 このようにこの法は、『いじめ』を『行為』として読む込むことに注力していること（以前の文

科省の調査では『行為』ではなく『攻撃』とされていた）が推測される。このことはいじめの内

実を明示しにくい、言い換えれば、教師や保護者など大人たちが子どもたちのグループライフを

どのように理解していくか困難を抱えていることに他ならない。 

 このワークショップでは、まずは上田が、スクールカウンセラーとしての立場、いじめ防止対

策法調査委員会の一員としての立場というそれぞれのアウトサイダーの視点から、学校というグ

ループライフの位相で生じるいじめ問題という課題について内実とともに描き出す。続いて田中

は、対象関係論による理解を軸に置きながら、いじめの加害 − 被害の両方の体験を持っているい

じめの最内層の理解と支援について事例をもとに報告する。最後に上田、田中それぞれがいじめ

の問題に精神分析がなしえることを掲題し、フロアの先生がたとフリートーキングを試みたい。 
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大会企画ワークショップ３ 2016 年 6 月 25 日（土）10 時～12時 30 分 （常照館２０５教室） 

「精神分析的に考えるセクシャル・マイノリティの理解と支援」 
講師：葛西真記子（鳴門教育大学） 

 

米国の精神医学会では、長年、同性愛、両性愛を精神医学的な障害であると考えられてきた。

また、精神分析家の間でも、同性愛を「病理」であり、「治癒」しなければならないものだという

考え方が一般的であった。それに対して、多くの論争が 1970 年代初頭から起こり、精神医学会、

分析家の間で同性愛の承認をめぐる論争が続いてきた。現在は、アメリカ精神医学会において、

同性愛が精神疾患や欠陥ではないということが宣言されてから、かなりの年月が経ったにもかか

わらず、心理援助の専門職の間では、同性愛に関する正しい知識や適切な対応方法が十分ではな

いということが指摘されている。 

もともと Freud, S の発想は、性欲が発達的普遍性をもつとはいえ、結果として生じる性の異常

である「倒錯」はあくまで変異であり、もし健康で正常であれば、性が生殖器を中心に統合され

る必要性があるという論点は、初期の論文から一貫している。彼のこの態度は、男根中心主義と

して、その後のフェミニスト心理学者たちに批判されるものであった。Mitchell, S は、関係精神

分析の創始者の一人であるが、当時、精神分析の分野では、広く受け入れられていた同性同士の

愛情は、病的であるという考え方に挑戦した論文を発表した。また、フェミニズムの視点からみ

ると、同性愛（特にレズビアン）についての精神分析的記述の初期のものは、かなり否定的で抑

圧されたステレオタイプ的なものであった（Deutsch, 1932; Freud, 1920）。しかし 1970 年代後

半になってフェミニズムが、女性嫌悪や歪みから解放された女性の心理について正確な記述をし

始めた。 

それと同時に精神分析理論にも変化があり、セクシュアリティに関する新しい見方が入ってき

た。自己心理学や関係精神分析理論は、それらを含めるような余地のある理論的、臨床的見方を

示し始めた。これらの理論は、何が正常であるか決定することにそれほど焦点をあてないという

新しい人間の発達を導き出し、先に示された発達モデルに個人をあわせようとしない新しい臨床

方法を導き出した。 

このような流れの中で、同性愛を病理としてみなしてきた精神分析家たちは、どのように同性

愛を理解し、概念化しているのだろうかということを本ワークショップで提示し、皆さんと検討

したい。 

 

大会企画ワークショップ４ 2016 年 6 月 25 日（土）10 時～12時 30 分 （常照館２１５教室） 

「発達論・トラウマ論に親和的なユング派心理療法の実際（２）―夢素材を中心とした事例

を通しての対人関係論学派との対話―」 
話題提供：広瀬隆 (帝塚山学院大学、北大阪こころのスペース) 

指定討論：川畑直人(京都文教大学、ＫＩＰＰ) 

 

昨年度第４回大会でも同タイトルのワークショップを企画しました。本来予定していた事例の

提示を行う前に、前提として提示したヴィネットをもとにフロアの方々を交え、活発な議論が展

開され、事例に進むことができないほどでした。夢を何であると考え，どう心理療法で扱うのが

妥当であるのか，興味の尽きない問題です。 

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

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

うになってきています。そして、話題提供者自身も、古典的なユング派の枠組みではありえない

ような視点を多く取り入れながら仕事をするようになっています。わけても、発達論・トラウマ

論・関係論、そして神経科学等の展開は、とても刺激的なものに感じられており、今後の臨床活

動に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。 

このワークショップでは、広瀬が夢やファンタジーを多く含む臨床素材を示します。２００７

年に心理臨床学会で発表した「解離の機制によって生き延びてきた青年の事例」と題したケース

です。当時学会にて説明した内容を、広瀬なりに現段階でのパースペクティブからとらえ直して

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

を進めます。参加していただく皆さんからも、率直にご意見を頂きたく思います。 

なお、ポスター等で当初ご案内した日時と異なっていますので、ご注意下さい。
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◆会員企画ワークショップ 

 
会員企画ワークショップ 2016 年 6 月 26 日（日）10 時～12時 30 分 （常照館２１４教室） 

「はじめて学ぶメンタライジングアプローチ」 
企画者：上地雄一朗 (岡山大学大学院教育学研究科) 

 

■企画趣旨 

ピーター・フォナギーと共同研究者たちによって愛着理論を背景にして提唱されたメンタライ

ジング／メンタライゼーションに基づく心理療法アプローチは，境界性パーソナリティ障害

（BPD)の治療から出発したが，その後，他の障害や他の心理療法モダリティにも拡張されている。

他の障害としては，トラウマ，抑うつ，不安，摂食障害，BPD 以外のパーソナリティ障害などが

あげられる。他の心理療法モダリティとしては，家族療法，育児支援，心理教育，暴力防止など

があげられる。 

 フォナギーたちの言うメンタライジングとは，自己と他者の行動の背後にある心の状態を推測

し，認識する心的行為である。これに対してメンタライゼーションとは，メンタライジングが達

成されるプロセスや達成された状態，その結果としてのメンタライジング能力を指している。た

だし，心の状態の認識がメンタライジングであるためには，（１）この認識は心が創り出した表象

であるから，複数の表象（見方）が可能であるという感覚が伴われていること（心的等価モード

ではないこと），および（２）実感に即した認識であり，抽象化・一般化・空想化されていないこ

と（ふりをするモードではないこと），が条件として必要である。 

 ところで，メンタライジング／メンタライゼーションは，すべての心理療法を有効にする共通

要因であると考えられるので，他の立場の心理療法に取り入れることも可能であり，他の精神分

析学派，認知療法，対人関係療法，クライエント中心療法などと対話できる土俵を提供すること

ができる。ジョン・G・アレン(2013)は，メンタライジング・メンタライゼーションの視点のこ

の特質に注目し，これを「素朴で古い心理療法」（plain old therapy）と読んでいる。このように

理解されたメンタライジング・アプローチは，特定の心理療法ブランドではなく，すべての心理

療法の中核部分であると考えられることから，学習者は，自分の現在の立場を維持したままで学

習することができる。 

 本ワークショップでは，メンタライジング／メンタライゼーションの視点による心理療法を「メ

ンタライジング・アプローチ」と総称し，そのエッセンス（アレンが言う「素朴で古い心理療法」）

を講義と簡単な実習によって習得することを目標とする。初めてメンタライジング／メンタライ

ゼーションの視点に触れる人やこの視点への理解が不十分な人を主たる対象として，メンタライ

ジングに関する基本事項とメンタライジング・アプローチによる応答・介入の重要点を平易に解

説する。メンタライジング・アプローチを学ぶことによって，以下のことが期待される。 

 

①クライエントの体験を様々な方向から詳細に理解できるようになる。 

②クライエントの体験をすぐに抽象化・一般化するのではなく，実感的，個別的に理解すること

によって，「理解してもらえた」という実感をクライエントに与えやすくなる。 

③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）に気づきやすくなり，対処が容易になる。 

④面接関係における亀裂（クライエントのネガティヴな反応）に対する対処が容易になる。 

⑤心理療法の原則や技法に縛られなくなり，応答が自由になる。 
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◆会員企画分科会 

 
会員企画分科会 1  2016 年 6 月 25 日（土） 13：30～16:00 （常照館２１５教室） 

「サブカルチャーを介した精神分析的青年期臨床の試み」 
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 ：伊藤未青（佛教大学学生相談センター） 

話題提供者：鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

         家次安子（淀川キリスト教病院精神神経科心理療法室） 

         松本寿弥（京都文教大学） 

指定討論者：今江秀和（広島市立大学国際学部/保健管理室） 

        野原一徳（愛知淑徳大学学生相談室） 

 

 
■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。本分科会では、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に没頭する若者を取り上げ

てみたい。特に、他者によるゲームプレイ動画を延々と視聴するような受身的で主体性が見受け

られない学生、空想やゲームの世界をまさに具現化したような、性的魅力を強調した愛される人

形のように装い、興味や話題は刹那的なインターネットやゲームを中心とする若者、お気に入り

のアイドルに「かまってもらう」快感のために SNS で高額なチケットを購入し、コンサート座席

や服装、応援方法などを綿密に準備するという依存症的な活動をするような学生の心理療法を紹

介しながら、果たして、彼らの精神世界は、主体性の発露がなく、現実味がなく、自立性がない

といえるのか検討したい。 

 

 

 

■話題提供  鈴木健一（名古屋大学学生相談総合センター） 

「学生相談とサブカルチャー」 

キー・ワード 無意識、主体性 

引きこもり等によって不登校を呈している大学生とのセッションにおいて、学生が自由に語り

始めるようになるまでに、セラピストには、いろいろな工夫や苦労が必要である。例えば、筆者

の場合には、セラピストが自由に語ることによって学生の無意識に働きかけてみたり、学生の関

心にセラピストが関心を向けることによって学生の無意識とアクセスを試みたりしている。本発

表では、そうした筆者の試みの中から、多くの学生が関心を抱き、語り始める契機となっている

サブカルチャーに焦点をあてる。学生が自らを投影していることが容易に推察されるキャラクタ

ーが語られる場合もあれば、どこに投影しているのかが不透明な場合もある。事例を紹介しなが

ら、主体性の希薄な彼らが主体性を獲得していくプロセスについて考察を加えたい。 

 

 

 

■話題提供  家次 安子（淀川キリスト教病院精神神経科心理療法室） 

「青年期におけるネットコンテンツのファンタジーとリアリティ」 

キー・ワード  SNS、サブカルチャー、多重性 

若者はおろか学童期の子どもたちには当たり前にネットツールがあり、学校教育にもカリキュ

ラムとして PC やポータブルメディアプレイヤーが与えられ、ぐずる子どものおもり役としてス

マホが与えられる時代である。 

2005 年に小此木が著書「ケータイ・ネット人間の精神分析」で、メディアやネット社会、携帯

電話文化における精神のあり方を論じ、愛も憎しみもある１対１の人間関係（これを「2.0」の関

係と呼ぶ）が希薄化し、「1.5」の関わりが現代人の心に浸透するようになったことを指摘した。

「1.5」の関わりとは周囲から見ると物体にすぎない相手に、あたかも本物のような思いを託して

関わるあり方だという。 しかし、もはや相手は単なる物体ではなくそのネットの向こうには生身

の人間がおり、決して「2.0」にはならないが限りなく「2.0」に近づいているのではないだろう
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か。そして、今やネット文化は特別な知識を持つマニアックな者たちだけのものではなくなった

のではないだろうか。 

事例では、いわゆるゴスロリファッションといった現実離れした服装やメイクで登場し、SNS

やゲームの世界を中心としたネット社会での対人関係を中心に生きている、解離性同一性障害の

女性 A を紹介する。これら A の世界は一体何を表しているのだろうか、面接で彼女の語る世界に

発表者も深く身を浸し、言葉にしていく作業をしていく中でみえてきたものを検討したい。 

 

 

 

■話題提供  松本寿弥（京都文教大学） 

「サブカルチャーと心理的発達」 

キー・ワード  アイドル、愛着、主体性 

大学生との心理療法を通して、青年期のサブカルチャーへの関わりの意味と、その背後にある

心理的ニードや葛藤について論じる。若者のサブカルチャーへの傾倒については古くは非行とい

う枠組みで、親世代のメインカルチャーへの反発として考えられてきた。しかし現在の親と子の

世代間境界の不明瞭さが増す中で、若者のサブカルチャーへの傾倒の意味や心理的ニードの充足

にまつわる複雑な力動を、発達的観点から考察する。事例は発達障害を主訴として来談した大学

生女性である。学習や対人関係の難しさを抱えながら、アイドルグループの追っかけが生活の中

心になっていた。その活動についての語りを通して見えてくる本人の発達的・心理的ニードと友

人や家族との関係およびそれらの変化、そしてセラピストとの心理療法的関係を通した本人の主

体性の発達について検討したい。 
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会員企画分科会２  2016年 6 月 25 日（土）16 時 30分～19 時 （常照館２１４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②

―アセスメントを通じて「精神分析的設定」について改めて考える－」 
企画・司会 ：藤森旭人（川崎医療福祉大学） 

発 表 者 ：林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

藤井幸秀（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） 

久永航平（大阪経済大学大学院） 

武林晴香（大阪経済大学大学院） 

指定討論者：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

 

 
■企画趣旨 

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。昨年の

分科会では、5 人の大学院生が担当した「精神分析的設定」による子どものアセスメントセッシ

ョンを検討した。そして、定位置からクライエントを観察するという「枠」が支えになり、安心

感を持ちながら面接に臨めることや、分析的観察の現場への汎化可能性という側面が議論された。

一方、逆転移の扱い方や、解釈をどうするか、あるいは「設定」がドグマのようになり、「べき思

考」に陥りがちである側面も浮き彫りになった。また、子どもの面接を支える親面接によって、

より子どもの面接が安定することも検討され、協働関係の中で大学院生が安心して子どものアセ

スメント面接に取り組む環境の重要性についても示唆された。 

今回は、成人のアセスメント事例も交えて、今一度「精神分析的設定」とは何なのか、そして、

それが訓練として寄与する側面について検討したい。 

 

 

■話題提供 林秀樹（川崎医療福祉大学大学院） 

「触れたら壊れてしまいそうな女児とのアセスメント過程」 

キー・ワード  定位置、立ち止まれないこと、関わりの水準 

私は修士時代に、緘黙と分離不安を主訴に来談した女児 A とのアセスメント面接を精神分析的

設定で行った。A は、今にも泣いてしまいそうな情けない表情を浮かべながら小さく座っており、

その様子はバラバラになってしまいそうで、私はどうにか抱えようと躍起になって話しかけた。

その一方、面接が進むと A は自ら音を出すことで私と関わろうとすることもあった。 

 このようなアセスメント過程を通し、私は「立ち止まって考えられないこと」と「関わりの水

準を知ること」を経験した。このような視点に立てること自体が、この設定の特徴なのではない

だろうか。すなわち、「立ち止まって考えられないこと」は、立ち止まって考えることのできる設

定だからこそ浮き彫りになった素材であり、一方「関わりの水準を知ること」は、セラピスト（以

下 Th）側から積極的に遊びを提示しないこの設定だからこそ理解できたことなのではないだろう

か。 

 

 

■話題提供 藤井幸秀（川崎医療福祉大学大学院） 

「子どもらしさを抑え込んでいる小学生男児とのアセスメント過程―緊張感をめぐって―」 

キー・ワード  緊張感、無力感、イニシャルケース 

本事例は、授業中に思ったことをすぐに口に出してしまうことを主訴として来談した小学校中

学年男児 B のアセスメント過程である。 

 B は、終始窮屈そうな姿勢で淡々と折り紙を折っていた。その様子からは、緊張した様子と、

大人びた雰囲気が感じられた。一方で B の見せる所作には、時折年齢相応の幼さが垣間見られ、

私は B の中の二面性を感じることもあった。制作された折り紙は、時間を過ごすためだけに機械

的に作られたためか、象徴性は非常に低く、解釈が困難であった。私は B に対して何もできない

ことへの無力感を感じると同時に、アセスメント中の空気が緊張したもののように感じられた。

この緊張感は、大人の顔色をうかがいながら過ごしてきた B の生育歴を映し出したのではないだ

ろうかと考えられた。精神分析的設定が、B の緊張感と、私のイニシャルケースという状況によ

る緊張感とを仕分ける機能を担っていた側面について考えていきたい。 
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■話題提供 袴田奈津菜（大阪経済大学大学院） 

「内面を見つめようとした女性との面接過程」 

キー・ワード  引継ぎケース、再アセスメント、感情への触れなさ 

本事例は、前任者が月 1 のペースで行っていたカウンセリングを引継ぎという形で担当したケ

ースである。 

前任者とのカウンセリングでは、主に会社での人間関係がうまくいかないことと、結婚したい

が男性との距離感が分からずうまくいかないという主訴で C は来談していた。しかし、週 1 回で

設定した私との計 4 回のアセスメントセッションの中で、幼少期からの自分の「コンプレックス」

や、自分の中に恐ろしいほどの「怒りの感情」があること、そして対人関係において「人との関

係を密にすることの面倒くささ」について触れ始める。周りの環境など外的なものだけではなく、

自分自身の問題に向き合う覚悟を見せたため、週 1 回の心理療法を行うことを提案し合意に至っ

た。しかし、仕事の話など外的な出来事ばかりを話すことは継続しており、そのことについて言

及すると、自分の「感情に触れることは難しく辛い」と語り、心理療法をするにあたって確固と

した目標が欲しいと訴え始めた。 

このように自分自身の問題について考えなければならないと理解はしているが、その作業は恐

怖そのものであり、私には、C の内的なものに一緒に触れていこうとすることを困難に感じる場

面が多々あった。 

 

 

■話題提供 久永航平（大阪経済大学大学院） 

「自分の世界に引きこもる成人男性とのアセスメント過程」 

キー・ワード  中立性、切迫した逆転移状況、心的退避 

精神分析的心理療法では Th の中立性が強く求められる。中立性は、Th が逆転移を吟味する中

で培われていくものである。しかし、実際の心理療法の中では Th が転移―逆転移の渦に飲まれ、

この中立性が揺らいでしまう場面も少なくないと思われる。 

本発表では、対人交流場面での迫害性の不安が高いために人と深く関わることができず、心的

退避の状態にある成人男性 D とのアセスメント過程を報告する。D は、しきりに私にアドバイス

を求めてきたり、「考えるよりも行動を変える必要がある」、「セラピーで気づきを得られた実感は

ない」と私を攻撃したりしたが、私はそのような D の発言にプレッシャーや苛立ち、私として何

もできていない無力感を抱いていた。このように私は、度々切迫した逆転移状況に置かれたが、

その一方で、D の発言を転移や投影同一化の文脈で捉えるという精神分析的な枠組みがあったか

らこそ、その発言の背後にある意図を推測したり、私に生々しく生じる逆転移を感じ、吟味する

ことが可能になったように思う。 

 

 

■話題提供 武林晴香（大阪経済大学大学院） 

「障害名に当てはめてることで、自分の感情を見ないようにする女性」  

キー・ワード  ラベリング、他責的、逆転移 

E は「気にしすぎたり、嫌な事が忘れられない性格は発達障害と関係があるのか」、「自分には

認知の歪みがあるのではないか」、「父親も自分も仕事が続かないのは何故か」など、相談申込表

の余白がなくなる程たくさんの主訴を持って来所した。オーバーなジェスチャーを加えながら、

早口でこちらが言葉を挟む隙を与えないほど勢いよく話す。自分の家族、職場の人がいかにおか

しいのかということを語るのだが、それを聞いていても私は心を動かされるよりも、本当にそう

なのか？と話の腰を折りたくなるような気持ちになっていた。4 回のアセスメントを通して、家

族や自分は発達障害やパーソナリティ障害ではないかとしきりに繰り返すのだが、それは E の内

側にある苦し さや報われなさという感情を抑えるための手段ではないかと考え、それを 4 回目に

伝えた。すると E は、自分の感情を素直に表現しても誰も受け入れてくれないと涙を浮かべて感

情的に語り、私には初めて共感的な気持ちが芽生えた。このようにアセスメントセッションにつ

いて振り返り、共有したことで E との心理療法の基盤が確立できたように感じる。  
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会員企画分科会３ 2016年 6月 25 日（土）16時 30 分～19 時 （常照館２１５教室） 

「文化としての精神分析２：アートと夢」 
企画・司会・基本概念解説・討論：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

発 表 者：塩飽耕規（遊心会にじクリニック） 

       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 

精神分析は、フロイトの生活における二つの領域から生成したといえる。一つはヒステリー患

者との臨床生活という領域、もう一つは記念碑的著作「夢解釈 1900」で姿を現したフロイトの夢

生活という領域である。この二つの領域において生成したものが、フロイトの内なる創造的対話

において交差することで、精神分析の内的外的設定という方法論が生まれ、そこにおいて精神分

析諸概念は洗練され続けてきた。それはフロイトに起点を持つアート（技法・芸術）である。 

 そこで今回、第二回目となる分科会「文化としての精神分析」では、「アートと夢」をテーマと

した。また、このような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関連諸概念

を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

の切り口でもって芸術と夢の関係を探求する。さらに討論では、精神分析的臨床と理論の深化に

つながる対話を試みたい。 

 

 

 

■基本概念の解説 飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

クライン・シーガル・ビオン・メルツァーの精神分析概念について 

キー・ワード  抑うつポジション、象徴等値、アルファ機能、 

 クライン・シーガル・ビオン・メルツァーというクライン派分析家がそれぞれ発展させた、無

意識的空想と抑うつポジション（クライン）、象徴等値（シーガル）、アルファ機能（ビオン）、夢

生活と美的葛藤（メルツァー）などといったクライン派の臨床概念を、特に夢と芸術に関連する

ものに焦点化して紹介し、議論が咀嚼しやすくなるよう努めたい。 

 

 

 

■話題提供 若佐美奈子（京都民医連太子道診療所） 

「絵画を学んだ患者のドリームライフ」 

キー・ワード  夢、絵を描く人、視覚 

 Freud, S.は、夢を願望充足のためのものとし、夢思考の起源を覚醒時の意識的思考に求めたの

に対し、Klein, M.は、夢と無意識的空想とに連関を見出した。Bion, W.R.は、グリッドにおいて

夢思考と神話を同列に置き、アルファ機能と夢思考の産出を結びつけた。Meltzer, D.は、ドリー

ムライフ（夢生活）を「意味生成のための劇場」とした。 

演者は本発表において、教育機関で絵画を学んだ患者、自己を表現するために絵を描くという

手段を持つ患者 3 名が、精神分析的心理療法過程で報告した夢について、彼らの無意識的空想の

特徴を挙げて考察したいと思う。 

彼らが報告する夢は、彼らの視覚優位な内的生活を面接空間に鮮やかに立ち上がらせる。色や

輝き、タッチや美しさ、明暗、力強さや脆さ。全体を俯瞰する視点と微細な箇所へのこだわり。

絵を描く者特有のドリームライフを理解することは、彼らのこころを理解するだけでなく、言語

を媒介とする精神分析的心理療法でアートがどのような役割を果たすかを論じることにもなるだ

ろう。治療者が患者とともに、「絵のような夢」「夢のような絵」を見ることは、どのような体験

となるのだろうか。 
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■話題提供 塩飽耕規（遊心会にじクリニック） 

現れないものの現象学として Transformationsを読み直す 

キー・ワード  transformation, style, regard 

 本発表の目的は、ビオンの Transformations（1965）における描かれた絵と分析家の解釈行為

の類比の例をもとに、変形概念の哲学的側面を提示することである。変形という概念は、投影同

一化やコンテイン、羨望、考えること、結合両親像などの現代クライン派用語と比べると、事例

提示やクライエント理解の際の使い勝手が悪い。一方で、trans（越える、転じる、横切る）とい

う接頭語と form（形態、形式、形相）という名詞の組み合わせであるこの言葉には、哲学史上の

文脈があり、精神分析実践と他の人文科学との接続の際に果たす役割は大きい。本発表では、ビ

オンの記述の延長線上でその接続の可能性を検討する。 

 そのために、一つには、メルロ＝ポンティがセザンヌを論じる際に用いたスタイル概念と比較

しつ、もう一つは、ラカンがホルバインを論じる際に用いた眼差し概念と対置し、ビオンの変形

概念を、現れないものの現象学とでもいえるひとつの構想の中で照らし出したい。 

 

 

 

■話題提供 仙道由香（新大阪心理療法オフィス） 

師曰く「あたかも夢を見るように」 

キー・ワード  夢、全体的状況、情緒的経験 

 心理療法において治療者が提供しうる最低限かつ最重要な機能は、患者に耳を傾け彼を理解す

べく最善をつくすことであろうが、どのような態度でいかにしてそれをおこなうかは、よってた

つ理論や立場ごとに特徴があるものだろう。 

筆者はいわゆる英国学派とよばれる人々のもとで精神分析的心理療法の専門家として鍛えられた

が、その訓練の重要な要素であったたくさんのスーパービジョンのなかで繰り返し諭され続けた

ことがある。それが「あたかも夢を聴くように聴きなさい」ということだ。 

 患者の語りは様々で、文字通り夢を語る場合もあれば日々の出来事を逐一日報のように報告す

る場合もある。それらに「あたかも夢を聴くように」自由な心持ちで耳を傾けるとき治療者の羅

針盤となりうるのは、心に甦る詩歌、小説、映画、歌劇、音楽、あるいはイメージや映像だ。そ

のようにして言葉だけでなく転移・逆転移を含む全体的状況に耳を傾け続けることを通し、患者・

治療者のあいだで、知的レベルの理解にとどまらないあざやかな情緒的経験の共有が果たされ、

重要な一歩が刻まれるのである。 

 本論では「夢を聴くように」患者に耳を傾けることについて臨床素材を示しつつ述べる。 
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会員企画分科会４ 2016年 6月 26 日（日）10時～12時 30 分 （常照館２１５教室） 

「思春期の心の諸相と精神分析的アプローチ」 
企    画  ：人見健太郎(みとカウンセリングルームどんぐり) 

司    会  ：堀江里美（神経科クリニックこどもの園） 

話題提供者：人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり） 

        上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

        植木田潤（宮城教育大学特別支援教育講座） 

指定討論者：飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

 

 

■企画趣旨 

 洋の東西を問わず、思春期のクライエントとの出会いはいつも難しい問題を孕む。なぜなら、

彼らはまさに自立というテーマに向かっているのであり、例えば、同世代の友人は親友にもライ

バルにもなるなど、アンビバレントな対象に直面せざるを得ないことが多いからである。まさに

移行期としての様々な危機を体験するわけだが、その中でも心理的援助が必要となるケースはと

りわけ複雑に入り組んだ対象関係の持ち主であることが多く、治療者への依存や接近ということ

にも警戒的である。このことが思春期ケースの中断報告が多い理由でもあるだろう。本分科会で

は、話題提供者が日頃から関心を向けているテーマを発表し、思春期を臨床的・立体的に考えて

みたい。思春期の援助が難しいという結論は変わらないだろうが、どう難しいのか、何をしてみ

たら良いのかといった思索の場としたい。フロアの方々の積極的な参加も期待している。 

 

 

 

■話題提供 人見健太郎（みとカウンセリングルームどんぐり） 

思春期における現実との直面を巡る考察－できる子とできない子の間の揺れ― 

キー・ワード  思春期における現実との直面、大学受験、突発的な行動化 

 「見る」「知る」ということはどの世代にあっても難しい課題であるが、とりわけ思春期におい

てはそれらがもたらす衝撃が非常に大きい。そして、思春期は高校受験や大学受験など「節目」

が数多く待ち受けており、自分自身の能力を「知らされる」苦痛も味わう機会が度々である。こ

のような現実にどのような対処をするのか、直視ができるのかは、その時点でのその人の健康さ

と関係する。苦痛への究極的な対処は自死であると思われるが、これは臨床上非常に重大な案件

である。本発表では、いわゆる進学校から私の職場に紹介されてきた大学受験を巡る混乱が著し

かった高校 3 年生のビネットを提示する。高校 3 年生後半になってからの出会いであるが、それ

までは特に目立った問題のない青年であった。学習面に限れば、高校受験までは自分の限界との

直面はそれほどしていなかったようである。「できなくなってしまった自分」を巡って非常に重苦

しい面接の時期があり、突発的な行動化も認められた。治療者も思索することが困難になること

があり、改めて心的スペースの提供の重要性、治療者の役割を痛感した事例である。このように

治療者に何かを投げかけ、あり方を考えさせる力や鋭さも思春期の特徴と言えるだろう。 

 

 

■話題提供 上田順一（大倉山子ども心理相談室） 

思春期の子どもたちの言い分を聞くということ 

キー・ワード  思春期、初回面接、非言語的情緒交流 

スクールカウンセリングを除けば、思春期の子どもたちが自ら望んで学校外の専門機関で心理

療法やカウンセリングを受けるということはまずないといっていいだろう。子どもたちは、思春

期を生き抜く大変さがわかっている教師や保護者から、相談を勧められて渋々心理療法やカウン

セリングの専門機関にあらわれる。このようにして招かれた子どもたちは概ね、初回面接では黙

っているものである。そのような態度に大人たちは、「昔は親の言うことをよく聞く子どもだっ

たのに」「小学校ではいい子と言われていたんです」と言ってがっかりする。縦しんば物言わぬ

子どもたちが大人の勧めどおりに継続面接を受け入れたとして、セラピーやカウンセリングが彼

らの生活にとって必要だと認識されることは少ないだろう。その意味では、初回面接での物言わ

ぬ有り様が彼らの心の内実であろう。本発表では、思春期の子どもたちのセラピーの初回面接に

ついて論じたい。 
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■話題提供 植木田潤（宮城教育大学 特別支援教育講座） 

発達障害のある青年たちの思春期 

キー・ワード  発達障害、体験の様式、自己の理解 

 

  思春期の青年たちは，それまで慣れ親しんだ養育者によって形作られた家族の文化に疑念を抱

くようになり，この文化に根差した自己の一部分を捨て去ることになる。そうして喪われた自己

の部分を補完するためには，新たに同世代集団の抱くさまざまな幻想や観念，価値観に接近し，

その中から自らのアイデンティティに親和的なものを取捨選択し，「自己」を吟味していくことが

不可欠な作業となる。しかし，発達障害のある青年の多くは，２つの点でこの過程に困難を抱え

ることになる。１点目は，発達障害のある青年自身は同世代集団への接近に失敗することが多く，

集団的な幻想や価値観を共有することが難しいということである。同時に，発達障害のある青年

を取り巻く同世代集団も自他の些細な異同に対して非常に過敏な心性にあり，奇異な言動を振り

撒くことで集団から疎外される要素の多い発達障害のある青年を投影同一化の受け皿として，自

らの疎外される不安や強い孤独感を split off する。そのため，発達障害のある青年および同世代

集団の双方が互いを受け容れることが困難となる。２点目は，発達障害の特性としてヒトに根付

くことがそもそも困難であり，他者の有り様に対して意識が向きにくいために，他者との比較や

参照を繰り返しながら他者の優れた点を見出し，模倣を通じて取り入れるという過程が生じにく

いようである。本発表では，演者の出会った発達障害のある青年との精神分析的な心理療法事例

を通じて理解された，特有の体験様式について吟味してみたい。 

 

 

 

■指定討論 飛谷渉（大阪教育大学保健センター） 

キー・ワード  現代の思春期、プロトメンタル・マトリクス、心的皮膚 

思春期、特に中学生の個人心理療法は難しい。中学生とのセラピーを試みたことがある多くの

臨床家は、ドロップアウトや行動化、家族からの中断の申し出など、様々な形で落胆した経験が

あるだろう。その落胆や失望が、実際中学生たちのもつそれらの情動の投影同一化であると考え

ることもできる。だが、それはむしろ中学生という存在の過渡期的性質によるのだと私は考えて

いる。 

 ビオンは、心の原始的状態をプロト・メンタル・マトリクス（原心基質）として、三つの存在

様式、すなわち個人心理的存在・集団的存在・身体的存在という領域の有機的なまとまりとして

捉えた。また、エスター・ビックは、乳児の人格が一つのまとまりを持つためには、外的対象と

しての母親の包容によって受け身的にまとめられる必要があり、それによって心的皮膚対象が内

在化され、外部との接触面を持つことができるのであり、それが投影同一化の前提条件となるこ

とを指摘した。これらのモデルを採用するなら、中学生は心的皮膚の脱皮する時期であり、そも

そも本質的に「考えるという個人心理的存在」としての側面が一時的に破綻し、集団的存在・身

体的存在要素が突出することとなる。極言するならば彼らは一過性の無思考状態になる。これら

の概念モデルをもとに、それぞれの発表者が独自の臨床経験をもとに指摘する現代の思春期的諸

問題、すなわち、現実に直面すること、物言わぬ在り方、さらには発達障害における思春期的孤

立について考えてみたい。 
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会員企画分科会５ 2016年 6月 26 日（日）10時～12時 30 分 (常照館２１６教室） 

「児童養護施設の精神分析的心理療法」 
企    画  ：横山隆行（児童養護施設 迦陵園） 

          綱島庸祐（児童養護施設 鹿深の家） 

司    会  ：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） 

話題提供者：横山隆行（児童養護施設 迦陵園） 

         綱島庸祐（児童養護施設 鹿深の家） 

指定討論者：鵜飼奈津子（大阪経済大学） 

  

 

■企画趣旨 

児童養護施設とは、虐待をはじめとする何らかの家庭の事情により、家族と一緒に暮らすこと

ができなくなった子どもたちの生活の場である。そこでの精神分析的心理療法の実践には特有の

難しさが伴う。例えば、対象となる入所児童は、過酷な生育歴に起因する心の痛みから強固な防

衛を作り上げ、感じ・考えることが難しくなっている場合が多く、心理療法の過程はえてして難

渋しやすい。また、心理療法を取り巻く環境についても、セラピールームが生活空間と隣接して

いたり、対象となる児童同士が頻繁にやりとりしていたりするため、イレギュラーな問題が生じ

やすい状況にある。 

児童養護施設において精神分析的心理療法を実践する上では、こうした固有の困難さに粘り強

く立ち向かう姿勢や工夫が欠かせないように思われる。このことについて本分科会では、児童養

護施設の常勤心理士 2 名が事例を交えて報告する取り組みの実際をもとに、さらに考えを深めて

いきたい。 

 

 

 

■話題提供 横山 隆行（児童養護施設 迦陵園） 

キー・ワード  防衛 膠着状態 転移解釈 

児童養護施設に入所した子ども達は施設の生活に適応していかねばならず、施設職員という新

しい養育者との関係を構築していく。彼らは新しい環境に順応するため、これまで実際の親との

間で体験したトラウマや心の痛みを強く防衛していることが多いように思われる。 

このような子ども達との心理療法では、心の痛みに触れられることを極端に恐れて中断の危機

に曝されたり、心の痛みに触れられると強く防衛してしまって心理療法が膠着状態になることも

少なくない。そのため、治療者は彼らの防衛をある程度許容しながら、膠着状態に根気強く耐え

ることが求められることがあるように思われる。 

本発表では、ネグレクトにより入所した男児 A との心理療法の過程を報告する。A は心理療法

を開始して一年程度の間は、象徴的な表現を通して心の痛みを私に伝えていたが、入所中に母親

に第二子が誕生すると次第に防衛的になっていき、私と関わることを避けて一人で戦いごっこを

続けるようになっていった。私は当初、A の防衛を転移解釈するようにしていたが、それでは A

の防衛をますます強めているように感じ、A の防衛を許容して、戦いごっこに関心を示して見守

るようにしていった。そのような期間が二年以上も続いているが、このような状態が A との心理

療法にとって、どのような意味があるのかを検討したい。 

 

 

 

■話題提供 綱島 庸祐（児童養護施設 鹿深の家） 

キー・ワード  児童養護施設 精神分析的設定 borderline children 

ある出会いを精神分析的心理療法たらしめるため、特に重要な要素となるのが精神分析的設定

である。精神分析的設定は、その頻度や時間、使用する場所や玩具といった外的側面と、目の前

の子どもの様子や子どもとの間で起こってくることを注意深く観察し、心の中に浮かんできたこ

とを言葉にして伝え返してみるといった、セラピストの態度や在り方に関する内的側面から成る。 

児童養護施設という場で精神分析的心理療法を実践する上では、出会いの特別性を保障してく

れる、こうした枠組みをいかに作り出し維持できるかということが、まず大きな問題となる場合

が多いように思う。 

今回私は、激しい行動化のために、こうした設定を維持することが大変困難であった男児 B と
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の心理療法過程を報告する。セラピー中に部屋から飛び出したり、共用の玩具をわざと壊したり

するような事態に加えて、私が困らされたのは、彼が生活場面において、心理療法を実施してい

る他の入所児に「秘密で自分だけが特別に良いものを与えてもらっている」と吹聴し、複数のケ

ースが中断の危機に晒されたこと、そしてそれに伴いセラピストの側に“拒絶してしまいたい”

という強い気持ちが湧いてきたことであった。 

当日は、こうした特有の難しさをいかに乗り越え、精神分析的設定を作り上げていったかを事

例をもとに振り返り、最後に児童養護施設における精神分析的療法の実践を支えるものについて、

考えを述べてみたい。 
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◆研究発表 

 
研究発表１ 2016年 6 月 25日（土）13 時 30分～16 時 （常照館２１６教室） 

司会：葛西真記子（鳴門教育大学） 

 

「5人の性犯罪者、そのグループと治療プロセス」 
発表者 ： 塩飽耕規(性障害専門医療センターSOMEC) 

 

キー・ワード  性犯罪、グループ、CBT 

 

認知行動療法（以下 CBT）を求めて集まった 5 人の性犯罪者が 1 つのグループを作り、筆者と

ともに約 1 年にわたって治療経験をした。そのグループの治療プロセスをたどり、性犯罪者グル

ープの特徴や犯罪者グループに対する精神分析的視点の応用可能性、また、グループに対する方

法論としての CBT と精神分析の違いなどについて考察したい。 

 民間団体である当性障害専門センターの治療構造は、アメリカで発展した性犯罪者に対する

CBT の構造と様々な現実的要因によるもの（例えば、性犯罪者に対する世間の風当たりの強さな

ど）に従っており、月に 1 回固定曜日、12 回で終了する予定で、1 回 3 時間、月に 1 回のホーム

ワーク、決して安くはない代金が契約されている。セッションは小さな会議室の中で行われ、メ

ンバーは会社でプレゼンを行うかのような配置で座り、筆者はホワイトボードの前に立つことが

余儀なくされる。当センターが CBT を行うことを標榜している以上、いわゆる自助グループのよ

うにはならず、筆者は「治療」を提供することが期待され続けた。これらの構造は、精神分析的

集団療法を実施するには適当とは言い難いが、筆者は、常に精神分析的視点を念頭に置きこのグ

ループの CBT に当たった。 

 プロセスにおいては、メンバーの発言により「自分を見極める」ことが目指されつつも、当セ

ンターは不信感の的となり、筆者は叱責や諦念を向けられた。代弁と欲求不満が文字通り無法者

の寄せ集めをグループにし、「認知のエラー」という言葉が情動の嵐の中に飛び交った。具体的な

内容については発表内で報告する。 

 ところで、日本の刑務所や少年院でグループ CBT が行なわれることは少なくないが、社会内の

民間団体で前科のあるものを対象として「治療」を提供する団体は少ない。もっとも知られてい

る団体は、全国ネットワークを持ち薬物依存症者のリハビリを行うダルクだろう。薬物依存と同

じくアディクションもしくは反復の問題であることが明らかな性犯罪者に対する民間の団体は、

日本では当センターしか存在しないのが現状である。しかも当センターは、1 名の精神科医と数

名の臨床心理士で構成された小さな組織である。当センターに来談するものは、裁判を終え執行

猶予中のもの、服役を終えたもの、逮捕されていないが本人や家族の問題意識が強いものなど様々

な社会的ステータスにあり、来談動機も様々である。いわゆる初診のような形で彼らのニーズを

聞き取るのも心理士スタッフだが、その際「もう家族に迷惑をかけられないのに、またやってし

まった」と涙ながらに語るものもいれば、「弁護士に言われたので、とりあえず来た」と眉ひとつ

動かさず淡々と話す者、「催眠療法で私の病気を治してください」と望む者、年老いた両親と同伴

する知的障害者もいる。未診断の統合失調症患者が加害妄想をしゃべり始めることもある。心理

士スタッフはそういった様々なニーズをさばき、WAIS や質問紙などを実施し、来談者にはその

タイミングで空席のあるグループに入ってもらうのである。 

 本発表で報告するグループもそのような流れを経た 5 人で構成されている。年齢は 20 代から

40 代まで、罪名は、盗撮、露出、児童ポルノ法違反、強制わいせつなどである。うち 1 名はアス

ペルガー障害の診断が下され、当センター以外の病院で個別のカウンセリングを並行して受けて

いる。ちなみに本発表で報告するグループは、筆者にとってはグループ療法のイニシャルケース

である。そのグループプロセスの中で筆者に生じた問いを本発表で提示し、フロアと共有し深め

たいと思う。 
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「ポスト・クライン派における精神分析の治療作用理解に関する一考察 ―ストレイチーと

ロスの論文をめぐって」 

発表者 ： 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） 

 

キー・ワード  変容惹起性解釈、治療作用の本質、内省活動 

 

本発表では、1934 年のストレイチーの「精神分析の治療作用の本質」とその 70 年後に書かれ

たロスの「風景の地図を描くこと：様々な転移解釈のレベル」の 2 論文に焦点を当て、クライン

派からポスト・クライン派精神分析へと展開していく流れの中で、精神分析の治療作用の本質の

理解がどのように進展していったか詳細に吟味していくことを試みる。 

 ストレイチーの論文では、神経症の原因は、懲罰的超自我であるとされる。クライアントは、

分析関係の中で、そのような超自我を分析家に投影し、転移を形成すると論じられる。それに対

して、分析家はクライアントの心のありのままを批判的にならずに見ていく姿勢を維持しようと

試みる。このような状況で、分析家は、クライアントが、分析家をどのように見ているかを気づ

き(解釈の第 1 相)、それが実際の分析家と異なることに気づいて分析家像を修正する（解釈の第 2

相）ことが可能な解釈をしていくことが求められる。これを彼は変容惹起性の解釈と呼び、その

ような解釈には、「今・ここ性」「特異性」などの性質を持っている必要があること、そしてこの

ような解釈は分析家自身にも不安感や恐れなど逆転移上の問題を有することを指摘している。さ

らに、彼は、実際の分析実践においては、こうした変容惹起性の解釈よりも、転移外解釈なども

重要で、それらは「供給物（feeder）」として転移を濃密にしていく作用があると示唆している。 

 さて、このストレイチーの論文の中で「変容惹起性解釈」として概念化しているものをより一

般化すれば、自分がどのように人や自分自身を見ているかに気づき（第 1 相）、それが＜ありのま

ま＞の人や自分に適合しているかどうか吟味して必要な修正を行っていく（第 2 相）という過程

であると言える。この過程は、象徴化やメンタライゼーションを通じて、自己と対象世界を吟味

すること、すなわち自らの主観性を振り返ること、そうすることでさらに実際のものとをよくみ

て必要であれば自らの主観性そのものを修正していくことであり、そうした意味で内省活動その

ものを指していると言えよう。つまり、ストレイチーの論文は、対象関係論に基づいて、精神分

析の治療作用の本質が内省活動や内省能力の促進であることを明確にしたと理解できる。 

 さて、このストレイチーの論文は、クライン派精神分析の治療作用理解、そして介入技法の礎

となり、その発展を支えてきた。それから、70 年後に、ロスが書いた論文は、ストレイチー―ク

ライン以降に、上記の考えがどう発展、深化していったかを吟味するうえで非常に役に立つもの

である。この論文の中で、ロスは、転移解釈には 4 つの水準があると論じている。それは、①両

親対象との関係を指摘するもの、②分析家との関係を指摘するもの、③分析家との今・ここでの

関係を指摘するもの、④今・ここでの分析関係の中で動いている、分析家自身の逆転移を吟味し

た理解と解釈、である。ロスは、自身の分析の数セッションを記述して、これらの様々な水準の

転移解釈が実際の分析過程の中でどうのようにして選択され、治療作用につながっていくのか例

証している。本発表では、このロスの事例記述を吟味して、ストレイチーの第 1 相と第 2 相の作

業は、分析家自身の逆転移の作業の中核を占めることを明らかにしていく。それは、精神分析の

治療作用の本質には、分析家自身の内省活動、そして変容惹起性経験があるかもしれないことが

示唆されている。 
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研究発表２ 2016年 6 月 26日（土）16 時 30分～19 時 （常照館２１６教室） 

司会：山下達久（京都府立こども発達支援センター） 

 

 

「精神分析の時間－欲動論の観点から」 
発表者：河野一紀 (追手門学院大学) 

 
キー・ワード  時間性、欲動、運命 

 
そのメタサイコロジーにおいて、無意識は無時間的である、つまり、時間的に秩序づけられて

はいないという考えを Freud は示した。一方で、欲動については、衝迫、源泉、対象、目標とい

う語を用いつつ、それが様々な出来事に出会いながら変遷を経ていく、つまり、何らかの運命

（Schicksal）を辿るとした。Freud はまた、「源泉から目標へと至る途上で、欲動は心的に作動

するようになる」と述べ、欲動の行使が心的装置を構成し作動させると考えた。この心的装置に

とって、時間性は本質的である。というのも、その作動は抑圧と事後性のうえに成り立っている

からだ。以上より、欲動運命は時間性の構築と密接に結びついていることが理解されるが、そこ

で問題となる時間性とは、決して単線的なものではない。ここには、事後性に加えて、反復とい

う概念がまたかかわってくる。翻って、精神分析的臨床において決定的に重要であるのは、転移

のなかで、いかにして反復が欲動運命を凝固させるのではなく変容させうるのかという問いであ

る。本発表では、この問いに取り組むための前提的議論を、欲動論の再考を通じておこなう。 
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「痕跡としての＜他者＞」 
発表者：春木奈美子（京都大学） 

 

キー・ワード  〈他者〉、包摂的排除、痕跡 

 

取り上げるは、日本古来の物語「鶴女房」である。たしかに、洋の東西を問わず異類婚姻譚で物

語の軸となるのは「見るなのタブー」と言われてきた。そしてここから帰結する物語の解釈とし

ては、禁止を破ることで、女を理想化していた男の幻想が剥がれるというものがある。しかし視

点を変えれば、それはすぐれて歓待というテーマに貫かれた物語である。物語のはじめ、女は予

告もなしに突然にやってくる。この突然の客に対し、男は一夜の宿を提供することをはじめ、嫁

にするなど女の頼みをすべて受け入れる。ゆえにここは無条件の歓待があったはずだ。ところが

転機は訪れる。「見てはいけない」という女との約束を破り、男は機を織る女の部屋の扉をあけて

しまう。その行為は、まさに客の素性を問うてしまうのである。これは無条件の歓待における匿

名性を無効にする行為である。 

 つまり、ここで破られたのは何よりも無条件の歓待における掟である。男は女を、もっと自分

のなかに引き寄せたい、もっとよく理解したいとねがっていたのだろう。その思いが「名を問う」

行為になってしまう。ここで無条件の歓待は頓挫する。この意味で、物語の結末に鶴が去るとい

う結末は、〈他性〉の消去、〈他者〉の殲滅を示唆すると言える。なぜなら無条件の歓待から条件

つきの歓待への反転において抜け落ちるのは、他者性であるからだ。理解する＝包摂する

（comprendre）、とは、〈他者〉に対しては用いることのできない言葉である。そうした他を同に

へと還元するようなあり方にレヴィナスは暴力性を見抜いた。素性を問うことで相手を理解＝包

摂しようとする条件つきの歓待は、この意味で、ひとつの「暴力」と言える。だとすれば「鶴女

房」は、無条件の歓待から条件つき歓待への反転の物語のひとつと数えられるだろう。 

 しかし、どうだろう。そもそも「成功」する歓待というものを想定することができるだろうか。

ここでレヴィナスの近さとしての〈他者〉、そして〈顔〉を参照軸として、この物語の一場面に、

今一度、留まってみたい。注目すべきは、男が扉を開くあの瞬間である。美しい愛すべき女がい

るべき場所に、アルカイックな動物の姿がある。家という個人にとって一番親密であるはずの領

域に、種を異にする動物が知らぬ間に侵入している。素朴に考えれば、この瞬間、鶴は殺されて

もおかしくはない。野生の側からみても、それはあまりに危険すぎる露出であったはずだ。 

 このとき男は、レヴィナスのいう顔の言葉、つまり「汝殺すなかれ」の審問を受けたのではな

いだろうか。顔の現れが〈他者〉の現象様式である以上、それは全き〈他者〉の到来でもある。

女の顔は、すぐさま消えていく。こうして「見るなの禁止」の場面は今や、レヴィナスのもとで

顔が課す「汝、殺すなかれ」と読み替えられる。その掟は、そこから掟が可能となるような掟で

あり、禁止というものが概して孕むことになるスキャンダラスな（つまりは誘惑的な）な性格を

一切有していない。顔は、そのようにわたしの同一性に動揺を与えずはいない。だとすれば、物

語のなかで「顔」を現出させる件の場面は、無条件の歓待の失敗とみるよりもむしろ、無条件の

歓待における最も重要なモーメントである〈他者〉の剥き出しの露出とみることができる。レヴ

ィナスとともにこの民話を読むとき、こうした道徳的加工の手前で、もともとこの民話を構築し

ていたはずの原初的光景にとどまることができるだろう。 

 こうした出来事が主体に残していく効果こそ、心理療法のなかで出会われるものではないだろ

うか。それは〈他者〉の現前というよりかはむしろ〈他者〉の痕跡というべき不在の現前なので

ある。 
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「精神分析臨床における「知ること」に関する一考察」 
発表者：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） 

 

キー・ワード  知ること、対話的知、出来事性 

 

精神分析は「自己を知る」営みであると定義することができる。ビオンは、精神分析の営みの

中核に K 活動、すなわち「知ること」があると論じている。このビオンの定式化以来、「知るこ

と」についての吟味は精神分析において一定なされてきている。本発表では、精神分析／精神分

析的心理療法において「知ること」はいかなる性質を持つのか、上記のビオンの流れとは異なる

視点で考察していく。 

精神分析臨床において「知ること」は何よりも、個々の事例の個別のセッションにおいて、何

かが「わかっていく／わかる」過程である。このような過程の積み重ねが、精神分析臨床におけ

る「知ること」の内実である。本発表では、まず分析家／セラピストの中で、このように「わか

っていく／わかる」過程がどのように生起していくのか、検討していく。そこにはクライアント

および自分自身を観察していき、それらがどのような意味を持ちうるかに関する仮説的理解を形

成(定式化)していく過程、そしてそのような仮説的理解を解釈という形で提示してクライアントの

反応をみる過程があり、この二つの過程が循環していくことが、精神分析において分析家／セラ

ピストが「知っていく」過程であると一般的に見られている。このうち、前者、すなわち分析家

／セラピストの側の仮説的理解についてみていくと、それは、現代クライン派では、分析家／セ

ラピストの「逆転移」が指し示すものとクライアントの「素材」が指し示すものとの交錯点を模

索する方法が分析家／セラピストの「わかっていく」ための範型になっており、それをヒンシェ

ルウッドは「三角測量法」になぞらえている。このようにみていくと、精神分析臨床において生

起する「理解」は、本質的に相補的なものであり、対話的知であることが明瞭になってくる。 

 この認識を基盤にして、さらに一人の人間の中には様々な部分があるというクライン派の考え

に依拠すれば、分析状況において分析家／セラピストは、クライアントの中の様々な声に耳を傾

けるというだけでなく、自分自身の中の様々な声に耳を傾ける必要があるとことにも気づかされ

る。つまり、分析状況は、ビオンが A Memoir of the Future で示唆したような、分析家／セラピ

ストとクライアント双方の心の中にある様々な声の「終わりなき対話」がその本質であるという

ことが見えてくる。実際の分析状況では、クライアントだけでなく、分析家／セラピストの心の

中にもこうしたポリフォニー的事態に耐えられず、一つの声、一つの固定された考えが他を圧倒

していくことを求める傾向が活性化する。すなわち、モノローグ的で固定された「理解」によっ

て、ポリフォニー的「終わりなき対話」に終止符を打とうする傾向である。 

本発表では、このように精神分析臨床において「知ること」は、本質的に対話的でかつ動的性

質を持つことに注目する。そしてさらにミハイル・バフチンの「ともにある」という意味での出

来事性という概念でその性質を明らかにし、モノローグ的固定的理解と対比していく。それは、

間主観的／相互主体的な出来事なのである。最後に、これらの認識が、精神分析実践に示唆して

いることを探索していきたい。 

 

 

 


