人は、
自分の心さえ、
よくわからない
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Mitsuru Yamashina

向き合う相手の緊張を解きほぐす

る時︑精神分析を用いると原因が見

心の中で何が起こっているのかを探

面での適応が難しくなっている人の

う考え方だ︒引きこもりなど︑現実

さまざまな面で影響を与える︑とい

慣などのアドバイスをしながら薬物

分析の視点を用いて診察し︑生活習

患者はごく少数︒多くの場合︑精神

な治療をしなければ回復が図れない

ここまで心の中に深く踏み込むよう

精神科医としてキャリアを
重ねながら、
心理学教育の道へ

ような︑穏やかで親しみやすい雰囲

投与を中心とした治療を行うそうだ︒

精神科医と心理職の間の
「溝」に課題を感じて

えてくることがある︑と先生は言う︒

人の判断や行動は、
無意識領域の影響を受けている

気が印象的な山科先生︒けれどその
経歴はユニークだ︒
大学進学時に一度は法学部を選ん

分析のようなカウンセリングがそれ

この話からもうかがえるように︑

﹁ほとんど患者さんに話をしていた

学的な理由がある︒しかし︑
﹁心の悩

ほど重点的に行われないのには︑医

先生は精神科の臨床現場で︑精神

だいて︑こちらは時折質問をするだ

み﹂を抱く人を相手にする︑という

を覚えて中退︑一転して医学部に進

だものの︑法律を学ぶことに違和感

精神科医になる︒精神分析を学び臨

け﹂とのこと︒しかしそこには︑
﹁自

共通点があるにも関わらず︑精神科

現在︑精神科において治療法の中心

床の現場で実践するうち心理学に興

分の心の中で何が起きているのかを︑

医と心理職︵カウンセラーなど︶との間

となっているのは薬物投与だ︒精神

味を抱くようになり︑臨床心理士の

患者さん自身に気づいてもらう﹂意

分析に基づいた診察と治療を行って

資格を取得し︑大学で心理学教育に

図があるという︒﹁精神分析では︑〝人

いる︒その内容を先生に訊ねると︑

携わる道へ︒その一方で精神科医と

には深い溝があった︑と先生は言う︒

したことから﹁人の心﹂に関心を持ち︑

しての仕事も続け︑現在も多くの患

の判断や行動は無意識の領域の影響

んだ︒そして自分の心の歪みを自覚

者さんを担当されている︒来歴から︑

理職の側には︑
〝精神科医なのに患

ない〟という感情を持っている︒心

者の心を見ていない︑薬を出してお

﹁お互いに︑
〝向こうはわかってい

まく言葉が出てこないのはどうして

を受けている〟と考えます︒私は患

だと思いますか？〟といった質問を

者さんの様子を見ながら︑
〝今︑う
先生が専門とする﹁精神分析﹂に

けばいいものではない〟という思い

向き合ってきたことが感じられる︒
ついてお聞きした︒
﹁簡単に言うと︑

投げかけることで︑無意識の存在に

がある︒それがもっともなケースも︑

先生がその時々︑自身の心に真摯に

その人の心はどのようになっている

気づくよう働きかけています﹂

ロイトに端を発する精神探究法であ

学者・精神科医のジークムント・フ

す﹂精神分析はオーストリアの心理

かという〝発達〟を理解することで

るもの﹂を認識できるようサポート

場所にある﹁悩みを引き起こしてい

を指摘して気づきを促し︑心の深い

はいろいろな反応を示すので︑それ

のがある︒そこに近づいた時に患者

誰の心の中にも直視したくないも

かという〝構造〟と︑それがどんな

る︒人の精神には︑本人も認識でき

するのが精神分析に基づいた治療だ︑

継続して行う必要もある︒とはいえ︑

東日本大震災以降、東北で医療ボランティアにも
従事。臨床心理士の視点が役立っているという。

出来事や環境でつくられていったの

ない﹁無意識﹂の領域がある︒口唇

と先生は説明してくれた︒

回につきある程度の時間を要し︑

この治療を本格的に行うためには︑

期 ︵出生〜 歳位︶に受けた授乳や︑
肛門期︵ 〜 歳位︶に受けたトイレ
トレーニングなどの体験がこの中に
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残り︑成長後の行動や対人関係など
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山科 満

教

文学部 / 心理学専攻

部臨床心理学科助教授、2010 年より中央大学文学部教授。

経伝達物質の分泌や働きの異常によ

ンやノルアドレナリンなど脳内の神

な反応によるもののほか︑セロトニ

辛い体験やストレスに対する精神的

れることも多い︒しかしうつ病には︑

リングが重要な治療手段だと考えら

うつ病の場合︑一般的にはカウンセ

は治療できない病気もある︒例えば

の立場で見ると︑カウンセリングで

もちろんあります﹂しかし精神科医

るでしょう︒するとこれまで以上に︑

ウンセリングが受けられるようにな

で︑公的医療保険を利用しながらカ

す︒実現すれば病院などの医療機関

師〟の創設が国会で審議されていま

心理職の国家資格となる〝公認心理

くだろう︑と先生は見ている︒
﹁現在︑

へのニーズは今後さらに拡大してい

つ人材を育てること︒そうした人材

目指すのは︑精神医学の知識を持

った﹂と患者やクライアントに言わ

先生は︑
﹁あなたのおかげで良くな

し︑
失望されることもままあります﹂

見えて良くなるケースはあまりない

ん︒カウンセリングを行っても目に

人から感謝される仕事ではありませ

﹁実際のところ︑心理職はそれほど

だろう︑と先生は言う︒

違いが生じることもある程度防げる

場で︑向き合った相手と意見の食い

切なのだ︒それさえあれば臨床の現

れているうちは一人前ではない︑と

高校生には少し難しいですが、年齢が上がる
とともに何度でも読み返す価値のある本だと
思います。ぜひ①とセットでお読みください。

医師と心理職との連携が求められる

滝川一廣（ちくま新書）

学問的にも非常に興味深く、
臨床心理学授業の教材として
も活用しているという夏目漱
石の名作。

2.『
「こころ」の本質とは何か』

ようになります︒私はこれから心理

ない︒
﹁理想は︑治療終了の際に〝カ

心を深く掘り下げ影響を与えるこ

池谷裕二（講談社）

って生じるものがある︒後者につい

のはもちろんうれしいことだが︑心

ウンセリングはあまり役に立たなか

との恐ろしさを知る︒自らも不完全

1.『単純な脳、複雑な「私」
』

てはどれだけ丁寧なカウンセリング

理職がそれに過度なやりがいを見出

学生に伝えているそうだ︒喜ばれる

り出すことで︑精神医学と臨床心理

〝診る力〟を持つ人材を臨床現場に送

職を目指す人材に精神医学を教え︑

む し ろ 悪 化 し て い く︒
﹁ こ の 場 合︑

心理学を専攻する学生には︑
﹁人

った〟と言ってもらうこと︒自力で

いろいろ気づくこともあったし無駄

ちででき︑どのように働く

なことを意識する︒そしてその一方

お薦めの本を3 冊あげてください

高校生へメッセージ
高校生活を謳歌している人よりも、苦しい時
を密かに生きている人に私はシンパシーを感
じます。自分の居場所は大学で見つかること
を信じて、今を生き抜いてください。
高校生の頃の夢は？
はっきりした夢はなかったと思います。

左で先生が推薦する 3 冊。1・2 はセットで読むこ
とで、脳科学・心理学双方の視点が育めるとのこと。

夏目漱石か村上春樹かで迷いましたが、この
1 冊を。精神医学的・精神分析的な観点から
読むたびに新たな発見があり、漱石の天才ぶ
りに圧倒されます。

を行っても症状は軽快せず︑時には
薬物投与や電気けいれん療法などの

してしまうと︑相手に影響を及ぼそ
ライアントが本来持つ治癒力や自立

うという姿勢につながり︑患者やク

学のつながりを強化したいのです﹂

医療処置を施さないと症状は良くな
りません︒ずっとカウンセラーにか
かっていたのに良くならない︑と精

は自分のことはわからない﹂
︑そし

良くなった︑心理職に頼るほどのこ

心を損なってしまうことになりかね

て﹁自分にとって当たり前のことが

「心」の奥深さを理解し、
謙虚な姿勢を身につけてほしい

カウンセリングを重ねても良くな

他人にとってもそうとは限らない﹂

神科を訪れる患者さんの中にはこう

らない場合は︑脳に何らかの異常が

ではなかった︒患者やクライアント

した事例も存在します﹂

生じていることを疑い︑精神科につ

とでもなかったのかもしれないが︑

生は語る︒
﹁前者については︑精神

のか把握できない︒また後

で︑柔軟な考え方とタフな精神を身

『行人』夏目漱石（新潮文庫）

先生にとっての“特別な一冊”は？

どんな高校生でしたか？
ラグビーに没頭し、いろいろなことから逃げ
ていたと思います。表面的には、高校 2 年の
時に親が転勤して卒業まで下宿で単身生活を
していたので、かなり自由に毎日を送ってい
ました。

ことの つを理解してほしい︑と先
分析の観点からもわかるように︑人

者に関しては︑
〝当たり前〟
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何度読んでもすごい小説だと思いますが、初め
て読むなら10代のうちに。何せ長い作品なので。

ドフトエフスキー（光文社古典新訳文庫）

ご趣味は？
沖縄に行くことです。このところ、年 2 回ペ
ースで出かけています。

なぐ︒そんな﹁診立て﹂のできる心
理職が必要だと感じたことが︑先生

の内容は人によってさまざ

につける ︱ ︒知識だけではなく︑そ

がそう感じるならば大成功です﹂

まだということを認識して

体得してほしい︒精神科医と臨床心

んな︑
﹁心に向き合う﹂ための姿勢を

は自分の心がどんな成り立

おく必要があります﹂

理士︑双方の視点を持つ先生は︑そ

﹁心﹂は私たちが考える以
上に奥深いものであるとい

う言って穏やかな笑顔を浮かべた︒
年 月取材当時

う認識と︑謙虚な姿勢が大
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3.『カラマーゾフの兄弟』

現在の研究テーマを教えてください
領域としては青年期の精神医学（特に発達障
害）や精神分析的精神療法といったところで、
その時々のテーマを見つけています。

2

が教育の道に進むきっかけとなった︒

発達障害を中心とした青年期の精神医学も先
生の専門テーマ。2012 年度からは、心理学
専攻等の教員と共同で、本学における発達障
害の学生の実態調査に取り組んでいる。

「私」とは何か、自分は一体どういう人間か。
その疑問に、脳科学の立場から答えています。

