
2018年 3月	 山梨県臨床心理士会	 幹事会議事録 
	  
日時	 ：平成 30年 3月 1日（木）18：30～20：30 
場所	 ：山梨英和大学	 会議室 B 
書記担当：三澤（高齢者）	  
出席幹事：清水（会長・医療保健）、齊藤（広報）、百瀬（倫理）、設樂（研修）、佐野（産業）、

比志（被害者支援）、今村（学校/代理）、大塚（子育て）、小林（福祉臨床発達）、河西（ここ
ろ）、小野（事務局長）、三澤（高齢） 
欠席幹事： なし 

	 陪席	 	 ：久保田（会計）、吉川代議員 
 
Ⅰ	 郵便物回覧 
	 関係機関からの便りなど回覧 
 
Ⅱ	 会員動向	  
	 入会希望	 	 加賀爪美保さんの入会が承認された。（福臨発） 
	 退会希望	 	 遠藤由紀子さんの退会が承認された。（子育て、学校） 
 
Ⅲ	 報告及び審議事項 
報告） 
１．（会長より）山口勝弘名誉会員のご逝去について 
	 自宅に弔問に伺い、弔意を表してきた。奥様、ご家族から「香典辞退」の強いご意向あり、

県士会としての対応も見送る。会員が個人的に来訪する際には、事前にご連絡を差し上げる

ように。 
	 総会での、「慶弔規程」の提案を目指し準備を始める。 
２．（事務局より）グレースロード３周年感謝フォーラム後援申請 
	 後援履歴のある団体には、継続的に後援をすること改めて確認。 
３．（学校心理士委員会より） 
	 2月 10日に研修実施。3月 19日に拡大委員会を行う。 
４．（医療保健領域委員会より） 
	 3月 10日の研修への積極的な参加を。 
５．（福臨発委員会より） 
	 2月 8日に定例会を実施。委員会の運営方法、市町村支援の方法などについて情報交換。 
６（子育て支援委員会より） 
	 3月 25日に拡大委員会を実施予定。 
 
審議事項） 
１．（事務局および会長より）やまなし性暴力被害者サポートセンター事業について 
	 センターの概要、支援マニュアル完成。3月 28日に県と協定締結予定。県担当者と具体的
なのやりとりをする県士会担当窓口は被害者支援委員会とする。本事業の会員への周知、登



録する相談員の募集等を行っていく。 
２．（会計より）源泉徴収について 
	 次年度以降、講師謝礼は「源泉徴収の手続き」を行う方針。会としての統一した方法につ

いては、継続審議とする。 
３．（広報委員会より） 
	 新規会員を「募集」や「くじ引き」で選出する方法は現実的でなく、今後は「事務局付け

の広報担当」という形で継続していただきたいとの提案があり、承認された。 
	 メールでの広報配信は今年度いっぱいとなる。会員自らが HPにアクセスする「能動的な
対応」が求められる。情報の見過ごしを減らすために、「新着案内お知らせ」のようなきっか

けとなるメールを配信するなど、「HPを中心とした広報」と「会員の不利益につながらない
広報」の両立を目指したあり方を引き続き検討していく。 
	 会員向け掲示板について反対意見はなかった。掲示板の運用方法などは、今後の広報の役

割など含め広報委員会で検討し、次回幹事会に文書にて提示する。 
 
４．（事務局より）平成 30年度総会日時 
	 ６月の会場の利用状況を確認し、参加幹事が多い日を設定する。 
 
※	 次回幹事会は	 平成 30年 4月 19日（木）午後 6時 30分～	 書記担当	 研修委員会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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→福臨発	 	 	 	 	 	 	  
 

以上	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



 

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報告 

病院臨床で私が学んできたこと －総合病院勤務の臨床心理士としてー 

（独法）地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 花村温子先生 

   

平成３０年３月１０日に、山梨英和大学２０８号室において開催されました。 

参加者は講師を含めて１５名と少なく残念でした。これは、広報の方法に問題があったと反省しきり

です。主催は、医療保健領域委員会でしたが、本年９月に永年の我々の悲願であった「公認心理

師」の国家試験を迎えるにあたり、心理職とはどんな人たちであり、どんな仕事を行い、一般市民の

方々にとってお役にたつ人在となるための基本的な姿勢や態度、常識のある社会性を備えた人材

となるための工夫など今後我々が業務を遂行するために必要不可欠な内容を人間性・臨床経験

豊かな花村先生より、会員の皆様に伝えていただこうと企画しましたが、広報の内容が、今一つ周

知されなかったことを反省しています。研修時間は午後１時３０分～４時５０分と開催時間を大分オ

ーバーしてしまいました。花村先生より、パワーポーント使用しての２時間に渡る濃厚な味のある話

題提供、その後の活発な質疑応答と、参加者にとっては余韻の残る有意義な時間を共有し明日の

仕事の糧となったのではと考えます。 

 講演の詳細については、参加者の感想に譲ることとします．清水 

 

追記：今後の臨床心理士会及び公認心理師の動向について 

   公認心理師の職場開拓の為に、地域や病院の中での人員要件として「必置」本会としては考

えている。その為には、臨床心理士・公認心理師が協働できる組織作りを考えている。 

   各トレンドに、心理師割り込んで（世の中の動きを敏感に察知し、厚労省の動きに沿ってリンクさ

せていく。）心理職の有効性をアピールしていく活動や保険点数獲得の為にエビデンスや有効

性・有益性を（看護師のように）発信していく。その為には職能団体として一つの団体となること

が必要ではなかろうか。 

   会場の確保及び設営に関して、山梨英和大学飯田先生、小野事務局長にご協力感謝脳死

上げます。 

 

 

 

 講演会 感想 

 

文責：Ｔ 

 

 いよいよ、医療領域の心理職にとって悲願であった国家資格『公認心理師』が、長年にわたる先

達のご尽力により誕生することになりました。 

 まさにこの節目ともいえる時期に、医療領域の臨床心理士として臨床の場や日本臨床心理士会

などでご活躍なさってきた花村温子先生を山梨にお迎えし、お話を伺うことができました。 

  

花村先生はまず、実習生時代から現在にかけての医療現場におけるご経験を通して、臨床心理



士の基本姿勢を貫くことの大切さを話して下さいました。 

第 1 に、いのちと向き合う謙虚な姿勢です。自分の価値観を押し付けず、真摯にクライアントの声

に耳を澄まして聴くことができているかです。 

第 2 に、生物―心理―社会モデルや健康的/不適応に陥っている側面など、多様な視点からク

ライアントを見立てられているかです。 

第 3 は、クライアントがいずれ自分で生活をコントロールできるように、地域生活を送る上で生きや

すくなるように、その人に合った方法をクライアントとともに考えることができているかです。また、経過

に合わせて、あるいは他の専門家との兼ね合いも考慮しつつ、関わり方を調整しながら支援すること

ができているかです。 

  

それから、医療現場で期待されている臨床心理士の役割を自覚することの重要性について述べ

られました。 

自分は医療や関連法規をどのくらい理解できているのか。 

自分がどのような現場で働き何を求められているのか。自分は自らの置かれた現場で臨床心理

士としてどのような専門性を生かし役立つことができるのか。 

他の職種と協働して医療現場で役立つ人材となっているか。いかに仕事の幅を広げていくか。 

 社会の中で認められ位置づけられる存在として日々研鑚を積んでいるか。 

 

 今回、公認心理師という国家資格ができたことにより、あらためて心理職の社会性が問われている

ことを痛感します。また先日現任者講習会に参加し事例を検討した際、参加者からさまざまな知恵

が出され、多様な現場で働く方たちと協働することの楽しさを感じました。 

 『公認心理師』という新しい国家資格を持った人たちがステキな音色を奏で、他の音色と調和して、

世の中をよりよくできるよう、いろいろな方たちとともに歩んでいきたいものです。 

 



2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ  

 

2018 年３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。 

  

今年度の継続研修会は無事終了いたしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

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、来年度の活動計画を行います。継続研修については、若

干の改善、変更を検討しています。また、新しい連携機関リストが完成する見込みです。出席者には当

日お渡しします。継続研修によるポイント取得対象の方には修了書もお渡しできます。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. 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。                                  

（深沢）  



平成２９年度 子育て支援委員会 拡大委員会のお知らせ 

 

日 時：2018 年 3 月 25 日（日） 

10:00-12:00 山梨県立図書館 104 

（ 山梨県甲府市北口 2丁目8番1号 / TEL;055-255-1040 ） 

 

内 容：今年度活動の振り返り（会計報告も含む） 

  ：来年度活動の方向性と活動計画について 

（役割分担、予算案も含む） 

 

   ＊＊その他委員会へのご希望などありましたら、 

ぜひこの機会に ご意見等いただけたらと思います。 

 

*****みなさまのご参加をお待ちしております***** 

（＊申し込み不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援委員会  Mail: y.kosodate@gmail.com 



平成 30年度 
 

 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、自助のための会が、被害者支援委員会の中に立ちあがりま
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、奇数月の第一月曜日を予定しています。 

 

 

日  時： ２０１８年５月７日（月）１８：３０～２０：３０ 
場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０２教室 
内  容：  
  ⑴性被害・性暴力被害者ワンストップ支援センター事業の概要  
  ⑵「性犯罪被害者への支援～架空事例による検討」 
     被害者支援センターやまなし 局長   
           佐々木 由紀 様  
 

☆ 会員の皆様どなたでも参加可能です。 

                      

第１回犯罪被害者支援部会 

開催のお知らせ  

☆ 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  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

『10年の臨床心理士を振り返り、考えたこと』 

山梨県立北病院 内藤はづき 

 
毎日が忙しく去っていく。特に、次女を出産してからの４年間は、記憶が曖昧である（解離

ではないはず・・・）。そんな中で、毎日仕事をしていると、本当にやっつけ仕事のようにただ
目の前にある仕事をこなしているだけになっている。どうして、こんな忙しい毎日を私は
送っているのだろうとふと自分に問う時もある・・・しかし、仕事を辞めようと思ったことは一

度もない。 
 私は、現在山梨県立北病院で勤めている。入職して１０年になるが、その前は、山梨英和大
学の大学院で臨床心理士となるために学んでいた。大学を卒業し、初めて仕事をしたのは、
障害者相談所だった。そこではまだ臨床心理士を取得していなかった。大学の頃自分は心
理士には向いていないのではないかと、大学院には進まず就活をしていたのに、なぜか心
理士の仕事についていた。そこで働き、感じたことは、私に相談する人と、ベテラン心理士
に相談する人では人生が変わるのではないだろうか・・・ということであった。この世界は勉
強をしないと、相談者の人生を変えてしまうと、人と関わることの恐ろしさを知った。その恐
ろしさを教えてくれたのは、ベテラン心理士さんだった。決して私を叱ることなく、自分の姿
を見せて私に教えてくれた。そこから、私は３年間働き、臨床心理研究所に通い、さまざまな
対人援助職の人に出会い、大学院に進むことに決めた。夜な夜な私の悩みに付き合ってい
ただいた先輩や仲間に出会え、私はこの道に進む決意ができたのだ。 

大学院の頃は、自分との戦いだったような気がする。今思うと何と戦っていたのかも分
からない。あの頃は、この仕事について、苦しくなったらいつでも辞めようと思っていた。し
かし今でも臨床心理士を続けている。やればやるほど魅力…魅惑？を感じる。患者さんと
向き合っている時間は本当に様々な事を教えてくれる。自分を成長させてくれる。辛くなる
ことも沢山ある。失敗することも度々ある。やりたくない仕事も沢山ある。でも、仲間がい
つも支えてくれる。尊敬する上司や先生が教えてくれる。 
私はいつも人に支えられて生きている。 
だからこそ、私も誰かの役に立てるような人になりたいと思うだろうか。 
そのために、日々学びたいと思う。今は流れるように仕事をしており、丁寧に関われていな
い。でも、そういう自分の時期だと思い、それを受け入れ、今できることを精一杯やれるこ
とだけをやっていきたい。それも、また何かを教えてくれると思って。 
 
voice 投稿の依頼が来て、何を書こうとこの 1 ヶ月間考えに考えた。それで出た私の書きた

い事は、この場をお借りして、出会った方々に感謝を伝えたかったのだ。本当に臨床心理士
となり、様々な人と出会えた事に感謝をしたい。 
 
何よりも、仕事をしてママ業や妻業をサボっても「ママ今日も仕事頑張ったね」と文句を言
わずダメママを支えてくれる家族にも「ありがとう」を伝えたい。 



2018 間主観性理論セミナー

Institute for Psychotherapy Process
サイコセラピー・プロセス研究所

The Japanese Forum for Psychoanalytic Self Psychology

日本精神分析的自己心理学協会

4/22(日) 
13:15-16:30

間主観性理論による事例の記述

トラウマの精神分析と精神分析家の愛他性 
～倫理的転回の最前線～

フェミニズム精神分析の視座

乳児研究とその臨床的応用

間主観的な見立てと診断

間主観的な治療の実際

6/24(日) 
13:15-16:30

8/12(日) 
13:15-16:30

10/14(日) 
13:15-16:30

12/2(日) 
13:15-16:30

2/17(日) 
13:15-16:30

富樫公一  
松本智子

D.Brothers 
(通訳付き)

富樫公一  
貞安  元

森さち子  
中西和紀

中西和紀  
森さち子

貞安  元  
松本智子

⼼理療法のプロセスを、患者−治療者双⽅によって共構築されるものと考える間主観性理論に
ついて、様々な視点・側⾯を扱います。前半は講義を通して主に理論⾯を、後半は事例を通し
て実践的感覚を学びます。6⽉の第2回では、ニューヨークTRISP間主観的⾃⼰⼼理学研究所
ファカルティのDoris�Brothers博⼠を講師に招聘して議論を深めます。

料金

医師／臨床心理士 
修士以上を有するPSW・SW・看護師・教員

場所 慶應義塾大学信濃町キャンパス内講義室 
(東京都新宿区信濃町35)

通年91,000円／各回16,000円 
(JFPSP神戸精神分析セミナー受講者は割引あり)

受講 
資格

◇お問合せ・お申し込み先◇ 
サイコセラピー・プロセス研究所 
JFPSP自己心理学協会  東京オフィス 
Web www.jfpsp.net/ipp.html ／ E-mail seminar@jfpsp.org



セミナーのご案内


⼀般社団法⼈⽇本精神分析的⾃⼰⼼理学協会は、2013年4⽉より⾃⼰⼼理学を学
習するための少⼈数を対象とするコースワークを開講して参りました。これまで神
⼾市三宮と広島で⾏われていた当セミナーですが、2018年4⽉より、授業の⼤半を
インターネット上のビデオ会議室を利⽤して提供することとなりました。新しい試
みであるWeb経由による授業を通して、これまでご受講頂けなかった遠⽅の⽅、⼦
育て・介護等で⾃宅を離れられない⽅にもご参加頂けるようになります。みなさま
のご関⼼に合わせ、お好きな科⽬をご受講ください。�
各授業は原則、全12回(1回90分。ケースセミナーⅡのみ全8回各回120分)の1年
課程です。⽉に⼀回、⽉曜⽇の⼣⽅以降を中⼼に開講いたします。参加されるみな
さまが充分な学習機会を得られるよう、できるだけ少ない⼈数で⾏います(最低開
講⼈数3名・最⼤⼈数20名程度)。�
我が国では精神分析臨床に携わる専⾨家が少なくありませんが、残念ながらそれ
らの訓練を得るための機会は決して多くありません。特に、Kohutに始まる精神分
析的⾃⼰⼼理学は、我が国でも次第に知られつつあるにもかかわらず、組織だって
学習するための機会はほとんどありません。そこで弊協会訓練研究所が主催する神
⼾精神分析セミナーをご活⽤ください。臨床を深めるために、また、精神分析的⾃
⼰⼼理学の知識を深めるために、多くの専⾨家のみなさまのご参加をお待ちしてい
ます。�

JFPSP⾃⼰⼼理学協会�
訓練研究所担当理事 安村直⼰ 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Web開講 
インターネット上の会
議室を活用して授業を
行います。自宅に居な
がらにして、精神分析
的心理理療法を実践す
る講師陣によるコース
ワークを受講いただけ
ます。

葛西真記子

ジェンダーとセクシュアリティ

毎月 第1月曜 19:30～21:00

間主観性理論

井上慎司／岡 秀樹／貞安 元

ケースセミナーⅡ
浅井真奈美／長川歩美／木村宏之／貞安元／ 
鈴木健一／中西和紀／松本智子／安村直己

全12回 Web開講

全12回 Web開講

毎月 第2月曜 21:00～22:30

全8回 Web開講

毎月 第4月曜 21:00～23:00 
(9月・1月・2月は非開講)

◎ 上記①～③の一部講義について、異なる日程・時間帯に開講致します。

対面講義とWeb中継 
授業の一部は、講師と
受講生が実際に顔を合
わせて授業を行う形態
を取ります。この場合
もご来場いただけない
方向けに、インターネッ
トを介して講義を配信
いたします。



1
葛西真記子 鳴門教育大学教授／JFPSP自己心理学協会監事／臨床心理士／博士

2
井上慎司 西江こころのクリニック／JFPSP研究グループ前委員長／臨床心理士

岡 秀樹 
(対面講義+中継)

疋田病院／臨床心理士 
日本精神分析学会認定心理療法士・認定スーパーヴァイザー

貞安　元 慶應義塾大学／IPPサイコセラピー・プロセス研究所／臨床心理士

料金 全12回 84,000円(正規訓練生および2017年度受講生は80,000円) 
※上記受講料の他に年間登録料7,000円が別途必要です。

料金 
ご関心に合せて 
右記①②より 
ご選択ください。

毎月第2(月)21:00～22:30 (岡担当分は集中講義として10/7(日)・8(日・祝)開講)

全12回Web開講(岡担当分は、福岡市内にて対面講義) 
対面講義時もWeb中継を行います。ご来場頂けない方も、双方向でのご視聴が可能です。

毎月第１(月) 
19:30～21:00

全12回Web開講(1回分を神戸市内にて対面講義の予定) 
対面講義時もWeb中継を行います。ご来場頂けない方も視聴可能です。

ジェンダーとセクシュアリティ

間主観性理論

 ストロロウ、アトウッド、ブランチャフ、オレンジらの間主観性理論の基礎的な概念と、その臨床的
な視点について学びます。ストロロウらの間主観性理論とは、臨床や発達上の現象を間主観的な場やシ
ステムという視点から捉え続けようとする、ある種の感性です。ストロロウらは、間主観性の観点から、
精神分析の基本概念―無意識、転移、逆転移、治療作⽤、精神病理など―を再定式化していますが、本
コースではこういった基本的な概念が、間主観性の視点からどう捉えられるのかについて学び、それら
が伝統的な精神分析理解とどのように異なるのか、またそれが臨床状況においてどのような違いを⽣み
出すのかを学ぶことを⽬標とします。

 フロイトの精神分析理論にとって性愛(セクシュアリティ)はもっとも重要な概念である。性欲動・性
欲論は発達論としてだけでなく、⼈間の⼼を理解する中核となる理論といえる。しかしフロイトのエディ
プスコンプレクスをはじめ、伝統的精神分析はフェミニズム学派から批判の対象となってきた。この講
義では、伝統的精神分析のセクシュアリティ、ジェンダーに対する批判的⽴場の理解をはじめ、⾃⼰⼼
理学や現代の関係精神分析理論におけるセクシュアリティ、ジェンダーの問題を取り上げる。また臨床
場⾯においてクライエントとセラピストそれぞれのジェンダーとセクシュアリティがどのように影響し
合うのかについて考える視点を提供し、議論する。

① 全12回 84,000円(正規訓練生および2017年度受講生は80,000円) 
※上記受講料の他に年間登録料7,000円が別途必要です。 

② 講師ごとの参加 30,000円/4×90分(講師1名分)  
※上記受講料の他に年間登録料2,300円が別途必要です。

◎ 複数の科目を受講される方の年間登録料は、科目全体で7,000円です。 
◎ セミナー欠席時の返金はありません。



3
浅井真奈美 日本福祉大学／小泉心理相談室／日本精神分析学

会認定心理療法士・認定スーパーヴァイザー
対 
象 
関 
係 
論

7/23(月) 
19:30-21:30

木村宏之 名古屋大学大学院医学研究科／日本精神分析学会
認定精神療法医・認定スーパーヴァイザー／博士

8/20(月) 
20:00-22:00

対 
人 
関 
係 
学 
派

鈴木健一 名古屋大学／ウィリアム・アランソン・ホワイト
研究所精神分析家／京都精神分析心理療法研究所

6/25(月) 
21:00-23:00

長川歩美 A&C中之島心理オフィス／臨床心理士 
KIPP精神分析的心理療法家養成プログラム修了

11/12(月) 
21:00-23:00

自 
己 
心 
理 
学 
／ 
間 
主 
観 
性 
理 
論

中西和紀

松本智子

貞安　元

安村直己 
(対面講義+中継)

あいせい紀年病院／臨床心理士 
JFPSP自己心理学協会代表理事

IPPサイコセラピー・プロセス研究所所長 
慶應義塾大学／日本精神分析学会認定心理療法士

4/23(月) 
21:00-23:00

5/28(月) 
20:00-22:00

10/22(月) 
21:00-23:00

12/9(日) 
14:30-16:30

慶應義塾大学／臨床心理士 
IPPサイコセラピー・プロセス研究所

甲子園大学／臨床心理士 
JFPSP自己心理学協会理事

毎月第3(月)を中心に開講。各回、日程と時間帯にご注意ください。

全8回Web開講(安村担当分は、神戸市内にて対面講義) 
対面講義時もWeb中継を行います。ご来場頂けない方も、双方向でのご視聴が可能です。

 精神分析的⼼理療法の研修には、その理論や技法についての概念的な学習と、実際の精神分析的⼼
理療法の事例を検討し、実践的に精神分析的な治療の具体的な技法や感覚を体得する事例検討の学習
の両⽅が必要である。特に、事例を徹底的に検討することは、臨床における実践的技能を⾼めるために
効果的であり、精神分析的⼼理療法の技法だけでなく、本質的に治療者として必要な態度を⾝につける
ことができる。ケースセミナーIIでは、参加者各⾃が担当しているケースを毎回１事例、いくつかの視
点から順次報告し合い参加者全員で検討を⾏う。そこでさらに全体でディスカッションを⾏い、精神分
析的⼼理療法における臨床的な知を学び、深めることを⽬的とする。

ケースセミナーⅡ

① 全8回 74,000円(正規訓練生および2017年度受講生は71,000円) 
※上記受講料の他に年間登録料6,400円が別途必要です。 

② 講師ごとの参加 10,000円/回 
※上記受講料の他に年間登録料800円が別途必要です。

◎ 複数の科目を受講される方の年間登録料は、科目全体で7,000円です。 
◎ セミナー欠席時の返金はありません。

料金 
ご関心に合せて 
右記①②より 
ご選択ください。



受講資格

審査

お申し込み方法

お申し込みの仕方

1) ホームページの申込み��
フォームを利⽤する。 

http://www.jfpsp.net/TrainingInstitute/
KobeSeminars2018.html

提出書類

1.� 登録願書(お申し込み後にお渡ししま
す。必要事項をご記⼊の上、ご返送く
ださい)�
2.� 資格証明が可能な書類(資格証明書等の
写しをご提出ください)�
3.� 志願理由書(上下左右余⽩2〜3cm程
度、25⾏×35字の体裁でA4⽤紙3枚以
内に、本コースワーク受講を志望される
理由をご記⼊ください)

2)   Eメールを利⽤する。 
info@jfpsp.org 宛てにお名前、ご所属、
希望する講座名をお知らせください。

一般社団法人日本精神分析的自己心理学協会は、

国際精神分析的自己心理学会(IAPSP)傘下の団体です。

Web開講に際して

2018年4⽉1⽇の時点で、次のいずれかの資格を有
し、当研究所の訓練プログラムを受けるための⾼い
動機づけを有する⽅。�
�①医師・臨床⼼理⼠の資格を有する⽅�
�②社会福祉⼠、教師、看護師のいずれかの資格を�
� 有し、かつ認証された国内外の⼤学院による修�
� ⼠(領域を問わない)以上の学位を有する⽅�
�③臨床⼼理学またはその関連領域の博⼠号をお持�
� ちの⽅�
臨床業務に携わる上で⼗分な倫理的判断⼒を持つ⽅
であれば、国籍、⼈種、性別、宗教的⽴場などによ
って、受講を不当に制限されることはありません。

⼀定⽔準の学習内容を確保するために書類審査を
⾏います。結果は電⼦メールまたは電話のいずれ
かで⾏います。

JFPSP⾃⼰⼼理学協会精神分析的⼼理療法家訓練研
究所は、今回より本格的にWeb講義を採⽤致しま
す。セキュリティ⾯で堅牢性の⾼いWeb会議室を利
⽤し、⾃宅に居ながらにして講師と受講者同⼠によ
る双⽅向の議論を⾏います。これにより、神⼾から
遠く離れた地にお住まいの⽅、また⼦育てや介護等
で⾃宅を離れられない⽅にも、ご参加いただけるよ
うになると思います。しかし同時にデメリットも存
在します。

申込書類受理期間

2018年3⽉26⽇(⽉)【必着】�
※このセミナーは、当協会が⾏う精神分
析的⼼理療法家認定訓練プログラムでも
あります。受講者多数の場合、締切を待
たずに募集を終了する場合があることを
ご了承ください。

臨場感等の問題

採⽤するWeb会議室は、参加者ひとりひ
とりの顔を⾒ることは可能です。しかし
実際に顔を合わせる講義に⽐べ、臨場感
が低下することは否めません。そのため
各授業最低1回、対⾯講義の機会を設け
ます。この時もネット中継を⾏うため、
ご⾃宅で受講いただくことも可能です。

守秘に関する対応

このセミナーでは、プライバシーの保護
に万全を期したいと考えています。その
ため受講者には、①守秘義務を有する資
格証の写しの提出、②守秘に関する誓約
書の提出、③事例提⽰に際しクライエン
トに了承を得ていただくこと、④PCの
セキュリティ等に関するお願い、をする
こととなります。守秘の⾯で問題がある
場合は、受講をお断りする場合があるこ
とをご了承ください。協会の⽅針であ
る、“クライエントの隣席に耐えられる
議論と事例理解を”のもと、守秘への留
意とともに、意義深い議論ができるよ
う、努めて参ります。

講義スタート前に試験接続の機会を設け
ます。また講師側の通信環境不良による
講義中⽌時には、その回の受講料を返⾦
する場合があります。�
接続のためには、パソコンあるいはスマ
ートフォン・タブレット端末、インター
ネット接続環境(光回線� or 4G/LTE回線
推奨)、Webカメラおよびマイク(PC等
に内蔵のものでも可)、専⽤アプリのイ
ンストール等が必要になります。ご不明
な点に関する相談にも応じます。

Webへの接続

一般社団法人 日本精神分析的自己心理学協会 
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-31フキ三宮ビル701 

info@jfpsp.org       http//www.jfpsp.net

mailto:info@jfpsp.org
http://www.jfpsp.net
mailto:info@jfpsp.org
http://www.jfpsp.net
http://www.jfpsp.net/TrainingInstitute/KobeSeminars2018.html
http://www.jfpsp.net/TrainingInstitute/KobeSeminars2018.html
http://www.jfpsp.net/TrainingInstitute/KobeSeminars2018.html
http://www.jfpsp.net/TrainingInstitute/KobeSeminars2018.html


　
　ロールシャッハ法は、他の方法には無い興味深い所見が得られる方法なので、臨床心理士にとって

重要なアセスメント手段と言えるでしょう。一人でも多くの方に身につけて頂きたいと思います。し

かし身につけるのに手間がかかるのもこの検査法の特徴で、実践に使うのに苦労している方も多いと

思います。私の解釈法は、基礎になるロールシャッハシステムはどれを使ってもできる方法です。私

自身は片口法を基本にしていますが、この研修にはどのような立場の方も歓迎致します。ただし、検

査の施行法、スコアリング、記号の意味、についてはすでに習得している方に限らせて頂きます。そ

うしないと力動的解釈に進めないので、この点はご理解下さい。皆さまと共に学ぶ機会を楽しみにし

ています。

講師

馬場禮子（ばば　れいこ）
慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻修了。「境界例

とその周辺領域ロールシャッハ・テストよる精神力学的研

究」で医学博士。慶應義塾大学医学部精神神経科をはじめ、

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、山梨英和大学人間文化研究科

臨床心理学教授。現在、中野臨床心理研究室室長。著書『ロー

ルシャッハ法と精神分析――継起分析入門』『心理療法と心

理検査』『精神分析的人格理論の基礎』など多数。

創元社セミナー

[日　時 ]

　第 1 回　2018 年 5 月 20 日 （日）  

　　第 2 回　2018 年 6 月 17 日 （日） 

　　第 3 回　2018 年 7 月 15 日 （日）

　　第 4 回　2018 年 8 月 19 日 （日）

　　いずれの回も 10 時 00 分～ 17 時 30 分

　（受付は 9時 30 分より開始）

[場　所 ] 創元社本社 4階　セミナールーム
　　　 （大阪市中央区淡路町 4－3－6）

[参加費 ]原則全４回通し（ただし 2016・2017 年度の
　　　　  本セミナー受講者は、2回、3回の受講も可能です）

               全４回：50,000 円（学生 35,000 円）
   　    　   全３回：40,000 円（学生 28,000 円）  前年受講者のみ      
                  全 2 回：30,000 円（学生 18,000 円）  前年受講者のみ

               単独回（若干名）：16,000 円（学生 10,000 円） 
                      ※すべて資料代込み。分割払いを御希望の方はご相談下さい。

[定　員 ] 35 名 ※申込者が 20 名を下回った回は、開催をとりやめる
　　　　　　　　　   場合があります。ご了承くださいますよう、お願

　　　　　　　　　   い致します。

概要

現場に活かす ロールシャッハ・テスト

※アクセス、お申し込み方法は裏面をご参照ください。

講師より

馬場禮子先生によるアセスメント・セミナー

臨床事例検討セミナー

[参加資格 ]◆臨床心理士、および臨床心理専攻の大学院修了

                          生で、現在、臨床実践を行っておられる方

　　　　    ◆学生（臨床心理専攻の大学院に在籍している方）

　　　　    ※本セミナーは、日本臨床心理士資格認定協会の

                         ポイントを申請予定です。

[参加要件 ]①ロールシャッハ・テストのスコアリング

 　　　　　    ができること。

　　　　     ②記号の意味を一通り知っていること。

　　　　　 ③事例あるいは相談したいことを提供できること。

[ 連続全4回 ]
2016年、2017年と関西で実施した連続５回の本セミナーは、丁寧で分かりやすいと評判を呼び、 全国から受講者
が集まってこられました。馬場先生にぜひにとお願いして、 今年もご多忙のなか関西までお越しいただくことが可
能となりました。
2018年度は日曜日の開催です。 初日の午前中の講義以外は、 受講者から出された事例や相談事を中心にグルー
プワークなども予定しています。前年度受講者の方がたは、回を選択して全２回受講、全３回受講も可能です。 ス
コアをどう読み取り、臨床にどう生かせばよいのかに悩んでおられる方は、ぜひこの貴重な機会にご参加ください。

2018



株式会社　創元社　セミナー係
住所：〒541-0047　大阪市中央区淡路町 4-3-6
TEL：06-6231-9011　　FAX：06-6233-3112

URL：http://www.sogensha.co.jp/ 　 E-mail：seminar@sogensha.com

地下鉄御堂筋線
・「淀屋橋」駅（13 番出口）より徒歩約 5分
・「本町」駅（2番出口）より徒歩約 4分

 〒541-0047
大阪市中央区淡路町 4-3-6       　　
TEL : 06-6231-9011
FAX : 06-6233-3112
E-mail：seminar_km@sogensha.com
【URL】http://www.sogensha.co.jp/

ご参加のお申し込みは、ホームページか FAXにて承っておりますが、ご参加確認や連絡などに正確を
期すため、できましたらホームページの申込フォームからお申し込み頂けましたら幸いです。
お申し込み後、受講料を下記の口座にお振込みください。恐れ入りますが、手数料はご負担ください。
また、お振込み後のご返金はいたしかねます。どうぞご了承くださいませ。

　三菱東京UFJ 銀行天満支店（普）0061274　カ）　ソウゲンシャセミナーグチ　
【ホームページ（http://www.sogensha.co.jp/） 】下記の手順でご送信ください。

【FAX】　下記の FAX番号までお申し込みください。
    　　　FAXによるお申し込みの際は、読み間違い防止のため、濃くはっきりとご記入ください。

   FAX 06-6233-3112　創元社セミナー係

創元社HP → 創元社セミナー →    　現場に活かす ロールシャッハ・テスト　　　　臨床事例検討セミナー 2018 → お申込フォーム

アクセス

お申し込み

※お寄せ頂いた個人情報は責任をもって管理し、当セミナーの運営ならびに今後の関連セミナーへのご案内以外には使用しません。

※お名前（ふりがな）

メールアドレス

○事例を提供できる
　Cl の年齢、性別、主訴、アセスメント上困っていることをお書きください。
  [ 事例の概要 ]

【現場に活かす ロールシャッハ・テスト臨床事例検討セミナー2018】　※マークは必須項目です。

※FAX

※ご住所

※日中の連絡先（電話番号）

○提供できる事例はないが、実践上の困りごとや是非教えを乞いたいことがあればお書きください。

※臨床領域 □教育　　　　　　□医療　　　　　　□司法
□福祉　　　　　　□産業　　　　　　□その他

※参加希望回 前年度受講者の方：  □全４回　　□全３回　　□全２回　　□単独回　　　　　　　　　
今年度初参加の方：  □全４回　　□単独回 
※全 4回以外をご希望の方は、希望日も選択ください。　□5/20　□6/17　□7/15　□8/19 

※臨床歴
＿＿＿年

※所属機関名、あるいは大学・大学院名（  □臨床心理士〔臨床心理番号：　　　　  　　　　〕　  □学生  ） 



村山正治（むらやま　しょうじ）
九州大学名誉教授。現在、東亜大学大学院臨床心理学専攻教授。

ＰＣＡＧＩＰ法の創案者。本法を中心とする新しいＰＣＡグ

ループのやり方を提案 。その実践や臨床指導のため 、 全国各地

から講演 ・研修会・ワークショップ など に 招かれて活躍してい

る。著書『新しい事例検討法 PCAGIP 入門』『「自分らしさ」を

認める PCAグループ入門』（編著、創元社）、『ロジャースをめ

ぐって』（金剛出版）ほか多数。

村山尚子（むらやま　なおこ）
臨床心理士。現在、心理教育研究所赤坂主宰。福岡市立学校職

員相談室専任カウンセラー。個人カウンセリングやエンカウン

ターグループファシリテーターの経験が豊富である。また、臨

床心理士や大学院生のスーパーバイザーとして長年活躍してき

ている。分担執筆に『ヒューマニスティック・サイコセラピー』

（ナカニシヤ出版）、『ロジャーズの中核三条件〈受容：無条件

の積極的関心〉（創元社）。

　この 5年間、学校臨床心理士全国研修会、学会ワークショップ、大学院集中講義などで実践し、経験を積み重ねながら、次々と新

しい発見などがあり、毎回ワクワクしながら私自身も学んできている。最近は、自治体管理職、看護福祉の管理職、学校長はじめ、

教育現場、社会福祉の現場、いのちの電話相談員など、多様な職種から要請を受けている。対人援助職にある人が、自分自身で問題

解決の糸口をみつけたり、新しい状況から事例を眺めたり、事例に取り組んでいる自分のあり方や気持ちに気づくような機会になる

カンファレンスを開発したいという思いが強くあった。つまり対人援助者が、エンパワーされ、自分で問題を探る態度を身につける

ような心理的成長を基礎とする方法として開発してきたものである。事例提供者が安心して発言できる雰囲気を創ると、参加メンバー

間の相互作用から事例提供者に役立のヒントが生まれてくるプロセスが展開する。PCAGIP 法としてはじめて、今回は私と村山尚子

の２人ファシリテーターという新しい企画であることも申し添えておきたい。皆様方とご一緒に創り、学ぶ機会になることを楽しみ

にしている。組織などへ導入するときの工夫として、ビジョンセッションの有効性に注目している。

講師

創元社セミナー

[日時およびプログラム ]

1 日目　　201８年 5 月 26 日 （土）  

  9：30 ～ 10：00　受付
10：00 ～ 12：00　講義（全体の概要、基本的な
　　　　　　　　　知識のおさらい）とオリエン
　　　　　　　　　テーション
12：00 ～ 13：00　昼食
13：00 ～ 17：00　PCAGIP 事例検討セッション①
17：30 ～ 20：00　懇親会

2 日目　　2018 年 5 月 27 日 （日） 

  9：00 ～   9：30　受付
  9：30 ～ 12：30　PCAGIP 事例検討セッション②
12：30 ～ 13：30　昼食
13：30 ～ 16：30　PCAGIP 事例検討セッション③
16：30 ～ 17：00　クロージング

[場　所 ] 創元社本社 4階　セミナールーム
　　　 （大阪市中央区淡路町 4－3－6）

[参加費 ] 25,000 円（学生 18,000 円）
 　　　 2 日間通し 
　　　
[定　員 ] 25 名
　　　　   ※定員になりしだい締切。

　　　　

概要

PCAGIP 法による事例検討セミナー 2018

講師より

[参加資格 ]◆臨床心理士、および臨床心理専攻の大学院修了者

　 　　　　◆スクールカウンセラー、児童相談所や教育相談　

　　　　　所の相談員

　　　　　 ◆看護師、保健師など医療関係者、教師など教育　

　　　　　関係者、キャリアカウンセラー、福祉施設職員、　　

　　　　　保護司、地域生活定着支援など矯正支援関係者、

　　　　　産業カウンセラー

　　　　     ◆対人援助職に関係する大学院生

[参加事前課題 ] 検討したいテーマを短文で提供していただき　

　　　　　ます。

※本セミナーは日本臨床心理士資格認定協会のポイントを申請予定です。

※アクセス、お申し込み方法は裏面をご参照ください。

[ 全２日間 ]
PCAGIP法の基本的な考え方から応用まで、書籍だけでは押さえられない実践上のノウハウを創案者から直接学べ
る2日間通しのセミナー。好評につき2018年度も開催いたします。PCAGIP法を一度は体験したいと思っておられる
方や、実践するためのコツをつかみたいと思っておられる方は、ぜひご参加ください。リピーターの方も歓迎します。

創案者である村山先生ご自身による待望のセミナー !!
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ご参加のお申し込みは、ホームページか FAXにて承っておりますが、ご参加確認や連絡などに正確を
期すため、できましたらホームページの申込フォームからお申し込み頂けましたら幸いです。
お申し込み後、受講料を下記の口座にお振込みください。恐れ入りますが、手数料はご負担ください。
また、お振込み後のご返金はいたしかねます。どうぞご了承くださいませ。
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   FAX 06-6233-3112　創元社セミナー係

創元社HP → 創元社セミナー → PCAGIP 法による事例検討セミナー 2018 → お申込フォーム

アクセス

お申し込み

※お寄せ頂いた個人情報は責任をもって管理し、当セミナーの運営ならびに今後の関連セミナーへのご案内以外には使用しません。

※お名前（ふりがな）

メールアドレス

【PCAGIP法による事例検討セミナー2018】　※マークは必須項目です。

※FAX

※ご住所

※日中の連絡先（電話番号）

※臨床領域 □教育　　　　　　□医療　　　　　　□司法
□福祉　　　　　　□産業　　　　　　□その他

※事例あるいは検討したいテーマの概要

※臨床歴
＿＿＿年

※所属機関名、あるいは大学・大学院名（  □臨床心理士〔臨床心理番号：　　　　  　　　　〕　  □学生  ） 
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