
 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  

この度、平成 30 年度山梨県臨床心理

士総会において、会長として承認された  

深沢孝之と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

当会は、平成 5 年 9 月 4 日に発足し、

今年で 26 年目になります。わずか 10 数

名の会員からスタートしたそうですが、今や会員数 150 名を超

え、教育・医療・保健・ 福祉・司法・産業・矯正・私設相談

等、県内の様々な分野においてこころの専門職として活躍して

いただいています。これも会員の臨床心理士諸先生方のたゆま

ぬ研鑽と努力、実践の賜物と深く感謝申し上げます。 

一方で今年度は、心理職の初めての国家資格である公認

心理師が誕生しました。当会の会員も多くの方が取得されたと

思います。私も現任者講習会を受け、久しぶりに試験勉強な

るものをして、何とかいただきました。最新の心理学や隣接諸科

学の諸概念や理論を詰め込み、頭の体操になったというか、強

引に脳の筋トレをした感じです。 

とにかく、心理職にとって念願の、悲願の国家資格実現とな

ったわけですが、現在、公認心理師と臨床心理士の在り方に

ついての議論が全国各地で行われているようです。 

私たちも他人事ではなく、自分事として考えなければならい

時になりました。まずは心理職の職能団体の在り方について、

会員の皆様から、また県民・住民の方々のご意見も拝聴しな

がら、より良い方向性を検討していきたいと思っているところです。 

どうか、ご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 国家資格公認心理師ができた今、臨床心理士としての資

格を保持する意味とは何でしょうか？ 公認心理師試験は、

心理学の基礎知識や幅広い領域での多職

種との連携に必要な知識を問われるマーク

シート試験でした。そこで、運転免許試験に

ついて連想が浮かんできました。運転免許

試験では、教習所で実技試験をパスしてい

たからこそ、交通法規のマークシート試験合

格で免許をもらうことができたのです。もし運転免許がマークシー

トだけで取れるとなると、ちょっとした恐怖を感じます。教習所や

路上研修では助手席に教官が乗っており、非常ブレーキがあり

ました。路上研修の最初は、え！本当に私が運転していい

の？とパニクったことを思い出します。けれど自分の判断で運転

する経験を積まなければいつまでも運転技能を身につけること

はできなかったでしょう。それは臨床心理士養成にも通じます。

臨床心理士の養成指定校では、学内相談施設で院生がスー

パービジョンのもとで事例を担当する実習を行います。大学院に

入って半年余りで、事例を担当するのですが、そこには親面接

を担当する教育スタッフがおり、スーパービジョンする教員がおり、

教員全員が集まるケース・カンファレンスが運営されています。自

分の面接を記録しながら、スーパービジョンに出しながら、そして

事例論文をかきつつ、何度も考察して一事例に相当なエネル

ギーを注ぎ込んでこそ、たとえ実習生であっても担当者とクライエ

ントの間に人間関係が築かれ、その関係において心理療法的

プロセスが動き出しました。この経験を通して、心理専門職とし

ての基本姿勢や技能を身につけることができたのです。 

心理臨床技能を持つ心理専門職を養成するために、臨床

心理士の養成と試験のシステムは重要な役割を果たします。

心理専門職として多職種と連携できる基本的知識だけでなく、

大学院の実習施設で事例担当を行って基礎的な心理臨床

技能を身につけたという証明として与えられる臨床心理士資格

が今後も存続することで、心理専門職の質が維持できるので

はないでしょうか。この養成制度は、数十年をかけて日本におけ

る心理臨床のパイオニアの先生方が心理専門職としての良心

をもって作り上げてきたものです。専門職としての良心を山梨の

地においても灯し続けるために、山梨県臨床心理士会の存続

を願ってやみません。 
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今年度より倫理委員会の委員長を勤めさせていただいてい

ます。普段は総合病院で勤務し、医療現場では、急な疾患

で人工呼吸器管理になり、本人の意識がはっきりしないまま、

今後の治療や栄養管理などで、医療者も患者家族も悩む

場面など・・日々葛藤する場面に出くわします。 

日本臨床心理士会倫理綱領前文では「対象となる人々

の基本的人権を守り、自己決定を尊重し、その福祉の増進

を目的として倫理綱領を策定する」と記載されています。その

文章の重みを感じながら、日々の実践を振り返ってみると、こ

れで良いのかと思う場面があります。そのためには、学ぶこと、

そして山梨県臨床心理士会の会員と共有することが必要で

す。今年度は、12 月 21 日に東京大学医学部付属病院、

患者相談臨床心理センター長・瀧本禎之先生による「患者

相談における倫理的側面からの対応」について研修を受けま

した。「医療コンフリクト・マネージメント」とは、現場で不利益

なことが起った場合、家族は不安や葛藤に襲われパニック状

態になることがあるため、医療者側と家族の意見・価値観に

相違が生じ、対立する。これらを解決するための方法と言われ

ています。臨床現場は違ってもこのように感じる場面はあるの

ではないでしょうか？ より機能する倫理委員会になるよう努

めていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

2018 年度、研修委員会では 8 月に公認心理師試験直

前勉強合宿を、年明け 1 月に森田美弥子先生（中部大学）

をお招きしてロールシャッハ法と事例検討のワークショップを開

催しました。1 月に事例を提供してくださった細川明子会員が

体験記を寄稿してくださいました。 

 

 今回、森田美弥子先生を講師に、ロールシャッハを通し

て事例を検討するという貴重な機会を得た。 

 前半の講義では、心理アセスメントの重要性や、ロール

シャッハから得られるクライアント像の奥深さを改めて感じ、

院生時代に初めてロールシャッハに触れたときと同じような、

瑞々しい感覚を覚えた。それは、クライアントのことばを、理

論背景に基づき丁寧に理解しようとする姿勢に感銘を受

けたということだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後半の事例検討では、ロールシャッハから得られたクライ

アント理解と、事例の流れから理解されるクライアント像を

繋ぐ体験した。「人は複雑な存在でさまざまな面がある」と

理解していたつもりだが、面接で見せるクライアント像以外

の面もあるのだ、それを予測できるのが心理検査でありロー

ルシャッハなのだ、と改めて感じた。また、なぜ異なる側面が

あるか？という疑問を持ちつつクライアントに会い続けること

が、結果的にクライアントへの貢献に繋がるのだろう、とも

思えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検討した事例については、まだ「これだ」と言えるような、

まとまった考えには至っていない。しばらく経ってから「こういう

ことだったのかな」と言えるよう、今回の経験を踏まえて真

摯に事例と向き合っていきたいと思う。改めて、貴重な機

倫理委員会  
           委員長  齊藤 徳仁  

研修委員会  
           委員長  設樂 友崇  

２ 



会をありがとうございました。 

細川明子（山梨英和大学心理臨床センター）記 

 

研修委員会では引き続き、会員の専門性向上を応援して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

●2018 年度の産業領域委員会の活動 

 事例検討会を 3 回開催しました。労働分野、医療分野、

私設カウンセリングルームにおける就労や職場適応、職場内・

外部機関との連携などの事例が提供されました。ストレスチェ

ックで高ストレスとなっても自発的来談に到らないケースが多く、

対応の難しさが課題として挙げられ、また、個別カウンセリング

を行う際、どういう視点でアセスメントを行うのかについても話し

合われました。発達障害が背景にある場合には、心理士との

間で細かなズレが生じ、コミュニケーションが難しくなり、本人の

苦しさを心理士が受け取りにくくなるということが生じるため、ケ

ース運びをゆっくり行った方がいいのではないか、などが話題と

なりました。 

●産業領域の最新トピックス 

①ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科

医師と公認心理師が加えられました（平成 30 年 8 月）。

ストレスチェック制度の実施者は、産業保健や精神保健に

関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した

看護師や精神保健福祉士でしたが、必要な研修を修了し

た歯科医師と公認心理師が加えられました。 

②職場でのパワーハラスメント（パワハラ）防止を法制化へ。

厚労省によると、新たな法律を制定するのではなく、労働

者の安全と健康を守る労働安全衛生法などの改正を検討

中。具体的には、相談窓口の設置や社内研修・調査体制

の整備など企業側にパワハラを防止する措置を義務付けま

す。セクハラについては、男女雇用機会均等法にすでに規

定されています。 

 

 

 

 

 

 

本委員会では「①自然災害などによる被災者支援とその

支援体制づくり」と、「②犯罪や DV などによる被害者支援」

の 2 つのテーマを扱っています。 

①では、発災時、支援者を現地に派遣する時の体制や、

山梨が被災した場合に派遣を受け入れる際の体制づくりを

検討しています。中部ブロック会議や「避難所運営ゲーム

HUG 体験会（静岡県地震防災センター主催）」等に参加

し、そこで得られたことをヒントに話し合っています。 

②では、主にストーカー・DV・性暴力被害者支援をテーマと

しています。関係機関の方をお招きして情報交換を行うことや、

会員同士が話題を出し合うなどして、『自分達にできる被害

者支援とは何か』について検討を重ねています。 

①、②のテーマを隔月交代に、第一月曜日の 18 時半から

2 時間程度、山梨県立大学飯田キャンパスで行っています。

「トラウマの理解と支援方法」「多職種連携」といった比較的

重いテーマを扱いながらも、私たちの気分まで重くならないよう

に、サロン的な雰囲気のある講義室で、リラックスできる時間

と空間を意識しています。 

 今後もいろんなゲストをお招きし、実りある話し合いができる

会にしていきます。支援内容だけでなく、他機関がどのような

支援体制になっているのか等、興味がある方は是非、ご参加

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業領域委員会  
           委員長  佐野 孝枝  

被害者支援委員会  
           委員長  比志 真美  
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当委員会は会員４0 名であり、臨床力の向上を目指し、

技能・技術の取得及び資質の向上を図り、会員相互の連

携・交流を図ることを目的に、山梨県精神科病院協会臨床

心理部会会員（全て県臨床心理士会会員）と県士会会

員で一般病院、診療所等に勤務している会員との合同で例

会(研修会)を開催しています。例会は年 5 回開催（第二火

曜 18:00～20:00）精神科病院協会会員の施設を持ち回り

に開催しています。平成 30 年度は①山角病院「公認心理

師受験対策情報交換その１、②山梨厚生病院「公認心理

師受験対策講座その２、③日下部記念病院「精神科病院

における認知症支援の一例」、④峡西病院「心理教育に関

する取り組みについて」、⑤住吉病院「外来での集団認知行

動療法のとりくみ」でした。外部講師を招いての研修会は、平

成 29 年度は花村温子先生(日本臨床心理士会医療保健

領域委員長)を講師に「病院臨床で私が学んできたこと～総

合病院の臨床心理士として～」、今年度は小林清香先生

（日本臨床心理士会医療保健領域委員会委員）を講師

に「心理教育・医療におけるコンサルテーションリエゾン」の講義

を拝聴しました。両講師とも病院臨床における心理職の機能

と役割、場から学ぶ・事例から学ぶという命題から臨床心理

士としての基本的な姿勢や態度を言及され基本にかえって、

人と人の触れ合い、関係性をいかに構築していくかを日々考

えながら業務を遂行することの大切さ及び必要性を再認識で

きました。 

また、日本臨床心理士会を通して、厚労省に保険点数改

定時の要望も行っています。 

医療保健領域に興味関心のある方々は奮って協働してみ

ませんか。 

 

 

 

 

 

 

学校臨床心理士委員会は、スクールカウンセラーなど、教

育現場に関心のある臨床心理士によって構成されています。

教育現場ではいじめや不登校、非行、ひきこもりなど、子ども

のこころをめぐる深刻な課題がますます多様化しており、これら

にアプローチするための様々なスキルが求められています。その

ため当委員会では、スクールカウンセラーとしての資質の向上を

図るため、年 10 回の継続研修会を開催しています。今年度

より、この研修会を「スクールカウンセリング研究会」と改名しま

した。自身の関心があるテーマや専門性を活かした発表や外

部講師を招いた勉強会で研鑽を積むだけではなく、スクールカ

ウンセラー活動における困りごとなどを気軽に話し、お互いに助

け合える場となっています。また、教職員向けの講演会を開催

するなど、教育相談や生徒指導、学級運営に活かせる臨床

心理学の知識をお伝えすることもしています。 

 その他の重要な活動としては、学校内あるいは地域で重

大事態が発生した際の緊急支援が挙げられます。事故、自

殺、災害などが発生し、子どもや教職員等へのこころのケアが

必要な時に、県教育委員会と連携して対応にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

子育て支援委員会は、子育て支援の分野で活動するグル

ープです。子どもの育つ環境として、ご家庭だけでなく保育園、

幼稚園、学校などにも目を配り、連携してお子さんの発達や

子育ての相談に携わっています。 

委員会では、毎年 11 月に、子育て支援に関わる保護者

や保育者、学校の先生などを対象とした公開講演・研修会

を開催しています。2018 年度は東京学芸大学の大河原美

以教授をお招きし、「感情コントロールの力はどのようにして育

つのか」についてご講演いただきました。講演会では、「感情コ

ントロールの力は、『いやな気持ち』を抑え込む力ではなく、『い

やな気持ち』のままでいられる力であるという発想の転換が必

要」というとこと、そして「不快感情は、『安心・安全』に包まれ

ることで脳の中で自動制御されるもの」ということを脳の構造の

理解や事例から学びました。また、「『子どもを育てる』大人で

あるということは、子どもが泣いたり、困ったり、不安な気持ち

でいるだろうときに、『いやな気持ちでいっぱいだから自分（マ

医療保健領域委員会  
           委員長  清水 隆善  

学校臨床心理士委員会  
           委員  牛山 茜  

子育て支援委員会  
           委員長  遠藤 清香  

４ 



マ、パパ、先生）のところにおいで』と思えること」という先生の

言葉は、これまで子どもを「いい子」でいさせなければいけない

とプレッシャーを感じながら子育てに関わってきた多くの人に、そ

んなことはない、子どもの気持ちをうけとめ一緒に感じればよい

のだ、と気づかせてくれるものとなりました。 

今後も子育て支援委員会では講演会や研修会、勉強会

を開催し、他職種の方とも連携しながら、子育て支援に取り

組んでまいります。講演会は、保護者や保育者、学校の先

生など、約 100 名の方にご参加いただきました。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

本委員会は、「認知症」や「心身の機能や、関係性の喪

失」などマイナスなイメージを抱きがちな高齢期を「生涯発達の

一段階」ととらえ、高齢者なりに心理的に健康な部分や、積

み上げられた技能・経験の伝承など、高齢期のプラスの面を、

維持促進していくために必要なことを検討する委員会です。 

定期的な勉強会は、２カ月に一回、笛吹市内の病院にて、

事例検討や文献抄読などを中心に行っています。また、これま

でに「認知症の公開講演会」や緩和ケア・終末期医療を学ぶ

ための診療所見学会、他職種を招いて「高齢者支援におい

て心理職に期待すること」の研修会など、委員の「やりたい！」

を実現する活動も行っています。 

世界でも類をみない、「超高齢化社会」を迎える日本。医

療・保健・福祉といった、臨床心理士としての主な活動領域

に限らず、親、祖父母、隣近所といった、地域社会に生きる

個人としても高齢化や老年期の問題は身近な問題となって

きます。 

 老いはだれにでも訪れます。高齢者をさまざまな視点から捉

え、個々が興味関心ある課題について共に検討することは、

私たちの将来や生き方を見つめる事にもつながるのではないで

しょうか。 

よりよい高齢者支援の実践に結びつけられるよう、今後も

活動していきます。 

 

 

 

 

 

この委員会は、主に福祉領域で働く心理職（具体的には、

障害のある方への支援、あるいは生涯発達心理学の視点に

立った支援を行っている者）の皆さんで、２ヶ月に１回程度

の定例の研修会と年に１回外部の講師を招いてグループでの

事例検討会の開催などを予定しています。また、日ごろ抱えて

いる課題や情報交換などの交流の場ともなっています。                                            

２か月に１回の研修会では、障害児入所施設・児童発

達支援・放課後等ディサービスなど障害福祉領域で働く心理

職、乳児院や児童相談所などの児童福祉領域で働く心理

職、産業領域で働く心理職など、だいたい 10 数人メンバーが

集まります。最近では、障害児入所施設に入所する子どもさ

んの不適応状態についてのアセスメントを通して適切な支援と

はどのようなものかの事例検討を行う、また、改正された法律

（児童福祉法や障害者総合支援法など）による対人援助

職の事業への取り組みかたなどについて情報共有しならが日

ごろの業務を再確認するなどが研修の具体的な内容でした。 

スタートしてから 2 年目を迎えたまだまだ始まったばかりの委

員会ですので、試行錯誤しながら進めていくとともに、これまで

研修会などに敷居の高さを感じていた皆さんが集える場になり、

福祉臨床のあり方を探る場所でありたいと思っております。 

定例の研修会の詳細情報については、委員会事務局であ

る「こころのサポートセンター ネストやまなし」のほうにお問い合

わせください。 

 

 

高齢者支援委員会  
           委員長  三澤 知恵  

福祉臨床発達委員会  
           委員長  小林 真理子  

５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 編集後記 ● 

 昨年度までは委員会として独立して活動していた「広報委員会」ですが、ホームページの立ち上げから運用定着と 

ともに業務縮小化が少しばかり実現したこともあり、今年度からは事務局付で「広報班」として活動することになりました。

改めまして、よろしくお願いいたします。 

 そんな変遷の中でのニューズレターVol.19 作成でした。今年度のテーマカラーを選ぶ際、春色の代表である桜色と悩

みましたが、今回はビタミンカラーの一つである「オレンジ」をチョイスしました。当会の方向性は新しい展開を余儀なくされ

つつあります。けれども、受身になりすぎずに何かしら自主性を見つけていこう！という意味を込めて・・・。 

 変化への不安はいつだって付き物です。でも、そういう時にこそ、「どんな状況でも変わらない大切な部分」って一体何だ

ろう？と悩み、探していこうとする機会にもなってきたなということをふと思い出しました。皆さんにとってはいかがですか？ 

山梨県臨床心理士会 事務局・広報班：今村、齊藤、田中、望月 

Mail：psychoyamakoho@yahoo.co.jp 

※会員以外の方は、当会ホームページのお問い合わせサイトよりご連絡をお願いいたします。 
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● 事務局より ● 
 

【H30 年度の会費を納入していない方は、 

速やかにお納めいただきますようお願い致します】 
 

尚、年会費の領収書は “振込の際の控えとすること” を原則とし、「総会などの際に現金で受

け取った場合」と「本人から領収書発行の依頼があった場合」にのみ発行する、と決まりましたので

ご了承ください。 

＜会 費＞ 正会員 6,000 円、準会員 4,000 円 

＜振 込 先＞  郵便貯金総合通帳預金 

 口座 記号 10880  番号 7321171 

＜お問合せ先＞  山梨県臨床心理士会事務局 

FAX：055-223-6110  Mail : psychoyamanashi@yahoo.co.jp 

 

 

【委員会に登録しよう】 
 

山梨県臨床心理士会では委員会への参加を推進しています。登録されていない方

は新規加入を、変更・追加などのご希望は 事務局にメールにてお知らせください。 

皆様方のご参加、ご協力をよろしくお願い致します。 

６ 
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