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わが国における心理臨床家研究の概観
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保 1）

自分であるかという，自分自身を見つめる姿勢を常に持

1 ．はじめに

ち続け（村瀬，1996），たゆまぬ努力を続けていくこと

1990 年代，わが国においては阪神・淡路大震災や神

はもちろんのこと，それに加えて，心理臨床家に関する

戸児童殺傷事件など，災害や凶悪な事件が相次ぎ，人々

実証的な研究を積み重ね，教育や訓練に活かしていくこ

の心に重篤な傷つきを与えたり，日常生活に大きな不安

とも，現在時点では国家資格化されていない専門職であ

をもたらした。そのころより，人々の心をケアする専門

る心理臨床家の社会的立場を確かなものにしていくため

家として心理臨床家の働きが世間から大きく注目される

に必要不可欠である。
そこで，本論文では，わが国において，これまでに行

ようになった。
現在では，カウンセラー，セラピスト，臨床心理士と

われてきた心理臨床家を対象にした研究を概観し，今後

いった言葉は世の中に広く浸透したと言える。また，多

どのような観点から心理臨床家研究を行っていけば，わ

くの小・中学校には，スクールカウンセラーや心の教室

が国における臨床心理学の発展や心理臨床家の専門性の

相談員などが配置されており，福祉施設や職業安定所，

向上，発達・熟練に寄与しうるかを考察したい。

企業，警察署などにおいても心理職の設置が進んできて
いる。このような状況において，心理臨床家には，心理
療法のみならず，犯罪被害，自然災害などによって心に

2 ．わが国における心理臨床家を対象にした
研究

深い傷をおった人々への心理的ケアや，施設入所児・者

わが国の心理臨床家に関する研究は，1960 年代に端

に対する日常生活での心理的関わり，発達障害や精神障

を発し，心理臨床家とクライエントとの関係性や心理治

害を抱えた人々やその家族への心理教育的支援など，よ

療を受けたことによるクライエントの変化などが検討さ

り高度で多様な専門的活動が求められるようになってき

れてきた。このような，1960 年代の心理臨床家研究は，

ている。

欧米諸国で行われた研究の追試が多いことが指摘されて

このように心理臨床家に対して社会からのニーズが高

いる（田畑，1978）
。

まる一方で，わが国では心理臨床における科学的研究が

1970 年代から 1990 年代前半においては心理臨床家に

軽視され，既成の理論や技法を事例に適用した事例報告

関する実証研究はほとんど行われておらず，心理臨床家

が心理臨床研究の大半を占め，心理臨床家の質や心理療

の特徴や発達・熟練過程，治療の成果などについては，

法の効果などに関する実証的研究が十分に行われてきて

事例研究の中で事例を担当した心理臨床家自身が独自に

いないことが指摘されてきた（下山，2000；2002）
。し

論じていることが多かったと言える。

かしながら，クライエントに対し専門的で適切な援助が

1990 年代後半から現在にかけて，わが国では，心理

行われていくためには，心理療法の効果測定や心理治療

療法における科学的・実証的な研究が注目されはじめて

に影響を及ぼす心理臨床家側の要因などを客観的な視点

いる。岩壁・小山（2002）は，事例研究の意義を認めな

から検討していく必要があるだろう。ただ単純に数値化

がらも，心理臨床実践の効果性を検討するためには，科

すれば，これまでに指摘されてきた臨床心理学の研究に

学的研究を行っていく必要があると述べた。また，心理

おける問題点が解決するかと言われると，そうでない部

臨床家の教育訓練や発達・熟練過程にも焦点があてられ，

分が多分にあると言える。心理臨床家自身が， クライ

国内外の文献研究が行われた（新保，2000；金沢・岩壁，

エントから信頼を受けられる，この人ならばと選ばれる

2006a など）
。このように，わが国では心理臨床家を対
象にした研究が徐々に増えてきていると言えよう。
以降では，わが国における心理臨床家に関する研究を

１）名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程（後
期課程）

内容別に大きく，①心理臨床家のあり方・心理治療に影
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増田・外島・藤野・小川（2000）は，カウンセラーや，

響を及ぼす心理臨床家側の要因，②心理臨床家の教育・
訓練，③心理臨床家の発達・熟練，の 3 つに分類し，レ

教育，福祉，保健，医療の領域に携わる対人援助職を志

ビューを行いたい。

望する者，援助職の資格を取得する予定の者のパーソナ
リティについて検討しており，自己開示，共感性，イラ

2-1．心理臨床家のあり方・心理治療に影響を及ぼす
心理臨床家側の要因

ショナル・ビリーフなどにおいて対人援助職志望者と非
志望者の間に有意な差を見出した。葛西（2006）は，治

心理臨床家のあり方 ― 例えば，態度，姿勢，話し方，

療同盟尺度および面接評価尺度を邦訳・使用し，4 回の

動作 ― は，クライエントとの関係性や心理療法の効果

カウンセリング過程においてカウンセラーとクライエン

と密接に結びついた重要な問題であると言える。わが国

ト（ボランティアの学生）の治療同盟や面接評価がどの

では，長年にわたり臨床実践を行ってきた心理臨床家た

ように変化するかを検討した。その結果，治療同盟につ

ちが，その経験をもとに心理臨床家はどうあるべきかに

いては，面接の回数をおうごとにカウンセラーもクライ

ついてさまざまな視点から論じた書物は，多数出版さ

エントも評価が高くなっていくこと，また，クライエン

れている。一方で，その分野に関する研究については，

トに対するカウンセラーの応答の仕方が，治療同盟の形

1960年代から行われてきているものの
（船岡・高橋・浪花・

成に影響していることが示唆された。
上記のように，これまでにいくつか研究は行われてき

大谷・鑪，1963；鑪・村山，1963；田畑，1967 など），
その数は多くなかった。しかし，1990 年代〜2000 年代

てはいるが，心理臨床家のあり方や心理治療に影響を及

には，心理療法の治療効果などに焦点が当たる中で，心

ぼす心理臨床家側の要因が十分に検討されてきたとは言

理臨床家のあり方や心理臨床家側の要因についての研究

いがたい。近年，海外の心理療法研究者の間では，特定

が増えてきていると言える。

の技法による効果よりもさまざまなアプローチや技法間

船岡・高橋・浪花・大谷・鑪（1963）は，クライエン

の共通要素―作業同盟と呼ばれる状態，クライエントと

トの人格転換に影響を及ぼす要因としてカウンセラーの

セラピストの信頼関係―の効果が重要であること，
また，

発言に注目し，6 名のカウンセラーを対象に，ロール・

セラピストが面接中のクライエントとの間に起こる対人

プレイングにおけるクライエントの発言に対する応答

関係の微妙なニュアンスに気づき，それに基づいて行動

の仕方を分析した。鑪・村山（1963）は，Rogers の人

できることが重要であることなどが指摘されている（金

格変化の条件に関する仮説を検討するため，B. Lennard

沢，2002）
。これらの研究結果は，わが国の熟練した心

の Relationship-Inventory を用いて，治療関係の条件を

理臨床家の間でも，常識的なこととして共有されている

分析した。その結果，治療関係の認知について，non-

かもしれないが，それらを実証的に明らかにしたことが

expert よりも expert のほうにより深い治療関係が示さ

重要であると言えよう。今後は，わが国においても上記

れた。また，失敗事例よりも成功事例のほうにより深い

のような研究を行い，海外の結果と比較検討していくこ

治療関係が示された。また，治療関係の評価には，治療

とによって，わが国の心理臨床家の特徴を明らかにして

効果（成功・失敗）がかなり影響することも明らかにさ

いくことができるだろう。また，このような研究は，心

れた。全体の評定では患者のほうが治療者よりもポジ

理臨床家を育てていくための教育・訓練にとっても大変

ティブに治療関係を評定することが示された。

有益であると思われる。

田畑（1967）は，クライエントの人格適応変化には
セラピストのあり方が密接に関連しているという仮定

2-2．心理臨床家の教育・訓練

し，セラピストとクライエントの心理治療関係におい

心理臨床家としてのあり方やアイデンティティには，

て有効に働くと考えられるセラピストの治療的要因

自身の経験してきた過去の出来事や志望動機なども影響

に つ い て 検 討 し た。 田 畑 は，8 要 因（Basic emotional

していると考えられるが，大学院での心理臨床に関する

security, Willingness to meet and to help, Strictness to

専門的な訓練・教育に大きな影響をおよぼしていること

help, Feeling into “Lethality” Deep respect, Genuineness

は想像に難くないだろう。心理臨床実習やスーパービ

or congruence, Level of satisfaction and warm-feelings,

ジョン，ケースカンファレンスなどの訓練・教育過程で

Reconstruction and reservation of the client images）15

は，心理臨床の専門知識や技術を獲得するだけでなく，

項目からなる質問紙を作成し，その因子分析結果より，

心理臨床家のパーソナリティに変化が生じることもある

「安定さと充実感」
，「積極的な意欲」
，
「深い尊重」の 3

と推察される。

因子が，心理治療関係において有効に働くことを導き出
した。

訓練・教育については，昔から絶えず議論されてきて
おり，特に臨床心理士を養成するために専門教育を行う
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指定大学院が設立された以降では，どのような養成課程

スに所属している大学院生の指導に焦点をあて，解決志

やシステムが必要か，また，効果的かについて積極的な

向アプローチに基づいた，面接の構造化とそれぞれの局

議論が続けられている（松田・浜渦・田畑・藤本・正木・

面での介入法を習得するためのカウンセラー・トレーニ

早矢仕・磯田・田辺・橋本・渡部・南山・星野，2006；

ング・プログラムを提案した。

藤原，2002；2003；畠瀬・小林・白石，1999 など）。そ

吉良（2002）は，セラピストの教育だけでなく，彼ら

の一方で，心理臨床家の訓練・教育の効果についての調

の心理的援助という側面も重視し，「セラピストフォー
カシング法（TFM）」の開発を試み，TFM の 3 つのステッ

査報告，実証的な研究は多くない。
中田（1980）は，カウンセラー訓練としてカウンセリ

プ（
「全体を確かめる」
，「方向を定める」
，「フェルトセ

ング・セミナーを行い，そこでのグループ・プロセスの

ンスの吟味」）によって，セラピストはクライエントと

展開について考察した。セミナーの参加者の多くは，セ

の関係において生じる自分自身の体験を吟味，理解する

ミナー後，人格転換という表現で内的変化を訴えた。ま

ことができると論じた。

た，セミナーの pre-post で 2 回行われた Y-G 性格検査に

検査技法の教育方法に関する研究報告も見受けられ

おける post の結果では，典型的な Director タイプのプ

る。森田・中原（2004）は，ロールシャッハ法の教育に

ロフィールが示された。本城・河野（1995）は，心理臨

ついてテスティー体験の導入を提案した。心理臨床家を

床家を対象に基礎訓練の受け方や初期事例の内容などを

志望する大学生，指定大学院に所属する大学院生は，心

調査した。その調査に参加した多くの心理臨床家は，初

理臨床家よりロールシャッハを施行された後，その体験

期事例の経験から，「事例に取り組む姿勢に影響が与え

についてレポートを書いた。森田らがそのレポートを分

られた」など，何らかの事柄を学んだと感じ，「そこか

析した結果，テスティー体験は，クライエント様感情の

ら学んだことはそれ以降の臨床実践の中で実際に役立つ

体験，
自分自身についての理解に深まり，
技法習得といっ

重要な事柄であった」と記述しており，初期事例が心理

た点で心理臨床家志望者や初心者にとって有意義な体験

臨床家のその後の臨床活動にとって重要であることが示

となることが示唆された。片本（2005）は，心理アセス

された。葛西（2000）は，アメリカで行われているカウ

メントの実習として，樹木画の対提示を用いて解釈仮説

ンセラー養成訓練方法のプラクティカムをわが国の大学

の立て方の実習を行うことを提案した。描画作品を対提

院生に実施し，その効果を検討した。その結果，カウン

示されことによって，1 枚からでは立てづらかった解釈

セリング技術の向上と柔軟性の増加が見られた。
さらに，

仮説が，もう 1 枚と比較することで「どちらかというと」

葛西（2005）は，養成課程の大学院生の成長・発達を客

このような傾向があるというように仮説が立てやすくな

観的に測定し，効果的な訓練方法を見出すために，カウ

る傾向が見出された。また，
実際の事例を見たときには，

ンセリング自己効力感尺度を邦訳し，その信頼性・妥当

対照的な描画を仮想し比較することで解釈仮説を立てる

性の検討を行った。

ようになったという報告が得られた。

森田・加藤・堀・西原・細野・坪井（2002）では，心

田畑らは，2004 年から 2006 年にかけて大学院修士課

理臨床を学ぶ大学院生に初回面接の意義や役割，留意点

程修了後における研修状況に関する大規模な実態調査を

をまとめさせ，それに基づき，大学院生の視点からの

行った。修士修了後の研修参加については，経験年数が

「初回面接の覚え書き」を報告した。報告の内容として

増すにつれ研修への参加経験が増加することが明らかに

は，初心者の立場から面接にどう臨むかというセラピス

なった。一方で，修士修了後のスーパービジョンについ

トの心構えについての言及が多かったことが特徴的であ

ては，受けたいと思っていても，実際には人脈や時間や

るとした。また，森田・三後・上杉・大林・川口・永井・

金銭面などの制約によって十分に受けることができてい

服部（2006）では，心理臨床を学び始めた初期段階での

ないことも多いという現状が明らかになった（田畑・石

親面接の難しさに触れ，心理臨床訓練の一環として大学

牧・近藤・佐部利・高木・辻・池田・江口・生越・酒井・

院の森田の授業において，心理臨床を学ぶ大学院生と文

杉下・鈴村，2007；田畑・近藤・佐部利・高木・石牧・

献検討・事例検討を行い，「親面接で生じやすい問題と

辻・池田・江口・生越・酒井・杉下・鈴村，2007a）。ま

留意点」をまとめた。その結果，大学院生の視点から，

た，実態調査を受けて，修士修了後における研修プログ

親面接を実践するにあたって重要とされる 7 つのテーマ

ラムが提案された。プログラムの内容としては，修了後

（
「多様な面接形態」，「親面接における子どもの見立て」
，

1年目では，出身大学院の相談室や修了生とのネットワー

「家族全体を見る視点」，
「親面接の焦点」，「親にとって

クを作り，情報を得やすい環境を作ること，2 年目以降

の面接場面」，「セラピスト側の問題」
，「親面接に臨む姿

では，臨床心理士資格を取得できない者への情報面・情

勢」）が見出された。入谷（2004）
は，臨床心理士養成コー

緒面からのサポートを行うこと，スーパービジョンにつ
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いては，それぞれのニーズに合ったスーパーバイザーを

わかっていることが示唆された。武島・杉若・西村・山

選択できるようにすることなどがあげられた（田畑・近

本・上里（1993）は，精神療法における臨床経験年数と

藤・佐部利・高木・石牧・辻・池田・江口・生越・酒井・

治療者の行動・態度の関連について検討しており，経験

杉下・鈴村，2007b）
。さらに，勤務している領域での

年数の長い心理臨床家の間では技法間の差が小さくな

個別プログラムも提起した（田畑・池田・江口・生越・

り，治療関係に類似性が見られることが示された。
金沢と岩壁（金沢・岩壁，2006b；岩壁・金沢，2006）は，

酒井・杉下・鈴村，2007）
。
わが国における心理臨床家の教育・訓練の研究につい

Orlinsky（1999）らの DPCCQ（Development of Psycho-

ては，上記のような取り組みが行われてきた。これらの

therapist Common Core Questionnaire）を日本語に翻訳

取り組みは，臨床心理士の養成課程における教育・訓練

し，暫定的に日本語版「心理臨床家の成長に関する調査

の充実と発展に寄与する重要な研究報告であると言え

票」を作成し，心理臨床家の自己評価に影響を与える要

る。調査，研究の方法はさまざまで，教育者となった心

因や困難に直面したときの対処方法について検討した。

理臨床家が，
自らの経験をふまえ試行錯誤しながら教育・

その結果，心理臨床家としての訓練開始時において心理

訓練を行ってきたことがうかがわれる。そして，その研

臨床家としての自己に肯定的な評価をもつことがその後

究のほとんどが，1 回の実施報告に終わっており，訓練

の心理臨床家としての肯定的な自己評価につながる可能

の効果などを継続的に検討している調査報告はないと言

性があることが示唆された。また，心理臨床家が直面す

える。また，心理臨床家の初学者を対象とした研究が多

る困難としては，
職業的な自信の喪失，
対処が難しいケー

くを占め，指定大学院を修了して数年の若手心理臨床家

スを持つこと，逆転移感情があげられた。そして，この

や中堅者の研修や教育について検討した研究報告は少な

ような困難に直面した際，心理臨床家は一人で対処しよ

い。

うとする傾向が強いことが示された。

今後は，田畑らのように，経験年数に応じた教育・訓

発達・熟練の研究では，大学生・大学院生など，心理

練の提起を行うこと，また，その効果について長期にわ

臨床家初心者を対象とした研究が多く見られる（内海・

たって検討していくことが必要であろう。

小田，1997；松原，2004；河内・斉藤，2004 など）。

2-3．心理臨床家の発達・熟練

における初回面接に注目しており，初心者の初回面接で

内海・小田（1997）は，心理臨床家初心者の初期事例
教育・訓練の議論と並行して，心理臨床家の発達・熟

は，
初心者特有の「意気込み」や「緊張」とあいまって，

練についてもさまざまな視点から議論がなされてきた。

柔軟性に欠ける，
固い面接になりやすいと述べた。また，

しかし，実証的な研究はほとんど行われてきていないの

内海（1997）は，内海・小田の知見をふまえ，自身の初

が現状である。

期事例の初回面接をとりあげ，クライエントと関わる中

渡部（1963）は，共感的理解を通して治療者のあり方

で気づいた初心者の課題について論じた。新保（2001）

を検討し，治療経験（なし〜10 年）によって共感的理

は，臨床心理学を専攻する大学院生を対象に，臨床事例

解の仕方に違いがあることを明らかにした。治療経験を

のビデオ教材を用いて臨床判断能力の検討を行った。そ

積むにしたがって，共感的理解の仕方は，知的のレベル

の結果，心理臨床家の初心者である大学院生は，臨床事

の共感から， 感情のレベル ， 動きのレベル

例の部分的な情報にとらわれてしまうこと，多くの仮説

を経て，

experiencing のレベル へと移行するとされた。山松・

を立てられないこと，自身の経験や文献などで得た知識

森（1965）は，3 人のカウンセラーの成長過程に関する

を十分に活用できていないことなどが示唆された。松原

自由討議と回想記を検討し，カウンセラーの成長には時

（2004）は，約 1 週間，精神病院や養護学校で実習を行っ

には挫折し，時には自信にあふれるなどの起伏があり，

た臨床心理学科の学生の成長を検討した。その結果，学

充実感は個々で異なるが，進もうとする方向や感じてい

生は，知識的（例：教科書だけでは理解できなかった現

るものには個人差を越えた共通性があると述べた。丹

実の精神・心理症状の多岐性を身をもって学んだ），社

下・日野（1982）は，プレイセラピーを行っているセラ

会的（例：偏った予備知識が，思い込みや偏見につな

ピストを対象に，セラピストの自己イメージおよびセラ

がった，社会や自己の中にあった患者や臨床現場，施設

ピー過程の体験についての評価を行った。熟練者（経験

への差別感に対峙し反省した），臨床感性的（例：心の

年数 3 年以上）と初心者（経験年数 3 年未満）を比較し

治療や教育には時間がかかること，焦らず見守ることの

た結果，自己イメージについては熟練者と初心者には差

大切さなどを学んだ，対象に初めて真剣に向き合った達

が見られなかった。セラピー過程の体験評価について

成感を得た）
，心理的（例：ものの見方，価値観の振り

は，熟練者のほうがクライエントの心理的な動きがよく

返り，自分が臨床現場で働きたいという希望は本物か自
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問自答）という 4 側面において成長していることが見出

国独自の心理臨床家の発達・熟練モデルを提唱していく

された。河内・斉藤（2004）は，大学生，大学院生，心

ことは可能であろう。また，臨床実践を行っている領域

理臨床家の 3 群を対象にして実験を行い，それぞれの被

固有の知識の蓄積や熟練を視野に入れた発達・熟練研究

験者群が呈示されたクライエントの情報からどのように

を行っていく必要もあるかもしれない。

クライエントを理解するのかを検討した。その結果，よ
り豊富な専門的知識を有しているほうが，つまり，大学
生・大学院生よりも心理臨床家のほうが，クライエント

3 ．わが国における心理臨床家研究の今後の
課題
本稿では，
わが国における心理臨床家に関する研究を，

が語った情報からより多くの仮説を立て，クライエント

①心理臨床家のあり方・心理治療に影響を及ぼす心理臨

を適切に理解していることが示唆された。
わが国の心理臨床家の発達・熟練に関する研究では，

床家側の要因，②心理臨床家の教育・訓練，③心理臨床

経験年数によって初心者，中堅者，熟練者などの群分け

家の発達・熟練の 3 領域にわけて，レビューを行った。

を行っているものが多い。しかし，どれくらいの経験年

その結果，わが国では心理臨床家を対象にした実証的な

数を積んだ者が熟練者なのか，どのような知識や技術を

研究が非常に少ないことが示された。また，3 領域それ

獲得した者が熟練者なのかなど，何をもって

ぞれにおいて，これまでの研究の問題点および今後の課

熟練者

と定義するのかが明確にされておらず，研究者の判断に

題が示された。
①心理臨床家のあり方・心理治療に影響を及ぼす心理

基づいて群わけされているのが現状である。
わが国においては，熟練した心理臨床家の特徴，およ

臨床家側の要因に関する研究の問題点は，実証的な研究

び，心理臨床家の発達・熟練の段階を明らかにすること

の数の少なさにあると言える。今後は，これまでに心理

が必要であると言える。

臨床家熟練者の間で共有され，語り継がれてきた心理臨

アメリカでは，Skovholt & Rønnestad（1995）のカウン

床家のあるべき姿や態度，心理治療に影響を及ぼす心理

セラー・セラピストの発達の 8 段階モデルや Stoltenberg

臨床家側の要因などについて，海外の研究手法や結果を

& Delworth（1987）の統合的発達モデルが提唱されて

参照しながら，実証的な研究を行っていくことが必要で

おり，わが国へは金沢（1998）によって紹介されている。

あろう。②心理臨床家の教育・訓練に関する研究の問題

また，Jennings & Skovholt（1999）は，仲間指名法（peer

点は，ほとんどが，1 回の実施報告に終わっており，訓

nomination methodology）により選出された the best

練の効果などを継続的に検討している調査報告はないこ

of the best である 10 人の熟練セラピストに対してイン

とである。また，心理臨床家の初学者を対象とした研究

タビュー調査を行った結果より，熟達者と言われるセラ

が多くを占め，指定大学院を修了後数年の経験を積んだ

ピストの特徴として，認知，感情，関係性の 3 領域 9 カ

若手心理臨床家や 10 年から 15 年の臨床経験を持つ中堅

テゴリー（1．熟練セラピストは貪欲な学習者である（認

者の研修や教育について検討した研究報告が少ない。心

知），2．蓄積された経験は熟練セラピストにとって重要

理臨床家の臨床実践の質を向上させていくためにも，大

な資源となる（認知）
，3．熟練セラピストとは認知的複

学院教育を充実させ効果を検討していくだけでなく，大

雑性と人間の情況のあいまいさを大切にする（認知）
，4．

学院終了後の心理臨床家を追跡調査し，必要とされてい

熟練セラピストは自己への気づき，内省，非防衛的態度，

る研修や教育を明らかにし，研修・教育の実施および効

および，フィードバックへの開放性と定義される感情的

果測定を行っていく必要があると言える。③心理臨床家

理解力をもっている（感情）
，5．熟練セラピストは精神

の発達・熟練に関する研究の問題点は，何をもって

的に健康であり，自身の情緒的な健康に注意をはらえる

練者

成熟した人である（感情）
，6．熟練セラピストは精神的

発達・熟練していくプロセスをとらえた研究がないこと

な健康が自らの仕事の質にどのような影響を与えるかを

である。わが国においては，
熟練した心理臨床家の特徴，

自覚している（感情）
，7．熟練セラピストは強い関係性

および，心理臨床家の発達・熟練の段階を明らかにする

スキルを持っている（関係性）
，8．熟練セラピストは強

ことが必要であると言える。発達・熟練の段階，熟練者

固な治療同盟を築くために役立つ人間の特性についての

の特徴が明らかになることによって，心理臨床家の教育

たくさんの信念を持っている（関係性）
，9．熟練セラピ

もより現実に即した効果的なものなっていくと考えられる。

熟

と定義するのかが明確にされていないこと，
また，

これまで述べてきたように，わが国における心理臨床

ストはセラピーにおけるひときわ優れた関係性スキルを

家研究は，まだまだ不十分で発展途上であるが，多様で

使うエキスパートである）を記述した。
海外の研究にも問題点はあるが，これらの研究を参考

複雑になっていく社会のニーズに応じていける心理臨床

に，わが国の教育・訓練制度や臨床実践にそった，わが

家が多く育っていくためにも，研究者がもっと増え，研
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ABSTRACT

An Overview of Therapists Research in Japan
Shiho IWAI

The purpose of this article was to overview researches of therapists in Japan. In this study, researches of therapists was surveyed from 3 points of view — (1) characteristics of therapists and therapists’
factors of treatment effects, (2) education and training for therapists, (3) professional growth of
therapists. As a result, it was showed that there were not a lot of researches of therapists in Japan. In
(1) field, the researches mostly reexamined ones in other countries. In (2) field, master therapists or
educators discussed education and training for therapists, but there were a few researches to show
training effects. In (3) field, therapists’ developing models in the USA were introduced, but the developing model of Japanese therapists was not proposed as yet. Finally, this study mentioned the tasks to
overcome the existing problems and to development researches of clinical psychologists in Japan.
Key words: therapists, education and training, developing model.
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