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青木（司会） 「若手とともに考える心理臨床家の専門性の伝え方－社会にいかに発信

するか－」広報委員会企画シンポジウムを始めます。 
 

長谷川（司会） いま話題提供者のいちばん最初に香川克先生に立っていただきました

が、まずもっとも登壇している先生のお名前をご紹介させていただきます。話題提供者に

香川先生、仲倉高広先生、平野直己先生、指定討論者に横山知行先生、北山修先生、伊藤

良子先生、それから進行役を務めていただくのは青木先生と長谷川でございます。 

 それでは広報委員会の委員長から、企画意図をご説明いただきたいと思います。伊藤先

生、お願いします。 
 

伊藤 広報委員会では、次世代を担う若手の会員の方と「心理臨床の専門性」について

共有し、その伝え方についてともに考えたいとの思いで、本シンポジウムを企画いたしま

した。今の時代、人々が抱える困難は非常に複雑になり、日々思いがけない事件や自然災

害など悲しい出来事が起こっております。われわれ心理臨床家は、こうした時代の要請に

応えるために、心理臨床の専門性をさらに探求し、社会に還元していくことが重要になっ

てきています。それは個々のクライエントへの伝え方から始まって、地域住民、他職種、

関係諸機関との協力、さらに広く我々の知恵を社会に還元していくための広報のあり方、

本学会の広報誌である「心理臨床の広場」や書物の刊行等々、さまざまなものが包含され

てくると思います。こうした活動の一つひとつが心理臨床であると思います。 

しかし、これは非常に難しくて、若手の方が苦労されることだと思います。心の深奥

への接近という作業と、広く外の世界へ発信するという作業を、ひとりの人間が行うこと

の難しさでしょう。 

 今回のシンポジウムでは、「心理臨床の専門性」の伝え方について、教育領域、医療領

域、地域臨床において、重要な活動をされている三人の先生にご発題いただいて、その後、

精神科医で臨床心理士でもあるお二人の先生に指定討論をしていただきます。残りの時間

を少しいただければ、私もお話させていただきます。よろしくお願いいたします。 
 

長谷川 ありがとうございました。企画の説明を委員長からしていただきました。それ

では香川克先生、お願いいたします。今 4 つぐらいの委員会の仕事がありますが、最近

出たものの巻頭で辻村深月さんとの対談に出られました。 
 

香川 ご紹介にあずかりました香川です。発信はとても苦手で、少々緊張しています。
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緊張しているので、早々とこちら側に来てマウスを握っていたところです。僕ら 3 人は

同世代です。僕らが心理臨床を志した頃は、バブルの真っただ中で、就職先として広告代

理店がすごくはやっていました。その頃にあえて心理臨床のほうに入ってきたというのは、

僕らにとってけっこう大事なアイデンティティだと思います。あまり盛大に「発信する」

ということではなく、むしろ目立たないところで地道に臨床をやっていこうよ、というと

ころが、3 人には共通しているかもしれません。少なくとも僕の部分はうまく着地できる

かどうか、今もってわからない感じもちょっとあります。どうぞよろしくご協力ください。

そもそもパワーポイントを作ることに慣れてなくて困っていまして、いちばん大事な部分

はパワーポイントを使わずにしゃべると思います。どうでもいいところだけ、パワーポイ

ントを使う感じになるかと思います。 

 私が話すのは「スクールカウンセラーの緊急支援の体験から」ということになります。

緊急支援でいきなり慣れない現場に入ったときには、そこにいる方々に対して発信する作

業が必要になります。スクールカウンセラーの緊急支援自体は、学校が児童生徒を支援す

る機能、子どもを抱える機能、これらの学校が持っている機能が回復することを後方支援

することが大事です。その時に、ストレス反応という「通常ではない体験に対する通常の

反応」が出てくるのですが、その内容についてはパワーポイントで示しています。 

 緊急支援の現場に入ったときには、ストレス反応レクチャーといいましょうか、学校の

先生方や保護者の方々に、こういう形でストレス反応が出てきますよ、そして、対応法は

こうですよと、まず発信して伝えて行かなければいけません。このストレス反応レクチャ

ーをめぐる、ちょっとした経験をお話しさせていただければと思います。心理教育的な関

わりということになるかもしれませんが、とりあえず今日はストレス反応レクチャーと呼

んでおきます。 

 だいたい、次の①~④の形で発信するのが「パターン」になっています。 

 ①日頃の先生方の関わりを丁寧に継続することが大事だということ、これを、まず先生

方に伝えます。それから②として、「日頃の関わり」をやっていく中でストレス反応とし

て、眠れないとか、すごく怖がるとか、1 人で 2 階に上がるとか、これまでできていたこ

とが怖くなってできなくなる。そういうストレス反応が起きます。そのことを伝えます。

そしてさらに、③として、それへの対応法としてはこういうことがあって、無理して怖か

った経験を思い出させるようなことはせずに、だけど出てきたら自然に受け取っていく。

そういうことをしているうちに、だんだん自然に収まってくると伝えます。そして④とし
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て、ストレス反応の一部には専門的な関わりが必要かもしれないので、そういうときには

スクールカウンセラーとか精神科医などの援助が必要になると伝えます。④を僕は「振り

向けば、そこにスクールカウンセラーがいる」と言ったりします。 

 ①②③④を発信するという話をするのが今日のメインではありません。むしろ、これは

ある種パターン化した形でやれそうな気もするけれども、現場に入るとパターン化された

ことだけでは済まないです。そんな中で、時々、深く心に残る体験をすることになります。

それをある経験から、少しお話しできればと思います。 

 いつのことかというと、X 年 10 月にある地域で水害が起きて緊急支援で入りました。 

週 1 回で少々遠方まで通いで行く感じになりました。いろいろな人が通いで行く中で、

僕ではないある人は、例えば母親を亡くしたお子さんへのカウンセリング的な関わりをな

さった方もおられました。 

 その中で、私がやったことは何だったか。週に一度、通う中で他の SC の方との間で何

となくできてきた分担として、ストレス反応レクチャーを各学校を巡回して行うのが私の

仕事になってきました。教育委員会の先生の車に乗せられて、今日はあの学校とあの学校

とあの学校に行きますと指示されて、そこでストレス反応レクチャーをします。この頃は

まだ小学校にはスクールカウンセラーの配置がなかったこともあり、小学校では初めてス

クールカウンセラーを学校に受け入れるという状況でした。「地域のことをよく知ってい

る教員が子どもたちのことをしっかりと担って行く」というカルチャーが、わりと強い中

に入っていくのでいろいろなことがありました。 

 教育委員会の人の車に乗せられて、半径 20 キロぐらいのところなので、車で 20・30

分かかるところです。あちこち回ってレクチャーをして帰ってくるというのが続きました。

いろいろなところでいろいろな発信をして、そのつどいろいろな体験をさせていただきま

した。あの感覚は僕の中で緊急支援を考えるときの、1 つのベースになっていると思いま

す。 

その中での、ある小学校での緊急支援の体験をお話しするのがメインになります。こ

の学校には、お母さんを亡くしたお子さんが 1 人いました。僕をあちこちの学校に「配

達」する指導主事さんはそのことを知っていましたので、何とかその学校にスクールカウ

ンセラーの心のケアを入れたいと思っていました。指導主事さんは車の中で、「次の学校

は、心のケアに関する教員研修は要らないと校長先生は言っています。校長さんは子ども

たちのケアは教員でできると明確に思っていて、その中で 30 分だけ時間をもらいました



 4 

ので、香川さん、よろしくね」と言われました。 

 いろいろ聞いてみると理解のない校長さんというよりは、気骨のある校長さんだろうと

思えるところがありました。自分たちでいけるということは、ある種、教員としての誇り

としてなさっていると思いながら学校に着きました。 

やはりプレッシャーはあったわけです。つまり 30 分で全部ひっくり返さないと、あと

はないという話だということです。校長先生と校長室で話しましたが、想像していた通り、

すごい力量を持った人でした。気象への目配りをものすごくしていて、あのときは台風が

突然スピードを早めたので、いろいろな対応が全部後手に回ったという災害でした。そん

な中で、気象への目配りも全部していて、「こうしてこうしてこうやったんだ。だからう

ちは教員でやっていけるから。でも今日は 30 分取ってあげるから」ということでした。

それからさらに「うちでは研修は全部ビデオに撮っている」ということで、カメラが回る

中でしゃべらなければいけない、ということでとてもプレッシャーでした。 

 研修の中でこちらの見立て、この学校でふだんどういう活動が行われているんだろうと

いうことに関する理解をしながら、想像しながらやらなければいけなかったということを

覚えています。日頃の先生方の取り組みを継続することが重要というのは、いつも以上に

強調しました。「特別なことは要らないのです」と、レクチャーの中で 5 回ぐらい言っ

た気がします。 

 そしてその上で「それでも子どもたちは反応します。それは一応「ストレス反応」とで

も呼んでおきましょうか」という形で、専門用語としての雰囲気はできるだけ消すような

形で言いました。「ただ一部のストレス反応には、専門的な対応があったほうがよい場合

があります」ということを伝えるわけですが、緊急支援であとどれくらいこの学校にいら

れるかわからない。ひょっとするとこの 30 分で、「緊急支援の SC はさようなら」かも

しれなかったので、「通常配置の校区の中学校の SC がいるので、もししんどいことがあ

ればそちらに行かれるといいと思います」と言いました。 

 僕としては一生懸命しゃべりましたら、質問が来ました。「うちのクラスでは香川先生

がおっしゃるとおり、男子生徒が水害ごっこをもう始めています」。ごっこ遊びで怖かっ

た思いの表現を始めていたんですね。「先生のおっしゃるとおりでいくと、その水害ごっ

こをしっかり認めてあげて、徐々に緊張感を収めていく作業をするのが大事だということ

になります」。今思えば、その次のところは、それをおっしゃった先生はちょっと挑戦的

だった感じもします。「女子がそれを見て怖がっているんです」。それはそうですね。
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「それでも男子の水害ごっこはやらしたほうがいいでしょうか」と言われました。 

 今だったら、それほど困らないかという気もしますが、あの時はものすごく困りました。

その頃の僕は、定型的なストレス反応レクチャーをするところから、まだそれほど自由で

はなかったのですね。今はだいぶ自由になっていますが。ものすごく困って「うーん、困

った、困った」と言って、教員研修のビデオが回っている中で、苦し紛れでこんなことを

言ったのではないかと思います。「子どもによって、体験の消化の仕方やスピードが異な

るわけですね。それは正解のない問いだと思う。私ならこの場合、どうするだろう。うー

ん、止めるかも」とか言いながら、「でも、『そんなことしちゃだめだ』と言って止める

のと、『怖かった体験を消化するために必要なことやっているんだけれども、こっちでは

女の子が怖がっているし、ちょっとやめとき』と言って止めるのとでは、手の出し方が全

然違いますよね」と。手の出し方とか実際に止めるしぐさに手を動かしながら、やったよ

うな記憶があります。 

 そんな苦し紛れの 30 分研修が終わり、校長先生ともう一遍校長室でしゃべりました。

このへんはちょっと自慢になりますが、校長先生から言われました。このせりふは覚えて

います。「僕はあなたを使うからね。ただし子どもたちの心のケアに使うのではなくて、

うちの教員の力量の向上に役に立つから使うんだ」と言われました。「はあ、ありがとう

ございます」と思い、内心「やった」「理解してもらえた」「今後の関わりのチャンスを

もらえた」と思うわけです（笑）。このへんちょっと自慢になってしまいますが。 

 以来、僕は週に 1 回、この水害の地域を訪れるたびに、その学校を訪問してコンサル

テーションが組まれている状態になりました。この学校にはお母さんを亡くした児童がい

ます。その子の担任の先生と教育相談の先生にコンサルテーションを継続的に行うことに

なったのです。お 2 人とも女性で、僕より少し年上の方でした。「やった、仕事を獲得

した」と内心思っていました。行くたびに、それでコンサルテーションをしていましたが、

学校の現場というのはいろいろなことが起きます。 

 この子は確か 1 年生でした。国語の授業で漢字が出てきます。水、雨、川とかが出て

きます。このお子さんは、お母さんが流される現場を目撃したかもしれない状況だったの

ですね、事実としては明確でないのだけれども。その子がいる中での授業で、水とか雨と

か川という漢字が出てくるたびに、先生方はどうしようか困るわけです。「どうしよう。

これをやってあの子、大丈夫かしら。人が亡くなるということを目の当たりにして、生き

る、死ぬを目の当たりにしたあの子の前で、水、雨、川、大丈夫だろうか」と思うわけで
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すね。僕は「それでも生活は進んでいくし、その漢字を使わないで一生生きていくわけに

いきませんよね」と言いながら、「うーん、困った」と言いながら、3 人でああでもない、

こうでもないとやっていました。 

 このお子さんがお母さんを亡くして 2 カ月少したって、やがて四十九日が近づいてき

ました。この子が四十九日に出席してどうなるかということが、コンサルテーションの中

でテーマになりました。あっちの親戚がどう、こっちの親戚がどうみたいなので、四十九

日にどんなふうにその子がコミットするのかがテーマになりました。そのあたりで僕はポ

ロッと言ってしまいました。「四十九日とか法要の節目、節目で、だんだんいろいろなこ

とを心の中で収めていくんでしょうね」と。すると教育相談担当の先生と担任の先生のお

2 人そろって、ものすごく独特な表情をして、ん、となった感じでした。それまでの流れ

と違う雰囲気になったので、「どうなさいました？」と聞きました。 

すると「実は私たち 2 人は、どちらも夏に親を亡くしまして。ちょうどいま百カ日が

終わったところです」と言われました。 

 僕の方は「あちゃー」と思ったわけです。それまで 1 か月半ずっと先生方に、「生き

る、死ぬ」を巡って、子どもさんに関してのコンサルテーションをしていたわけです。そ

の中では知ったかぶりもしていたかもしれませんね。「死というものは」とか、「モーニ

ングワークいうものは」とか、軽い言葉を言ってなければいいなと心の底から思いました。

びっくりしたことにあちらの先生方は、ご自身が死を巡るテーマを抱えておられた。「あ

らかじめ言っておいてくれよ」と思ったのですが、「僕はあなたを使うからね」と言った

あの校長先生は、そのあたりの事情を当然ご存じだと思うんですね。だけど僕には一言も

言わずにそんなふうにしていました。 

 自分がそれまで 2 カ月発していた言葉が、あちらの側の生活というか、ライフという

か、クラスというか、そういうことの実情から浮き上がったものになっていなかったかど

うかということを青ざめながら振り返って、「まあ、大丈夫だったかな」とは思ったので

すけれども。とはいうものの、一番最初の訪問の際に、わずか 30 分のレクチャーで信頼

を得て、継続してかかわることができるようになったことについて、内心、少し得意にな

って、少し天狗になっていた自分を感じ、振り返ってとても恥ずかしかったという経験を

しました。 

 まとめになるかどうかわかりませんが、緊急支援、それ以外の場でも発信ということに

なると、緊急支援だけではないと思いますが、こちらから何かプログラムを持っていくと
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いう形になりがちな感じがします。そして準備された定型的なプログラムを用いて発信し

ていくことは、多くの場合に使えますし、大切な形だし、緊急な場面ではとても大切なこ

とではあると思います。多くの場合、アウェイですので、こちらに準備された定型的なプ

ログラムがあること、そしてその発信がベースになっている形が生きるのは確かだと思い

ます。 

 しかし、それだけになおのこといっそう、そこに生きている人々の生活を読み解きつつ、

発信しておくことが必要なのだと思います。これは見立てということになるのかもしれま

せん。ただ、見立ては心理臨床の専門性として重要だということがありますが。それだけ

にとどまらない、生活のリアルなところを読み解いていくということ。そしてそこから浮

き上がらないように、言葉を練り上げながら臨むということ。定形があったとしても、や

はり個別の現場に関する見立てに基づいた練り上げの大切さ、そしてそれが生活から浮き

上がらないようにすること。それが大事ではなかろうかと考えるに至っています。 

 おそらく、この学校の校長先生の最初の抵抗感は、心理臨床やスクールカウンセリング

に対する理解のなさではなくて、何か外側から持ち込まれる物事に対して、その現場にい

て生活する者としての抵抗だったのではなかろうかと。そう振り返ることもできるかと思

います。 

 フィールドあるいは人々の生活、暮らしの現場に入っていくときには、その場で生きる

相手の方のほうが、その場で生きることについては専門性を持っている。一方で、それと

は異なる専門性も私たちは持っているわけです。心理臨床の専門性を持ちながら、同時に

「その場に生きることの専門性」の重みに、時々思いを致したりしています。 

何とか 20 分で終わりましたでしょうか。ご清聴ありがとうございました（拍手）。 
 

長谷川 香川先生、ありがとうございました。今のお話は心理臨床家が他の専門家のよ

うに、ここでは教育者ということでしょうか、どのように発信をするのかをご体験に基づ

いてまとめていただきました。 

 それでは、続けて仲倉先生にお願いいたします。 
 

仲倉 大阪医療センターの臨床心理室で勤めております、仲倉と申します。よろしくお

願いします。香川先生がとてもきれいにお話していただいたので、私は緊張しています。

今日はぎりぎりまでこのスライドを作っていましたので、タクシーでこちらに参りました。

運転士さんが「横浜は暑いですね」と振られたので、「そうですね」と、聞いていたらだ
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んだん「この暑さを広島のほうに分けてあげたいね」と。その話で終わるのかと思いまし

たら、「実は自分は本を書いているんだ」と。 

その本を見せていただき、ジェンダーコンシャスの人には悪いのですが、料理や掃除

ができる女は、ものを捨てることができる。ものを捨てられない男とは、とても相性がい

い。それはお互い、補え合えるから相性がいいけれども、けんかをすると決別に至る。そ

ういう話をとうとうとされるのを見て、僕は今から心理臨床をしゃべるけれども、私のお

話がこういった話のように聞こえると、何かうさんくさいなと。今から話すことに気をつ

けろという警告かと思いながら、タクシーに乗って参りました。しかし、スライドを替え

るほど臨機応変にできませんので、私が大阪医療センターでやってきた実践を踏まえなが

らお話をさせていただきたいと思います。うさんくさかったら、コメントいただけたらい

いなと思います。 

（スライド２枚目）当初大阪医療センターに伺ったときには、そこは精神科病棟がな

い総合病院で、精神科外来で週に一度ぐらい非常勤の心理の方が来られて、心理検査をし

て帰っておられるという病院でした。当時から HIV/AIDS の患者さんを近畿圏で中心に

診る病院です。当時はお薬もあまりなかった時代で、裁判でカウンセラーを置きなさいと

いう和解が行われ、カウンセラーを置くことになりました。カウンセリングができる人を

探して、フラッと行ける人はいないかということで私が呼ばれてまいりました。 

 その頃そこで求められていたのは、医学では限界があるターミナル期とか、薬が使えて

も、もう HIV/AIDS の方に医学では対応しきれず、何かをやってもらえるのではないか

とか、そう言われたから配置した、という感じで、私が呼ばれて行きました。医学の枠を

超えるものとして呼ばれていったのは、そもそも今考えますと、とてもラッキーな始まり

だったと思います。（スライド３枚目）写真は用意していただいた部屋で、とても明るく、

開放的で、手作り感がありました。NGO の方が作られたものらしいのですが、「ここを

使ってください」と言われました。理由をお伺いすると、「きっと暗い話になるでしょう

から、せめてお部屋ぐらい明るく、開放的で、手作り感のあるものを準備しておきました」

と、とても好意をもってご用意いただきました。 

 私は心理臨床ができるだけでもありがたいと思っていましたので、「とてもありがとう

ございます」と言いながら、病院は回復をするとか、元気でというのがモットーの施設だ

から、こういった暗い話には明るくなれるようにというのが、たぶんこの人たちの大事な

論理だろうと思いました。でも「パッと騒いで元気になれる方もおられたら、静かにそっ
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としていただきたい方もおられるかもしれないので、もう 1 つ部屋を。隣に産科の機材

庫みたいな部屋があるので、そのお部屋も貸していただけたらありがたいのですが」と言

いました。産科のエコーとかがずっと置いてあって、誰も使っていない小さなお部屋で、

「じゃ、どうぞ」ということでお部屋を貸していただきました。 

 （スライド４枚目）先生方には診察室があるように、私もソファがあれば仕事ができる

ので、「ソファだけ買ってください」ということでソファを買っていただいて、今も使っ

ています。クッションが硬めで、長く座っていても腰が痛くならないようなものです。内

科の先生や脳外科の先生が、「病院にすら来ない患者さんで困っている。そんな人が毎週

カウンセリングなんて来るんですか。そもそもカウンセリングって何してるの？」と遠回

しに言われたりします。そこで目的がはっきりしないのだろうと思うので、「カウンセリ

ングってわかりにくいですよね」と言いつつ、内心では「実践で毎週通ってもらうわ」と

いう感じで、頑張っていくしかないなと思いました。 

 言葉で説明すると、先生方は「それは読んでいます」と。だいたい先生方はお読みにな

っていますので、これは論より証拠だと思いました。あと「診察のときにカウンセリング

のことは守秘義務があるから聞かないほうがいいですか」とか、「カウンセラーは絶対に

他言しないと聞いているから、診察場面で患者さんに聞くのはいけないのではないか」と

いう質問がありました。それは見てはいけない世界を用意している。でもそれは心の中に

心の中の落ち着かない感じを訴えているのだろうと思ったので、僕からは言わないけれど

と内心思いますが、「どうぞどうぞ。先生が患者さんに聞いて、患者さんがしゃべる分に

は全然僕は構いませんので、お聞きください」と対応してきました。 

 若い先生、医師に多いのは、「何科がご専門ですか」と聞かれることがよくありました。

小児科とか、がんが専門ですか、HIV が専門ですかと聞かれると、「いや、僕は病気の

ことはよくわからないので、素人ですから病気のことはよかったら教えてくださいね」と

言いながら、心の中では、「多少心理学は勉強しているから卑屈にはなりません」と思い

ながら対応してきました。 

 （スライド５枚目）私がお会いする方は、患者様、家族の方やパートナーの方だったり

します。これはあらためて語ることはないかと思いますが、病気の苦悩、疾患としての苦

しみだけではなくて、生きづらさ、先が決まっているという方で苦悩を抱える方がほとん

どです。心理臨床の特質もあって、一定の構造の中でお会いしていると、なかなかカウン

セラーとクライエントさんとして向き合っている世界は表舞台に出ることはなく、地道に
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地味にお会いしていくのが私の仕事です。ですから、こうやって大勢の前でしゃべること

は私にとってとても緊張で、ストレスフルで一睡もできないぐらいの思いはして……、し

っかり寝ましたが。表舞台に出ることがない仕事だと思っています。 

 昨今チーム医療が叫ばれていますし、大阪医療センターもいろいろなカンファレンスが

あって、臨床心理士に来てくださいと言われてありがたいなと思います。（スライド６枚

目）全診療科が十幾つもあるところのカンファレンスに、全部出ようと思うと身がもちま

せん。ですので必要なときに出ていくということがありますが、そこで私がチーム医療で

情報を共有すれば、何か専門性が発信されているかというと、そうでもないのではないか。 

 やはり私たちはクライエントと一緒に過ごす時間が専門であって、そこをどう発信する

かを考えていかなければいけないと思っています。今日はこういった機会をいただいたの

で、心理臨床の公共性、専門性を発信させていただきますけれども、何か発信することが

専門というよりも、私は聞かれたら、ちゃんと私はこういうことをしていますと、その説

明責任が私の専門性ではないかと思います。ただ何かあったら説明ができるという思いは

持って、密室の中でお会いしています。 

 他の医師、看護師、薬剤師。薬剤師でもがんとか、疼痛専門とか、いろいろな細かな各

種専門の医療従事者に囲まれている総合病院ですので、何ができるのかと聞かれます。

「できる限り何も手を出さないで、クライエントさんの目の前に存在できる。それを堂々

とできるのが私の仕事ですかね」と言って、その場を切り抜けてきました。 

 （スライド７枚目）例えば病棟や救急救命医の先生は、「何してるんだ、カウンセラー

は。あの臨床心理士さんは変わってるな」と思われた、はっきりした事態がありました。

大阪医療センターは 3 次救急で、飛び降り自殺を図った少年が搬送され、数回の手術の

後、救命から病棟に移ってリハビリ期に入りました。主治医や病棟の看護師さんが「リハ

ビリ意欲がない。どうしたものか」ということで、臨床心理士の私にご紹介をいただきま

した。他の医療スタッフは、「何で自殺を図ったのか」ということには一切触れずに、こ

の少年にどう対応していいものか。首から下はほぼ不全麻痺というか、手はちょっと動か

せるという程度のことでしたが、たぶん戸惑ったのだと思います。 

 この少年を守るかのように自殺の話題には触れないで、リハビリだけを一所懸命勧めて

おられるような状況でした。私はその病棟に伺って、リクライニングで背もたれをずいぶ

ん倒されるような車椅子に乗っている少年と会うことができました。自己紹介やご本人の

お名前を伺っていって、「最後にちょっとお聞きしたいんだけど、なぜ自殺しようとした
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の？」と問いかけますと、その少年は「誰もそんなことを聞いてこなかった。でも言わな

い」と、ちゃんと応答してくださいました。 

 彼は枕元にカードを置いていました。「召喚」と言って戦いをするカードゲームでした。

「それは何？」と聞いて、ひたすら彼とはカードゲームをしました。私はルールがわから

ないので、彼からマニュアル本を貸していただいて、それを見ながら対戦を続けました。

彼はどんどん僕を打ち負かしていったのですが、何カ月もすると彼は手加減をしてくれた

り、「このときにこれを召喚するねん」と言って助けてくださる。最後は気がついたら、

「彼がリハビリを受けてますよ」「退院されますよ」となって終わりました。 

 （スライド８枚目）私が一所懸命仕事をしている場合は、密室だと誰にも見られません

し、何か見えるなと思うとカードゲームをしている。一所懸命仕事をしているときは、ほ

とんど誰にも気づかれない孤独な仕事だなと思います。なのに仕事を終わってほっとし、

くつろいでいたりすると、「あの人見かけると、いつもボーとしてるな」という感じで、

「損やわ」と冗談で言っていますが、けっこう本気で損だと思うことがあります。特にう

ちは 3 次救急の総合病院ですので、とても空気がピリピリしていて、テキパキ動くのが

よしとされるような医師、看護師等に囲まれていて、何か仕事をしている風に見せないと

いけないと思うと、こっちもテキパキ動かないといけないなという感じになってしまいま

す。でも、そんな空気にのまれないように、僕の存在感があるかと思いながら仕事をして

います。 

 （スライド９枚目）これはあらためて言うことでもないかもしれませんが、社会にどう

発信しているのかというお題をいただいたので、まずは目の前にいるクライエントさんに

私がどう関わっていくのかということが、1 つの発信だろうと本当に思っています。あと

は繰り返し通っていただいている中でボーと座っているわけではないので、私の反応を見

ていただいて、臨床心理士はそんなところに反応するのか、という感じで何か伝わったら

いいなと思っています。 

 クライエントさんを通して、先ほどのリハビリを受けなかった少年を通して、病棟の看

護師さんは、「臨床心理士さんは何かやってるけど、効果があるんだろうな」と。内科医

の先生は、「カウンセリングって何の効果があるのかわからないけど、漢方に似てますね。

続けているときは効果はわからないけど、やめたらやはり効果はあったなと思うことがあ

る」と。間接的に気づいていただいているときは、香川先生ではないですけれども、「よ

っしゃ」と思いますが、気づかれないときは「それはそれでしようがないな」と思って仕
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事をしています。 

 あとお茶を飲んでるときも、ボーとしているときも、たぶん僕の姿を見て「臨床心理士

さんって、こんな人だろうな」と思われると思うと、多少気を遣って他人の話を聞いてい

ます。さっきのタクシーの話ではないですけれど、しゃべっているときに「ちょっと疲れ

たな」と思いながらも、ここで「はあ？」ということを言わずに「ああ、そうなんですか」

と。そう言うときもあれば、聞きたくないときはトイレにこもったりして、何とか自分を

保ちながら臨床心理士のパフォーマンスに気をつけています。 

 （スライド 10 枚目）これはちょっと自慢ですが、これは外来で突き当りが産科です。

産科で産まれるところです。実はここは西日本の災害拠点病院ですので、産科外来、臨床

心理室があるこの廊下はブラックゾーンです。死と生の場所に臨床心理室を設けていただ

いているのですが、そこで一見すると臨床心理室の入り口が見えない。でもプレートで

「臨床心理室」と掲げていただけたことはとてもうれしかったです。 

 最初に白い部屋を用意していたときには掲示はされませんでした。誰が見るかわかりま

せんし、国立病院ですので監査が入ると、「これは何に使っているのか」となります。僕

はひっそりとカウンセリングルームの C と R と書いて、紙にプリントしてビニール袋に

入れて、セロハンテープで貼って、患者さんに「CR と書いてある部屋に来てください」

と言っていました。2005 年には「臨床心理室」と書いていただいた。お部屋も白くない。

病院は本当に白一色ですが、腰板があって、壁紙があって、ソファも買っていただいて、

防音のためのじゅうたん、防音のためのドアをしつらえていただきました。これは本当に

僕の自慢です。 

 （スライド 11 枚目）私の仕事や存在を通して、できる限り発信はしてきたかなと、実

践はしてきたかと思います。それは大阪医療センターの今ご覧いただいた臨床心理室が、

最初は感染症内科、脳外科、小児科やがんという限られた診療科しか依頼がなかったのが、

使えると思っていただいた先生が、ラッキーなことに副院長や研究部長になったり。また

部下が朝病院に来ない、家から出てこないからどうしたらいいんだろう、と言っていた管

理課長が事務の幹部になったりと皆さんがご出世いただいたので、「臨床心理室を盛り上

げていこう」と。運も良かったと思いますが、全診療科対応の仕事をさせていただけるよ

うになりました。 

 しかも皆さんには、心理療法は保険診療の医行為ではない。これはコンビニで何か買う

のと同じくらいに臨床心理室を利用できる、いわゆるサービスとしての心理療法をご理解



 13 

いただいた。利用者の負担は生活保護なのか、社会保険を使っておられるかで費用は変わ

りますが、お金を払って、もしくは無料で使っていただく組織にできたのは、臨床心理士

がいたら病院はうまく機能するのではないかと思っていただいた方との、相互作用のおか

げでできたと思います。 

 私は使えるものは何でも使うということをやってきました。もちろんクライエントさん

との面接を通して、実践を通してやっていくこともありましたが、当時文化庁長官という

立派な方が「臨床心理士」と銘打っておられました。それも使いまして文化庁長官を呼び、

このお部屋ができるときに、「文化庁長官も臨床心理士なんです。うちの病院を見てもい

いよ、と言っていただいています」と言うと、先ほどお見せした臨床心理室は半年後にで

きるということでしたが、1 カ月でお部屋ができてしまいました（笑）。文化庁長官が来

るまでに仕上げようということで、さすが文化庁長官。今も感謝をしています。そういっ

たものはどんどん使っていきながら、私は臨床心理士の仕事を発信してきたかと思います。 

 （スライド 12 枚目）私が一緒に築き上げてきた事務長や副院長は定年を迎えておられ

ます。世代も交代して、当時一緒につくってきた事務の方、医師の方、看護師の方は幹部

になったりしています。その方は臨床心理室というイメージ、臨床心理士という専門性を、

一緒にやってきた中でイメージを持っていただいたので、私は「あ、共有できるな」とい

うことがあります。しかし最近とみに感じているのは、もうすでに臨床心理室はあって、

教科書でも臨床心理士を使うことがわかっている研修医の先生や看護師さん自身の臨床心

理室のイメージがある中でどう連携していくのか、私がどう伝えていくのか。これには本

当に頭を悩ましています。 

 例えば CBT で、こういうときはこういう依頼をするほうが妥当な医行為だと思ってい

る先生から「音楽療法をしてください」というオーダーが来ると、「どうしよう。ここで

ノーと言うべきか、イエスと言うべきか」。どのようにこの先生と向き合うのが、臨床心

理士の専門性を伝えることかということを、日々悩みながらお会いしています。今日発表

させていただく機会もそうですが、それもチャンスかと思うようにして、感謝して、私に

できることは何なのかと考える。できることが何かあればもちろん。私がいま大阪医療セ

ンターでできることは何なのか。そう思うと、そこでしっかりと考えて、しっかりと目の

前の人と向き合っていくことかと思っています。今日お話しする機会をいただいて、自分

のことを振り返る機会になりました。ご清聴いただいて、本当にありがとうございました

（拍手）。 
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長谷川 ありがとうございます。腰低く医療の専門の方々の中に、臨床の専門家として

入っていかれた顛末をご披露いただきました。 

 次に平野直己先生にお願いいたします。 
 

平野 仲倉先生のお話でうさんくささのことをお話しされていましたが、早速うさんく

さいところから始めたいと思います。 

 皆さん、『MASTER キートン』という漫画をご存じでしょうか。普段はぱっとしない

大学教員をしている平賀太一は、副業で保険の調査官をしています。私のようにぱっと

しない大学の教員なのです。彼は保険調査員として活動する中で、いろいろな事件に巻き

込まれます。今日も調査で訪れたところで道を歩いていると、怪しい人とすれ違うわけで

す。「あの男、どこかで見たことがある」などと言われて。そうすると必ずいろいろあっ

て事件に巻き込まれ、美人と一緒に怪しい輩に追われるんですね（笑）。バキューン、バ

キューンと背後から銃で撃たれていますね。 

 このように、いろいろな危険な場面に出遭うのですが、彼はその場にあるリソースを生

かして、その危険をさまざまな形で回避していきます。この危険回避に用いる発想と技術

は、SAS（サス）でサバイバル技術を専門家として身に付けたものです。彼は何でも近く

にあるものをポケットに入れるという盗癖がありますが、ポケットに入っている小物と、

その現場にあるもので危険を回避していくわけです。ここでは、落ちていた棒を拾い、い

きなり壁に向かって突っ込んで、トンネルの壁を壊してしまいます。そうすると悪い人が、

「あいつはやっぱりプロだ。あの顔はどこかで見たことがある」というわけです。そして

「思い出した。あいつは SAS のサバイバル技術の教官だったんだ」と悪者が気づいた時

にはすでに倒された後でした。 

 僕はとてもこの漫画が大好きで、こんな心理臨床家になりたいと思うわけです（笑）。

つまり、私の主宰するフリースクールの行事で焼き鳥を焼いていると、誰からが「あの男、

どこかで会ったことがある」と言うわけです。キャンプ場では、学生たちと子どもたちと

保護者がそれぞれ 30 人で行うキャンプを企画していると、「やはりあいつはプロだ。し

かし、あの振る舞いはどこかで見たことがある」と誰かが言う。そして、最後には「ああ、

思い出した。あんたとは心理臨床学会で会ったことがある。心理臨床家だ！」と話が続い

ていく…これが僕の中の心理臨床家のイメージです。 

 これで僕の発表を終えてもいいのですが、では、心理臨床家の専門性とは何かというこ
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とを話していきたいと思います。 

 今、心理臨床家の専門性を問うことは、とても意義深いことだと思っています。私たち

の前で起こっている心理技術者の国家資格化に向けての流れや議論は、心理臨床家の専門

性を明確にするどころか、どちらかと言うといかに心理臨床の世界が一枚岩でなくて、い

かに多様で定義しがたいものであるかということを、自分たちの中で表にさらしているよ

うなところがあると感じています。 

 しかし逆説的に、だからこそ私たちが何者であるかということを、鏡に映る自分の姿を

確認するように、社会に問うてみることは意義深いことだと思って今回のシンポジストを

お引き受けすることにしました。『MASTER キートン』が教えてくれる専門性とは、僕

の言葉でいうと、このスライドのような感じになるのではないかと思っています。言葉に

してみると、僕はこんなことを考えながら実践をしているんだと、あらためて考えていま

す。 

 1 つ目は「教育訓練と経験」です。この側面については、もちろん大学や大学院のカリ

キュラムによって、かなりの部分は保障してくれていますけれども、でもどんな素晴らし

い制度であろうが、それだけでは十分とは言えないと思います。今の臨床心理士の資格の

カリキュラムも、決して十分ではないけれども、では新しい制度ができたら本当に十分か

というと、わからないこともあると思います。 

 2 つ目に挙げられるのが、「クライエントとの間で物事を決めていくこと」です。これ

はとても大事な専門性だと思っています。どんな実践を行うかは、私たちが一方的に決め

られることは何もなくて、クライエントとコミュニケーションをとる中で決めていくこと

がとても、とても重要だと思っています。 

 第 3 は、自分、すなわち心理臨床家自身が、どういう専門家として生きていくか、ど

んな専門性を持つか、それを選び取る、選択していくことがとても重要な専門性だと思っ

ています。1990 年に京都で開かれた国際児童青年精神医学会に参加したときは、まだ大

学院生でした。そこでサージ・レボビッチという、高名な児童分析家が講演をしているの

を、僕は満員の会場の後ろでのぞかせてもらいました。そのとき彼は「精神分析は何々で

はない」ということをたくさん並べた後で、最後に「精神分析はフィロソフィーだ」と言

いました。その言葉に僕は雷に打たれた思いがしました。私の専門の選択を促した 1 つ

のエピソードとなっています。 

 さて、このようなことを心理臨床家の専門として私が志しているとして、次に考えなけ



 16 

ればいけないことは、それをどう伝えてきているかということです。おそらくそれをこう

したプレゼンテーションや講演を通して行っているかというと、決してそんなことではな

くて、どこまでも実践を通して受け取られていくものではないかと思います。 

 私は北海道で大学に所属しつつ、乳幼児期から青年期に至る子どもや若者の心理的な成

長や回復を促すための取り組みをテーマに、実践と研究をしています。その実践領域は、

大きく 2 つに分けられます。1 つ目は精神分析的な、あるいは力動的な個人心理療法とい

うものです。大学の研究室に附属する相談室で、児童思春期の子どもとその関係者の人た

ちを対象に、その精神分析的な方向づけをもった心理援助、心理療法を行っています。 

 第 2 にコミュニティ臨床をしています。これはあまり聞き慣れない名前だと思います、

僕らが勝手に作りました。例えば地域の有志の人たちとともに、一軒家を借りてコミュニ

ティスペースやフリースクールを立ち上げたり、あるいは難病を抱える子どもや学校適応

に課題を持つ子どもと、その保護者や教師を対象としたキャンプをしたり、ひきこもりの

若者たちと一緒に自転車で北海道から広島まで旅をしたりするなど、コミュニティの中に

あるいろいろなリソースを用いたり、人と人を結びつけたり、さらにはリソースを開発し

ていくような実践をコミュニティ臨床と呼んでいます。何人かの仲間と一緒にものを書い

たり、研究したりしています。 

 今回コミュニティ臨床の実践に絞って、話題提供することにしました。コミュニティ臨

床は専門性の有無を問わず、いろいろな方々との協働・コラボをしながら活動していきま

す。しかし、彼らと一緒に仕事をしていても、心理臨床活動をしていることや、私が心理

臨床家であることを、あえて意識的・意図的に「社会に向けて伝える」ことはしてこなか

ったと思います。そこで今回はいい機会なので、少々恥ずかしいことですが、一緒にこう

したコミュニティ臨床に参画していただいている関係者の方々にメールを用いたり、直接

会いに行って、実際どのように「伝わっているのか」を尋ねてみることにしました。 

 次のような問いかけを投げかけました。 

・ 「平野に“心理臨床家（臨床心理士とか臨床心理の専門家とかそういう感じ）”をみ

た機会はありますか？『はい』か『いいえ』でお答えください。」 

・ 『はい』と答えた場合は、「それはどんな機会ですか。どういうところが心理臨床家

らしかったですか？」 

・ 『いいえ』と答えた方には、「心理臨床家にはどのような印象やイメージをお持ちで

すか？」 
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・ 「その他、期待していることや困っていることなどを自由に教えてください」 
 

 こうした問いへの回答は、関係者に問いかけたので、読み取り評価する上では注意が必

要でしょう。結果をシンポジウムで発表することも伝えましたので、実際よりも良く回答

されている可能性が高いでしょう。こうした点も考慮しながら、おつきあいいただけたら

幸いです。 
 

 25 人の方々が回答してくれました。「平野に『心理臨床家』をみた機会があったか」

には、「はい」が 14 名です。「いいえ」が 11 名でした。かなりショックでした（笑）。

つまり心理臨床家の専門性を社会に発信できているかというと、まずい。まだまだ努力が

足りないようです。こんなところにシンポジストとして来てはまずかったのではないかと、

この時点でかなり動揺しました。あとで「いいえ」が、実は「いいえ」だけではなかった

ことがわかったので、一応今日は話をさせていただくことにしました。 

 「はい」と言った方々は、どんなふうに見てくれていたかをお話しします。 

 1 つ目はそらぷちキッズキャンプといって、札幌市から 50 キロほど離れた滝川市の丸

加高原に土地の提供を受けて、難病を抱える子どもが安心して自然体験ができるアジアで

唯一のキャンプ場があります。回答してくれたのは、そこのプログラム・ディレクターで

す。彼はアメリカで博士号を取っているキャンプの専門家です。私は、近所の子どもたち

を連れてキャンプをやっている素人ですが、そこのプログラム委員長をさせていただいて

います。彼と一緒にディスカッションをしてきました。 

 彼の回答を見てみましょう。 

「これからも子どもと自然、子どもとスタッフ、子ども同士のつながりについて話をした

いです。その話題を深めるところで、そらぷちのあってないようなプログラムの雰囲気、

スタッフトレーニングをつなげていけたらいいな…」 

 彼にすると子どもがどのように人や自然とつながるかについて議論をしているときに、

心理臨床家としての専門性を感じると言います。 

 こんなことがありました。教育的なキャンプでしばしば経験されるような、時間を区切

って活動するような形のプログラムを、僕は要らないと言いました。そこに来るだけで、

北海道の素晴らしい景観を見るだけで、もういいじゃない、と言うと、彼はとても困って

しまいました、プログラム・ディレクターなので（笑）。でも彼は、言いたことはすごく

よくわかるということで、強く意気投合しました。では、プログラムがないような、そう
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いうプログラムはどうやって作れるだろうかということを、今一緒に取り組んでいます。

そういった根拠が、おそらく心理臨床学からの専門性ではないかと。ちょっと勘違いして

いるかもしれないですけれども、そんなふうに思ってくれているということだそうです。 

 次に「ことばを育てる親の会」の理事の方にもお聞きしました。「ことばを育てる親の

会」というのは、コミュニケーションに関わる課題を持つ子どもたちの保護者の当事者団

体です。ことばの教室やきこえの教室が全国にありますが、そこに通級している子どもの

保護者がほとんどです。そこで理事をしている彼女は、困っている子どもの立場や親の立

場に立つ、子ども側の立場に立つことを、心理臨床の専門性だと読み取ってくれています。

スライドを読んでいると時間がなくなってしまうので、どんどん行きます。 

 次は青少年教育研究施設の職員です。全国のいろいろな土地に小学生時代に必ず行くよ

うな、宿泊型の研修施設があると思います。北海道では「青少年自然の家」とか「ネイパ

ル◯◯」という名前で各地にあって、たとえば、高校入学したてのときに仲間作りや学習

訓練をするときにも利用されるようですが、そうした施設の職員です。彼は臨床心理学を

かじっているところもあって、大学時代のレポートだと勘違いしたのかもしれないのです

が、長文をくれたので面倒くさいから短くしました（笑）。 

 「臨床は床に臨むなので、きっと床に伏せている人のそばに寄り添うことなんでしょう。

では心理臨床となると、心理的に床に伏せているような人のそばに寄り添うことになりそ

うで、相談に来られる人はもちろん、相談に来られないような人のそばにまでズンズン寄

り添ってしまうのが平野だと。寄り添い続けてしまうシーンを何度も見ています。」なん

ていうことを彼は答えてくれました。 

 「あとは、マッチングがとても心理臨床っぽいと言っていました。元気な人と元気でな

い人はもちろんだけれど、元気でない人と元気でない人同士でも、その人とこの人を会わ

せると面白そうとか、お互い元気になりそうとか、周りの人も元気になりそうとか。そう

いった「おもろマッチング」のセンスがいい」と褒めてくれています。今日は自慢大会で

すね（笑）。 

 次は精神科の PSW です。だんだん僕らの仕事に近いところで、よく見ている人たちで

す。彼女は「会うと、こちらが元気になれている気がするところ」と書いています。この

「気がするところ」というのがうさんくさいですね。また「そういう場を作ってくれてい

る」と言っています。「最初に会ってしまった心理臨床家が平野だったということは、あ

る意味、不幸だ。インパクトが強すぎて、そのあとの心理士にある程度期待してしまうけ
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れど、がっかりしちゃう」。そうなのか。良かったなと思うのかわからないんですね。 

 かなり厳しいコメントが続いています。「資格を取ったからといって、みんなが心理臨

床家であるわけはないと思った。でも、それは自分の資格もそうだ」と言っています。

「そもそも一般に心理士さんは誰というわけでもなく、他の職種からはちょっととっつき

にくい印象を持たれているところが多い気がします。お互いの垣根が低くなることを願い

ます」と伝えてくださいということでした。 
 

 ここから先は「ノー」と答えた人たちです。「ノー」の 11 人のうち 8 人が「ノー」と

言いながら、「でも思い返してみると、こんなところがそうなんじゃないかな」と言って

くれました。だから本当に「ノー」だと思ったのは 3 人しかいないということです。ち

ょっとホッとしました。 

 ラーメン屋店主は JC と略して呼ばれる青年会議所のメンバーです。彼はこの立場から

「ノーです」と回答してくれました。しかし、ここから彼は人物評を始めます。これも長

かったので、かなり編集していますが、１つは聞き役だということですね。あとは人の気

持ちを引っ張り出すと言っていました。そういうところを見ながらも、心理臨床家を振り

かざさず自然にやっているんだな、と思い返してくれたことがちょっとありがたかった。

ここからは皆さんへのメッセージです。心理臨床家に期待するのは、「“ここにいるよ”

と大きな声で手を挙げてくれないと、誰だかわからない」ということです。「私たち、こ

こにいます」と言うことに期待しているということです。 

 時間のこともありますので、アンケートの結果の紹介はここまでにして、最後に 1 人

だけゲストの方をお呼びすることにします。実は横浜に来る前に、青森の弘前市に行って

佐藤初女さんに会ってきました。僕は去年と今年、彼女に会いに行っています。実はもう

十数年来の知り合いで、今回は学生を連れていっておむすびの研修会をしていただきまし

た。彼女は 92 歳のおばあちゃんで「森のイスキア」の主宰者をしています。彼女をご存

じない方は「心理臨床の広場」の第 11 号に当たっていただければ、どんな方かわかると

思います。ぜひご覧いただきたいと思います。河合隼雄先生も、2 回ぐらい森のイスキア

を訪れ、彼女と対談をしています。 

 森のイスキアで初女さんに「こんな企画なのですけれども、何かコメントをいただけま

すか」と言うと、次のように答えてくれました。「あなたを見ていて思うのは、手間と時

間をかけることがとても上手だ。大切なのはそういうことで、料理も先生がやっている心
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理臨床も同じでしょ。手間と時間を惜しむと、それだけでそれはもうそれではなくなって

しまうんですよ」。 

 学生がおむすびを握るときの気持ちについて質問をしてくれた時に次のように答えてい

たことを思い出しました。「それは無我夢中で、理論なんて考えるものではなくて、小手

先のことをやってもしようがないのよ」と言われました。とても重い言葉ですね。 

 手間と時間をかけるという件について、僕は思わず初女さんに言ってしまいました。

「どうも最近の臨床心理学は手間と時間を短縮するほうが、素晴らしい方法だと思われて

います」と。すると「えー、それはおかしいな」と言っていました。 

 また、初女さんは僕の実践の中にもう 1 つあるものとして、「信仰」という言葉を使

いました。それは彼女にとっては特定の宗教団体に属しているという意味ではなくて、

「神様を信じている」ということだそうです。それはどういうものなのかについてディス

カッションをしたらこういうことのようでした。「目に見えないもの、そういうものがあ

ると本気で信じ込んでいることです」。「ばかみたいに信じている」と僕が言うと、「あ

あ、そんな感じ」と言っていました。それと「決意と覚悟を持ってこのことを実践してい

ることは、信仰といってもいいんだ」ということをおっしゃっていました。おそらく僕た

ちの心理臨床の専門性というのは、仲倉さんも似たようなことを言ってくださったかと思

いますが、そういうものではないかと、また彼女から 1 つ学んで帰ってきました。 
 

 最後です。僕は意識的には心理臨床家として、どんなことをしているのかをことさらに

発信しないことが良い仕事だと思っています。では前意識的に発信してきたことはどんな

ことか、紹介させていただいた仲間たちからの評価を踏まえてまとめておきたいと思いま

す。 

 1 つ目は卵の側からの発信ということです。作家の村上春樹はイスラエルでの講演で卵

と壁とのたとえを使いました。その卵です。小説家はシステムの側に立つのではなく、常

に弱い側に、卵の側に立つのだと言いました。僕は心理臨床家も全く同じだと思っていま

す。その卵の側からの声を届けるというのが、私たちのおそらく大事な発信なのではない

でしょうか。 

 2 つ目は、視点を提供することだと思います。目に見えないものを伝えていくことが、

心理臨床家だと思って今日までやってきました。 

 3 つ目は、あと初女さんが言っていた、「時間と手間をかける」ことがとても重要だと
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思いました。 

 最後の 4 点目として、こうしてあげてきたことも、すべてどこかうさんくさい話で、

その答えははっきりと出るものではないわけで、その曖昧さを抱えながら、歯を食いしば

って悶々としている私たちのあり様そのものが、また心理臨床家として発信していること

になれたらいいなと思っています。 

 以上で僕からのプレゼンは終わりたいと思います。ご清聴、ありがとうございました

（拍手）。 
 

青木 平野先生、ありがとうございました。それでは、シンポジストの方々と指定討論

の先生方、壇上へおいで下さい。 

 はじめに、新潟大学の横山知行先生にコメントをお願いいたします。 
 

横山 皆さん、こんにちは。今非常に困っています。なぜ困っているかというと、今回

のシンポジウムのテーマは「若手とともに考える心理臨床家の専門性の伝え方」となって

いるのですが、まず、シンポジストが「若手」かというと、ちょっと怪しい。ではフロア

にいる皆さまが「若手」かというと、これも怪しい。その点が 1 つ。 

 もう 1 つは「心理臨床家の専門性の伝え方」ですが、3 人の先生方に共通していること

が、心理臨床家の専門性は簡単に伝えられるものではないという点。どういうふうにコメ

ント、指定討論をしていいものか。うーん、難しい。そう言えばこの指定討論の順番、最

初私が 2 番目だったはずなのですが、この直前に北山先生に「横山君、最初にやったほ

うがいいんじゃないかい」と言われまして（笑）。今日は受難の日ではないかと思ってい

ます。 

 さて、3 人の先生方のお話に共通している専門性の伝え方のお話。これは香川先生のお

っしゃったことだと思いますが、パターン化された情報の発信はあり得ないのではないか

ということ。臨床をやっていく中で、パターン化されたものがあたかもあるように言うこ

とがあります。また、大学院教育の中ではパターン化して伝えることもあります。私たち

のところでもやっていますが、面接でのクライエントとの関わり方にはじまり、SC とし

ての学校の入り方、病院の中での連携の仕方等々。このようなことのうちハウツー的なも

のは、ある程度マニュアル化して伝えることもできるでしょうし、そういうものを何も知

らないよりは知っていたほうがいいのでしょう。でも、おそらくそれだけでは通用しない

ことを、多くの方が経験的に知っているのではないでしょうか。 
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 仲倉先生のご発表もすごかったです。チーム医療が唱えられている中、というか、チー

ム医療が叫ばれていると言った方がよいくらいの勢いの中で、臨床家の基本に立ち返るお

話しをされていました。チーム医療は確かに大事ですよ。我々は、チーム医療の中での連

携をしなければいけない。そして連携がうまくできるためのつなぎ役にならなければいけ

ない、というようなことも、当然といえば当然のことです。 

 では、チーム医療をやっていく中で、いちばん大切なことは何でしょうか。それはチー

ム医療に入っている一人一人が独自の専門性を持っていること。だからチーム医療に加わ

っている意義があるのではないでしょうか。それがないままにつなげる、つなぐというこ

とばかり言っていると、「では君は何ができるの、あなたは何ができるの？」ということ

になります。そのときに、提供できる独自の専門性がない、本当に空っぽで何もないから、

連携やらつなぐやらと声高に言うことしかできない。そういう人を育ててるようにしか見

えない教育がなされているところも残念ながらあるように思います。エビデンスに基づい

た知見とスキルの習得、チーム医療で橋渡しの役割を担うこと、それが臨床心理士にとっ

て大事なことと昨今、しきりに言われているような気もします。 

でも本当に、それだけが大事なことなのでしょうか。これだけ強烈な 3 人だと、ちょ

っと大変、いやもちろんいい意味ですけど（笑）。で、3 人が何を示してくれたか。心理

臨床家の専門性というのは、その人がその人の身を通して周りに示していくこと。そして、

それが心理臨床家専門性の伝え方なんだと。もちろん幾つかのささやかなハウツーはある

と思いますが、それは、あくまでもささやかなものです。本質的なものは、まさに平野先

生が他職種の方からコメントをいただいたお話しにあったように、“This is Hirano.”と

いう感じですね（笑）。そうした形で示され、周囲からも認めてもらえる専門性。でもそ

れが本当の我々の専門性だったのではないか。 

 私は、精神科の医者で、学生の頃から臨床心理に興味がありました。それこそ若い頃、

北山先生の新潟でされた講演を聞いて、「あ、すごいな」と思ったこともこの道に入った

理由の一つです。その時、質問もしたのですが、北山先生、覚えてられま･･･せんね

（笑）。さて、そのころに比べて、精神医学が再医学化されていると、言われています。 

私の恩師の精神科教授は、「横山君たちはずいぶん健康になったね。僕たちの頃はだ

いたい半分ぐらいの人は発病していたがね」と言われていました（笑）。私たちの頃も、

どちらかというと境界にいるような人たちが、多く入ってくるようなところだったように

思います。そういう境界にいるような人だからこそ、見えたり、感じたりするところで患
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者さんと関わっていたところがあったのではないかとも。 

精神医学の教科書には、今日でも、1 人ひとりの人間をみることが精神医学の特徴と、

書いてあります。しかし、精神医学では、精神の科学から脳科学へという動きが確実にあ

り、自然科学に収まらない部分が残される余地はどんどん少なくなってきています。 

 では、臨床心理学はどうか。臨床心理学ももしかしたら精神医学の再医学化の流れと同

じように、臨床心理学の心理学化、自然科学モデルによる心理学化という動きがあるので

はないか。そうなってくると、誰がやっても同じようにできる心理臨床の技法や関わり方

を伝え、そのような科学的臨床心理学の成果を喧伝しよう。そういう動きになると思いま

す。 

 でも今日はそういうお話ではなく、最後に、平野先生がまとめられたように、そんなも

のは伝える方法はないと、いうことですね。ハウツーはちょっとはあったほうがいいけれ

ども、もともとのところ、本質的なところは、自分のやっていることを通じて専門性を見

てもらい、伝えていくこと。そういうことを、シンポジストの先生方はやられているので

しょう。 

 また若手の先生や、いま大学院の皆さんでここにいる方もいらっしゃると思いますが、

3 人の先生方のようにしっかりやられている心理臨床家には、こういうふうに存在感があ

ると。そうした専門性を目指していただけたらと思います。誰がやってもできることも、

もちろんできたほうがいいと思いますが、それに留まらず、その人とクライエント（たち）

との固有の関わりの中で生まれてくることを大事にしていくことに、おそらくわたしたち

の専門性はあると思います。そして、今日お話しいただいた領域は違いますけれども、そ

うしたことの例を見事に 3 人の先生方は示してくださったように思います。 

 あと、個人的な興味から仲倉先生に、ぜひ、伺ってみたいのですが、国立病院の中で、

料金が取れる相談室を開設したことはすごいことだと思います。これは確かに文化庁長官

の力もあったと思いますが、それ以外で、どういうふうにやっていくとこのようなことが

できるのか、できれば、ハウツーの面も含めてあとで教えていただければと思います。病

院の中で、医療の一環としての保険点数でないところで、心理が自費で組み込まれてやれ

るようになっていくのは、本当に素晴らしいことだと思いました。 
 

青木 この 1 つの問いだけは、いま答えてもらったほうがいいというご意見がありまし

たので。仲倉先生、よろしいですか。  
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仲倉 ハウツーになるかどうかはわかりませんが、私どもが頑張ったところは、まず臨

床心理室をつくるために、事務部門へは、根拠と売上と損失はどれぐらいかを紙に書いて

出すことがありました。その時点で、まず根拠は病院の理念を持ってきました。病院は国

民に資するというのを書いて、それに準ずる行為を私どもはやりますということ。 

 次に私どもがやっているのは保険診療の医行為ではないので、混合診療に値しませんと

いうことを主張しました。「自費診療」という言葉も使わずに、自費診療は診療行為だけ

れど保険診療ではない。それでもありません。本当にコンビニに寄って、ものを買ってく

るのと同じように臨床心理室に寄っていただいて、お金を払って帰っていただくものです

と。論理立ててご説明をしました。 

 国立病院の当時は近畿ブロック事務所という、本部の小さい組織に問い合わせいただい

て、そこで許可を取っていただく。外来の場合は外来と同じ日でなかったり、外来に行っ

たついでに臨床心理室に寄るのならいいでしょう。ただ入院中の患者さんは病院の中にお

り、同じ施設内にあるものをいったん外に出て利用したことにするには無理があるので、

入院は無料にしてくださいという注意を受けたので、入院は今のところ無料です。混合診

療と自費診療という言葉を使わないで、僕は一所懸命「コンビニと一緒です」と言い続け

ました。 
 

横山 ありがとうございました。コンビニ作戦は使えるのではないかと思います。 

 病院で働いている心理の皆さんは、しっかり心理の仕事をやっているわけですね。でも、

診療報酬に算入されている部分はとても少ない現状があります。今の仲倉先生のコンビニ

作戦みたいなことをやっていくと、きっと病院の中で臨床心理士がカウンセリングをやっ

て、それが正当に評価されることにつながっていくと思います。ありがとうございました。 
 

青木 ありがとうございました。北山精神分析室の北山修先生、コメントをお願いしま

す。 
 

北山 若干戸惑っています。皆さんも冒頭でこんなに発信が下手な人間が、どうして選

ばれたんだろうとおっしゃっている。それにしてはめちゃくちゃ話がうまいので（笑）。

いったいこれはどういうことなんだろうかということですね。 

 私はコミュニケーションには 2 通りがあるかと思います。1 つは二者言語と言っている

世界です。心理療法、カウンセリングを行うのであれば、相手に共感して、相手の話を伺
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い続けて、他のことは知ったこっちゃないという心境で 2 人だけの対話を続ける。精神

分析はそういうものですけれども。そういうところで行われるコミュニケーションと、第

三者に向かうもの。第三者というのは、みんなというか社会、今日話題になっている人た

ちで、それに向かって話す、あるいは発信するのを三者言語として区別します。 

 私は、これは決定的に違うものだと思うことが多いです。全く心持ちも違えば、技法も

違うと思うことがあります。そこをあまり混同しないほうがいいだろうと思いますが、し

かしながら心理臨床家は 2 人だけの対話に沈潜しているわけにはいかない。社会に向か

って市民権を得るために、あるいは自分たちのやっていること自己紹介するために話し続

けねばならない。 

 なぜなのか。それは、もし後者を怠ると新興宗教……。新興宗教に良いものもあるので

申し訳ないのですが、その中には我々のライバルが存在するのです。私たちは常に目に見

えないものを取り扱う、何度も出てきていますね。そして実際うさんくさいのですね、二

股をかけているから。二股をかけているというのは、二者性というか、暗闇というか、心

の影というか、闇みたいなところに片足を置きながら、健康な人たちを最大限評価する。

偏差値教育が行われているこの社会との間に、我々は立たねばならない。 

 この立たねばならないときに問われるのが、私たちの自我というものだと思います。私

たちはここを分裂させるわけにはいかない。分裂させたら、それはカルト集団になってし

まうだろうと思うので、絶えず社会と対話しながら第二者、密室にいるところで、本当に

ひきこもっておられるような目の前にいる方と対話し続けねばならない。この間を揺れる

能力が、私たちみんなに問われていると思います。 

 これは今日 3 人の方々から、それぞれ 3 様に学んだと思います。みんなそこを揺れて

いるというか、そこに立っているというか。香川先生は、そこを揺れておられますね。そ

の間、本当に皆さんの抱えておられる苦悩等、私たちが外から入っていったときの他人と

いうか、他者性みたいなものと自分との間。あるいは知識というものを我々は持っている

かもしれないけれども、現地のそれぞれの方々の実情を知らないまま、話を伺いながら

「30 分くれ」と言って、何とか勝負していって「仕事をもらった」。そう喜ぶけれど、

それはまた見過ごしているものがあったという間で揺れられて、その間でギャップが生じ

たときに感じる恥をかみしめて、かみしめて、両方の間をつないでおられる。 

 私たち日本人が強調するところのこの恥意識。現地のことをよく知らないのに、しかし

ながら言葉にしていかなくちゃいけない、訴えていかなくちゃいけない、公共のものにし
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ていかなくちゃいけない。この間の揺れるときの恥という意識をかみしめて、そこをこな

しておられると思いました。 

 仲倉先生は若干ひきこもり気味ですね。心理臨床家、ロジャリアンにありがちと言いま

すか、ロジャースを引用されたのでそうかなと思いました。でもひきこもるけれども、ち

ゃんと外をつかむ。使えるものは何でも使うと言っておられました。絶対外を忘れない。

ひきこもって暗い部屋に閉じこもろうとするけれども、外を使い続ける、外と連絡を保ち

続ける。場合によっては文化庁長官も使う（笑）。ひきこもりながら連絡を忘れない、外

のことなんか知ったこっちゃないと放り投げたくなるかもしれないけれど、外は使い続け

る。コンビニでも、長官でも。その自我ですね、自我のあり様。絶対に私たちはひきこも

ってしまうわけにはいかない。 

 平野先生は、精神分析が私と共有する理論的基盤であったり、態度であったりするので、

たぶん共通するところがあるかと思います。評価の分かれるところに立つ。「はい」と

「いいえ」がいいですね、14 と 11（笑）。ちょっと良いほうに寄っているぐらいのとこ

ろに立っている。私たちは人々のアンビバレンスを引き受けて、「はい」と「いいえ」、

「良い」と「悪い」、「否定」と「肯定」の両方を引き受けていかなければいけないだろ

うと思います。役に立たないと言われながらも役に立ち続ける。プログラムではっきりと

提示したいけれども、「プログラムなんかないよ」というプログラムを作る。壊しながら

作っていく。この姿勢ですね。 

 「良い」と「悪い」あるいは「はい」と「いいえ」の間に立って、二股をかけ続けるけ

れども、絶対に引き裂かれない。私はそこに我々の覚悟、自我の強さが示されるべき。私

たちがいちばん鍛えられなくてはいけない、今日三人三様から示された自我のあり方です

ね。これを鍛えることが、まず我々の仕事であり、課題であり、研修で求められるところ

だろうと思います。今日は若い人と一緒に考える。信仰だけれど宗教ではない。そのあた

りのところを、うまく提示していただけたと思うので満足です。どちらにも寄らない、し

かしどちらにもしっかり両足をかけ続ける。それは「身」と「心」であったり、「良い」

と「悪い」であったり、「空想」と「現実」であったり、「理想」と「現実」であったり、

そういう二分法のはびこる世の中で、心理臨床家が生きていかなければいけないところだ

ろうと思います。 

 最後に私の指定討論の質問は、だからそういうことを鍛えるためには、どこで教えても

らえばいいのか。どこで学べるのか、そういう能力はどうやったら推し量れるのか。それ
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は国家資格で選ぶことができるのかということです。あるいは大学院の入学試験で選べる

かということです。どうやったらそういった人たちを選んで、社会に提供していけるか。

これは学会の課題です。あるいは皆さんの課題だと思います。 

 おれたちは新興宗教とどこが違うんだ。僕は僕なりの答えがありますが、もし回答をい

ただければと思います。どなたでもいいですから、質問とさせていただきました。 

（編集注：北山先生のお話の間に地震があり、会場が少し揺れる） 
 

香川 北山先生に揺れていると評された瞬間に、いま地面が揺れてびっくりしています

（笑）。たぶん本当に僕の中に、今ものすごい大きな迷いがあるんですね。お 2 人は臨

床心理学という言葉を、迷いなく使っておられる印象を受けました。私自身は、お 2 人

ほど迷いなく生き生きと語りきれなかった。揺れてるのがそのまま出て、それはそれで今

の僕らしくていいなと思っていますが、そんな感じがあります。 

 その感じからすると、どう育てたらいいのかと言われると、沈黙して黙るのが今の僕の

誠実な姿なのかもしれないと思ってしまうところがあります。「こうだ」と言い切れない

迷いが、それこそ揺れている僕がいると思ったりします。僕たち 3 人同世代ですね。時

代の風を一生懸命感じ続けていたところは、スタートのところで少し似ていたところがあ

るのではないかと思います。どこか心理臨床や臨床心理学の中に閉じこもりきらずに、い

ろいろなところに触手を伸ばしていた部分で、たぶんそれは「フィロソフィー」という言

葉で平野さんが言われたあたりだと思います。 

辻村深月さんとの対談の中で、「辻村さんは諦めない人ですね」と言ったことを、辻

村深月さんがすごくうれしく受け止めてくれたところがありました。フィロソフィーとか

信仰とか、平野さんがおっしゃったあたりの専門家や専門性とかいうことは、案外、心理

臨床以前の人としての姿勢につながるものなのかもしれない。そういう心理臨床「以前」

の軸のようなものをどんなふうに自分の中に育てるか。そんなことを、やはり諦めずにや

ってきてたんだなと。むしろお 2 人の話から、自分自身のことを振り返って考えながら、

思っているようなところがあります。 
 

仲倉 若干閉じこもりとかひきこもり気味の私が、どこで学べるのかとか、新興宗教と

何が違うのかを思い巡らせ、今回スライドを作りながら自分がどういうふうな（HOW）

発信を、何（WHAT）が専門性なのかを考えていたときに、専門性って何かを定義しな

いと発信する中身が決まらないと思ったのに、結局、定義せずに話していました。 
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 私は「信仰」という言葉と近いと思っている、心理療法に対し私が信じていることとい

うのは、そこが信仰と線を引けるところでもあるのではないかと思います。とりあえず習

ってきた方法論を、実際にクライエントさんに対して実践し、それをクライエントさんに

フィードバックしていくことを繰り返すことによって、どういう形で良くなっていくかわ

かりませんが、クライエントさんはとりあえず良くなっていくんだ。そういう信仰を僕は

持っています。ただその信仰は持っているけれども、結果がその方向に向かわなかったら、

それは捨てるかもしれない仮説だと思っているところが、僕の中では信仰と違うかもしれ

ないと思っています。ただ、今のところ捨てなくて、転ばなくて済んでいる信仰ではある

かという気はしています。 

 どこで学べるか。僕はどこで学んだんだろう。いちばん最初タクシーに乗るまでは、つ

かみはこの話でと思っていた（笑）。ところがタクシーに乗ったら全然違って、話が変わ

ってしまったのですが。僕は「心理療法」という言葉にすごく憧れていました。1990 年、

学部生の頃に臨床心理士ができて、心理療法をやっている先生方は格好よかったですし、

すごいものだと思っていました。心理療法は選ばれた人しかできない。僕らはきっとしが

ないと言うと変ですが、どこかの養護施設か病院でスタートして、選ばれたらもしかした

ら心理療法ができるかもしれない。そういう憧れが僕の中にありました。そういった先生

方を見て僕の目標だったので、そこを一所懸命突き進んできたというところが 1 つあり

ました。 

 もう 1 つ、その先生方がおっしゃっていたことは、「適応」という言葉を使われずに、

誰かがわかってしまう言葉ですが、「個性化の過程というのは、個性をどんどん追求する

と同時に社会性も追求されるんだ」とおっしゃっていました。そこが僕は「クライエント

さんは 6 日間と 23 時間はカウンセリングルームの外にいる」ということは、どこか頭に

あります。答えになっているかどうかわかりませんが、そこは忘れてはいけないと。でも

社会に目があまり行きすぎると、文化庁長官が話が上手になるとうそつきになるよと言わ

れたので、うそつきにならないように、とりあえず気をつけながらその場にいるというこ

とを心がけています。 

 中途半端な答えで申し訳ないですけれど、なるべくうそつきにならないように、その場

にいることが僕の専門性と社会を忘れないということです。2 人っきりの世界は、ちょっ

とうそっぽいと。北山先生の前で言うのも変ですが、うそっぽい世界だけにならないよう

に、とどこか思っていることがお答えになるかと思いました。 
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平野 どこで学べるかですが、精神分析のトレーニングする場所はみんな学校の外です

ね。精神分析のことだけを考えるとしたら、僕は大学院生時代お金もなくてピーピー言っ

ているのに、毎週火曜日の夜に津田塾の津田ホールに集まって、高いお金を払って勉強し

たり。でも自分で身銭を払うと勉強するんですよね、腹も立つし。あとはスーパービジョ

ンという形も外ですね。やはり僕は、心理臨床は外から学ぶものと考えているのかもしれ

ません。 

 実は午前中は違うグループの話し合いに出て来て、お医者さんたちというのは基本的に

先輩から、上級のお医者さんから無料でスーパービジョンを受けるそうです。心理臨床は

嫌というほどお金がかかって、とりわけ精神分析は特にやけにお金を取るところなので、

僕は途中で精神分析家からドロップアウトすることに決めました。別にお金を取るから腹

立っているという話をしたいわけではなく、つまりどこで学ぶかというと、大学の中では

学べるものではなかったという時代の最後に、たぶん僕らがいたんだよね。 

 そういう学び方を格好よく言っていたのが河合隼雄で、『事例研究の意義と問題点』と

いう論文では「第三の道を行く大人の学問だ」と書かれていました。何が大人かというと、

いやらしい意味ではなくて、大学では教わることはできないんだと。僕はそれをすごく格

好いいなと思いました。しかも科学にもよらないし、宗教にもならない、第三の道を行く

んだと彼は主張する。でもそれは具体的にどうやったらたどり着くかは書いてない。いつ

も河合先生はそうだったのです（笑）。「それは果てしなく長い道で困難である」と書い

てあった。また地震が起こるんじゃないかな（笑）。 

 まだ学生であった僕らは、そういうものに妙な憧れを持ってしまって、だまされてここ

まできちゃったということではないか。でもそのおかげで北山先生がおっしゃったように、

評価の分かれるところに立つことを学んだのかもしれません。同じことを僕は「玉乗り」

と言っています。止まっているように見えるけれども、常に足は重心を探しているという

か、立ち止まったら倒れてしまう。常に際どいところに足をかけながら、ずっとマグロの

ように動いてなければいけない。 

 その感覚を少し先に行っている先輩たちに見て、「ああ、ああいう人たちみたいになり

たい」と思って、それはくっついて歩きましたよね。僕はいつも短パンに T シャツでい

るから、「おまえ、何しに入っているんだ？」と小倉先生に追い出された。そういう時代

の話でした。そのあたりですかね。 

 どこで学ぶかというと、自分が外に出なければ学べないというところに、逆に厳しさも
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ありながら臨床心理の、心理臨床の面白さがあるなと思ってきています。以上です。 
 

青木 伊藤先生、よろしくお願いします。 
 

伊藤 3 人の先生方のお話を聞いて、まさにこれが臨床力だと思いました。それはこうい

うことと原則を教えられるのではなく、今おっしゃったようにそれぞれの先生が苦労して

身に付けてこられた。 

 香川先生は通常のクライエントではない緊急支援の場に行ったときに、主訴を持ってこ

られる方ではない、一般の方とお会いしてお話を聞くことの難しさについてお話し下さい

ました。私も被災地に行ったときに、本当にそう思いました。この方はどういうことを体

験されているのか、わからない中で聴いていく。それはすごい臨床力が必要だと思います。

ある意味では、通常のクライエントの面接以上に、研ぎ澄まして聴く必要があります。 

 仲倉先生はチーム医療が叫ばれている、けれども……と。私もそう思います。チーム医

療がうまくいっていることは、あまりありません。虐待支援でもうまくいっていないです

ね。連携といっても、みんな自分が引き受けず、他人任せになってしまうことにもなる。

そこから抜け落ちるのはクライエントです。それに対して、仲倉先生は「いや、この人は

毎週来ないでしょう」と医師に言われても、「毎週来る」と思われる。これはクライエン

トに対する信頼ですが、こちらがしっかりとクライエントの困難を一緒に抱えていこうと

思ったら、クライエントは自分の問題に向き合われるんだ、その力があるんだという信頼

です。それは信仰ではなくて、本当にクライエントを信じている。それが私たち臨床家だ

ろうと思います。 

 平野先生はフィロソフィーと言われた。自分がどう生きるかということが、問われてい

ると言われた。私も本当にそうだと思います。国家資格をもらっても、それだけでは何ら

役に立たない（笑）、そう思います。私たちは実力をつけないと、クライエントのために

ならない。今、提案されているような国家資格、もし専門性の低い資格ができたら、国民

がひどい目に遭われると思っていますので、良い資格にすること、諦めません（笑）。 

 それから、仲倉先生が、病院に相談室を作られたということ、あれは大学に附属心理相

談室ができたのと同じコンセプトですね。国立大学の心理相談室は、病院ではないので、

クライエントから料金をいただくということは、あり得なかった。しかし、それができる

ようになった。河合先生の名前が何度も出てきますが、河合先生と村瀬孝雄先生と前田重

治先生が文科省に行かれて、交渉されて「やったぞ」と、国立大学で心理面接の料金がい
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ただけるようになった。それから私学にも広がっていって、全国 165 校の指定大学院の

一種校に、附属心理相談室が出来ました。今は全国にこうした心理相談室ができましたの

で、クライエントが、身近なところで比較的安く相談に行ける場になっています。コンビ

ニと同じコンセプトですね。 

 今後、それを他の病院の中にも作れればと良いなと思います。国家資格ができても、心

理職が単独で保険点数などを取るのは非常に難しいですから、こういう形でできれば、病

院に心理相談が根付く可能性があるという貴重なモデルを、今日、教えてもらいました。

まず我々は臨床の力をつけましょう、ということですね。 
 

長谷川 ありがとうございました。いま私の時計ですと、予定される時間まで 10 分少し

あります。もともとの企画が、ぜひ若い方にも来ていただきたいということでしたので、

お若いと思われる方に 1 人か 2 人、質問なり、ご印象なりをいただけませんか。 
 

フロアの方Ａ 若いと思いますので、お話しさせていただきます。専門性というテーマ

にすごく引かれてきました。この時間を得たら、専門性がもうちょっとはっきりするのか

なと思うところも正直あったのですが、かえって非常に混乱しているというか、させられ

たと言うと変ですが、そういう感覚があります。 

 よくよく考えてみると、私の職場がすでに福祉事業所という位置づけなので、心理をす

ることが必ずしも求められていないことがあります。とはいえ心理の価値もすごくありま

すし、一方で心理の支援の外側にも非常に大きな価値があると思っています。日々それが

揺れていて、時として「心理」という言葉が正直苦しくなるところもあります。それが僕

の中で許せないというか、時に心理を切り捨てたいという思いもありました。 

 先輩方のお話を聞いていて感じたのは、その曖昧な中をどうやりくりしていくのか、そ

ういう中で自分自身がどう生きていくのかが試されているかと思いました。それこそがこ

の仕事、この生き方を選んだ自分にとっての、ある意味で楽しさであり、苦しさでもある

のかと感じました。非常に曖昧な、もやもやとした気持ちが表せていただいたことをとて

も感謝しています。ありがとうございます（拍手）。 
 

長谷川 ありがとうございました。もうお一方、いかがですか。お願いします。 
 

フロアの方Ｂ シンポジストの先生方の人柄と謙虚さがにじみ出たお話で、僕もまだま

だ若手ですが、すごいなというのが最初の感想です。 
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 ただそういった気持ちはありつつも、今回は専門性をいかに伝えるかということで、曖

昧だからしようがないのではないかということで、僕としては正直、不全感、未消化な部

分があります。専門性を伝えていく際には、曖昧であってはいけないのではないかという

意見が、若手からは 1 つあります。なので、ここで曖昧さでいいや、曖昧さだからしよ

うがないという専門性の伝え方は逃げではないかと思います。 

 あと常々思いますが、専門性を伝えていく際に心理士の専門性は何だろう、新たな職種

の専門性は何だろうというときに、専門性があるということはやはり基本があると思いま

す。そもそも心理士の専門性というよりも、心理士の基本は何なのかというところに立ち

返らないといけないのではないか。「専門性」と言っていると天狗という気もします。心

理士の専門性ではなくて、心理士の基本は何なのかということを、今日のお話を聞いて考

えるところです。生意気な発言をしましたが（拍手）。 
 

長谷川 ありがとうございました。私は司会をしながら、同じようなことを思いました。

少し不全感が残る感じは、ひょっとしたら何割かの方たちは持たれたのではないかと思い

ます。これはすぐにどうこうという問題ではないような気がします。心理士の試験の中に、

「専門性は何か、4 つの領域について書く」という回答があります。それは先輩たちが決

めたこともあったりします。そんなことも思っています。議論が続くようなことだと思い

ます。 
 

伊藤 一言だけ言わせていただいていいですか。専門性ですけれど、仲倉先生の話で思

いましたが、私は、昔、精神医療審査会の委員として精神科の病院に行き、退院請求など

を出されている患者さんにお会いする仕事を 10 年位していたことがあります。そのとき

に統合失調症の方で、記録に「無為、自閉、何もしない」と記載されている人とお会いし

ました。同じ委員の精神科医と私と一緒にお話を聴きましたが、その患者さんは、精神科

医ではなくて、私が話を聴くとずっと話をされるんですね。すみません、自慢してしまい

ました（笑）。ずっと話を聴いていたら、「僕もデイケアに行きたいんだ。他の人はデイ

ケアに行って袋のようなものを作ってる。僕も行きたい」と話された。「どうしてそれを、

お医者さんや看護師さんに言われないんですか」と問うと、「みんな忙しくて、そんなこ

と言えないです」と、言われたのです。後で主治医にそのことをお伝えしましたが、こう

いう状態が「無為、自閉、何もしない」と受け取られている。 

 私たち臨床心理士は、聴く力を持っている。「聴く」というのが専門性ではないでしょ
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うか。ボケーとしているのも、その中に入っているのだろうと思います。聞くことがあっ

て、こうこうと聞いていくのではなくて、本当に聴く、心を真っ白にして聴く。クライエ

ントから出てくるものに耳を傾けることを、徹底してやってみていただけませんか？ 
 

平野 先生、いいですか。僕らもコメントしていいですか。 

長谷川 最後の方の質問に 1 人ずつ答えていくことで、お終わらせていただいたら、い

かがですか。 

平野 そうしましょう、それがいい。 

長谷川 いいですか。どうぞ。 
 

平野 僕から、今度逆ね。今とても大事なことを言ってくださったと思います。僕も実

は専門性のことについてお話しするとき、では専門性は何だろうかを言わなければいけな

いと思って、さっき 3 つ挙げたのが僕にとっての専門性の説明です。 

 まず僕らはこれだけの教育訓練を受けて、こんなカリキュラムの中でこんな勉強をして

きた人間です。あともう 1 つは、僕らがやる仕事はクライエントの人との間のコミュニ

ケーションで、やることを決めていく仕事です。これが専門です。他の人たちは、あまり

そういうことをしていません。僕らはそっちをやります。あともう 1 つは、僕たちは僕

たちで医行為とは違う活動をしています。それはどんなものかというと、僕だったら精神

分析というアプローチを基本に置いたようなことをやりますが、他の勉強ももちろんして

います。 

 いかがでしょうか、僕なりの専門性の説明の仕方です。自分の専門性の説明の仕方を、

その場の中でつくっていかなければいけないので、先ほど言ったように方法ではないと僕

は思います。ここは内部でのディスカッションなので、どちらかというと曖昧の大事さに

ついて 3 人とも伝えたと思います。もう 1 つ社会に向けて言うのは、3 本柱とか 4 本柱も

大事だけれど、その他に自分の言葉で何を伝えられるかをトレーニングしていくことでは

ないかと思っていました。とても大事な質問をしていただけたと思います。ありがとうご

ざいました。 
 

仲倉 最後にコメントというか、言っていただいた方のお話を聞きながら、僕の中で 2

つ、3 つぐらいの連想があります。1 つは専門性と基本ということは、私もずっと考えて

います。例えば自分のことを臨床心理士というのか、心理療法士というのか、カウンセラ
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ーというのか、僕にとっての専門をどういう表現にするのかも、そこに含まれてきます。

また臨床心理士で臨床心理学があって、学の基礎は何なのか。それも考えているのですが、

考えると果てもないので、これは大学の先生のお仕事だろうと。私はとにかく実践の中で、

それを示していくしかないと思っているので、ちょっとさぼっているところはあります。 

 僕が考える専門性とは何か。これは僕なりにお伝えしたつもりでしたが、曖昧さという

ことだけではなくて、「専門的な人間関係」という言葉で専門の定義を「専門的」と言っ

てしまうと、また堂々巡りになってしまいますけれど。私は先ほど言った仮説としては、

聞くというか、目の前にあり続けることが自分の専門だと思っています。「聞く力」と伊

藤先生がおっしゃったので、それが聞く力でもいいですし、あり続けるためにできる環境

づくりは一所懸命やります。それが面接室という場合もあれば、キャンプを一緒にしなが

ら聞けるのだったら、聞くという方法でキャンプも僕は選びます。 

 ただ目の前に存在する人に、僕がちゃんと出会っていくために何ができるかの環境づく

りは、その場、その人に応じて、もしくは病院の組織に応じて変わっていくかもしれませ

ん。しかし、そこで揺らがない何かというのは、その方の話や存在を一所懸命聞いていっ

たら、その方は自分で立っていく。それがスタンドの立っていくのか、終末期で旅立つ、

立っていくのかはわかりませんけれども、行くんだという仮説を信じているところが僕は

自分の専門性だと思っています。 
 

香川 頭が真っ白になっているところがあります。専門性という言葉があるサークルの

中で共有されていれば、いちいちそういうことを考えなくても済むところがあるのではな

いかと思います。それが多様化というか、多元化というか、場合によっては枝分かれ、分

裂という言葉は避けたい気もしますが、そういうところもありそうです。「心理臨床の専

門性」という言葉が、いろいろなふうになっていっていることをそうとう強烈に感じなが

ら、ここのところ言葉を練ってきていました。 

そうなってくると、正直専門性が何なのかわからなくなってきている揺れ方を、僕自

身がしていることを自覚しています。ただ、僕は大学の教員もしていますので、学生の前

に立ったときに何か専門性について語れることがないと、学生に申し訳ないですね。 

 去年の自主シンポのときに、「おれたちは何を初めにやっていたんだろう」という中年

期の心理臨床家の集いをやりました。そのときにフッと思ったのは、やはり人というもの

が 1 人ひとり違っている、個別性があるということ。それから、だけれどもその人が部
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分、部分、分かれているのではなくて、全体が 1 つのユニットとして全体性を持ってい

ること。この 2 点は、僕らが心理臨床の道を歩き始めた頃にすごく憧れを持って見てい

たことなのではないか。心理療法にすごく憧れたということと、もう 1 つは個別性と全

体性を持った人間という見方はすごく大事にされていた。それが最近言われなくなってい

る、と去年自主シンポで言った記憶があります。 

 個別性と全体性を持ったものとして人間というものを考えながら、そしてその人間の 1

人ひとりの姿をできる限りリアルに、こちらがなぞるような形で、こんな姿なんだなとい

うことを感じ取ろうとし続けること。そしてさらに、そういう営みをしている人がそばに

いたら、きっと人にとっては何か良いことがあるということ。この二つを、それこそ「信

じて」やってきていたかと思う。それが僕にとって、今、専門性ということをめぐって言

葉にできることのように思います。 

 ただ、これが心理臨床の専門性なのかはわからない。けれども、別な名前で呼ばれるよ

うになったとしても、少なくとも当面僕はこれでやっていこうと思っています。そういう

意味では、僕自身のアイデンティティということなのかもしれません。以上です。 
 

長谷川 ありがとうございました。議論が尽きないところですが、今日の企画シンポジ

ウムは終わりにしたいと思います。学会は自主シンポを終えると、まだ今日始まったばか

りで、明日、明後日とあります。この先生方を若い方はつかまえていただいて、議論を吹

っかけていただければと思います。司会者としてもう 1 人、青木先生、どうぞ。 

青木 題目にある若手というのは、あくまでも「自称、若手」ということで、どうかご

理解下さい（笑）。今日はどうもありがとうございました（拍手）。 

長谷川 ありがとうございました（拍手）。 

 

 

 

 

 

 

記録担当：田中秀紀（広島国際大学） 
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