
【広報委員会メンバー募集】 

 

  

 

 

 

＜広報委員会の活動内容＞ 

1. 毎月 20日に会員へ向けて発行しています。 

 

2. 会員の自己紹介のための記事を作成しています。 

 

3. 県民や外部機関向けの広報誌を発行しています。 

 

4. 県士会ホームページの管理を行っています。 

 

5. その他様々な広報活動を立案・実施しています。 

※ご興味をお持ちの方は、以下のメールアドレスにお気軽にお問合せください。 

 

広報委員会では、委員会メンバーを募集しております。若手臨床心理士の

方、県士会のことがまだよくわからない方、委員会活動の経験者・未経験者

どなたでも大歓迎です。「できる仕事を無理せずやる！」がモットー

です！県士会の発展にコミットしてみませんか？ 

山梨県臨床心理士会 広報委員会：psychoyamakoho@yahoo.co.jp 



2017年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2017年1２月15日 

１. 2017年度継続研修会（うち事例検討会）について 

１２月の事例検討会は、山本先生が発表してくださいます。 

事例検討会は、今回が今年度最後になります。ぜひ、ご参加ください。 

 

＊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２回目の研修会の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（scyamanashi@yahoo.co.jp）。 

 

４．学校臨床心理士役員募集について 

 学校臨床心理士委員会では、役員を募集しています。 

 ご協力いただける方やお問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（石原）まで

ご連絡ください。 

 

＊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。 

（浅川） 

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

佐野ｔ 飯久保 sc 牛山 sc 研修会 深沢 sc 喜多川 sc 岩永 sc 河西 cp 山本 sc 研修会 拡大委員会 

学校臨床領域における「性の多様性」を踏まえた心理的支援 

講師：飯田 敏晴先生 

日 時：201８年２月１０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
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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2018 年２月10 日 sat. 

■山梨英和大学 208 教室 

■14:00～16:30（受付 13:30） 

■スクールカウンセラー、教職員、臨床心理士、その他対人援助職 

■申し込み不要・参加無料 

 

 

山梨英和大学人間文化学部助教。博士（心理学）。明治学院大学大学院博士後期課程了後、総合病

院心理職、精神科および HIV/AIDS 医療領域における心理臨床、大学学生相談を経て、現職。 

臨床心理士、多文化間精神保健専門アドバイザー。専門は、健康・医療心理学。著書として、 

『援助要請・被援助志向性の心理学:困っていても助けを求められない人の理解と援助』（編著、金

子書房）、「HIV 感染の治療過程で自殺企図を繰り返した在日外国人:チーム医療における多文化間カ

ウンセラーの役割をめぐって」（『こころと文化』2015）など。 

  飯田敏晴(いいだとしはる)先生  
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山梨県臨床心理士会 

学校臨床心理士委員会主催 

2017 年度第 2回継続研修会 

scyaｍanashi@yahoo.co.jp 

 

 

講師 

 

性同一性障害に係る児童生徒については、 

学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから、

…児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。(文科省 2015) 

 

2015 年、文科省より「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」と題す

る通知が出されたことは記憶に新しいと思います。以降、教育現場周辺では、〝性同一性障害″や 

〝LGBT″のワードが一般化されていくとともに、その対応をめぐる議論が活発に交わされるように

なってきました。しかし一方、実際の学校臨床場面においては、おそらく、それらはいまだ身近な課

題とは言い難い現状があり、またそうであるがゆえに〝気づけない″〝気づかれない″ということも

起きているのかもしれません。そこで今回は、「学校臨床における〝性の多様性″を踏まえた心理的支

援」をテーマに、私たちが担う学校における心理臨床という営みにおいて、実際に〝性の多様性″は

どのように登場してくるのか、そのとき支援者には何が求められ、何をしなければならないのか、あ

るいは何ができるのか、私たちが知っておかなければならないことは何か…など基礎的な内容も含め

て、講師に飯田敏晴先生をお招きし、ご講義いただくことになりました。先生のこれまでのご経験も

交えながら、参加者のみなさまと一緒に理解を深めていくような時間を作りたいと思っています。 

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。 



                                  

〇日時：2017年 11月 5日（日） 

10：00～ 一般向け子育て講演会 

13：00～ 臨床心理士対象の研修会（事例検討） 

〇場所：山梨学院大学 クリスタルタワー             

〇テーマ：「子どものこころと親子のそだち」 

〇講師：クリニックまつおか 松岡祐加先生 

〇参加者：６５名 （臨床心理士は 25名） 

臨床心理士以外の専門職は、保育士、教員、保健師、福祉

職、看護師、医師など。子育て中の保護者の参加も 10名ほどありました。 

＜午前の部＞ 

①乳幼児の心の発達について ②心の発達と脳について ③地域におけるこどもの心の医療について 

という 3つの流れで幅広い内容のお話をしていただきました。 

①では、乳幼児にとって「食う」「寝る」「出す」が大切で精神的安定がないと崩れてしまうことなど、

心理的発達・身体的発達の両側面から分かりやすくレクチャーしていただき、②では、不適切な養育環境

が子どもの脳に及ぼすリスク、早期の介入により変化の余地があることなど、③では、発達障害の診断に

ついての考え方、長期的な支援の重要性、松岡先生の臨床について具体的にお話しいただきました。 

親子に温かいまなざしで寄り添っていらっしゃる先生のお話は、すべての支援者が勇気づけられる内

容でした。特に「ほどよい母親」のお話は参加者の皆さんの心に残り、それぞれの立場に置き換えて「ほ

どよい保育士」「ほどよい教師」像を考えるきっかけになったようです。以下に感想の一部を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜午後の部＞ 

親子並行で、子どものプレイセラピー、母親面接を行った引継ぎ・中断ケースについてそれぞれの担当

者からの報告をもとに事例検討を行いました。関わりの中で何が起こっていたかを丁寧に振り返ること

ができ、松岡先生から鋭い指摘や助言をいただきました。中でも「医療につながるとすべてが医療化して

しまうことが心配、現実生活の中で、その都度できることをサポートしていくことも大切」というご指摘

から、他職種連携や子ども目線でのものの見方、考え方の大切さを再認識しました。 

 

会場が分かりやすく、駐車場が広くて参加しやすかった、託児があってよかったなど、運営上の感想も

いただきました。スタッフの振り返りとしては、地域の皆様に臨床心理会の活動をアピールし、ご理解い

ただく良い機会になったのでは？と思っています。今後もこのような機会を作ってほしいという要望も

多数寄せられ、手応えと責任を感じました。                    （文責：大塚） 

お話を聞いて、乳幼児期の大切さ、子どもとのかかわり方のポイントが理解できた。ゆったりとした気持ちを

もって、子ども・親の背景をとらえ受け入れることが大切であると理解できた。／保育士として、支援が必要

な親子にできることは微力だと感じていたが、絶え間ない関わりが大きな力になると思えた。子どもの育ちに

は、母親を取り巻く環境、精神状態が大切であると再認識した。／支援者としても、当事者としても、子ども

や親子関係についてじっくりと考える機会になった。心がちょっと軽くなった。／「心の根っこを育てる」「ほ

どよく」「楽しく」などを大切にしたいと思った。早期に母子に寄り添って支援していただける専門医が地域

にいらっしゃると分かり、心強い。 

 

 

 



 

一般社団法人 日本臨床心理士会 第８回 医療保健領域担当者研修会 

 日  時 平成 29年 11月 26日（日） １０：００～１６：００ 

 会  場 一般社団法人 日本臨床心理士会２Ｆ研修室 

１．開会あいさつ   日本臨床心理士会 医療保健領域委員長 花村温子氏 

  各都道府県臨床心理士会は、連携して協働しましょう。その為には、お互いが知り合

い、情報交換や研修が必要です。また、医療現場においては、心理職だけでなく他職種

連携が必要ですので、今回は助産師会の川島先生をお招きしてご講演願い。地域におけ

る助産師さんとの共同を考えてみましょう。本会の委員会活動報告、都道府県の取り組

み報告（秋田県・兵庫県）及び県士会の規模の同じ県のグループ討論等限られた時間で

すが実のある会となりますようよろしくご協力願います。 

２．講演「専門職の共同可能性を追求する～開業助産師による地域活動のご紹介を通して」 

                  千葉県川島助産院：川島広江 先生 

・良いお産を体験していただく為に、分娩介助のみでなく母子保健活動も展開している。 

・助産師のコアである“助産”：狭義には、分娩介助。分娩徴候が現れてから、後産が完了

し、産婦および新生児の身辺で分娩にまつわるケアをすること。およびその経過に付随

する処置。⇒妊娠中から正常分娩へ導くための保健指導を含める。 

・助産師の理念（助産師声明／コア・コンピテンシー）１．生命の尊重２．自然性の尊重

（自然分娩）３．智の尊重  

・助産師の倫理綱領（11 項目）信頼関係に基づいたケアの提供：権利の尊重と支援（心理

職と相い通じる面あり）：具体的には、助産師は、女性と子どもおよび家族のエンパワー

メントする立場として、女性と子どもおよび家族に、有益で専門的な情報を提供し、十

分な情報に基づいて女性が選択する権利を支援する。～（略） 

・助産師の役割・責務：１．妊娠期・分娩期・産褥期における役割・責務（マタニティケ

アの分野 ２．ウイメンズヘルスにおける役割・責務（母子保健に関する分野）虐待、

ＤＶのケースと遭遇し、より健康でより生き生きと生きる子に育てたい⇒心理職と共同 

・臨床心理士への依頼ケース：・マタニティクライシスから 夫婦関係の調整、ＤＶの問

題・女性の健康相談事業から 実母との関係調整、実父との環境調整 ・思春期講話か

ら 怒りのコントロール、性被害者の支援 等 

・行政にいかに売り込み活動の場を広げることが必要。 

・対象の生命力を引き出し応援できる専門職であるために、共同、ネットワークも必要 

感想：実践者の講演であったために、濃い内容であり今後の活動に関して、とても参考と

なりました。 

３．一般社団法人 日本臨床心理士会 医療保健領域委員会平成 29年度活動報告 

 チーム医療関連、自殺予防対策、国家資格関連、診療報酬改定等に関し積極的に活動す 

る。全国研修会年１回開催（10月東京ビックサイト）、年一回担当者研修会を開催（本日） 



会員に対して、有益な医療保健領域の情報を提供する（雑誌、ＨＰにて）チーム医療推進 

協議会のメンバーとして、診療報酬改定の要望書の提出、他職種連携、チーム医療の研 

修会を実施する。 

  2年に一回実施している「第四回医療領域で働く臨床心理士対象のウエブアンケートを 

計画しているので、ご協力願いたい。（福田副委員長より報告） 

４．都道府県士会の取り組み報告 

 秋田県臨床心理士会：戸田麻美先生 会員数は山梨より少ない、年１回の研修会を開催

していたが、Ｈ．2８年度から，全員参加型勉強会に移行「今さら聞けないこんなこと①～

③質問紙を提出し、その内容をフリーに討論する。 

地元しかできないことを地元の資源を活用する。効果⇒・初心者が得たい情報を得られ

る。・経験者は情報提供することで学びがある。・優劣が付きにくく横の連携が取れる。・特

定の発表者にかかる負担がない。今後の目標⇒・総会や他の研修会の時期を確認し、集ま

りやすい日時を設定する。・会員内でミニレクチャー等を行い終日の勉強会とする。 

今後の課題⇒主に人員不足と移動距離の長さから①ＳＶを受ける研修会に参加する機会の

ある会員が少ない（技術の向上に難がある）②多くの委員が役員等を引き受けなくてはな

ない状況にあるもののそのメンバーが固定化していること（誰もが担当できるような取り

組みを模索している。） 

 兵庫県臨床心理士会：中谷恭子先生 1543人の会員うち医療保健領域 500人位 

「一人職場の仲間を孤独にしない」ことを目標に研修会を企画している。 

・単科精神科病院での臨床心理士の視線（他の専門職の中で、唯一国家資格でない心理士

がその存在意識を発揮できる職能とは。 

・高次脳機能検査と作業遂行能力の評価と実践・医療保健領域で働く心理士が知っておき

たい福祉サービス・兵庫県における発達支援の実際・遺伝カウンセリングとＨＩＶカウン

セリング・ＳＳＴの活用法と実践等、その他ロールシャッハテストや新盤Ｋ式発達検査な

どの事例検討や、困難な事例を持ち寄ってのグループスパーバイズ等定期的に実施してい

る。会員のニーズに応える形で「ＨＣＰカフェ」（兵庫病院心理士）の開設・・随時集まる

茶話会、若手から大先輩までが自由に自主的に集まる会。（2015.4-2016.3一旦閉店） 

ＨＣＰカフェ ルール ①守秘義務厳守 ②飲食持込み可 ③参加者全員に発言の機会を

保障 ④発言しない自由も保障 ⑤途中退席も可 ⑥議論にならない否定的発言は自粛：

その日に集まった仲間が近況や今困っていること、気になっていること等について忌憚な

く対話するスタイルで運営し、話し合いの中から次回研修会のテーマが生れた。顔の見え

るネットワークの構築。臨床に役立つ知恵の伝承を目的とした研修会を企画・運営したい。 

 それぞれの県の特徴・工夫している点が述べられ、今後の委員会運営に参考になった。 

５．グループ討論及び報告 

 グループ内の各県の活動の実態、現状報告がなされ、各県とも若手会員の動向に苦慮し

ていることが浮き彫りになった。若手にとって必要と考えられる内容をテーマにしても



中々集まらず共通の悩み、当事者意識・帰属意識が乏しいとの結論に至った。（文責清水） 



事務局からお願い 

 

日頃、山梨県士会の活動にご協力くださり、ありがとうございます。 

日本臨床心理士会から「今回、現任者講習が受講できない方がどの

くらいいるか知りたい」との依頼がありました。 

山梨県士会の会員のみなさまで、該当の方がいらしたら、県士会事

務局までご一報ください（psychoyamanashi@yahoo.co.jp）。 

よろしくお願いします。 

平成 29 年 12 月 15 日 

山梨県臨床心理士会事務局 

 

mailto:psychoyamanashi@yahoo.co.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

『産業現場で感じること』 

 
橋本 和仁 

 
山梨県臨床心理士会の会員の皆様、はじめまして、橋本和仁と申します。広報委員会

の皆様にはいつも貴重な情報を配信して頂き、感謝致します。 

私は臨床心理士として主に産業領域を中心に仕事をしています。企業の総務・人事部

門を経て、現在の仕事に携わるようになりました。今回は貴重な機会を頂きましたので、

自己紹介を兼ねて、日頃、産業現場で感じることを書いてみたいと思います。 

現在、私が行っている仕事の一つに企業での CAP の仕事があります。CAP（Company 

Assistance Program）とはあまり聞きなれないかもしれませんが、“Employee（従業員）”

を対象とした EAP（Employee Assistance Program）に対して、CAPは、“Company”への

支援、“従業員を含めた会社全体”の支援を目的としています。とりわけ、私が支援して

いる企業は、従業員が 20 名くらいから 300 名くらいの中小企業です。それは、比較的

メンタルヘルス体制や就業環境が整っている大企業ではなく、まったくメンタルヘルス

に縁がなかったような、中小規模の会社を支援していきたいという思いがあるからで

す。 

 

こうした企業のメンタルヘルスに関わろうと思ったきっかけは、以前、会社にいたと

きに、うつ病などでメンタルに何らかの問題を抱え、力を充分に発揮できなかったり、

人生そのものに生きづらさを抱える社員が多くいたことです。当時は、どう対応して良

いのか分からず、近づけないような、なんとも言えない気持ちを感じていたことを覚え

ています。またメンタル不調者への対応に上司や人事が多くの時間を取られていまし

た。逆にそうしたメンタル不調者が本来の力を取り戻すことは、本人だけでなく、企業

や社会に大きな影響を与えることも実感としてありました。 

 

CAPとしての会社での具体的な業務は、メンタルヘルス体制を一から作ること、心理

室を立ち上げカウンセリングをしていくこと、休職者・復職者の対応を経営者や人事

担当と共に対応していくことなどがあります。メンタルヘルスなど全く考えたことの

ない会社に入り、一から作っていくことは、本当に難しく、多くの苦労があります。

中には町工場が少し大きくなったような会社もあり、昔かたぎの職人肌の方々も多く

います。「とにかく気合で乗り切れ。」「カウンセリングなんて弱い奴が行くところ

だ。」と言った考えが少なくないのも現実です。そんな中で、仕事や人間関係に悩みを

抱えて、勇気を出して来てくれる方がいると、本当になんとかしてあげられたらとい

う気持ちになってきます。しかしまだまだ初心者の私、うまくいかなかったり、悩ん

でしまうことの連続です。会社内での面接という特殊な構造も難しさを助長します。

例えば、個人から費用を貰わない、就業時間中であること、上司から行って来いと言

われモチベーションが低いなどです。また、従業員を支援することが、必ずしも会社 

 

 

 

 

 

裏面に続く 



の要求に応えることに繋がらないところにも難しいところです。つい会社や社長の要

求に流されそうになりますが、あくまでも従業員の支援を最優先させるという気持ち

を持ち続けていきたいと考えています。 

以前、私は、勉強のため東京の CAP の会社で学ぶ機会を持ちました。東京の CAP の

会社は、従業員数が何千人という企業を相手にしているため、そのままでは山梨の中小

企業に当てはめることが出来ません、山梨県人として、まずは山梨の中小企業の役に立

てるためにはどのような支援を展開していけば良いか、じっくり考えていこうと思っ

ています。 

 

様々な難しさはありますが、CAPの仕事をする上で私が頼りにしている理論がありま

す。それはビオン（W.R.Bion）の集団の理論です。ビオンによると、メンタルの不調は

個人だけの問題ではなく、集団の影響を強く受けると言っています。とても難解で難し

いのですが、個人と集団について、今後さらに勉強し、企業を支援するための一つの指

針として考えていけるようにと思っています。ぜひ興味がある方は、一緒に勉強してい

ければと思いますの、お声を掛けて下さい。 

 

話は少し変わりますが、現在、スクールカウンセラーは小学校から高校まで配置さ

れ、大学や短大へも学生相談室が整備されてきています。ところがその上の社会にでる

と、途端に支援が受けられなくなります。社会は、学生時代とまた違った、生き辛さ、

悩みがあり、ストレス一杯の毎日の中で生きて行かなければなりません。メンタル不調

にだってなります。そのため、笑われそうですが、私の野望？夢？は、「全ての企業へ

臨床心理士を配置したい。」というものです。支援の広がりは、本人や企業だけでなく、

きっと日本の社会や経済に大きく寄与するであろうと、私としては考えています。 

 

今は、まだまだ走り始めたばかりで、毎日の面接をどうにかこなすことに必死で、や

ればやるほど難しさを感じ、悩みも多い毎日です。それでも、目の前の対応に流されて

しまわないように、一つひとつのケースを大切に、大きな野望？夢？に向かって、臨床

心理士として少しずつ前に歩んでいきたいと思います。 

街には、クリスマスのイルミネーションが灯り、今年もあっという間に過ぎ去ろうと

しています。年の終わりに Voice を書くことで、自分を振り返る良い機会が持てまし

た。来年こそは思いを新たに、ためていた本を読んだり、行きたかった研修に参加した

いなと思いますが、さてさてどこまで出来る事やら、来年の今頃も同じことを考えてい

るのかなとも思ったりもしています。 

拙い文章ですが、最後までお読みいただきありがとうございました。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

 
  



 

主催：山梨グループ研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 平成 30 年 2 月 18 日（日）9:30～16:30  

      ＊終了後、講師との食事会を予定しています。 

場 所 ： 山梨県立大学 飯田キャンパス 講堂 

      （〒400-0035 甲府市飯田 5 丁目 11-1） 

講 師 ： 松井 紀和 先生  日本臨床心理研究所 所長 

     精神科医、山梨県精神保健協会会長、元日本音楽療法学会副理事長…等々 

参加費 ： 5,000 円 （大学院生は 3,000 円。昼食代を含む） 

      ＊食事会は別途 5,000 円を予定。 

参加資格： 人と関わる仕事をしている方であれば、どなたでも参加できます 

      但し、ポイント申請のため、臨床心理士資格をお持ちではない方の参加人数を 

制限する場合があります。ご了承ください 

申込方法： 別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、ﾒｰﾙ・郵送で下記まで 

      〒400-0035 甲府市飯田 5-11-1 山梨県立大学保健課 比志真美宛 

       Mail  groupyamanashi@gmail.com 

締 切 ：平成 30 年 1 月 10 日（水）必着  

その他 ・この研修は日本臨床心理士会の資格更新領域（４）「本協会が認める臨床心理学に

関するワークショップへの参加」にあたる２ポイントの取得を申請します。  

     ・1 月 15 日までに参加受付が届かない場合は、 

お手数ですが上記メルアドまでご一報ください。 

 

 

 

主催：山梨グループ研究会（代表 文珠紀久野 山梨県立大学） 

会員…稲永（カウンセリングオフィス・ハートフル）、春日（こころとからだのカウンセリング春日）、加藤（北病院）、 

後藤（山梨産業保健総合支援センター）、高崎（三生会病院）、比志（山梨県立大学 保健課） 

山梨県内の有志により、集団についての勉強会を年 5 回ほど行っています。 

参加希望などの詳細は groupyamanashi@gmail.com にお問い合わせください。 

 今セミナーでは、即座に対応しなければならない、または、言葉だけで対応することに困難を感

じる等の場面で、相手とどのように関わっていけるのか、音楽を中心とした技法を体験しながら学

びたいと思います。 

講師の松井紀和先生は昭和 5 年生まれ。“山梨（のみならず日本）の精神医療の生き字引”のような

先生です。昭和 34 年に山梨日下部病院に院長として赴任後は、県内のみならず、全国各地で講演

活動・セミナーを開催されています。幼児から高齢者まで、幅広い年齢層を対象としたセラピー経

験をお持ちで、幼稚園や育精福祉センターでは、発達障害の子どもや成人へのセラピーも行ってい

ます。多種多様な特性を持つ対象者やグループに対して素早く見立てをし（ブリーフ・アセスメン

ト）、音楽や芸術を中心としたアクティビティを駆使しながら、感覚統合などの実践を続けておられ

ます。 

セミナーでは、長年の経験から繰り出される、松井先生独自の実践的理論を体験し、ご自分の臨

床現場で活用していただければと思います。ぜひ、ふるってご参加ください。 
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2018/2/18(日) 音楽療法セミナー 申し込み用紙 

*印がついた項目は必ず記入してください 

＊氏名（ふりがな） 

 

 

＊性別 

 

＊年齢 

＊所属 

 

 

＊職業 臨床心理士認定番号 

＊連絡先（ 自宅 ・ 勤務先 ・ 他 ） 

 〒 

 

 

 

 ＊TEL              ＊Mail 

＊参加を希望するものに○をつけてください 

     セミナー ・  食事会（17:00 すぎから甲府駅周辺、5,000 円を予定） 

 

日常の臨床場面で、対応に困ったことがあれば教えて下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修に期待すること 

 

 

 

 

他：連絡事項等 

 

 

 

 

申 込 方 法…郵送または Mail 
宛先：山梨県立大学 保健課 比志真美 

住所：〒400-0035 甲府市飯田 5 丁目 11-1 

メール：groupyamanashi@gmail.com 

締切：平成 30 年 1 月 10 日（水）必着 
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平成 29 年 11 月 

臨床心理士 各位 

災害，事件・事故後の子どもの心理支援に関する調査へのご協力お願い 

災害，事件・事故後の子どもの心理支援研究会 

代表 窪田由紀 （名古屋大学） 

冨永良喜（兵庫県立大学） 

小林朋子  （静岡大学） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろから大変お世話になっております。 

さて，今日，災害，事件・事故後の子どもの心理支援は臨床心理士の重要な役割の一つと認識され，

各地で多くの実践が蓄積されつつありますが，その一方で，事柄の性質上効果検証が難しいこともあ

り，具体的な支援方法について必ずしもコンセンサスが得られていないという実態があります。 

 そこで，私どもはこの度，災害，事件・事故後の子どもの心理支援のご経験をお持ちの専門家を対

象にデルファイ法を用いた調査を行い，その結果に基づくガイドライン作成を目指すことにいたしま

した。 

 つきましては，以下の条件を満たす専門家の皆様に是非ともご協力いただきたいと思っております。 

 ご多用中誠に恐縮ですが，趣旨をご理解の上，ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ ご参加いただきたい専門家の方の条件について 以下の 1)～4)をすべて満たす方 

1） 災害，事件・事故，両方の支援経験をお持ちの臨床心理士の方   

2） （災害，事件・事故を併せて）3 件以上の緊急支援経験をお持ちの方   

3） これまでに通算で 3 年以上の SC 経験をお持ちの方  

4） メールをほぼ毎日確認しており，インターネット調査への回答が可能な方 

Ⅱ 調査の概要 

1) 内容：災害，事件・事故後の子どもの心理支援に関する項目（50 項目程度）に関する同意の程

度（10 段階）の評定と自由記述（任意）。所要時間は約 30 分程度。 

2) スケジュール（予定） 

① 第 1 回調査：平成 30 年 1 月～3 月 

② 第 2 回調査：平成 30 年 7 月～9 月 

③ 第 3 回調査：平成 31 年 1 月～3 月 

 ＊1 回目の調査結果を集約したものを提示して 2 回目の評定をお願いし，さらに 2 回目の結果を集

約したものを提示して 3 回目の評定をしていただきます。 

Ⅲ 当面のお願い 

 本研究へのご協力をご検討いただける場合には，kinkyushien@gmail.com までメールでご連絡く

ださい。詳細なご説明と，インターネット調査の URL を記したメールをお送りします。 

Ⅳ お礼 

 全 3 回の調査にご協力いただいた方には，完成したガイドライン冊子と文房具をご指定の場所にお

送  

りいたします。 

 

＊本研究は日本学術振興会科学研究費基盤研究 B 課題番号 17H02643「災害，事件・事故による学校危機への包括的心

理支援モデルの構築とガイドラインの作成」（代表：窪田由紀）の助成を受けて実施しています。 

デルファイ法とは，調査をしたい事柄に関する専門家を対象者（パネリスト）に選択し，「調査–分析–フィードバック–

調査」というように，回収したアンケート結果をパネリストに提示したうえで反復してアンケート調査を実施することに

より，意見の集約を行う方法（Polit & Beck, 2010）です。 

先行研究や臨床経験に基づいて作成された項目についての同意の程度を評定いただき，その結果を集約したものをフィ

ードバックした上で 2 回目の調査，さらに 2 回目調査の結果を集約したものをフィードバックした上で 3 回目の調査を行

い，最終的に一定以上の同意が得られた項目を，ガイドライン項目として選定するという手続きを取ります。 

mailto:kinkyushien@gmail.com
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/35/0/35_201510/_html/-char/ja/#RPolit2010
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