
 

平成30年4月6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 小川 優子 

 

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 

春陽の候、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H.３０年度委員会総会及び山精協臨床心理部会との合同で、下記の内容にて５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＞ 

 すでに現任者講習会を終えられた方もいるでしょうが、当院の常勤スタッフ2名は4月に受講予定と出

遅れております。巷では、試験問題数、通常問題と事例問題の出題割合配分、試験内容のポイントなどに

ついての情報も聞かれますが、我々の試験に対するモチベーションを少しでも高めるために会員同士で情

報交換をしたいと思っています。参考文献、予想問題集の紹介、学習方法などについて刺激し合いたいの

で是非ご参加下さい。 

日   時 ： 平成30年5月8日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 山角病院 会議室   

        甲府市美咲1－6‐10       

 

＊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。 

内   容 ： １．研修・話題提供 

「公認心理師試験対策情報交換 その１」 

講 師： 古田 広久先生（山角病院・臨床心理士） 

 

２．県士会医療保健領域総会 1. H.29年度事業報告・決算の承認の件 

                            2.H.30年度事業計画案・予算案の承認の件 

              3.役員改選 

３．その他 

 

 

mailto:＊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


201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年４月 15日 

 

１. 2017 年度拡大委員会の報告 

 2018 年 3月 19日に拡大員会が行われました。2017 年度の活動・会計報告、2018

年度の活動計画・予算を中心に話し合いを行いました。 

活動報告として、継続研修会の振り返り、学校で起きた緊急支援案件への対応報告、全

国 SCコーディネーター会議への参加報告、山梨県庁管轄の SCに関わる諸会議への参加

報告、県教委主催の思春期の子どもと向き合う保護者のためのセミナーの活動報告などが

ありました。2017年度の大きな活動として、「SCのための連携先リスト」の作成があり

ました。現在、配布の準備を進めております。関係機関の皆様、ご協力ありがとうござい

ました。 

 

２. 201８年度継続研修会 「SCカウンセリング研究会」について 

今年度も継続研修会を開催する予定です。今年度は「SCカウンセリング研究会」と名前

を改め、事例だけでなく SCの活動について気軽にお話のできる場として会を進めていく

予定です。皆様のご参加をお待ちしております。 

つきましては、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、順番に発表をお願いする予定です。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。 

 

＊SCカウンセリング研究会は、山梨英和大学 202教室、18:20～20:20 に実施します。 

＊年間 10回行われる継続研修（メンバーで行う９回の研究会と、講師の先生をお招きする

１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、また発表

者は 6p が取得できる予定です。 

＊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。 

 

 

（松野） 

4/23 5/28 6/25 7/23 9/25 10/22 11/26 12/17 1/28 3/18 

深沢 SC         拡大委員会 

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


２０１７年度 倫理委員会からのお知らせ 

２０１８．４．１５ 

 

平成２９年 10月１４日（土）に開催されました日本臨床心理士会第８回倫理ワー

クショップでの研修について、これまでの２度にわたる報告に続き、３回目（最終）

の報告（資料提供）です。 

山梨県臨床心理士会にかかる倫理問題は、これまで表面化することはありませんで

した。表面化していないので倫理問題はゼロ、かと言えば、“いじめ調査件数ゼロ≠
いじめ発生ゼロ”と同様、そうは言い切れないのが現状ではないでしょうか？黒と分

かるのはともかく、臨床心理士によるグレーゾーンの言動が増えていることも難しく

しています。 

今回の架空事例は、公立中学校のスクールカウンセラーの案件です。スクールカウ

ンセラーは、児童生徒、その保護者、担任教師を始め学年主任、教務主任、養護教諭、

教頭、校長、場合により関係機関の専門家、医師など、かかわる対象が多く、それぞ

れの関係性の中で、秘密保持、情報開示、多重関係、インフォームド・コンセント等々、

慎重な配慮と言動を心掛ける必要があります。 

なお、本事例でも正解が準備されている訳ではなく、現実には、申立人及び被申立

人の訴え、説明、陳述をうかがった上で、対応を考えていくことになります。本事例

ではどんなことでもいいですので、疑問となることを考えていただければ幸いです。 

（倫理委員会） 



架空事例 資料３ 

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 

参考 

臨床心理士へのクレームに対する手続きは、一般的には次のとおりです。まず、①申立人からの申立書、②

申立人との面接（補足説明を聴く）、③被申立人（当該臨床心理士）との面接（陳述を聴く）、④倫理委員会、

県士会幹事で倫理問題を検討し（必要に応じて日士会倫理委員会に判断を仰ぐ）、処遇内容を決定、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被申立人に対する処遇を実施、となります。 

今回は、前回までの①の情報、②の申立人である公立中学校２年の女子生徒の母親からの補足説明に続き、

③被申立人であるスクールカウンセラーの陳述書を紹介します。 

 

◇ 被申立人面接における陳述 

私は、Ａ子さんのお母さんから倫理違反で申し立てられたと聞いて本当にびっくりしました。 

Ａ子さんのお母さんとは、電話で話を２度ほどし、一回お目にかかって話を聞いただけで、深い関わりを持

った訳ではありません。Ａ子さん本人についての事情は少し聞いていましたが、担任からの求めで一度授業と

その前後の様子を見に行っただけです。担任との関係が良く、話を聞いているということだったので、私は直

接的な関与はしませんでした。 

Ａ子さんのお母さんから電話があったのは、７月初めくらいですが、私は先程の授業観察の前後で少し事情

を聞いていただけで、その後の様子は聞いていませんでした。ただ、お母さんから電話があったときには、お

母さんの気持ちが非常に不安定で学校への不信感も強い様子だったので、自分が話を聞くことで少しでも落ち

着いてくれればと思って一生懸命お話を聞いたのです。お母さんは私が話を聞いたことをとても感謝してくだ

さり、Ａ子さんもひどく傷ついている様子で、お母さんから是非Ａ子さん自身にも声をかけて欲しいという話

だったので、その日の夕方にご自宅に伺いました。このようなことを普通はしないのですが、若い担任の助け

になればという気持ちで、校長に一言断って訪問しました。 

お尋ねするとご本人は出て来ず、お母さんが学校と担任への不信感をひたすら話され、やや度が過ぎた被害

的な想像をしては不信を募らせている様子でした。一生懸命お話は聞きましたが、お母さんの様子を見て家庭

訪問したことを正直後悔しました。お母さんは、学期の初めには、それまでないくらい喜んで登校していたの

で、経験の浅い担任から何かひどく傷つけられたのに違いない、と強く信じている様子でした。私はそれに対

しては評価をせず、ただ伺っていました。 

学校に戻ってから、改めて担任、学年主任などに話を聞くと、Ａ子は、母親との関係がずっと悪く、心理的

虐待を疑うくらいの状況があり、小学校時代にもちょっとした家出が複数回あったとのことでした。若い担任

との関係はむしろ良く、担任が熱心に声をかけたことから、母との関係の悩みなどをずいぶん話していたそう

で、思春期になって母への不満が増大していた様子だったそうです。担任の手元には、交換ノートがあり、Ａ

子の母親への不満がたくさん書かれていました。クラスでは、確かに友達ができずに浮いている状態で、本人

も辛かった様子だったが、担任が頑張って支えていた状態だったそうです。担任は学年主任とも相談し、いず

れお母さんとの話をしなければならないと思っていたし、その際には、教育相談所などへの相談も勧めたいと

話していたところで自殺未遂が起きてしまったそうです。母親が執拗に学校にアプローチしてくる状態で、本

人の母への気持ちをそのまま伝える訳にもいかず、学校としてはある意味悪者になっても、今の状態を続けて

いるしかないのだと言います。この状況は若い担任の手には余り、副校長を窓口にせざるを得ない状況になっ

ているということでした。 

私としては、十分な情報収集をせずにお母さんとの接触をしてしまったことが、こういう事態を招いたこと

を反省していますが、現状では、校長からも関与を禁じられており、黙っているしかありません。発達障害云々

については、確かにその可能性を言いましたが、長く続いている人間関係の難しさから可能性として言っただ

けで、診断的な意味で言ったつもりはありません。学年主任がお母さんに漏らしてしまったことに困惑してい

ます。                                      （以上） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

住吉偕成会 住吉病院 沼 みな子 
 

会員のみなさま、はじめまして、沼みな子と申します。広報委員会のみなさまにはいつ

も貴重な情報を配信して頂き、感謝申し上げます。 

この度 Voicesを書かせていただくことになりました。お声をかけていただいたときには

「ついにきたー（笑）」と、正直「どうしよう、何を書こう」と思い緊張も感じました。しかし、

私自身ここ数年仕事と子育てに追われる毎日であり、自分自身と向き合うこともなく過

ぎてきていたように思い、むしろこのような機会を頂けたことは大変貴重なことではな

いかと思いました。今回は自己紹介をさせていただきながら、これまでの自分自身をふり

かえり、今後の心理臨床活動を大切にしていきたいと考えます。 

私は会社員を１０年ほど経験した後、山梨英和大学大学院へ進学しました。大学院在学

中はとにかく臨床現場を学ばなければと日本臨床心理研究所へも通いました。少しでも

多くのことを学ぼうと夜遅くまで勉強会に参加し、今思うととてもエネルギーが高かった

ように思います。大学院と日本臨床心理研究所での学びは私の臨床に対する姿勢の基本

になっており、ここで出会った仲間や先生、先輩方がいて今の自分があるように思いま

す。 

大学院修了後３年間はスクールカウンセラーや市町村の乳幼児健診、企業の心理カウン

セラーをしていました。その後５年間は山梨県発達障害者支援センター、こころの発達総

合支援センターに勤務させていただき、発達障害について深く学ばせていただきました。

また、ここでは主に国の委託事業である「発達障害者支援開発事業」にも携らせていただ

き、関係機関とのやりとりや外に出る機会も多くありました。心理面接や評価など個人と

じっくり向き合うことが中心でない仕事にストレスを感じることもありましたが、多職種連

携は臨床心理士の重要業務でもあります。部屋の中にいるだけが臨床心理士の仕事では

ないことを学ばせていただき、こころの発達総合支援センターでの仕事は非常に貴重な

機会となりました。 

そして昨年度よりご縁があり住吉病院に勤務しています。いつかは精神科で働きたい

との思いがありましたので、この機会を頂けたことを非常にありがたく嬉しく思っていま

す。 

臨床心理士の資格を取得して１０年が経ちますが、精神科の勤務は初めてであり昨年は

緊張感もある中で過ごした１年間だったように思います。今年はいよいよ公認心理師資格

も始まります。特にチーム医療が求められる医療現場の中で心理士として大切にしなけ

ればならないことは何か、心理士の専門性とは何か、常に意識し問い続けることは重要

だろうと考えます。そのためには、自己研鑽を積むこと、自分自身と向き合うことを忘れ

ずに臨床活動を大切にしていきたいと思います。一方、私自身まだまだ子育てに追われ

る日々でもあり、また自分の年齢も重なり体力の衰えを感じる毎日です。10 年前に会社を

辞め心理学を学ぼうと猪突猛進していた私と今の私は違います（笑）。無理せずに自分自

身を大切にすることも忘れずにやっていきたいと考えています。 
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専門学校甲府医療秘書学院
伊勢二丁目バス停前

平成３０年度  第１回 講 演 会 

～思春期・青年期の危機とその援助～ 

『引きこもる人に必要な支援…指導ではなく』                         

講  師  高 橋 良 臣 登校拒否文化医学研究所所長 臨床心理士 獣医師 牧師 

司  会   清 水 隆 善 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  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：山梨メンタルフレンド研究会 

共 催：登校拒否文化医学研究所 

後 援：山梨県教育委員会（継続申請中） 

    専門学校甲府医療秘書学院 

    山梨県臨床心理士会 

NPO法人 山梨いのちの電話 

 

 

 

 

 

＊引きこもる人に対して、本当に必要な支援とは何であるのか、ご一緒に考えてみましょう。 

日 時：平成３０年５月１２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） 

連絡先：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）  

                 お電話での照会は午後７時過ぎに願います。 

＊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。 



ＷＡＮ基金助成事業  

 

 性暴力禁止法をつくろうネットワークは、性暴力をめぐる包括的な法制度整備を求めて活

動しています。刑法性犯罪は 2017 年 6 月に 110 年ぶりに大幅改正が実現しました。し

かし、暴行・脅迫要件がそのまま残るなど、必ずしも十分な改正とは言えません。 

 また、2016 年 5 月には、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの根拠法と

して性暴力被害者支援法案が野党共同提案で国会に上程されましたが、残念ながら廃案にな

っています。被害実態に即した法制度整備を実現するために全国の現場の声を反映させる必

要があります。そのために全国縦断ワークショップを開催しますので、是非ご参加ください。 

「性暴力禁止法をつくろう！」全国縦断ワークショップ in 静岡 
 

性暴力被害者支援センターにおける 

被害者支援 

 主 催 ： 性暴力禁止法をつくろうネットワーク 

 共 催 ： 特定非営利活動法人 Safety First 静岡  
 

※本事業は、ＷＡＮ基金の助成を受けて実施しています 

201８年 全国縦断ワークショップ 静岡会場 

  日 時 ： ４月２１日(土) １３：３０～１６：３０  

会 場 ： 静岡県男女共同参画センター あざれあ  

講 師 ： 周藤由美子さん（性暴力禁止法をつくろうネットワーク共同代表、 

                京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター  

                京都 SARA スーパーバイザー） 

        川村法彦さん（静岡県くらし・環境部 県民生活局 くらし交通安全課）      

  定 員 ： ５０名  

  参加費 ： ５００円 

事前申し込み： メールにて下記までお申し込みください。 

          NPO 法人 Safety First 静岡  

             E-mail safety_first_shizuoka@yahoo.co.jp 

 

成人女性の１３人に１人が強かんなどの性暴力被害にあい、３人に１人が DV 被害に苦しみ、

７人に１人が暴力による生命の危険にさらされ、４日に１人ずつ妻が夫の手にかかって殺され

続けている社会があります。（平成 29 年度内閣府・平成 29 年版犯罪白書） 

/ 

） 

♯MeToo（私も） 

♯WeToo（私たちも行動しよう） 
 目をそらさずに、私たちの課題として向き合う 

  

 性暴力の根絶に向けて 

 全国縦断ワークショップを静岡で開催します！ 



 

EMDRのエキスパートであった David Grand博士によって精神分析、ソマティックエ

クスペリエンス、そして EMDR等の影響を受けて 2003年に米国で開発されました。 
・	 視野上に「ブレインスポット」と呼ばれるトラウマと関連した目の位置を特定し、フォーカスして処

理を行う BSPは「見る位置によって感じ方が変わる」というキャッチフレーズで言い表されます。 

・	 多くのデモンストレーションと実習を用意していますので、体験的に充実した学びができます。	

	

【日時】：2018年 6月 1〜3日（3日間のトレーニングです） 
	 	 	 	 	 1日 10:00〜16:30／2・3日：9:30〜16:30 
【会場】：東京都新宿区四谷 3-12 丸正総本店ビル 6F	 ワイム会議室 
	 アクセス：東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 1番出口 徒歩 1分 
 

【トレーニング内容】3日間共に、レクチャー・デモンストレーション・実習を通じて習得します。 

1日目：	 視野上にトラウマを見つける最も基本的な技法、アウトサイド・ウインドウ BSP 

2日目：	 来談者のフェルトセンスからトラウマを視野上に見つけるインサイド・ウインドウ BSP、

来談者が見つめる場所からトラウマを見つけるゲイズスポッティング 

3日目：	 複雑な問題を抱える来談者の援助として BSPを活用するリソースモデル 

【定	 員】 ：70人	  
【受講料】 ：《早期申込（～5月 4日まで）》	 75,000 円 
	 	 	 	 	    《通常申し込み（5月 5日～前日まで）》	 80,000 円  

	 	 	 	 	 	 	     懇親会（2日目夜）3,000円 

【受講資格】：臨床心理士、医師、その他	 「その他」についてはお問い合わせ下さい 

※終了後、日本臨床心理士資格認定協会の研修ポイントが取得できる研修機会として申請予定です。 

【申し込み方法】：下記 HPより申し込みください。 
https://peraichi.com/landing_pages/view/20180601to03phase1btij	
【講師】	 鈴木孝信	 国際 BSP トレーナー   
（多摩ネット心理相談室代表；赤坂クリニック；ブレインスポッティング・トレーニ

ング・インスティチュート日本［BTI-J］代表） 



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～

２０１８．３．１０

独立行政法人地域医療機能推進機構

埼玉メディカルセンター 心理療法室

花村温子（臨床心理士）



独立行政法人
地域医療機能推進機構
埼玉メディカルセンター

平成２６年１２月グランドオープン
３９５床
神経精神科は８階東病棟内に１０床

駅から
徒歩3分です



埼玉メディカルセンターの紹介
（旧称埼玉社会保険病院・・・2014年4月より現名称）

• 地域の中核的な役割の総合病院 許可病床395床

• 標榜診療科 19科

• 老人保健施設、健康管理センター併設

• 職員数 医師約80名 看護師約350名

その他約150名（栄養士、薬剤師、放射線技師・・・）

• 臨床研修医、各医療スタッフの実習施設となってい
る

• 近隣の中学生の職業体験実習も引き受ける



神経精神科の紹介
• 常勤医師 ３名 非常勤医師４名
• 外来担当事務員2名、外来担当看護師1名
初診は完全予約制 1日に２～３名診療
再診は医師2名体制
精神科ベッド有（一般内科との混合病棟で10床）

• 身体の診療科とすぐに連携できるメリット有。
• 「精神科病院は抵抗があるが大きい病院の方が安

心」という方が集まる
• 麻酔科と連携の上、手術室で修正型電気けいれん療

法も行っている
• 関連の深い科としては心療内科で摂食障害を診療。



当院における心理職の仕事

以下を主として精神科医師とともに行い、他専門職と
の連携も適宜行っている。

• 個人精神療法（子どもから高齢者まで）
• 心理検査(ﾛｰﾙｼｬｯﾊﾃｽﾄ､知能検査、認知機能検査など)
• 集団精神療法 ３種
①家族以外の方と交流を持ちにくい方を対象の中心
としたグループ。季節行事、料理など

②体から心をほぐすことを目的にした、リラックス
を主体としたレク的グループ

③コミュニケーションの上達を目指す方が対象の
会話中心のグループ



３、当院における心理職の仕事（２）

（精神科以外の他部門・他職種チームとの業務）

• 緩和ケアチーム参加
• 認知症ケアチーム参加new!
• 乳がん術後の方の自助グループへの参加
• 他科へのコンサルテーション・リエゾン活動
（医師と共に）

• 院内での研修や研究への協力
• 新入職員向け講義「メンタルヘルスについて」
• 実習生指導（心理・福祉・看護・養護教諭・職場体験の中学生）

• 研修医指導
• 職員メンタルヘルスチーム参加



ある1日
7:40 家を出る

8:15 病院に到着

8:30 始業時間（人事課に出勤管理表や日誌を提出にいったりします）

9:00 外来診察開始 うつ状態男性との面接（30分）

9:30 2週間前に心理検査を行った方に結果説明（30分）

10:00 ひきこもりが長く続いていた女性との面接（50分）

11:00 発達障害＋うつ病の女性との面接（50分）

12:00 夫を突然死で亡くした女性との面接（20分）

12:30 慢性疾患を持ち、不適応状態の女性との面接（30分）

13:00 お昼ご飯（お昼を食べながら実習生指導などを行うこともある）

13:30 午後のグループ準備、打ち合わせ

14:00 集団精神療法（実習生も参加）

15:30 集団精神療法アフターミーティング（実習生指導含む）

17:00 職員メンタルヘルス対策チーム委員会（約40分）

18:00 入院患者さんに会いに病棟へ

19:30 職場を出る



月 火 水 木 金

9時 カウンセリング

心理検査

カウンセリング
カウンセリング

10時 カウンセリング カウンセリング カウンセリング

認知症ケアチーム回診
11時

病棟看護師長と実習生
受け入れ相談 カウンセリング カウンセリング

12時 カウンセリング
乳がん自助グループ
参加（月1回）

13時

精神科病棟カンファレン
ス

栄養部と集団療法にお
ける料理教室打ち合わ
せ

カウンセリング

カウンセリング

緩和ケアチーム回診

集団精神療法プレミー
ティング・準備

集団精神療法プレミー
ティング・準備

14時

集団精神療法

病棟での面談、リエ
ゾン活動

集団精神療法心理検査フィードバック
面接 病棟での面談、リエ

ゾン活動
15時

認知症ケアチーム会議
（月1回）

集団精神療法のアフ
ターミーティング（実習
生指導含む）

カウンセリング

16時 入院患者の件で多職種
ミーティング・医師の病
状説明同席

集団精神療法のアフ
ターミーティング（実習
生指導含む）

17時
緩和ケアチーム委員
会（月1回）

職員メンタルヘルス
チーム会議（適宜）

18時 院内研修

ある1週間



• 面接での様子

• 面接室は診察室
と同じ広さなの
で決して大きく
はない

• 身体を動かした
い子どものプレ
イセラピーには
不向き



現場で学んできたこと～
実習生・駆け出し心理士の頃

・いくつかの総合病院に実習・非常勤で入り、

それぞれの施設で働く心理士をはじめ、医師やそ

の他の専門職の働き方を見ることになった。

・カウンセリングを実施している症例での

医師-心理職の関係性の多様さや、そこで働く心理

士の現状を知っていった。

・特に他の専門職種から教わる・学ぶことが多かった。

・他の職種の職業意識の高さ、専門性、多忙さ、厳し

さ・・・



A病院

•精神科医2名

•常勤心理士1名

•病棟有り（開
放）

•ベテラン看護師
多数

•集団療法が盛ん

•医師は森田療法
系（のち、森田
＋精神分析系）

Ｂ病院

•精神科医４～5
名

•非常勤心理士5
名

•病棟有り（半
開放、保護室
有り）

•精神科合併症
医療

•医師は認知行
動療法系

Ｃ病院

•精神科医3名

•常勤心理士2名

•病棟は内科と
混合（開放）

•看護スタッフ
は精神科看護
専属ではない

•医師は精神分
析系

A病院での業務

集団精神療法
個人精神療法
心理検査

Ｂ病院での業務

集団精神療法
のちに

個人精神療法も
加わる

Ｃ病院での業務

集団精神療法

正職員になり
現在の業務へ
（当初は個人・
集団・心理検査
からスタート）

（共通して）看護師長を筆頭にチームワークの良い病棟、地域に
根ざした優秀なソーシャルワーカーの存在



（初期に）見聞きした心理士につ
いての色々

カウンセリングを実
施している患者さん
について、心理士と
医師が話している様
子が見られない。面
接室は、精神科外来
と遠く離れている。

現状を見て・・・
私の思っていた医療で働く心理士の

イメージとは違っていた
でも、この現状はどうなのか？いいのか？
「これがスタンダードの心理士なら、

私は心理士にならない方がいい」と思った
医師や看護師の意見にばかり賛同して

しまう自分もこれでいいのか、と思えた。
心理的支援だけで関われるケースは医療場
面ではほとんどないという現実を知った。
患者の目線で動くソーシャルワーカーの

働き方に、親近感を覚えた。



現場で学んでいったこと
• 複数の現場で様々な医師、心理士、看護師、
ソーシャルワーカーを見て、精神医学的診断の
考え方、治療方針の立て方、患者への関わり方
などを学んでいった。反面教師的な学びもあり。

• 医師も学派が複数であること、病院も形態が
様々であることが学びになった。

• 上級者と自分の考え方が違うと「私が間違って
いる？」と思わざるを得ないが、私の考えも間
違ってはいないらしいと、思い始める

→これは、患者さんも、「先生が言うならそう

なんだ」と思わされているのかも？？と気づく。

• 1対1の治療にとどまらず、入院治療としての集
団や、集団精神療法で人と人が相互作用により
支え合っていく様子に興味を引かれた。

• 医師、看護師、心理士では終わらない多職種に
よる支援、地域支援のあり方などを学んだ。他
の職種の役割を知り、尊敬が強くなった。

• 集団精神療法や精神科リハビリテーションにつ
いて授業で学ぶ機会はなく、まさに現場で学ん
でいった。

• 統合失調症は、知っているつもりになっていた
のは陽性症状ばかりで、陰性症状について症例
から学んだ。

• 医師が多数を占める学会で学ぶことも増えた。



病院という現場から学んだこと

事例と接する上で学んでいったこと、

現場ならではの学びが多数

人は人との関わりの中で変わっていくということ

チームでの関わり

１ 現場でクライエントに接して

学んだこと

２ 現場の他の専門職から学んだこと

３ 現場の先輩心理士たちから学んだこと



事例から学ぶ

「臨床心理学の研究においては、事例研究が
極めて重要である。そのことは臨床心理の実際に
従事しているものにとっては自明に近いものであ
る」（河合隼雄、2001）

「事例研究とは、治療者が自身の素質向上を目指し、
かつ望むらくは、技法の工夫、理論の提示を当面
の目的とするが、その結果はクライエントの関わ
りに還元され、活かされていくものでなければな
らない」（村瀬嘉代子、2001）



病院心理職としてのやりがい

• やりがい＝苦労の裏返し？

• 他の、たくさんの職種とコラボレートしながらの
治療・作業に参画できることの面白さ

• （自分が担当せずとも）様々なケースに出会える

• 長い目でケースを追っていくことが可能

• その方の成長過程を見守っていくことができる

• 医学知識や薬物療法に関する情報が入りやすい

• 期待されているが誤解も多い「心理士って何をす
る人？」「だまって話だけ聞いてればいいんで
しょ？」



ケース紹介

• Aさん、統合失調症の女性

• Bさん、うつ病の女性

• Cさん、悪性腫瘍の女性

• Dさん、内科入院の男性

• Eさん、統合失調症の男性



「その人らしく生きる」
を皆で支える
それぞれの症例で病院内の資源、病院外の資源
が活用されているが、支援過程で患者さんご本
人が支援スタッフを上手に利用することができ
るようになり、その方なりにご自分で活動する
力、コントロールできる力を取り戻していった

しかし、病状により再びその力が低下している
ときには状況に応じた手助けが必要である

今、どんな援助、どの職種が
この人に必要なのかを見立て、連携する



何をどのように
アセスメントするのか

・対象⇒クライエント、家族、医療チームのメンバー、支

援者である自分自身・・・

・何が今、どう必要な支援なのか？

・心理検査を用いてのアセスメント／心理検査を用いずに

見えてくる範囲からのアセスメント／多職種の情報を統

合してのアセスメント

・今困っているのは誰で、どのような内容なのか？（困っ

ているのが本人ではない場合も）



アセスメントを
治療につなげるために
（「リエゾン現場におけるアセスメントを治療につなげるために」より
花村、2015）

① 依頼者のニーズをつかみ、まず予習して関わる

こと

② 先入観無く本人に会ってみること

③ 心理検査のみの関わりを避け、本人の思いを

きちんと聞くこと

④支援ツールの引き出しを多数持っていること

⑤「できていること」「できていないこと」を

共に取り上げること



アセスメントを
治療につなげるために（２）
（花村、2015）

⑥コミュニケーションの中で見えてくることから理
解を深めること

⑦年齢やライフサイクルからその時期に生じやすい
問題を想像してみること

⑧検査で得られた数値の意味をきちんと理解し相手
に伝えること

⑨アセスメント結果を支援の方向性決定に役立てら
れるよう、適切なフィードバックを行い、チームで
共有すること

⑩アセスメント結果は日々変化していくものだと心得
ること



チーム医療とは

「チーム医療とは、『医療に従事する多種多様
な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、
目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互い
に連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応
した医療を提供すること』と一般的に理解され
ている。｣

チーム医療の推進について
（チーム医療の推進に関する検討会報告書）

厚生労働省 平成22年3月19日



チーム医療の図
（チーム医療推進協議会 参加団体を中心に作成）

チーム医療推進協議会 作成

いつも一緒に働くのはど
の職種？

どんな動きをしている？

チームの輪に
ご本人やご家
族も入って、
ともに問題と
向き合うん
だ！



Ｂさん

産婦
人科
医

助産
師

精神
科医 臨床

心理
士

薬剤
師

管理
栄養
士

看護
師

ご家族

ＭＳＷ

心理的・
社会的
な辛さ

各職種がチームで関
わっているが、現在
病気によるつらさや、
喪失感がひどく、ご
自分では問題に対処
できない状態

Ｂさんの例：
治療開始
時点のチーム



Ｂさん

産婦
人科
医

助産
師

精神
科医

臨床
心理
士保健

所の
保健
師

管理
栄養
士

看護
師

ご家族

ＭＳＷ

ご本人の

心理社会的
なつらさ

薬剤
師

Ｂさん自身が主体
的に問題に取り組
む姿勢を援助する

ご本人・ご家族も含めた治療
チームを形成

各専門職種の関わりにより、ご
本人がご自分で問題に取り組
む力を取り戻す

各専門職種の
関わりの
結果・・・



チーム医療におけるやりがい

チームで一つの方向に向かっているときは、辛いと
感じない。スタッフのメンタルヘルスにとっても良
いと感じる

他の職種とコラボレートしながらの治療・作業に参
画できる。様々な分野の「プロ」に会える

多職種で関わることで立体的な支援が可能にな
る・・・今、この人には何が一番必要な支援か？

他の職種と関わり、他の職種を知ることで、自分の
職種の立ち位置、自分の出来ること出来ないことを
振り返ることが出来る・・・今必要なこと、自分に
出来ることを現実的に考える

「その方の決意、歩みに寄り添っていく支援」を、
多職種で、自分の得意分野を活かして関わっていく



心理職が医療で働くために
大切にしたいこと
１，医療の仕組みを知る

２，現代の医療を取り巻く情勢を知る

３，医療関連の法規等を知る

４，チーム医療について知る・他の職種を知る

５，医療における倫理を知る

６，医療を安全に行うために気をつけることを知る

７，医療において心理職に求められているものは何かを知る

８，自分を知る



支援ツールのバリエーション
クライエントもチームの一員と

いう視点

多職種連携・チーム支援の
やりがい、楽しさをいかに
伝えていくかの工夫

社会人として
のマナーと

社会常識を
どう培うか

専門職としての
健康の維持・

自分を振り返っていくこ
との必要性（自分の得意
不得意のアセスメント）

現場で、いかに役
立つと思ってもらえ
るか、多職種のな
かで「生き残る」

か？

現場での指導者とし
てのあり方の研修

後輩を育てる、という
意識の薄さ

多職種連携による支援を目指すにあたり現在の
心理職に不足していると思うこと

国家資格に
なる自覚・覚悟

大学と

現場の連
携は？



中央社会保険医療協議会

（小委員会→総会）

日本医
師会

内保連
（内科系学会）

外保連
（外科系学会）

看保連
（看護系学会）

各学会単独

団体単独

職能団体単独

チーム医療推進協議会

（日本臨床心理士会）

厚生労働省保険局医療課

改定内容の決定へ（中医協から厚生労働大臣に答申）

改定前年度の前半中に
要望を提出、ヒヤリング
などあり

（会員の皆様からの要望）

診療報酬改定へ向けての要望取り扱いルートについて



1） 病棟チーム医療加算の新設
2） 生活習慣病チーム医療加算の新設
3） がん患者外来チーム医療加算の新設
4） 緩和ケア診療加算要件の見直し
5） 救急チーム医療加算の新設
6） 透析チーム医療加算の新設
7） 「認知療法・認知行動療法」の改訂
8） 認知症ケア加算要件の見直し
9） 「精神科訪問看護・指導料」の改定
10） 「精神科デイケア」の施設基準の改定に関する要望
11） リハビリテーション病棟への臨床心理士の配置要望
12） 周産期チーム医療加算の新設に関する要望
13） 臨床心理・神経心理検査の点数決定時に関する要望

平成30年度 診療報酬改定に向けて
日本臨床心理士会から提出した要望

以下のチームなどで臨床心理士が活用され、診療報酬上で
評価されるような内容で要望書を作成し、厚生労働省に提出した。



現代の社会情勢・医療を取り巻く情
勢を知る
• 医師の偏在（地方の医師不足）・病院閉鎖

• 看護師不足

• 産科・小児科・外科などの医師不足

• 救急医療の受け入れ問題

• 医療事故・訴訟

• モンスターペイシェント

• 「医療者の過剰労働」と「医療の質の確保」に

おける葛藤

• 高齢者・認知症の増加

• 病院から地域へ



世の中の医療・心理支援に関する
政策などを知っておく
• がん対策基本法（2016年成立）・第3期がん対策推進基
本計画（2017年10月閣議決定）

若い世代のがん対策、緩和ケアのさらなる充実、

ゲノム医療の充実、がんと就労の問題 など

• 自殺総合対策大綱の見直し（平成29年7月閣議決定）

若い世代の自殺防止、学校での予防教育、

スクールカウンセラーの配置推進など

• いじめ防止対策推進法（2013）

• 過労死等防止対策推進法（2014）

• ストレスチェック制度（改正労働安全衛生法）（2015）

• 医療制度改革、精神保健福祉法改正

・・・など



心理職として心がけていること
１、アクセスしやすい専門職であること

２、専門職の前に常識ある社会人であること

３、チーム全体で何が起きていて何が必要なのかのニーズを

的確につかむこと

４、患者（利用者）、家族もチームの一員とみなし、必要な

関連職種が集まってチームを組むこと

５、他の専門職を知り、尊敬すること

６、自分の力量の限界（個人的なものと職種としてのもの）

を知り、一人で抱えないこと

７，日々のおしゃべり・宴会・おみやげ・気遣い、地域の会合・・・

周囲とより良いコミュニケーションを！！



「病院の中でいかに信頼を勝ち取っていくか（職員
からも患者さんからも）」を常に考えて行動する。

「この心理士さんになら、○○さんも心を開くので
はないか」と他のスタッフに思ってもらえるように、

臨床心理士が信用を得るためには・・・

• 常識ある社会人であること

• 謙虚でいること。相手を尊敬すること

• 自ら面接室の外に出ていくこと、「私」を知っても
らうこと（病棟その他の忘年会などにも積極的に参
加）

• 「普通」の視点を大切にすること

• わかりやすい言葉で、相手にあわせたチャンネルで
伝えるようにすること

• わからなくなったら人に聞くこと



• バイオ（生物）・サイコ（心理）・ソーシャル（社
会）の視点をバランス良く持つこと

• 自分が何をどこまで出来るかを知ること、相手も何
が出来て何が出来ないかを知ること

• 現場に出てから知ることも多く、常に勉強の姿勢で
取り組むこと

⇒またそれを業務の中で後輩にどう伝えていくか

・・・現場教育、卒後教育の重要性

• 「医療の一端を担う仕事」としての自覚。

「病院の人」である。医療チームの一員。

⇒医療業界のルールに従うが、心理職としての

自分も忘れない

• 相手の健康な部分と病的な部分の度合いを見ること



こんな臨床心理士はダメ！

 面接室にこもっている
 常識知らず、世間知らず、挨拶もし
ない
 相手（患者のみ）しか見ていない
 他職種にリファーしない
（職種を知らないからリファーできな

い）
 一人で支援できると思っている。
 患者さんに上から目線
 皆が集う場に出てこない。それで良
いと思っている

自分の施設で
自分は何を求
められている
かを理解した
うえで動く

人として素直に、知っ
たかぶりをせず、心理
職の限界や自分の力量
不足についても謙虚に
認め、他の職種から学
ぶ姿勢を！「わからな
いことは聞く！」



倫理面に関して注意していること

• 相手に対する思い入れや先入観などによって態
度が変わっている危険性を自覚すること

• ニュートラル（中立的）な態度を心がけること

• 守秘義務の大切さと、時には守秘義務より優先
しなければならないものの見極めをおこなうこ
と

• 「倫理」とは・・・法律以前の問題としてクラ
イエントを守り、援助者も守るもの

•



多職種連携コンピテンシー

チーム医療推進協議会平成28年度第1回研修会資料
春田淳治先生作成スライドより改変

• コア・ドメイン
▫ 患者・利用者・家族・コミュ
ニティ中心

▫ 職種間コミュニケーション

• コア・ドメインを支え合う
4つのドメイン
▫ 職種としての役割を全うする

▫ 関係性に働きかける

▫ 自職種を省みる

▫ 他職種を理解する



働く上でのマナーができているか？

社会人としての言葉遣い、ふるまい、気遣い

身だしなみ（髪型・爪・化粧・アクセサリー・服装・

清潔・・・）

→（医療現場では）感染対策・医療安全対策

他の専門職種の業務を知ろうとしているか

医療の基本を知っているか

他の職種と連携をとって、最善を尽くそうとしているか

支援チームの一員としての自覚があるか

専門職とは、「インタープロフェッショナルワーク」が
できること



失敗事例から振り返る

失敗１

実習時代に「お話し相手になってあげて」と言わ
れた入院患者との関わり。

失敗2

院内で、いきなり横で患者さんが転んだ時の対応。

インシデント・アクシデント対応

他者から学ぶ

災害時対応



わかりやすい記録を心がける

• チームで支援していくために必要な情報共有

• 情報は開示される可能性があると考える

• 医療記録では治療の実施計画書なども掲載。

リハビリテーション実施計画書、看護計画なども同様

• 心理職も「どういった経緯で関わることになり、どう
説明したのか、本人の同意は得られたのか、その中で
どう関わっていく計画なのか」「それをどう実行した
か」をわかりやすく記載する必要有り。心理用語は使
わずに記載

• 検査結果も他の職種が参照しやすい記載を。

• 事実の記録をきちんと行う（医療訴訟などに利用され
る可能性もあり）



自分を見立てる
• どうしてこの職を目指したのか？

• 苦手分野はどういう対象か？

• 思い入れしやすい分野はどういう対象か？

• 自分の力量は今どのくらいか？できないことを抱え
ていないか？

• 心理職として、自分に求められているものは何か？

• 自分はどういうコミュニケーションパターンをとる
か？「こういう場面でいつもどうなる？」

• 自分の「疲れたサイン」・ストレス対処法を知って
おく

• 自分のこれからの課題は何か？どんな心理職として、
どんな人間として生きていきたいか？

「チーム支援」を苦手とする
心理士はいて当然と思います

すべての心理士がチーム支援を得
意とするわけではありません

この職場で働き続けて
いいのか？

自分にとっての「適材適所」を
考える

指導者側もその視点を



自分を取り巻く環境を見立てる
• 自分の勤務先はどういう機関か？雰囲気は？

• 自分の勤務先の地域はどんな場所か？

• 地域で紹介する資源はどんなものがどこにあるか？

• 自分の雇われ方は？常勤か、非常勤か。特定の分野に従事す
るのか、違うのか。何を求められて雇用されているのか？

• 誰を対象に仕事するのか？

• 一緒に働く人はどんな人か？（職種やキャラクターも含め
て）上司は？同僚は？後輩（部下）は？誰と主に仕事するの
か？頼りになりそうな人は誰か？

• 愚痴を共有できそうな人は誰か？

「社会」のなかで、上下関係や、
物事が決まっていくプロセスな
どを知る。「お金」がないと物
事は動かないという現実や職種
のヒエラルキーなどを知る。
「正しい」と思われる要求がす
べて通るともいえない現実を知
る。理不尽なこともあるかもし
れませんが、それも現実。



関係性や組織を見立てる

• 今この患者さんは、誰に一番心を開いているか？

• 自分（心理士）の関わりにどう思ってくれている
か？

• この患者さんと家族はどういう人たちでどんな関係
か？

• この病棟やチームでは、何が起きていて何がうまく
いっていないのか？

• この職場は、全体として何が問題か？

• どこにどう話を持ち掛けるのが良いのか？

• 誰かが暴走していないか？

• 一番権限を持つのはだれか？今、この事態で有効に
動くにはどこに繋がればよいか？



心理職が苦手としてきたこと
⇒向き合わなければいけないこと

 面接のなかで「病態水準や薬・身体疾患の影響」をみる力
と、その人だけでなく取り巻く環境まで含めたアセスメン
トの不足。

 地域や医療機関の特性に合わせた支援。

 傾聴により深まる効果とリスクを感じること

 本当に相手に役立つ意味の「連携」が下手

 不安を拡げない聴き方、距離の取り方、話のおさめ方。
（「寄り添い」「深める」を強調しすぎ！？）

ケースの病態・状況に合わせて調整する柔軟性

医療における収益・効率性のバランス

ケースや、自分の限界を知ること



対人援助職の基本に立ち返る

• 基本は「相手の話をきちんと聞けるか」

→この方は何に困って、何を求めているのか？

何が必要な支援か？

• 「相手の話を聞き、ともに考える」姿勢から、
医療で提供できること、自分の職種で提供でき
ることなど、何が出来て何が出来ないのかを
探っていく。心理・社会・生物学的な要因のバ
ランスを考えてアセスメントを行う。

• 相手に興味を持ち、尊敬し、心を尽くして対応
を行う。その中から見えるものを確かめる。



「心理職はいったい何をしている
の？」と思われないために
自己点検を
• 自分の行っている支援が、心理士の自己満足で支援
の押しつけになっていないか？を振り返る

• 情報を多職種で共有し、ご本人、ご家族にも検査結
果などをフィードバックしながら支援を行う。心理
士の関わりの結果を他の専門職に伝えていく。わか
りやすい記録を心がける

• 相手（患者の本人であったり、協働する専門職で
あったり）をリスペクトする姿勢を忘れない

• 困っているのは誰か？を見極める。そこにあわせた
支援を



今後の課題「公認心理師」の時代へ
国家資格化されきちんとした評価を受ける立場になることの
自覚を。他の職種の養成教育・生涯教育から学ぶ視点を。

養成教育カリキュラム、実習教育の質の均一化と、現場での
評価を。近接職種について学ぶ機会を。現場に出てからの卒
後教育の整備と、現場で後輩を育てていくという自覚とシス
テムの構築を。

養成教育の中で、医療の知識、チーム支援、グループの視点
を。更なる倫理教育の必要性。

他の専門職と意見交換、議論しあえる関係を。

相手のニーズによって選択できるように複数の心理支援の
ツールが学べるような教育を時代の流れ、現在の医療のニー
ズに沿った心理職の在り方を考える。

ともに学びあう努力（後輩育成含む）・仲間と繋がる努力

職能団体としてさらに団結し、外部に発信していく努力



全ての方が自分の望むところで生
活できる支援を！

「地域包括ケア」から「地域共生社会」へ
心理職も生活を支援する一員になるために、

医療機関の中だけでなく地域へ！

厚生労働省ＨＰより



日本臨床心理士会第3期前期医療保健領域委員
会作成・階層別 達成目標(試案)

初級 中級 上級（指導者レベル）

概ね経験5年以内 概ね経験5年から10年 概ね10年以上

基本的
態度・姿
勢

達成目標
チーム医療の一員とし
て支援に参加できる

達成目標
チーム医療の一員とし
てリーダーシップを持っ
て支援に参加できる

達成目標
チーム医療の中で心
理支援の推進、提案
を行うことができる

目標を達成するために
必要な事項

組織の一員として自覚
を持った活動をする・
他の職種の業務内容
を知る・自分の組織に
おける心理士の立ち位
置を知る・組織とはどう
いうものか、チームと
はどういうものかを知
る・医療の基本（感染
管理や医療安全など）
を知る・自分の担当す
る業務内での医療用
語や疾患の知識を得
る・多職種連携を行い
ながら円滑に業務を進
める

目標を達成するために
必要な事項

（初級の段階の知識を
持った上で）自分の組
織に見合った心理士と
しての活動が出来る・
必要な部署との適切な
コミュニケーションが取
れる・地域の組織も理
解する・関連法規を知
る・他の職種に対して
の働きかけを積極的に
行う・研修の企画が出
来る・コンサルテーショ
ンを行うことが出来る

目標を達成するため
に必要な事項

（初級・中級の知識を
持った上で）より高度
な専門知識を深める・
自分の関連する分野
における研究を知って
おく・チーム内での倫
理意識の向上や、患
者満足に向けての取
り組みを行える・初級・
中級の内容を踏まえ、
指導を行うことが出来
る

達成目標
必要な心理支援の判

断ができる
達成目標

状況に応じ柔軟な心理
支援の選択・判断が出

来る
達成目標

心理支援の判断につ
いて指導・助言が出来
る

目標を達成するために
必要な事項

指導を受けながら緊急
度の判断が出来る・必
要な介入を行うことが
出来る

目標を達成するために
必要な事項

初級の内容を踏まえ、
今の段階で必要な支援
が何かを理解し提供で
きる・必要な支援を提供
する・他の職種と連携
できる

目標を達成するため
に必要な事項

初級・中級の内容を踏
まえ、指導を行うこと
が出来る。



知識・技
法

達成目標
指導を受けながら心理
アセスメントによる支援
計画を作成する

達成目標
心理アセスメントによる
支援計画の作成を行う

達成目標
心理アセスメントによ
る支援計画を導できる

目標を達成するために
必要な事項

指導やスーパービジョ
ンを受けながら心理ア
セスメントを行い、具体
的な支援計画が立てら
れる・誰が読んでもで
もわかりやすいきちん
とした報告書を作るこ
とが出来る

目標を達成するために
必要な事項

初級の内容を踏まえ、
必要な心理アセスメント
を選択し、複数のテスト
バッテリーから支援計
画をたてる・それをもと
に本人や家族、支援
チームのメンバーにわ
かりやすく説明できる。

目標を達成するため
に必要な事項

初級・中級の内容を踏
まえ、指導を行うこと
が出来る。

達成目標
心理面接をはじめとす
る心理支援の実践

達成目標
より本人の状況に合わ
せた適切な心理支援の

実践
達成目標

心理支援の判断につ
いて指導・助言が出来
る

目標を達成するために
必要な事項

指導を受けながら支援
の目標に沿った面接が
行える・複数の心理面
接技法を知っていて、
それらを実践すること
が出来る

目標を達成するために
必要な事項

初級の内容を踏まえ、
複数の心理面接技法
の中から、状況にあわ
せた支援を選択し、時
に応じて組み合わせて
実践できる・クライエント
の状況に合わせて個人
精神療法のみならず集
団精神療法や外部資
源の提供を行う

目標を達成するため
に必要な事項

初級・中級の内容を踏
まえ、指導を行うこと
が出来る。

その他

達成目標
研究の視点を持って業
務を行うことが出来る

達成目標
臨床で得られた知見を
研究とし、発信すること

が出来る
達成目標

臨床に即した研究の
指導が出来る

目標を達成するために
必要な事項

疑問に出会ったときに
調べられる・必要な文
献にアクセスできる・先
行研究を踏まえて自分
の臨床や研究を実践
できる・学会発表など
を積極的に行い、自分
の実践を客観視し評価
を受ける

目標を達成するために
必要な事項

初級の内容を踏まえ、
自分の臨床を根拠を
持って説明できる・自分
の臨床の実証のために
研究の計画を立てる能
力を持つ

目標を達成するため
に必要な事項

共同の研究に携わる
実力を備える・研究指
導が出来る

＊作成して：初級段階で得て欲しい内容（卒前教育である程度身に付けて欲しい内容）が多く、段階表に
するのが難しい



８．おわりに

• 人はいろいろな人に支えられて生きている

（患者さんも、私たちも）

• （病気になっても）「その方らしく生きる」を皆で
支える

• こころを扱う＝その人の生きざまを扱う＝命を扱う

• だからこそ、謙虚に、真摯に仕事に取組み、その方
に向き合っていきたい



個人的な課題と、気になっていること

• 会社員などでは当たり前の「組織」としての部下の育
成の問題

• 部下のしかり方・伸ばし方・ほめ方

• 心理士自身のメンタルヘルス

• 心理士はどのように成長していくのか

• 若手、中堅、ベテランそれぞれの立場での困難とその
克服

• 心理士は～年目にどのくらいのことができるように
なっているべきなのか

• 自分がこれから心理職としてどう生きるか

• 辛口の外部の意見にも耳を傾ける姿勢



看護師

薬剤師

薬剤師

臨床心
理士

医師

病棟クリスマスコンサート2016

病院職員による合奏団です

・・・利用者のために本当に在るべき支援の形を考えるので
あれば，“調和と協力”を意識すべきだということが見えてく
るはずです。協調を意識した上で，専門的な知識と技能に
基づいた見立てと方法は堅持する。今後はそうした専門職
としてのかかわりが求められるでしょう。

比喩的に言うと，チームの中の専門職の一員として人を
支援することは，オーケストラでシンフォニーを演奏していく
ようなものかもしれません。

・・・オーケストラの中のそれぞれの楽器に注目してみると，
長い演奏時間の中でほんの数小節しか演奏しない楽器も
ありますよね。ですが，本当に力のあるプロの演奏家は曲
全体の譜（スコア）を読み，全体の進行を考えて自分の担
当パートを演奏できる。心理職もそうあるべきだと思うので
す。 （村瀬、2015）



おわりに

 人はいろいろな人に支えられて生きている
 自分一人で相手を支えたという万能感に陥らない
 その方が現状を受け入れて前に進もうとする静か

な決意に寄り添う支援を
 相手の立場を思いやり、相手を理解しようとする

こと・相手に必要なことを考えていくことがクラ
イエント中心の支援であるし、アセスメントの本
質はそこにある。「相手」とはクライエントの時
もあり、支援チームのメンバーの時もある

 病院はいのちを扱う現場、人の生死、様々な生き
ざまがそこにある

 こころを扱う＝その人の生きざまを扱う＝いのち
を扱う・・・だからこそ真摯に謙虚にいなければ
ならない



私を助けてくれる仲間や後輩たちです

ご静聴ありがとうございました
hana1011@mvf.biglobe.ne.jp
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