平成 30 年 1 月 5 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
新春の候、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２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
日

時 ： 平成 30 年 2 月 13 日（火）18:00～20:00

場

所 ： HANAZONO ホスピタル

デイケア室

甲府市和田 2968
内

容 ： １．研修・話題提供
「社会復帰に向けたプログラムの振り返り 」
講 師：望月 亘先生（ＨＡＮＡＺＯＮＯホスピタル・臨床心理士）
２．研修会について
３．その他

＊参加者は事前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。

＜担当者からのひとこと＞
デイケアにおける、社会復帰に向けたプログラムについて報告します。事例を交えながら、振り返りたいと思っ
ています。今後の活動へのアドバイスを頂けたら幸いです。

平成２９年度 山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会研修会案内
平成３０年２月１5 日
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
早春の候 会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶びもうしあげます。
さて、本年９月には国家資格である「公認心理師」第一回目の試験が実施されます。
つきましては、一般社団法人日本臨床心理士会の常務理事・医療保健領域委員会委員長花村温子先生
をお招きして、公認心理師関連及びチーム医療関連の話題を拝聴し、心理職としていかにあるべきか、
どの様な専門的な知識・技術・技能が必要なのか、人と関わる仕事に於いて、常識とは、社会性、人間
性とは、初心に立ち返り学びの機会を次の通り企画いたしました。
年度末で、会員の皆様は業務繁多であると思いますが、万障お繰り合わせのうえご参加願えれば幸い
ですのでここにお知らせいたします。

『病院臨床で私が学んできたこと』
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一般社団法人日本臨床心理士会 常務理事・医療保健領域委員長
山梨県臨床心理士会会長・医療保健領域委員会委員長

日 時：

平成３０年３月１０日（土）午後 1：30～4：30

会 場：

山梨英和大学２０８教室

研修内容
①13:30~15;30 花村温子先生の講演・質疑応答
②15:40~16:30 フリーディスカッション
「公認心理師資格取得者後の県士会の在り方について。」
＊会員はどなたでも参加可能ですが、会場の都合によりお申込み願います。
連絡先：清水隆善：s-miko@nns.ne.jp まで３月５日までにお申し込願います。
花村先生は、現在も病院勤務の傍ら、日本臨床心理士会の役員として、チーム医療推進協議会の
委員、保険点数の改定に関する要望書の取りまとめなどでご活躍されています。

平成３０年１月１５日
倫理委員会からのお知らせ
倫理委員会委員長 百瀬裕三
一般社団法人日本臨床心理士会定例研修会第８回倫理ワークショップに参加しましたので、下記のとお
り山梨県臨床心理士会清水会長あて報告したもののほか、別添の明治学院大学金沢吉展氏の講演内容要旨
及び公立学校スクールカウンセラーが被申立人となる架空事例を紹介します。
本来ならば、県士会倫理委員会として研修会を開催すべきところ、このような形でお知らせすることに
留まることをお許し願います。
記
１ 日時 平成２９年１０月１４日（土）10：00~16：00
２ 場所 東京ビックサイト 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1
３ 企画趣旨：臨床心理士の社会的責任はますます重くなっており、その社会的責任は、臨床能力と倫理
能力が備わって初めて遂行される。臨床能力と倫理能力は、一見関連が薄いように見えるが、臨床能力
が育てば倫理能力も育つ。
平成 29 年度の倫理定例研修会は、倫理能力を学び、臨床能力も促進することが目的。
４ プログラム
午前の部：人間と接する臨床心理士としての基本的な倫理原則や倫理と法律についての講演
【報告】
「日本臨床心理士会における倫理問題への対応について」
講師：江口昌克（倫理委員会委員長：静岡大学）
・処遇：処罰目的より教育的機能の重視
・臨床能力とグレーゾーンの増加
・組織倫理と個人倫理のかっ藤
・多職種連携と職業倫理
【講演】
「臨床心理士に求められる倫理課題」
講師：金沢吉展（明治学院大学）
・臨床心理士になろうとした動機、継続する動機
・倫理規程（倫理委員会に関する規程）と倫理綱領（前文は理想追求倫理、第 2 条から第
7 条は命令倫理の二重構造）
・法的な秘密保持と倫理的な秘密保持（限定的：条件付き）秘密保持
・インフォームド・コンセントの重要性
・多重関係に陥りやすい状況とは？避けるためには？
午後の部【架空事例検討会】
グループに分かれ倫理違反の疑いを持つ架空事例を検討することで、倫理について理解
を深める。
司会：伊藤直文（副委員長：大正大学）
５ 対象者 臨床心理士ほか

臨床心理士に求められる倫理課題 （明治学院大学 金沢吉展）
１ 日本臨床心理士会における倫理規程・倫理綱領制定の経緯
当会は 2004 年に倫理規程・倫理綱領を初めて作成した。当時、臨床心理士関連 3 団体のうち、
当会はまだ倫理に関する規定を有していなかった。しかし、そもそも専門家として社会から認めら
れるためには、倫理に関する規定が必要である。当時の倫理委員会は、アメリカ心理学会（APA）
の倫理に関する規定を参照しながら、当会の規程・綱領作成に取り組んだ。
２ 倫理綱領の構造
心理職の職業倫理には、
「命令倫理」と「理想追求倫理」
（コウリー・コウリー・キャラナン、2004）
という 2 つの側面があり、当会の倫理綱領もこの 2 つの層から構成されている。前文は主として「理
想追求倫理」を示しており、第 2 条から第 7 条は「命令倫理」を提示している。そして、前文と第
2 条以下をつなぐ第 1 条は「理想追求倫理」と「命令倫理」の両者を包含すると共に、第 2 条以下
の具体的な条文の背景となる原則的な事柄を提示している。
最後の第 8 条は、倫理違反への対応方法を示しており、手続的な側面を持つ。
３ 職業倫理の理解・実践のレベル
臨床実践が容易ではないと同様、職業倫理を理解し、実践することは容易ではない。職業倫理の
実践も臨床実践と同様、複雑な判断・実践力を要求されるスキルであり、臨床心理士が年月をかけ
て習得するスキルである。
おそらくまず始めは、倫理綱領の文言を読み、そこに書かれている言葉を理解するレベルであろ
う。しかし、倫理綱領の文言を読んだだけではその内容を理解することは難しい。
次のレベルは、職業倫理的な問題とは何なのか、
「すべき」
「すべきでない」ことを知識として知
った上で倫理綱領の文言の内容と背景を理解するレベルである。例えば、秘密を守るとは何を意味
するのか、どのような場合には秘密が守られ、どのような場合には守ることができないのか、法的
な秘密保持と倫理的な秘密保持の違いは何か、といったことを理解する必要がある。しばしば秘密
保持が話題にされるが、演者はむしろ、インフォームド・コンセントの不実行が秘密保持の問題発
生につながりやすいと考える。また、多重関係に陥りやすい状況はどのような状況か、多重関係を
避けるにはどのようなことを行う必要があるのか、知らなくてはならない（金沢 2006）
。
このレベルでも表面的には十分かもしれない。しかし、そもそも倫理綱領の文言が生まれてきた
背景も理解する必要がある。人権、プライバシー、倫理的な価値など、少し抽象的なことではある
が、しっかりとおさえておく必要がある。
より良心的な臨床家は、表面的な理解と実践に留まるのではなく、さらにその先に進む。心理療
法の効果研究にはセラピスト効果という用語があるが、職業倫理においても、同様の事柄が職業倫
理的な判断や実践に影響を及ぼしていると考えられる。クライエントとのかかわりにおける自分自
身の感情に気づき、それをコントロールすることは、職業倫理の実践においても重要である。自身
が臨床心理士になろうとした動機も、各自の臨床実践のみならず、職業倫理実践に対しても影響を
与える。クライエントとのかかわりの中で自分が何を満たそうとしているのか、何を得ようとして
いるのか、吟味することも欠かせない。
臨床心理士は、ともすると、
「する側」の論理と都合で動きがちである。自身の職場での立場、周
囲との人間関係、
「空気を読む」ことや、自身の臨床実践のやりやすさなどを優先させて対応しが
ちである。しかし、臨床心理士が守らなくてはならないのはクライエントとその周囲の人々である。
職業倫理判断と行動において、常に優先すべきなのはクレイエントを守ることである。
最後に、理解や気づきだけでは職業倫理を実践に活かすことはできない。臨床実践の場において

職業倫理を実践するためには、臨床実践と職業倫理実践の両方を踏まえた対応ができるよう、臨床
心理士としてのスキルを広げることが求められる。様々な人々の思惑と期待が錯綜する現実の中で、
臨床と倫理の両方を実践することは、高度なスキルである、
４ 臨床心理士に求められる課題
最大の課題は職業倫理教育である。職業倫理をスキルとして習得し、それを実践の場で「使える」
ようになるためには、時間をかけてアクティブラーニングなどの体験的な教育方法を用いた教育を
受けることが必須である。職業倫理は臨床心理士に不可欠なスキルであり、その実践には、心理検
査や臨床心理面接と同様、長期間にわたる教育訓練が必要である。しかしながら日本において、職
業倫理教育が未だに不十分であることは残念である。日本臨床心理士会倫理委員会には、職業倫理
教育の一環として、臨床心理士の倫理的問題の「見える化」に取り組んで欲しい。最近の倫理規程
の改正（第 12 条：倫理違反の処遇の公表）はそのための一歩であると歓迎したい。
公認心理師資格が誕生したことは喜ばしいが、その養成カリキュラムを見ると、職業倫理教育が
軽視されていることが明らかである。この状況では、国家資格である公認心理師の「質」について
危惧を感じる。日本臨床心理士会並びに臨床心理士全体として、心理職全体の倫理的「底上げ」に
取り組んでいただくようお願いしたい。
引用文献
ジェラルド・コウリー、マリアンネ・シュナイダー・コウリー、パトリック・キャラナン（著）
、
村本詔司（監訳）
（2004）援助専門家のための倫理問題ワークブック 創元社
金沢吉展（著）
（2006）臨床心理学の倫理を学ぶ 東京大学出版会
＊ 秘密保持義務及び対処責務並びにインフォームド・コンセントについて
医者が患者の秘密を守らなかったらどうなるか？不用意な発言によって第三者に患者の秘密が暴露さ
れることにもなり、信頼欠如・ひいては医者不要論にも。臨床心理士も同様な立場である。
一方で、
タラソフ事件：精神科に受診していた米の大学院生がタラソフを銃殺すると宣言していたのに、
精神科医は何ら対処しなかった。その責任は？つまり、クライエントの自殺、他害の明確で差し迫った危
険、クライエントによる意思表示、虐待が疑われる場合、法律（裁判）で開示が求められる、等々限定的
な条件の下では、
“秘密保持義務は解除”される。そして、治療者（臨床心理士）は、こうした危険な状
況についての“対処責務”がある。
インフォームド・コンセントはなかなか実施されていない＝リスキー。ここで話されたことはだれが
知るのか、クライエントの了解を得る。臨床心理士は自らができること、できないことを意識し、でき
ないことまでできるとクライエントに伝えることは倫理上の問題がある。
＊ 多重関係について
・女性のクライエントが泣き出してしまったらどうしますか？ティッシュを差し出しますか？横に座って
背中をさすったり肩を抱いたりしますか？
・お世話になったからとしてクライエントがお土産を持ってきたらどうしますか？
・クライエントから「ハグして」と言われたらどうしますか？“手を握ること”ならどうですか？
・小学生女児が、
「先生だっこして！」とか「膝にすわらせて！」と言って来たらどうしますか？
・小学生男児が、いきなり女性の臨床心理士の胸を触ろうとしたらどうしますか？
一般に、性的多重関係に陥りやすい臨床心理士は、非性的多重関係に陥りやすいことが分かっており、相
手との距離が近くなり過ぎていると言える。
以上

架空事例 資料１
申 立 人 13 歳女子中学生（公立中学校 2 年）の母親
被申立人 公立中学校スクールカウンセラー
◇ 申立の事情
娘は、小学校時代から成績も芳しくはなく、友だちもできにくい子で、ときどき仮病ではないかと思うよう
な体調不良で学校を休むことがありました。
中学に入り、本人なりに張り切って通学を始め、特に 2 年になると担任が若い男性の先生になり、本人も「楽
しい、良い先生」と言って通っていたので、私も安心していました。ところが連休前後から、
「クラスでうま
くいかない。疲れた。
」などと訴えて、登校を渋ることが出てき、5 月中旬からは実際に休むことが増えて来
ました。私は、担任の先生に連絡を取り、面談もしましたが、先生もそのときは丁寧に話を聞いて心配してく
れ、
「確かにやや孤立気味で元気がないので、自分からも繰り返し声をかけている。スクールカウンセラーと
も連携して様子を見ていきたい。お母さんとはまた改めて。
」と言ってくれました。ところが、6 月初め、娘
は自宅で手首を深く切り、自殺を図ったのです。自室には「何もかも嫌になった。死ぬ」というメモがありま
した。幸い命に別状はありませんでしたが、医師が「よほどのことがあったのでは」と言ったくらいひどい傷
で、入院して何針も縫いました。少し落ち着いてから、話を聞くと「担任が嫌だ」と言い、それ以上は口を閉
ざして、学校にも行かないまま夏休みに入り、9 月になってもまったく登校しない状態です。
自殺騒ぎのあと、担任に電話で知らせましたが、担任はひどく慌てた様子で要領を得ない対応で、その後副
校長と学年主任が自宅にお見舞いにやって来て、担任は若く精神的に参ってしまっているので、自分たちが間
に入ると言われました。私は、本人が担任を嫌っていると聞いていたので、何か事情があって担任をかばって
いるのではないかと感じました。その時の話の中で、クラスでの様子をスクールカウンセラーに観察してもら
ったことがあったが、スクールカウンセラーは、周囲となじめない一因として「発達障害の疑いもある」と言
っていたと聞きました。
その後は、
学校に連絡しても担任は出ずに副校長が出てくるので、
何が起きたのかもまったく分かりません。
相変わらず本人は、用があれば口を開きますが、私にはほとんど事情を話してくれません。
7 月初めになって、思いついてスクールカウンセラーの B さんに電話すると繋がり、一連の事情と母の気持
ちを伝えると、その夕刻には自宅に来て丁寧に話を聞いてくれました。娘にも声をかけてくれましたが、娘は
出てきませんでした。私はやっと話を聞いてくれる人ができたと思っていたのですが、その後連絡を取ると、
一転して「細かい事情が分からないので、自分はこれ以上の対応はできない。副校長を窓口にして欲しい」と
言われてしまい、ひどく裏切られた気持ちになりました。以前から職場の同僚に相談していたのですが、知り
合いに臨床心理士がいるということで、
「そういうときに専門家として信頼できるのは臨床心理士だし、傷つ
いた人に側に立って考えてくれる人だ」と言われていたので、話ができたときは本当に救われた気持ちでいた
のですが、
これでは学校とグルになっているとしか思えず、
子どもの立場になってくれているとは思えません。
スクールカウンセラーにも確認したのですが、スクールカウンセラーは娘と話したことはなく、一度クラス
に様子を見に行ったことがあるだけということでした。しかし、こういう問題が起きているなら、スクールカ
ウンセラーは積極的に関わるべきだったし、一度見ただけで「発達障害」というのも医師でもないのに無責任
だと思います。
＊ 参考
臨床心理士へのクレームに対しては、一般的には次のとおり手続きが進められます。①まず、申立人から申
立書を出していただく、②申立人と面接し補足説明を聴く、③被申立人（当該臨床心理士）と面接し陳述を聴
く、④倫理委員会、県士会幹事で倫理問題を検討（必要に応じて本会倫理委員会に判断を仰ぐ）
、⑤被申立人
に処遇内容の申し渡し、
⑥申立人に対する説明、
⑦被申立人に対して処遇内容に応じた処遇を実施となります。
今回は①のみですが、今後の広報“倫理委員会からのお知らせ“で、②申立人の補足説明書、③被申立人の陳
述書を紹介しますので、会員各位は、被申立人の言動が倫理綱領の何条のどこに抵触するのではないかと考え
ながら目を通していただければ幸いです。

2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ

2018 年 1 月 15 日
1. 2017 年度継続研修会（うち事例検討会）について
今年度の事例検討会は、発表して下さった 8 名の先生方のもと無事に終えることができました。

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

＊事例検討会は例年通り、来年度も予定しております。いずれの日程も山梨英和大学 202 教室にて、
18:20～20:20 の予定です。
＊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。

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（申込み不要）

先月の広報にチラシが掲載されておりますので、ご覧ください。

3. 学校臨床心理士委員会 拡大委員会のお知らせ
今年度も例年年度末に実施しております学校臨床心理士委員会 拡大委員会を実施いたします。
日程：3 月 19 日(月)

18:20～20:20

場所：山梨英和大学 202 教室

今年度の学校臨床心理士委員会の活動報告等を行います。また、継続研修によるポイント取得対象の
方には修了書をお渡しできます。委員の方々は積極的にご参加下さいますよう、よろしくお願いいたし
ます。

4．「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）
。

5. 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。

（今村）

高齢者支援委員会のお知らせ
高齢者支援委員会では、下記の通り、例会を開催いたします。少人数の集まり
ですが、有意義な時間を持つことができ、事例検討や文献研究等、積極的な活動
を行っています。本年度は、２月の例会が最後となりますが、参加者の毎回の様々
な意見交換、情報交換を通して、臨床心理士の資質向上に努めていきたいと考え
ています。
会員の皆様の参加をお待ちしております。参加を希望される方は、連絡先まで
お気軽にご連絡ください。

日

時：

平成３０年２月２１日（水）
１８：３０～２０：３０

場

所：

甲州リハビリテーション病院 会議室
（笛吹市石和町四日市場 2031

内

容：

発表者：

TEL 055－262－3121(代)）

高齢期の想い

内藤 京子 さん（三生会病院／山角病院）

２月例会のコメント：『 昨今、高齢期は人生の半分近くにも。これまでは「高齢者」
は認知症の介護者側の検討が多いのですが、今回は視点を高齢者自身におき、人生後半
の課題、統合と絶望などを踏まえ、臨床心理の視点で考えてみます。』

【お問い合わせ先】
山梨県臨床心理士会
高齢者支援委員会事務局（河西）
E-mail：psychoyamaageing@yahoo.co.jp
TEL：0553-23-1311(代)→心理室の河西へ

第６回犯罪被害者支援部会
開催のお知らせ
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。

日

時：

２０１８年３月５日（月）１８：３０〜２０：３０

場

所：

山梨県立大学飯田キャンパス

内

容：

C１０２教室

⑴ 全国都道府県臨床心理士会被害者支援担当者研修会報告
（稲永澄子：

“犯罪被害者支援について” 各県の取り組み状況）

⑵ 今年度の振り返りと来年度の計画
☆

“年間計画について”

会員の皆様どなたでも参加可能です。

☆ 連絡先☆
被害者支援委員会犯罪被害者部会
稲永澄子（カウンセリングオフィス・ハートフル）
TEL
E-mail

055-228-8590
kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp

【広報委員会メンバー募集】

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

山梨県臨床心理士会

福祉臨床発達委員会主催
研修会

専門家であれば、どなたでも参加できます
平成30年1月26日（金）
18：30～20：30 （18：00受付開始）
山梨英和大学 図書館

参加費 2,000円 ［日時］
定員

３０名

［会場］

（事前予約制）

〒400-8555 山梨県甲府市横根町888

演題

『大人の発達障害 事例検討会』

講師

広沢 正孝 氏
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 客員教授

お申込は裏面のFAX様式でお願いします
お問合せ先

TEL

０５５-２６７-６９０３

MAIL

nest-y@tw.drive-net.jp

事務局： (福) 子育ち・発達の里 こころのサポートセンター ネストやまなし

山梨県臨床心理士会

福祉臨床発達委員会主催研修会
日時

平成30年1月26日（金）18：30～20：30（18：00受付開始）

会場

山梨英和大学 図書館
（〒400-8555 山梨県甲府市横根町８８８）

定員

３０名（事前予約制）

2,000円

参加費

住

所

〒

-

お名前

所

年齢

属

ご連絡先

事務局：（福） 子育ち・発達の里 こころのサポートセンター ネストやまなし

お申込み
お問い合わせ

TEL

MAIL

055-267-6903 （平日：10：00～17：00）
nest-y@tw.drive-net.jp

『自己紹介とヘアドネーション（髪の寄付）について』
山梨県スクールカウンセラー

山梨英和大学学生相談室
樋口麻貴子

こんにちは。このたび Voices に寄稿いたします、樋口麻貴子と申します。
生まれも育ちも、教育を受けたのも大阪で、40 年近く大阪におりましたが、縁あって
山梨県民の夫と結婚し、山梨に住んで 6 度目のお正月を迎えました。
関西出身というのはどこに行ってもすぐわかってもらえるようで、お会いする方に「ご
出身は関西ですか」とよく尋ねられます。大阪弁で話そうと意識しているわけではない
のですが、イントネーションがかなり違うようです。ネイティブ同士で話す際にはとて
も早口になる大阪弁も、そうでない方とお話しするときは少しゆっくり目になってお
り、比較的ポジティブな（と考えるようにしているだけかもしれませんが）評価を受け
ているため一層強化されてしまっています。
大阪では市町村教育委員会の教育相談員や大学の学生相談室のカウンセラー、公立中
学校のスクールカウンセラーと専ら教育臨床畑で臨床をして参りました。山梨では学校
配置スクールカウンセラーとして県内の公立の小中学校で勤務し、加えて今年度より山
梨英和大学学生相談室にて非常勤で週 2 日勤務しています。
さて、私が大阪時代から続けていることの一つに、ヘアドネーションがあります。み
なさんはヘアドネーションという言葉をご存知でしょうか？ヘアドネーションとは、文
字通り、髪の毛を寄付することです。提供された髪は集められ、医療用ウィッグへと姿
を変えるのです。
本来、医療用ウィッグはとても高額です。しかし、成長期の子どもたちはすぐにサイ
ズが合わなくなるため、ちょうど良いサイズで使える期間が大人に比べ短く、すぐに買
い換えが必要になります。その上、ウィッグを必要とする多くの子どもは闘病生活を
送っているため、家族にとっては金銭的負担がより増加することになります。
そこで、寄付された髪を用いて「Onewig（医療用フルオーダーウィッグ）」を制作
し、病気や事故などの様々な事情により髪を失った 18 歳未満の子ども達に無償で提供
を行う NPO 法人があります。そこに髪を寄付するのです。本来、寄付には負担が伴い
ますが、ヘアドネーションでは、生きていく上で(おそらく)不可欠な、「髪を切る」と
いう行為のみで、無理なくその誰かの役に立てているのです。
私は髪が伸びるのが人より少し速いようで、この 10 年間に 3 度提供しました。提供
した NPO の基準ではウィッグを作るための髪の長さは 31 センチ以上です。一年に 10 セ
ンチ強髪が伸びる私は、一度の提供に 3 年ほどかかることになります。
裏面に続く

Onewig を一つ作るためには少なくとも 30 人分もの毛髪が必要であるため、一度の提
供で寄与するのはわずかですが、切った後の頭の軽さも相まって、提供後の清々しさは
格別です。本来、切った後は行き場のないものが、様々な善意の手を経て、誰かの役に
立つものに生まれ変わることも素敵だと思います。また、見知らぬ誰か、おそらく困難
な日々を過ごしているだろう誰かが、少しでも前向きに、出来れば笑顔で日々を送れる
よう応援したいという素朴な気持ちもあります。
人にヘアドネーションの話をした際、「（提供するために髪を伸ばすことは）まるで
林業のようだ」と言われ、なるほどそういう感じ方もあるのかと思いました。また、職
場である小中学校の教職員や生徒の方でもヘアドネーションに心を寄せてくださる方
も何人かおられます。以前に配置スクールカウンセラーとして勤務していた小学校を、
先日要請訪問で訪れた際、職員の方から少し前に提供をしたという報告を聞き、非常に
心強く、うれしい気持ちになりました。
近年では、芸能人がヘアドネーションをしたり、NPO の活動が新聞やテレビや SNS な
どで取り上げられたりと、認知度は少しずつ上がってきていて、提供者も活動に賛同す
る美容院も増えてきているようです。山梨でも賛同される美容院が増えてきました。し
かし全国に Onewig を待っている子どもたちは多くいます。よりこの活動を認知しても
らいたい、という思いがあり、今回したためた次第です。
年齢が進むにつれ髪の量は減り、髪質は細くなり、白髪もずいぶん増えてきてしまい
ましたので、前回の提供でおしまいにしようと思っていました。しかし、気が付けば
ショートカットから肩にかかるくらいまで伸びてしまっています。そうなると不思議
なもので、あと 2 年ほど頑張ってもう 1 回提供してみようかしら…という気持ちにな
るのです。
☆ヘアドネーションについてよりお知りになりたい方は
Japan Hair Donation & Charity (JHD&C)のホームページ
https://www.jhdac.org/index.html をご参照下さい(Facebook もあります)。

平成 30 年 1 月 7 日
全国各都道府県臨床心理士会
会長
事務局長
各位
一般社団法人日本臨床心理士会
会長 津川 律子
公認心理師現任者講習会の開催予定につきまして
拝啓 寒気の厳しい中ですが皆様ご清祥のこととお慶び申しあげます。
この春は公認心理師試験に向けて、経過措置の現任者講習会が開催されます
が、特に都会から遠い地域の方に受講が難しい状況があるという声を多く受け
まして、日本臨床心理士会として、夫々の県士会のご協力の下に、以下のように
講習会を実施する予定で準備を進めております。
本日、当会理事会において決定し、推進室への正式の申請は 1 月中旬以降と
なる見込みです。とりあえず開催を決めているところをご連絡いたします。
予定の段階ではありますが、ご周知のほどお願い申しあげます。
北海道

札幌市文化会館

4 月 22､28,29,30 日

岩手県
福島県
静岡県
岡山県

岩手県立大学
福島大学
便利な会場検討中
岡山大学

4 月 14,15,21,22 日
4 月 14,15,21,22 日
5 月 3,4,5,6 日
4 月 21,22,28,29 日

以上のほかに、福岡県、沖縄県でも検討中ですので、決まり次第お知らせいた
します。
会場定員は概ね 100 名～150 名を予定しています。
今後の予定として、推進室の認可を受け次第、受付は 2 月半ばから当会ウエ
ブで行うよう準備中です。
講習会の内容等は公正、均質性に配慮して、日本心理研修センター準拠とい
たしたく考えております。
可能な範囲でご周知のほどよろしくご高配ください。
敬具

平成２９年度

第３回

講 演 会

～思春期・青年期の危機とその援助～

『引きこもり対応のために我々のできること』
講

師

高

橋

良

臣

司

会

清

水

隆

善

登校拒否文化医学研究所 大須成学園園長 臨床心理士
山梨メンタルフレンド研究会代表 臨床心理士 精神保健福祉士

日 時：平成３０年２月１０日（土）午後 1：30～4：00
会 場：専門学校甲府医療秘書学院（甲府市幸町 18-12）2F 第６教室
参加費：一般・保護者・・・1,000 円 大学生・大学院生・・・500 円
教育関係者・医療関係者・福祉関係者・相談関係者・・・300 円（資料代）
※

会場の関係上、事前申し込みをお願いいたします。

連絡先：大須成学園

担当

高橋洋文

（山梨県南巨摩郡富士川町平林 2495 TEL・FAX

0556－42－7018）

＊駐車場に限りがありますので、バスか最寄りの有料駐車場をお借り下さい。
至甲府駅
遊亀公園

主 催：山梨メンタルフレンド研究会
セブンイレブン

遠
光
寺

共 催：登校拒否文化医学研究所

専門学校甲府医療秘書学院
伊勢二丁目バス停前

大須成学園
後 援：山梨県教育委員会
専門学校甲府医療秘書学院

新
平
和
通
り

伊
勢
通
り

オギノ
南甲府駅

伊勢三叉路

ハロー
ワーク

山梨県臨床心理士会
甲斐
住吉駅

山梨いのちの電話
＊3 月 10 日開催予定でしたが、都合により
繰り上げ開催となりました。

至石和

リカバリー全国フォーラム地方版分科会

I MR 研 修会 in 山梨
2018 年

2.11

山梨県立大学飯田キャンパス講堂

日

山梨県甲府市飯田 5-11-1

http://www.yamanashi-ken.ac.jp/info/info/map

10:30 ～ 16:00
(受付開始 10:00)

リカバリー全国フォーラムは、毎回 2 日間にわたり、3 つの全体会と 22 の分科会のプログ
ラムに、1400 人超の参加者を得て行われています。当事者・家族・専門職などが一堂に会し、
学びあい、交流し、リカバリーという考え方について理解を深めあう場となってきました。
それにともない、東京での開催では参加しづらい、地方でも開催してほしい、といった要望
をいただくようになりました。
今回、そうした要望を踏まえ、日本財団からご支援をいただき、地方版分科会として、リカ
バリー全国フォーラムの分科会から、選りすぐりの企画をお届けします。
IMR(Illness Management and Recovery：疾病管理とリカバリー ) は、ひとりひとりのリ
カバリーの実現に向かって、自分で疾病管理ができるように支援するパッケージ化されたプ
ログラムです。
科学的根拠のある心理社会的実践 (EBP) の 1 つとして知られるようになってきています。
本研修会では、IMR の概要・内容・原則をご紹介するとともに、実践報告として実施してい
る方、当事者からもお話を伺います。
[ 講師 ]

内野俊郎（久留米大学医学部神経精神医学講座）、坂本明子 ( 久留米大学文学部社会福祉学科 )
中村亮太（横浜市立大学医学部精神医学教室）、藤田英美（横浜市立大学附属病院心理室）ほか
※プログラムの詳細はコンボのウェブサイトをご覧ください。

[ 申し込み締切・定員 ] 2018 年

1.31

水

定員 150 名

[ 参加費 ] 事前申込：一般 3,000 円 コンボ賛助会員 2,500 円
（当日参加：一般 3,500 円 コンボ賛助会員 3,000 円）
申込み受付は先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。詳しい申込方法等は裏面をご参照ください。

認定特定非営利活動法人

主催：認定 NPO 法人地域精神保健福祉機構・コンボ
共催：IMR ネットワーク

【会場への行き方】
●徒歩
JR 中央本線 甲府駅 南口 徒歩２０分
●バス（JR 中央本線 甲府駅 南口 山梨交通バス乗車場 4 番線）
中央病院経由竜王駅行き →「飯田三丁目」下車、徒歩７分
長塚行き・長塚経由敷島営業所行き →「飯田三丁目」下車、徒歩７分
中央病院行き・中央病院経由敷島営業所行き →「飯田三丁目」下車、徒歩７分
飯田経由敷島営業所行き →「飯田三丁目」下車、徒歩７分

IMR 研修会 申し込み書

事前申込締切 2018 年 1 月 31 日（水）

①参加費を郵便局の青い振込用紙でお振込ください。

＜郵便振替＞口座番号：00180-4-730977

加入者名：NPO コンボ

通信欄に「IMR 研修会 in 山梨参加希望」とお書きください。
②必要事項をご記入の上、下記連絡先に FAX またはメールでお送りください。
お振込後に参加費は返金できませんので、あらかじめご了承ください。
③ ①と②が確認できましたら、参加券（ハガキ）をお送りしますので、当日ご持参ください。
※定員 150 名（定員に満たない場合は当日参加も可能です。）

FAX：047-320-3871 または E-mail：imr@comhbo.net
認定 NPO 法人コンボ宛

ふりがな

お名前
ご所属
□一般

申込区分
賛助会員番号

ご住所

TEL&FAX

□賛助会員

※「こころの元気＋」送付の封筒の宛名に記載されている ID 番号（賛助会員割引の場合必須）

〒
都・道
府・県

TEL：

FAX：

E-mail
お知らせメール便（コンボメルマガ）に登録する
□登録する
□登録しない

□登録済み

領収書の宛名（必要な方のみ）

※領収書をご希望いただいた方には、当日会場でお渡しします。

認定特定非営利
活動法人

地域精神保健福祉機構

〒272-0031 千葉県市川市平田 3-5-1 トノックスビル 2F
Tel.047-320-3870/Fax.047-320-3871 http://comhbo.net

NPO コンボ

山梨県臨床心理士会の皆様
東京メンタライゼーション研究会
菊池裕義
お世話になっております。
近日研修会を開催いたしますので，ご案内させていただきます。
記
主催：東京メンタライゼーション研究会
研修会名：MBT の見立てと実践 メンタライゼーション臨床勉強会
会期: 2 月 24 日(土)10:00～16:00(受付開始 9:30)
会場: TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 5F ホール 5C
概要：MBT(メンタライゼーションに基づく療法)についての研修会です。メンタライゼー
ションとは、自分や他人の行動からその人の心理状態を理解しようとすることを言い
ます。MBT では、どんなときでも自分や他人の気持ちを把握して振る舞えるよう、
セラピスト―クライエント関係をとおして練習していくことで、衝動コントロールや
対人関係の力を高めます。今回は、クライエントがどんな時にメンタライゼーション
を失うかについてのアセスメントを、事例を通して学んでいく勉強会です。初学者で
もわかるようにプログラムを組み立てていますので、ふるって参加ください。
お問い合わせ: mentalization_conference@yahoo.co.jp
必要事項:1.氏名 2.経験年数 3.性別 4.所属 5.職種(学生含む)・資格 6.連絡先(メール
＆電話番号)
リンク: https://twitter.com/mentakentokyo

主催：乳幼児看護研究所
共催：東京慈恵会医科大学医学部看護学科小児看護学 / 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程母子健康看護学
後援：乳幼児保健学会

アタッチメントと精神病理 講習会

昨年、緊急事態のため止むなく中止となりましが、Crittenden博士が再開催を強く希望されたこともあっ
て、2018年に東京と札幌で講習会を再び開催することになりました。
Crittenden博士は、アタッチメント研究の基礎であるストレンジ・シチュエーション法を開発したMary
Ainsworthの下でアタッチメント研究を中心に行い、近年では、最新の認知科学や様々な臨床心理学理論
などを取り入れて、
「アタッチメントと適応の動的-成熟モデル
（Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation: DMM）
」
を提唱しています。今回は、Crittenden博士からDMM-AAIの指導を受けて
、
日本においてDMMを用いた臨床実践を行いながら、DMMを日本に紹介している北海道教育大学保健管
理センターの三上謙一准教授が概要について初日に講義する予定です。
この理論を学び、臨床実践に活用したい看護・保育・心理臨床の専門職に有用です。
また、本講習会は
Crittenden博士がDMM理論に基づいて開発した様々な尺度や面接法の講習会
参加と資格取得に活用できます。詳しくはFamily Relations Instituteホームページ
（http://www.patcrittenden.com/）
をご覧ください。

講師

Family Relations Institute 所長
北海道教育大学保健管理センター 准教授

Patricia M. Crittenden 博士
三上 謙一 氏

開催日時・場所

日

時：平成 30 年５月 11 日
（金） 16:00-20:00（三上氏）
12 日
（土）、13 日
（日）、14 日
（月）10:00-17:30（Crittenden 博士）
開催場所：東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス 高木２号館南講堂（裏面マップ参照）→５月 12 日
（土）、13 日
（日）
東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス 大学１号館 3 階大講堂（裏面マップ参照）→５月 11 日
（金）、14 日
（月）

参加者

医療・保健・福祉および心理・教育関連の専門職、
もしくは大学院生。
また、
先着 120 名までとします。

申し込み方法

ホームページ（https://www.infant-nursing.net/）の講演会案内ページ内から、各講演の申し込みフォームにてお申し
込み下さい。
また、参加費は指定口座にお振り込み下さい。
お申込み後、振込先をお知らせいたします。
なお、振込受領証を
もって領収書に代えさせていただきます。

参加費

早期登録（平成 30 年 5 月 2 日迄）
50,000 円
後期登録（平成 30 年 5 月 3〜11 日迄）
60,000 円
（参加者の都合によるキャンセルの場合、返金はいたしません）

その他

同時通訳あり、臨床心理士資格更新ポイント研修として申請予定

乳幼児看護研究所：
所長 廣瀬たい子（東京有明医療大学特任教授、東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 名誉教授）
ホームページ : https://www.infant-nursing.net/

東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス アクセスマップ
最寄駅からのアクセス
■JR

■地下鉄
・都営三田線 御成門

A5 出口

約3分

新橋駅下車

徒歩 12 分（タクシー 5 分）

内幸町

A3 出口

約 10 分

浜松町駅下車 徒歩 15 分（タクシー 8 分）

・日比谷線

神谷町

3 出口

約7分

東京駅下車

・銀座線

虎ノ門

1 出口

約 10 分

・銀座線 / 都営浅草線 新橋

8 出口

約 12 分

・都営浅草線 / 都営大江戸線 大門

A2 出口

約 13 分

・丸の内線 / 千代田線 霞ヶ関 C3 出口

約 13 分

タクシー 12 分

■バス
（交通事情により所要時間が異なることがあります）
・東急バス
（東 98 系統）
東京駅南口 〜 （目黒駅経由） 〜 等々力操車所前 「慈恵会医大前」
または
「愛宕山下」下車
※東京駅丸の内南口バス乗り場（1 番）
より約 20 分
※慈恵大学病院中央棟前、愛宕下通りにバス停があります

東京慈恵会医科大学
〒105−8471 東京都港区西新橋 3−19−18

TEL:03-3433-1111( 代表 )

主催：乳幼児看護研究所

共催：東京有明医療大学看護学部

後援：乳幼児保健学会

アタッチメントと精神病理

講習会

動物と共存の地 ‑ アラスカ ‑ の子育て（前日講演）
昨年、緊急事態のため止むなく中止となりましたが、Patricia Crittenden博士の強い希望により
「アタッチメントと精神
病理」講習会を11月に開催します。Crittenden博士は、アタッチメント研究の基礎であるストレンジ・シチュエーション法を
開発した Mary Ainsworthの下で研究を行い、近年では最新の認知科学や多様な臨床心理学理論を取り入れた
「アタ
ッチメントと適応の動的-成熟モデル
（Dynamic-Maturational Model of Attachment:DMM）
」
を提唱しています。
この
理論は、心理・看護・保育実践に活用できます。
また、本講習会はDMM理論に基づいて開発された様々な尺度や面接法
の講習会参加と資格取得に活用できます。詳しくは Family Relations Instituteホームページ
（http://www.patriciacrittenden.com/）
をご覧ください。
本講習会の前日には、Crittenden博士からDMM-AAIの指導を直接受けた北海道教育大学保健管理センター 三上
謙一准教授による
「DMM入門」
と、極寒の地アラスカ、
フェアバンクスで「ネーチャーイメージ社」
（https://www.natureimage-alaska.com/）
を主宰する河内牧栄氏による
「アラスカの子育て」
を特別講演として開催する予定です。河内牧
栄氏の著書「愉快！痛快！アラスカ暮らし」は、公益社団法人全国学校図書館協議会主催、第50回夏休みの本、高校生
の部に選定されました。

講師

Family Relations Institute 所長
北海道教育大学保健管理センター 准教授
アラスカ ネーチャーイメージ社

Patricia M. Crittenden 博士
三上 謙一 氏
河内 牧栄 氏

開催場所：札幌アスティ 45 12 階 会議室 1206
前日特別講演
日 時： 平成 30 年 11 月２日（金） 13:30〜17:30 三上謙一氏 「DMM 理論入門」
18:00〜20:00

河内牧栄氏 「アラスカの子育て」

参加費： 早期登録（10 月 10 日まで）5,000 円 / 後期登録（10 月 11 日〜30 日）6,000 円
アッタチメントと精神病理講習会
日 時：平成 30 年 11 月 3 日（土）〜5 日（月）10:00〜18:00 Patricia Crittenden 博士
参加費：早期登録（10 月 10 日まで）50,000 円 / 後期登録（10 月 11 日〜30 日）55,000 円
参加者

医療・保健・福祉および心理・教育関連の専門職、
もしくは大学院生。
また、先着 120 名までとします。

申し込み方法

ホームページ（https://www.infant-nursing.net/）の講演会案内ページ内から、各講演の申し込みフォームにてお申し
込み下さい。
また、参加費は指定口座にお振り込み下さい。
お申込み後、振込先をお知らせいたします。
なお、振込受領証を
もって領収書に代えさせていただきます。参加者の都合によるキャンセルの場合、返金はいたしません。

その他

同時通訳あり、臨床心理士資格更新ポイント研修として申請予定

乳幼児看護研究所：
所長 廣瀬たい子（東京有明医療大学特任教授、東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 名誉教授）
ホームページ : https://www.infant-nursing.net/

ACU-A( 札幌アスティ 45)12 階 アクセスマップ
地上マップ

地下マップ

ACU-A（アスティ 45 12F・16F）
〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 5 丁目アスティ 45 12F・16F

日本学校教育相談学会山梨県支部
平成２９年度学校教育相談基礎講座 第６回研修会

アンガーマネジメントについて
アンガーマネジメントは怒りや感情のコントロールの方法であり、個人の相談
面接に限らず学級集団や組織、世界規模の紛争の防止等に関連するものです。
本研修会では、最近流行のマインドフルネス、メンタライジング、認知行動療
法と、古くからの精神分析やクライエント中心療法の理論と関連させて体験的
に学習します。子どもの感情コントロール力を高め、明日の学校現場や相談場
面ですぐに使える内容です。

講師
山梨県総合教育センター 教育相談担当 主幹・指導主事
臨床心理士 学校心理士 ガイダンスカウンセラー 博士（学校教育学）
アンガーマネジメントファシリテーター（日本アンガーマネジメント協会公認）

日 時： 平成３０年１月２７日(土) １４:００～１６：３０
場 所：甲府市中央卸売市場北 アトリエ「レイ」
甲府市国母４－２１－１２

学校教育相談学会員でない方も無料で参加でき
ます。教員、スクールカウンセラー、その他教
育相談に関心のある方のご参加をお待ちしてい
ます。特に申込みは必要ありません。

【問い合わせ】
日本学校教育相談学会山梨県支部事務局

kyouikusoudan.y@gmail.com

