
2017年 5月幹事会記録 

 

日時：平成 29 年 5 月 25 日（木）18：30～20：45 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：学校 

出席幹事：会長（医療）、こころ健康、倫理、研修、広報、産業、高齢者、被害者（望月会

員代理出席）、子育て、事務局長 

欠席幹事：なし 

陪席：吉川代議員、望月会計担当、細川会計補佐 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

 

Ⅱ 会員動向 

入会希望 清水慶可（やすか）氏の入会が承認された（学校、子育て、医療）。 

     荊澤貴史（ばらさわ たかふみ）氏の入会が承認された（学校、子育て、医療）。 

 

Ⅲ 報告・審議 

報告） 

1）倫理委員会より、本会の倫理規定、倫理綱領が改定されたことが報告された。県士会倫

理規定案にどのように反映させるかは、後日検討することになった。 

2）会長より、被害者支援やまなしの１０周年記念誌の広告掲載について報告があった。 

 

審議） 

1）総会について 

・6 月 25 日当日のスケジュールを確認した。受付、駐車場案内については事務局協力員に

依頼する。 

・会計監査は別の日に行うことになった。 

・総会資料と議題案の内容、次第が検討、確認された。 

2）百瀬倫理委員長から、県士会の倫理規定及び倫理綱領については、一般社団法人日本臨

床心理士会倫理規程に規定されている処遇案を盛り込むことについて幹事会で検討を重ね、

改正案について幹事間では合意を得られていたが、前報告のとおり、本年４月１日から本

会倫理規程及び綱領の一部改正がなされたことに伴い、6 月の代議員大会の内容を踏まえて

改正案について改めて提案されることになった。 

3）ホームページ開設について、齋藤委員長より経過報告があった。ホームページ内の組織

図の内容について検討された。こころの電話相談委員会は休会中であるが掲載し、福祉臨



床発達委員会も掲載予定となった。広報委員会で案を作成し、幹事会に諮ることになった。 

4）会計報告と予算案について、望月会計より平成 28 年度会計報告と平成 29 年度予算案に

ついて説明された。㏋作成料、管理費、社会活動費等の扱いについて検討された。総会に

向けて資料が作成される。 

5）交流会プログラムについて、設樂委員より提案があった。 

 

＊事務局より、6 月 9 日（金）までに各委員会は総会資料の最新版を送るよう依頼があった。 

 

その他報告事項） 

1）広報について、㏋開設後のメール配信の在り方等について報告された。 

2）研修委員会より清泉寮ＷＳの予定、ぶどうの丘ＷＳの方向性について報告された。 

3）産業領域委員会より、研修実施の予定（10 月 1 日）が報告された 

4）高齢者支援委員会より、研修予定が報告された。 

5）こころの電話相談委員会より、本会の中止に合わせて、本県も活動を休止することにな

ったことが報告された。 

 

■次回幹事会日程：2017年 6月 25日(日) 午前 10時（総会前） 書記：子育て 

 次々回幹事会日程：2017年 8月 3日(木) 午後 18時 30分～ 書記：広報 

 

書記輪番表（今期、医療（会長）は除く） 

産業→高齢者→研修→倫理→被害者→事務局長→学校→子育て→広報→こころ電話                      

 

以上 

 

  

 



平成29年6月12日 

会 員 各 位 

山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会 

委員長 清水 隆善 

山梨県精神科病院協会臨床心理部会 

部会長 清水 善弘 

 

医療保健領域研修会（山梨県精神科病院協会臨床心理部合同）のご案内 

 

拝啓 

薄暑の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。 

 さて、当委員会では山精協臨床心理部会との合同で、下記の内容にて７月例会を開催いたします。 

 つきましては、業務ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加願いたくご案内申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当者からのひとこと＞ 

統合失調症者への治療的介入方法として、フィンランドで実践されているオープンダイアローグについ

て情報提供させて頂けましたら幸いです。 

 

 

日   時 ： 平成29年7月11日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 日下部記念病院 会議室   

        山梨市上神内川1363        

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

「三生会病院での心理士の取り組みについて」 

講 師：高崎 真理先生（三生会病院・臨床心理士） 

 

２．その他 

 

＊参加者は7月8日までに医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp）でお申し込みください。 

 

mailto:＊参加者は7月8日までに医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp


 

 

 

 

  

  

 

全国的に大好評の研修会です。発達障害の方への理解を深め、具体的な  

支援の方法についてご一緒に学びましょう。 

 

【講 師】  瀬戸山聡子（せとやま あきこ）先生  

心理学博士 臨床心理士 

ピースマインド・イープ（株）国際ＥＡＰ研究センター主席研究員 

【内 容】  講義、事例検討、グループワーク 

【日 時】  ２０１７年１０月 1日（日）   

受付開始１０：００   研修時間１０：３０～１６：３０ （5時間）    

        臨床心理士資格ポイント申請予定です。 

【場 所】  山梨県立青少年センター リバース和戸館 第 2研修室  

           甲府市川田町５１７  

 

【参加費】  無料 

【定 員】  ３０名（先着順で定員になり次第締め切ります。） 

【申し込み方法】   ①お名前 ②連絡先アドレス ③臨床心理士番号  

を明記の上、下記アドレス宛に電子メールでお申し込みください。 

締め切り ８月３１日（木） 

★事例提供をして下さる方を募集しています。★ 

 お問合せ/申し込みアドレス psychoyamasangyo@yahoo.co.jp

 

～就労と職場適応をめぐる問題～ 

山梨県臨床心理士会 産業領域委員会 主催 

一般社団法人 日本臨床心理士会 産業・組織領域委員会 講師派遣研修会 

 

 



2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2017 年 6月 15 日 

１. 2017 年度継続研修会（うち事例検討会）について 

去る 5月 22日、飯久保 SC から「身近な友達がほしい中 3男子」について、発表して

くださいました。次回６月 26 日は、牛山 SC が事例提供してくださる予定です 

 

今年度も事例発表者を募集しております。希望者がいない場合は、SC 委員会に所属され

ている方々に、順番に事例発表をお願いしております。順次、コーディネーター（石原）

よりご連絡させていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊事例検討会は、いずれも山梨英和大学 202 教室、18:20 から 20:20 です。 

＊年間 10 回行われる継続研修（8回の事例検討会と 2回の研修会）のうち、7回以上の

参加者は、 

資格認定協会の研修にかかる 4p、また事例発表者は 6p が取得できる予定です。 

＊事例発表者には資料代として 1000 円が支払われます。 

＊お問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:石原）まで。 

 

２. 2017 年度継続研修会（うち SC のための研修会）について 

 今年度、第１回研修会は、講師に山梨県立大学の坂本玲子先生をお迎えし、「大学におけ

る AS当事者から学ぶこと」と題してご講義いただきます。AS当事者の声から AS の関わ

り方を学ぶ機会は、貴重なものとなりましょう。どうぞお繰り合わせのうえ、多くの方の

ご参加をお待ちしております（詳細別紙）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/22 5/22 6/26 7/22 7/24 9/25 10/23 11/27 12/18 2/ 3/19 

佐野ｔ 飯久保 sc 牛山 sc 研修会 深沢 sc     研修会 拡大委員会 

大学における AS 当事者から学ぶこと 

講師：坂本玲子先生 

日 時：2017 年７月２２日(土) 14:00～16:３0（受付 13:30） 

場 所：山梨英和大学 208 教室 

参加費：無料（申し込み不要） 

mailto:学校臨床心理士委員会scyamanashi@yahoo.co.jp


３．「SC のための連携施設リスト」について 

 今年度、SC 委員会では「SC のための連携施設リスト」を改訂する予定で現在作業を進

めております。つきましては、SC との連携にご協力いただける施設・機関、開業されてい

る方など、リストへの掲載希望がありましたら、学校臨床心理士委員会（石原・松野）ま

でご連絡くださいませ（scyamanashi@yahoo.co.jp）。 

 

４．「平成 29 年度 思春期の子どもと向き合う保護者のためのセミナー 

 今年度も SC のみなさまのご協力を得て、県教育委員会主催の上記セミナーが開催され

ます。日程は以下の通りです。申し込み不要、参加無料ですので、ご興味のある方はご参

加ください。いずれも時間は、14:00～16:30（受付 13:40～）です。 

 

日にち 場所 講師 演題 

6/8（木） 韮崎こすもす教室 笠井正一 子どもに関わるときのコツ 

ー『ペアレントトレーニング』を活かすー 

6/15（木） 若草生涯学習センター 佐野孝枝 親の思いと子の思い 

6/29（木） 山梨県立青少年センター 深沢孝之 思春期の子どもへの勇気づけ 

6/30（金） 富士吉田市民会館 遠藤由紀子 不登校からの変化 ―必要な対応と理解― 

 

５．地域連携子どもと親と教師のための教育相談事業 

この事業は、教員・児童生徒・保護者の相談に対してより専門的に応じるために、山梨

大学と教育センターが窓口となって専門家を各学校へ派遣するものです。派遣を依頼でき

る専門家は、医師、視能訓練士、言語聴覚士、理学療法士、福祉関係者等々多岐にわたっ

ております。ぜひ日頃の SC 活動にお役立てください。 

詳しい資料は事例検討会等で配布いたします。 

 

＊2017 年度の拡大員会は２０１８年 3 月１9 日（山梨英和大学）の予定です 

 

（松野） 



 

AS 当事者の声を見つめる。 

大
学
に
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け
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こ
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“あぁ…そういう気持ちだったんだ” 

“あぁ…こういう言いかたなら伝わるんだ” 

そこに希望の光がさした。 

～坂本先生より～ 

「“AS(アスペルガー症候群)当事者会”には、大学生だけでなく、 

幼稚園児やその親、中学生当事者の親も来ます。親たちは、AS 当事者

の子ども時代の話を聞き、『そういう気持ちなのか』『こういう言い方

ならわかってもらえるんだ』など、多くの学びをしてくれます。どう

していいかわからなかったお母さんが、希望のきざしを得て子どもに

むかい、関係や症状が改善していった例もあります。 

私自身も、かつて７年間の SC 時代に AS の子どもたちに出会い、

多くの学びを得ました。当日は、そのころの事例も交えて、彼らとの

つきあい方から学べるものについてお話ししたいと思います。」 
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講師 坂本 玲子 先生 

山梨県立大学教授。医師、精神科専門医。 

山梨医科大学医学部卒業後、山梨医科大学医学部精神神経科勤務。

その後、山梨英和大学非常勤講師、山梨県スクールカウンセラー

などを経て、2005 年より現職。「AS 当事者会」を主催。 

専門は、精神医学、認知療法、アドラー心理学、おとなの発達障

害。また睡眠や香りに関する研究にも取り組んでいる。 

時  間：14:00－16:30（受付 13:30－） 

場  所：山梨英和大学 208 教室 

参加費：1000 円・申し込み不要 

対  象：臨床心理士、SC、教職員、援助職 

問い合わせ：scyamanashi@yahoo.co.jp（石原） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 この度、犯罪被害者支援（DV含む）に関わっている方々の、情報交換と技能

研修、自助のための会を、被害者支援委員会の中に立ち上げました。 

 県士会の会員で、実務に携わっておられる方、研究をしていらっしゃる方、ま

た、新たにその分野で活動したいという意欲をお持ちの方は是非ご参集くださ

い。開催頻度は、年６回程度。会場は山梨県立大学飯田キャンパス C棟。 

 本年度の開催は、４／１０、６／１２、７／１０、９／１１、１１／１３、 

２０１８／３／５を予定しています。 

 

記 

日  時： ２０１７年７月１０日（月） １８：３０〜２０：３０ 

場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０３教室 

話題提供： 「条件反射制御法について」 

担  当： 板倉 えりか 

 

☆ 今回は、薬物依存、ストーカー行為、暴力などの嗜癖的行動の制御を目指す

画期的治療法、条件反射制御法（国立下総精神医療センターの平井愼二医師開

発）の研修報告をいたします。関心のある方はどなたでもご参加ください☆ 

                       

 

第３回犯罪被害者支援部会 

開催のお知らせ  

☆連絡先☆ 稲永澄子（カウンセリングオフィス・ハートフル） 

      TEL  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 



２０１７年度 倫理委員会からのお知らせ 

２０１７．６．１５ 

１ 倫理規程及び倫理綱領の改定について 

社）日本臨床心理士会倫理規程及び倫理綱領が一部改定されました。主な点を解説

します。 

①倫理綱領中、「財団法人日本臨床心理士資格認定協会」を「公益財団法人日本臨床

心理士資格認定協会」に改定。 

②倫理規程中、（秘密の保持）６条（新設）。「委員、事務局職員は、知り得た秘密を

厳守し、個人的情報等を漏洩してはならない。（後略）」 

②－２（委員会の調査）９条（新設）。「（前略）倫理問題に関する事実確認のため調

査を行うことができる。（後略）」 

③処遇案について、「厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停

止及び除名の何れか、又はそのうちの二つを含むものとする。」を「厳重注意、教育・

研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止、退会勧告及び本会定款第９条に定め

る除名のうち一つ又は二つ以上とし、処遇を公表すべきか否かを含むものとする。」に。 

 

２ 山梨県臨床心理士会倫理規程の改定案（処遇案）について 

  これまで規程に盛り込まれていなかった処遇案について、「厳重注意、教育・研修

の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止、退会勧告のうち一つ又は二つ以上とす

る。」という改定案を総会に上程する予定。 

 

３ 平成２８年度の活動報告及び決算報告並びに平成２９年度の活動計画及び予算案 

総会において報告します。 

 

４ 倫理委員会への所属について 

  倫理委員会の性格上、委員会所属の氏名の公表は伏せることになっていますが、こ

うした事情をご理解いただいた上、事務的な仕事でご協力いただける会員を若干名募

集しています。 

  

以上 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

『はじまりは、山梨』 

  

山梨県スクールカウンセラー  山本 恵美 

 

山梨に移住してかれこれ２５年になります。「自然の豊かな所に住みたい」という夫の希

望で、東京での会社員生活に区切りをつけて移住しました。夢と不安とともに未知の土地で
の生活が始まりました。地縁も血縁もない土地での暮らし、環境の激変、文化の違い、そこ
からくる戸惑いは想像以上でした。曲がりなりにも成り立っていると思っていた、それまで
の自分が脆く崩れていくような感じがして、自分と向き合わざるを得なくなりました。振り
返ってみれば、山梨が心理への入口になったのでした。 
 臨床心理士の資格をとり、臨床の仕事について１０年目になります。ともかく現場に出な
くては、と飛び込んだのが学校臨床の場でした。それまで身近に子どもと接する機会がなく
過ごしてきた私にとって、中学校そのものが未知の社会であり、中学生たちは未知の生物で
した。手探りで目を白黒させながらのスタートでしたが、この山梨の地で出会った子供たち
、保護者の方、先生方、臨床の先輩方、仲間を通して、その時々の私に見合った課題が与え
られ、支えられ、育てられて１０年来たなぁと、つくづく思います。 

臨床７年目の年、中学校の保健集会でお話しをする機会を戴きました。集会のタイトルは
『大切な命～大切なあなた～』。「命」という大きなテーマ。さて、何を話すか？自分は子
供たちに何を伝えたいのか？と何日も思いめぐらしていると「いのちは主体的に意志をもっ
て生まれてくる」という思いが立ち昇ってきました。 
それをどう伝えるか、難しいなぁ。そんなことを、ふと夫にもらすと、彼はその思いの本

は何かと聞いてきました。聞かれて私は、自分は帝王切開で生まれて、そのことを「生まれ
させられた」とわだかまり、「自分の力で出てきたのではない」とどこか引け目のように感

じていたこと。でも、ある時、自分がこの世に生まれてきたのは「自分の意志だった」と気
づいたこと。自分の力で産道は通らなかったけれど、自分で決心して生まれ出たということ
が、たまらなく嬉しく、愛おしく、自分自身を生きる自覚が腹に定まった気がした。という

体験を初めて彼に話しました。すると彼は、それを語れと言うのです。自分の内側にしまっ
ていた体験を大勢の人に話すなど思ってもみないこと。心の奥で大事にしているものを人前
に差し出して、どう受け取られるか怖くもありました。 
しかし、話すことにしました。当日、小さく覚悟を決めて全校生徒の前に立ちました。自

分の体験を話し、一篇の詩を朗読し、生徒たちに向かって、祖先からの命を受け継ぎ、自ら
生まれてきた自分自身を大切にする心を育んでほしいと語りかけました。私の話しを聴く生
徒のみんなのまなざしは真摯でした。感想文からは、一人ひとりが主体的に生まれ出た自分
を大切に生きることを真面目に考えてくれたことが伝わってきました。嬉しく、心がふるえ
ました。集会の日は奇しくも私の誕生日。この日の集会を通して、７年目という時に、自分
が臨床で大切にしたいものを改めて確認できたうえに、手渡して受け取ってもらえた喜び、
というこの上ないプレゼントを戴きました。 

山梨の地で支えられ、育てられてきた１０年。まだまだ育てていただきつつ、これからは
少しでもお返ししていけたらなぁと思っています。 
（おまけ：集会で朗読した大好きな詩を紹介いたします。） 

 

 

 

 

 

裏面に続く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈々子に  

                                吉野 弘 

 
 
 
赤い林檎の頬をして 
眠っている 奈々子。 

 
お前のお母さんの頬の赤さは 
そっくり 
奈々子の頬にいってしまって 

ひところのお母さんの 
つややかな頬は少し青ざめた 
お父さんにも ちょっと 
酸っぱい思いがふえた。 

 
唐突だが 

奈々子 
お父さんは お前に 
多くを期待しないだろう。 
ひとが 
ほかからの期待に応えようとして 

どんなに 
自分を駄目にしてしまうか 
お父さんは はっきり 
知ってしまったから。 

 
お父さんが 
お前にあげたいものは 
健康と 
自分を愛する心だ。 

 
 

 
 
 
 

ひとが 
ひとでなくなるのは 
自分を愛することをやめるときだ。 
自分を愛することをやめるとき 
ひとは 
他人を愛することをやめ 

世界を見失ってしまう。 
 

自分があるとき 
他人があり 
世界がある。 

 

お父さんにも 
お母さんにも 
酸っぱい苦労がふえた。 
苦労は 
今は 

お前にあげられない。 
 

お前にあげたいものは 
香りのよい健康と 
かちとるにむづかしく 
はぐくむにむづかしい 
自分を愛する心だ。 

 
 
 
 

註：奈々子＝吉野弘の長女の名 
 

『吉野弘詩集』現代詩文庫１２ 
思潮社（１９９８） 

 



第６回 学校教育＆臨床心理 ワークショップのご案内 
 

学校臨床に役立つ勉強会を開催しています。 

学校での臨床は，小学校・中学校・高校・特別支援学校まで，学習や非行の問題から発

達の課題や疾患まで，進路の相談やアイデンティティの相談まで，個別支援から集団での

支援，学校・家庭・地域の様子の把握，相談室や教室の中で，カウンセリングからコンサ

ルテーション，心理教育まで･･･。と，多様な視点での対人援助が求められる場です。 

私たちは，確かな対人援助ができるようになりたいと，職種や年齢，学派にとらわれず，

多様で自由な発信と楽しく学び合える機会を企画しています。 

これまで，臨床動作法，応用行動分析，社会構成主義についての学習会，学校臨床にお

ける見立てと初回面接，困難な事例に関して関係機関との連携事例についての検討会を行

ってきました。第６回は以下の内容を予定しています。どうぞご参加ください。 
 

第６回  

 日 時： 平成２９年７月２日(日) 9:00am～ 5時間の研修予定です。※ 
 

会 場： 山梨県立図書館 交流ルーム２０１ 
           〒400-0024 山梨県甲府市北口２丁目８番１号 TEL:055-255-1040 
 

担 当：一瀬英史（いちのせ ひでし） 
所 属 山梨県立中央高校定時制 
役職等 高等学校教諭（化学）／臨床心理士／臨床動作士 

臨床ホリスティック＆トランスパーソナル心理カウンセラー（上級課程） 

日本ストレスマネジメント学会常任理事 実践研究推進委員会委員長 
 

  内 容：ストレスマネジメント教育とこれからの学校臨床の役割 

       平成 29年 1月，文部科学省の教育相談等に関する専門家会議から，スクールカウンラー

の職務内容や求められる能力資質の中に，ストレス対処やストレスマネジメントが明記さ

れました。そこで，臨床動作法やイメージ療法を基礎にしたストレスマネジメント技法，

リラクセーション体験，ホリスティック＆トランスパーソナル心理療法的ストレスマネジ

メントなども取り上げる予定です。 

       ところで担当者は，心理臨床の現場から離れ，10年ぶりに学校現場に移り，以前に比べ

教育相談体制が整い，心理的教育支援の方法の理解も機会も進んだと感じています。しか

し一方で，役割や体制，施策について疑念や悩みを感じ，現在，１学年の学級担任という

視座から生徒を見立て，担任として SCから受けたい臨床心理の知見は何か，反対に教員が

本来身につけるべきカウンセリング・マインドは何か，学校内と学校外で行うカウンセリ

ングの異同は何か，などについて考えながら仕事をしています。そこで，これからの学校

教育に必要な臨床心理学の視座についても話題提供する予定です。        
 

 参加費：500円（資料費として当日集めさせていただきます） 
 

第７回  秋に開催する予定です。 
 

 

※ ワークショップ終了後に，『臨床心理士』研修機会ワークショップ（短期型研修会）［第２条(4)］と

して申請する予定ですので，研修時間を承認条件である５時間としています。承認されれば，参加者

は２P取得できます。 

参加希望やお問い合わせの方は，一瀬のメールまでご連絡ください。 
 

【申込み ＆ 問い合わせ】 

         山梨学校臨床研究会 一瀬英史  hideshi@kai.ed.jp 

tel:055-255-1040


 

 

2017 年度 山梨臨床心理セミナー 

 

事例検討会のご案内 
山梨臨床セミナーでは、今年も馬場禮子先生を講師にお迎えして、事例検討会を行います。 

今回は、事例にじっくりと触れる内容としました。晩夏の夕方、事例にひたりつつ、そして連想し

つつ、研鑽しましょう。みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

■日時： 2017 年 9 月 2 日(土) 15：30～18：30 

 会場： 山梨県立図書館 交流ルーム 101（甲府市北口２－８－１） 

講師： 馬場禮子先生(中野臨床心理研究室) 

内容： 心理検査と面接を検討予定  

事例提示： 小宮山志保さん（筑西こころのクリニック） 

■参加資格： 守秘義務を守れる、現在、心理臨床・精神科臨床・心療内科臨床の実践に携わっている

方、もしくは、大学院で臨床心理学を専攻している大学院生 

■参加料： 一般４０００円   大学院生３０００円 

■定員： 30 名  7 月 31 日〆切、ただし、先着順・定員になり次第〆切 

 

■申し込み方法：以下の情報を記載して、メール yamanashi.cpseminar@gmail.com でお申し込

みください。タイトルは「9 月山梨臨床心理セミナー申し込み」としてください。 

①ご氏名(ふりがな) ②連絡先住所 ③連絡先電話番号 ④メールアドレス ⑤区分(大学院生・一般) 

⑥所属先 ⑦職種(臨床心理士・心理士・その他)   

＊ご参加いただける方には、振込先をお知らせしますので、8 月 5 日までに、指定口座に参加料をお

振込ください。お振込をもって、受付完了といたします。当日授受は致しかねます。また、一旦お振

込いただきました参加料は、原則、返金いたしかねますので、あわせてご承知ください。 

➢領収証書は、お振込時の「利用明細票」とします。 

➢申込時に預かった情報は、個人情報保護法に基づいて取扱い、セミナーに関する目的以外には使用

いたしません。 

➢今回は、臨床心理士資格更新ポイントは発行いたしません。 

➢会場周辺には駐車場はありますが、有料です。ご了承ください。 

➢資料は、全て回収いたします。 

 

■講師プロフィール 

馬場禮子(ばばれいこ)先生  慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻修了。医学博士、臨床心

理士。病院での臨床活動の後、東京都立大学人文科学部教授、放送大学教授、東亜大学教授、山梨英

和大学大学院教授を経て、現在、中野臨床心理研究室室長。著書『心理療法と心理検査』(日本評論社)、

『境界例』(岩崎学術出版社)、『精神力動論』(共著・金子書房)ほか多数。 

 

■2017 年度山梨臨床心理セミナー企画立案：石原香絵・佐野孝枝・内藤はづき・岩橋幸恵・小野綾

子・加藤千晴・小宮山志保・堀内千晶・深澤桂樹・依田賢太郎 

 

お問い合わせ先：山梨臨床心理セミナー 窓口：石原香絵      

yamanashi.cpseminar@gmail.com 

mailto:yamanashi.cpseminar@gmail.com
mailto:yamanashi.cpseminar@gmail.com


 

 

２０１７年  横浜高次脳機能診断法研修会 横浜会場 

  以下の通り研修会を開催します。 

本研修会は高次脳機能障害を実際に診断できる専門家を育てる目的で１０年前

に立ち上げ、毎年春と秋に開催しています。午前中 2 時間は講師が講義し、午

後は受講生が希望する検査を演習します。本研修会では医療現場で使用されて

いる検査器具をほぼすべて用意しています。施行法は自由。何種類の検査の演

習も可能です。臨床心理士更新ポイント 4点獲得できます。 

        日程           講義内容 

第 65 期 2017年 9月 17日（日）   テストの選び方と所見の書き方 

        9月 18日（月休）  認知症と記憶障害の診断 

第 66期 2017年 10月 8日（日）   テストの選び方と所見の書き方 

        10月 9日（月休）  認知症と記憶障害の診断 

＜演習できる検査の種類＞ 

鈴木ビネーテスト ,鈴木ビネーテスト改訂版, 田中ビネーⅣ,Ⅴ,  WISC-Ⅲ,Ⅳ，

WAIS-Ⅲ, コグニスタット, リバーミード行動記憶検査, MMS 有意味無意味記

憶検査,  BADS, kABC,  標準失語症検査,  WAB, 標準視知覚検査, WMS-R

（ Wechsler Memory Scale ） ,Wisconsin Card Sorting Test( 中 野 式 ), 

FAB(Frontal Assessment Battery). Raven’s Standard Progressive Matrices, 

Raven’s Colored Progressive Matrices, Rey’s Auditory Verbal Learning 

Test(RAVLT), Rey’s Complex Figure ほか。 

 

テキスト： 拙著 「高次脳機能診断法」 山王出版 

会場：横浜高次脳機能障害診断法研究所  JR根岸線根岸駅から徒歩数分 

全期とも  定員：１２名  時間：１０時から１７時  

講師： 中野光子    

受講料：25,000円（２日分）リピーターと学生 20,000 円（２日分） 資料代：

2,000円   連絡先： m-naka27@jcom.home.ne.jp  中野光子 

詳しくはＨＰをご覧ください。members2.na.coocan.jp/info.html ですが、 

中野光子で検索できます。 

所属 職業 住所 受講を希望する理由、どこでこの研修会を知ったかなど自

己紹介を添えてお申込みください。 



セクシュアル・マイノリティ事例研究会主催 第5回ベーシックレクチャー 

「セクシュアル・マイノリティ支援のための基礎知識」  

 

近年、メディアでもセクシュアル・マイノリティに関するトピックが取り上げられる機会が増え、心理職が関わる

各領域でもセクシュアル・マイノリティの方への心理的支援について関心が高まっています。本レクチャーでは、セ

クシュアル・マイノリティの方々を支援する際に知っておいた方がよい基本的な事柄、概念の整理や情報提供を行い、

また支援を考えていくための視点を養います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日 時：2017年7月30日（日） 10：00～17：00（受付開始 9：30～） 

対 象：心理臨床家、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理学専攻の大学院生など、各機関・現場で、セ

クシュアル・マイノリティの心理的支援・心理療法に関心があり、守秘義務を守れる方。 

    ＊ 本レクチャーは、基本的な概念・知識を学びたい初学者を対象としております。 

定 員：50名（先着順） 

参 加 費：（一般）5,000円 （大学院生）3,000円 

 ＊ 事前に振替口座にご入金いただきます。口座番号は、申込への返信メールに記載致します。 

会 場：大正大学巣鴨校舎 ２号館８階 講義室（〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1） 

 ＊ 都営三田線「西巣鴨駅」下車徒歩3分、JR埼京線「板橋駅」下車徒歩10分 

申 込 み：本紙裏をご覧下さい 

 

※ 本研修会は、要件を満たした場合、臨床心理士資格更新のためのポイントを取得できるワークショップとして臨

床心理士資格認定協会に申請予定です。 

時 間 テーマ  講 師（敬称略） 

10:00～ 
11:00 

セクシュアル・マイノリティとは？ 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

      臨床心理士   長野 香 

11:00～ 
12:00 

トランスジェンダーの基礎知識 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

      臨床心理士   片桐 亜希 

12:00～13:00 （昼 食）各自でお取り願います。持参された昼食を会場内で召し上がることもできます。 

13:00～ 
14:30 

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル（LGB）の

アイデンティティ発達の過程 

一橋大学学生支援センター 

 特任准教授 臨床心理士 柘植道子 

      臨床心理士   柘植 道子 14:45～ 
17:00 

架空事例を用いての事例検討、質疑応答 

※ 質疑応答が終わり次第、終了となります 

架空事例を用いて、事例検討をおこないます。小グルー

プでのディスカッションも行う予定です。 

※ 時間割・テーマ等については、多少内容が異なる場合があることをお含みおきください。 



＜申し込み方法＞ 

① 参加申し込みは、事務局へのメールにて受け付けております。下記の必要事項をご記入の上、メール

にてお申込みください。 

 

必要事項    ①氏名、フリガナ  ②ご所属  ③職名 

        ④参加区分（一般・学生） 

        ⑤講座名、開催日（例：ベーシックレクチャー、7月30日） 

        ⑥臨床心理士番号（お持ちの方） 

 

事務局E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp 

＊ ドメイン指定されている方は上記アドレスからの受信設定を行ってください。 

 

② ご記入いただいた内容を確認の上、事務局より、郵便振替口座番号をご案内いたします。申し込みは

郵便振替への振り込みをもって完了となります。 

＊ 直前に入金された方は念のため、郵便振替の半券をご持参ください。 

 

＜注意事項＞ 

＊ 定員を超えた場合にはお断りすることがございます。 

＊ 振込後、参加者のご都合によるキャンセルの場合、受講料をお返しすることができません。 

＊ 複数回同時に申し込まれる際は、⑤講座名、開催日にすべての研修会名、開催日をご記入ください。 

＊ 事務局からの返信や振込口座のお知らせなどがしばらくお待ちいただいても届かない場合は、通信障

害等の可能性がございますので、お手数ですが再度メールにてお問い合わせください。なお、その際

には、ドメイン指定などの解除をご確認ください。 

＊ 領収書が必要な方は、事務局まで事前にお申し出ください。 

＊ お申し込みの際にいただいた個人情報は厳正に取扱い、本会研修会の目的以外に使用いたしません。 

 

申し込み締め切り ： 2017年7月23日（日） 

 

 

問い合わせ先：セクシュアル・マイノリティ事例研究会 事務局 

                   E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp 

 

＊ セクシュアル・マイノリティ事例研究会のメーリングリスト（今後の研修のお知らせや、登録者同士

の情報交換にご利用いただけます。）への登録を希望される方は、メールにその旨もご記載ください。  



平成 29年 5月 26日 

都道府県臨床心理士会 

医療保健領域ご担当者様 各位 

（一社）日本臨床心理士会 医療保健領域委員会 

担当副会長 津川 律子 

委員長 花村 温子 

                        

平成 30年度診療報酬改定に関する要望について（お願い） 

 

日頃より、当会医療保健領域委員会の活動にご協力を賜り、深く御礼申し上げます。 

 さて、すでにご存じのことと思いますが、当会は「チーム医療推協議会」に正式加盟し、

様々な医療専門職の団体と定期的な会合を持っております。そして、この協議会では、平

成 30 年度の診療報酬・介護報酬改定に向けて「チーム医療が評価されるような保険点数

の改定および新設」を中央社会保険医療協議会・厚生労働省に働きかけていくことが決定

しております。当会といたしましても、臨床心理士がチームの一員として評価されるよう

な内容を盛り込んでもらうべく努力を続けておりますが、具体的な要望を協議会に提出す

ることになっておりますため、その案について、各都道府県の担当役員の皆様のご意見・

ご要望を頂戴したいと存じます。 

前回、平成 28 年度診療報酬改定前の要望では、チーム医療推進協議会から「救急医療

におけるチーム」「生活習慣病におけるチーム」「人工透析におけるチーム」「がん外来治療

におけるチーム」「病棟におけるチーム」の評価新設と「緩和ケアチームの要件見直し」を

要望し、同時に当会からもこれらのチームに臨床心理士を配置してほしいとの要望書を提

出しました。また、チーム医療推進協議会とは別個に、当会単独の要望として、①「精神

科訪問看護・指導料」の改定、②「臨床心理検査・神経心理検査」の点数決定時に関する

要望、③「認知療法・認知行動療法」の改訂④「精神科デイ・ケア」の施設基準の改定⑤

リハビリテーション病棟に臨床心理士の配置の要望、⑥周産期チームに臨床心理士の配置

の要望、の 6点を要望書として提出いたしました。（添付資料１）    

つきましては、平成 30 年度改定に向けて要望書を作成するに当たり、参考にさせてい

たきたく存じますので、「このような医療チームを評価してほしい」「実際に臨床心理士が

このようなチームで働いている」「このような場面での臨床心理士の働きを評価してほし

い」といったご要望や情報をお寄せください。その際、エビデンスデータも可能な限り付

けていただけるよう、お願い申し上げます。その際のデータは論文化されたものに限りま

せん。学会発表などの資料も含みます。頂戴したご意見等を基にして、臨床現場での臨床

心理士の実践がきちんと評価されるような要望案を考えたいと存じます。 

ご要望やご意見は、（社）日本臨床心理士会事務局宛（E-mail：office@jsccp.jp）にメー

ルをご送付いただけますと幸いです。その場合、メールの件名を「医療保健領域委員会・

診療報酬について（○○県）」としてください。頂戴したご意見やご要望のすべてを要望案

に盛り込めないことはご容赦戴きたいと存じますが、必ず参考にさせていただきます。ご

多忙の折り、誠に恐縮でございますが、平成 29年 6月 30日（金）を締切りとさせていた

だきたく存じます。 

各都道府県の担当の先生方には積極的なご関与をいただいておりますこと、感謝申しあ

げます。今回もご協力いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。   以上 



資料１ 

 

平成 27年 9月 24日 

厚生労働省 保険局 

局長 唐澤 剛 殿 

一般社団法人 日本臨床心理士会 

会  長       村瀬 嘉代子 

                     副会長（医療担当）津川 律子  

 

平成 28 年度診療報酬改定に関する要望書 

 

 次年度の診療報酬改定に当たり、本会はチーム医療を推進する立場から、下

記の事項について要望しますので、ご検討いただきたく、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．「認知行動療法」の改定 

現在、うつ病の治療において重要な位置を占めている「認知行動療法」は、

医師が実施したときにのみ診療保険点数が認められていますが、実際には臨床

心理士をはじめとする他のメディカルスタッフも実施している業務です。臨床

心理士を含めて、医師以外のメディカルスタッフが実施した場合にも診療保険

点数が認められますよう要望いたします。 

また、集団に対する認知行動療法も既に広く行われております。臨床心理士を

含めて医師以外のメディカルスタッフが集団に対して認知行動療法を行った場

合にも認知行動療法としての点数が認められますよう、要望いたします。 

 

２．「精神科訪問看護・指導料」の改定 

精神科アウトリーチ普及推進事業も開始され、精神科アウトリーチの重要性

の認識は高まっております。現在精神科訪問看護・指導料では「保健師、看護

師、作業療法士または精神保健福祉士による場合」が算定の対象となっており

ます。しかし、精神科アウトリーチチームには臨床心理士が加わっている場合

も多く、訪問活動の中で心理社会的視点を強化していくことは重要と考えます。

現行の「精神科訪問看護・指導料」の専任者として、他の職種に加えて「臨床

心理士」を明記していただきますよう、当会として要望いたします。 

 

３．臨床心理・神経心理検査に関して 

診療保険点数が認められる心理検査は、現在 80 種類を超えております。そ

して、実際に心理検査業務に従事しているのは、臨床心理士を代表とする医師

以外のメディカルスタッフです。しかし、どの心理検査に何点の診療保険点数

が認められるのかを決定する際に、今まで当会の意見が求められたことはござ

いませんでした。今後、心理検査に関する診療報酬改定の際には、当会の意見

を聞いていただけますよう、要望いたします。 



資料１ 

 

４．「精神科デイ・ケア」の施設基準の改定 

現在、精神科デイ・ケア実施にあたっては「大規模なもの」に関する施設基

準は精神科医師及び専従する 3 人の従事者（作業療法士又は精神科ショート・

ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか 1 人、看護師 1 人、

臨床心理技術者、精神保健福祉士の 1 人）となっておりますが、臨床心理士が

デイ・ケアで活動している例は数多く多く見られます。心理的支援をより多層

的なものにするためにも、「精神科デイ・ケア」の施設基準に於いて臨床心理士

を必置としていただけるよう、要望いたします。 

 

 

５．リハビリテーション病棟に臨床心理士の配置を 

 リハビリテーションにおいては医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士といった専門職の支援に加えて、心理的支援が不可欠です。多職種と

ともに心理支援に加わる必要性から、リハビリテーション病棟への臨床心理士

の配置を要望いたします。 

 

 

６．周産期チームに臨床心理士の配置を 

 高度に医療が発達する中で、ハイリスクを抱える母子の生命と安全を確保し

支援を行うために、NICU などに配置され、周産期医療に携わる臨床心理士が

増加しております。周産期における母子のケアについて、多職種医療チームに

よる関わりがなされたときには診療報酬上での評価を新設し、その医療チーム

へ臨床心理士の配置を要望いたします。 

 

以上 

 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ先 

一般社団法人日本臨床心理士会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-8 太陽館ﾋﾞﾙ 401 

メール：office＠jsccp.jp 

（担当：花村温子） 



2017年度 実践セミナー[臨床心理士の方におすすめ] 

 

８月７日(月)・８日(火) 

L 発達の評価を学ぶ ―WISC-Ⅳを中心に 

客観的な評価から、エビデンスのある指導、支援につなげます。 

 

子どもの認知特性を知るために必要な心理検査。評価に使われる心理検査は種々ありますが、

このセミナーでは WISC-Ⅳ、K-ABCⅡ、DN-CASを取り上げます。各検査の取り方ではなく、そ

れぞれの検査で測定できる内容や検査結果から指導・支援へつなげる解釈法をお伝えします。

心理検査を理解するための基礎知識を解説する講義も用意しました。検査を取らない方もご

受講いただけます。 

 

①心理検査を解釈するための基礎知識 

両川晃子先生 （信州大学） 

②認知特性と学習面の評価―K-ABCⅡの目的と構造 

熊上崇先生 （立教大学） 

③認知機能の評価－DN-CASの目的と構造 

中山健先生 （福岡教育大学） 

④WISC-Ⅳの目的と構造 

小林玄先生 （立教女学院短期大学） 

⑤WISC-Ⅳの結果の読み取り方  

小林玄先生 （立教女学院短期大学） 

⑥WISC-Ⅳの結果を指導に活かす 

小林玄先生 （立教女学院短期大学） 

 

8月 9日（水）10日（木） 

N 認知の働きに配慮した指導の実際―脳機能について理解を深める 

神経心理学の視点を中心に 

 

板書が遅い、気が散りやすい、忘れっぽい･･･といった子どもがいませんか？ これらの困難さは

認知面の偏りや未熟さが原因といわれています。認知面の偏りや未熟さについて学ぶことが、発

達障害への理解を深め、有効な指導・支援につながります。このセミナーでは神経心理学の視点

から脳の働きを学んだ上で、ワーキングメモリ、実行機能、注意・集中力や視覚認知といった各

認知機能に見られる弱さとその支援について、事例とともにお伝えします。 

 



①認知の働きの評価①－神経心理学の視点から  

坂爪一幸先生 （早稲田大学） 

②認知の働きの評価②－評価をふまえた指導法  

坂爪一幸先生 （早稲田大学） 

③視覚認知のつまずきとその支援  

北出勝也 （視機能トレーニングセンターJoyVision） 

④発達障害のある子の実行機能と支援  

池田吉史 （上越教育大学） 

⑤ワーキングメモリの働きとメカニズム－発達障害のある子を中心に  

河村暁 （発達ルーム そら） 

⑥ワーキングメモリの弱さに配慮した学習支援－読み書き・文章理解・算数について 

河村暁 （発達ルーム そら） 

 

☆その他にも様々なテーマで講座を行っております。詳しくは HPをご覧ください。 

 

★お申込み方法 

《申し込み》お電話・ＦＡＸ・発達協会ホームページから、お申し込みいただけます。 

      ・電話：03-3903-3800 

      ・Fax ：03-3903-3836 

            ・HP ：http://www.hattatsu.or.jp/ 

《ご注意》・同じ日程で開催されるセミナー（例：Ａ，Ｂ） 

      を申し込むことはできません。 

・申し込みの殺到が予想されるセミナーもございます。 

お早めにお申し込み下さい。 

《時間》各日 10:15～16:20（１つのセミナーにつき２日間の日程で行います） 

《定員》約１５０～３００名（定員になり次第、随時締め切ります） 

《会場》東京ファッションタウン（ＴＦＴ）ビル東館 ９階研修室  

    東京都江東区有明 3-6-11 

《受講料》各１４，０４０円（税込）（会員１２，９６０円（税込）） 

 

 



山梨県臨床心理士会の皆様 

 

平素より大変お世話になっております。 

日本精神分析的心理療法フォーラム事務局の吉岡と申します。 

この度は、当会の大会情報を貴会のＷｅｂサイト掲載および会員の 皆様への配信に

つきましてお願いしたく、連絡させていただきまし た。 

ご検討のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

タイトル：日本精神分析的心理療法フォーラム第６回大会 

開催日時：平成 29年 7月 1日（土）2日（日） 

開催場所：大阪経済大学 70周年記念館（フレアホール） 

主催団体：日本精神分析的心理療法フォーラム 

概  要： 

・大会企画シンポジウム「情緒的相互交流」・大会企画分科会「精 神科医療における

精神分析的心理療法」 

・大会企画ワークショップ「愛着関係とメンタライジングによる面 接過程」「ウィニコット

理論再見」「ユング派のダンスセラピー」 「ラカン派精神分析における臨床講義」 

・会員企画ワークショップ、会員企画分科会、個人研究発表等多数 

 詳しくは web サイトをご覧ください。 

＊日本臨床心理士会継続研修機会のワークショップ(5時間以上) としてポイント申

請予定です。 

＊大会参加申込は web サイトをご参照のほどお願いいたします。 

URL：http://www.psycho-forum.jp/ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

http://www.psycho-forum.jp/
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