
2019年 2 月幹事会記録 

 

日時：平成 31年 2 月 28日(木) 18:30～20:40 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：三澤(高齢者支援) 

出席幹事：深沢(会長、学校)、佐野(副会長、産業)、設楽(副会長、研修)、小野(事務局長)、清水(医療保健)、

遠藤(子育て支援)、小林(福祉臨床発達)、比志(被害者支援)、齊藤(倫理)、三澤(高齢者支援) 

欠席幹事： なし 

陪席：吉川(代議員)、細川(会計)、望月(広報) 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

関係機関からの便りなどを閲覧した。 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会：なし 

 退会：なし 

 

Ⅲ 報告および審議事項 

1. 報告事項 

（1）委員会報告（報告順） 

 ①被害者支援委員会 

1 月 6 日（日）、日本臨床心理士会中部ブロック担当者研修会（静岡）に参加。研修では「派遣 SC への

事前研修と派遣時のバックアップ体制について各県から情報が寄せられた」との報告があった。これから

起こりうる災害時の支援について「災害時の心理支援活動のためのガイドライン(日本士会が作成中）」を

ふまえ、県士会としても委員会の枠を超えて情報交換するのが望ましいか。 

 

 ②学校臨床心理士委員会 

2 月 16 日（土）に、継続型研修の一環として、山梨大学大学院准教授川本静香先生を講師に招き、「学

校における自殺予防と危機介入」というテーマで研修を実施した。22 名の参加者を得た。 

 

 ③医療保健領域委員会 

3 月 3 日（日）に山梨県精神病院協会心理部会と合同の研修を開催予定。講師は、日本臨床心理士会医

療保健領域委員会小林清香先生(埼玉医科大学総合医療センター) 。参加申し込みは 17名。 

HIVカウンセラー長沼会員より退任の申し出があり、それを受け後任の人選を進めている。 

 

 ④倫理委員会 

12 月 21 日（金）に開催された「患者相談における倫理的側面からの対応」研修会へ参加。講師は、東

京大学医学部付属病院 患者相談臨床倫理センター瀧本禎之先生。 

 

 ⑤研修委員会 

1 月 13 日（日）に中部大学教授森田美弥子先生を講師に招き、冬のワークショップを開催。参加者 22

名。今回の形式（期間を 1日に短縮）や参加者の特徴をふまえ、次年度以降の研修内容や時期を検討する。 



 ⑥高齢者支援委員会 

2 月 20日（水）に認知症認定看護師を招いて研修会を開催。他職種の視点から心理職の役割や必要性に

ついて学びを深めた。 

 

 ⑦福祉臨床発達支援委員会 

3 月 7 日（木）に藤原茂樹氏をスーパーバイザーとしてお招きし研修会を開催予定。 

 

（2）委員会主催の研修実績報告について（臨床心理士更新ポイントの申請） 

前回 12 月の幹事会では、「資格認定協会へ報告する際は、各委員会名ではなく、『山梨県臨床心理士会』

として申請すること」とした。しかし、報告書の様式や提出先を再度確認したところ、「2 群」と「4 群」

で違いがあることが判明した。また県士会で行われる研修会において、「2 群」のみならず「4 群」のポイ

ントを取得できることには、会員にとってメリットになることも確認した。 

 よって今後、各委員会で行われた研修会をポイント申請する際、「2 群」もしくは「4 群」のどちらで

申請するかは、研修を担当した各委員会の判断に委ねることとした。また、年度末の幹事会で「当該年度

に更新ポイントを申請した研修名・委員会名・申請した群等」を確認し、幹事会記録に掲載していく。 

 

（3）研修会講師謝金に係る源泉徴収税等の手続きについて（会計担当より） 

手続き方法や申請書などは、幹事あてにメールで送付するため、会計担当へ周知を。今後はホームペー

ジの会員限定ページにも掲載予定。会計担当者の引き継ぎ時など有効に活用していただきたい。 

 

（4）事務局広報班より 

ニューズレターを 3 月中旬〜下旬に発行予定。3 月上旬に編集作業を行うため、「委員会紹介」の原稿に

ついて加筆・修正にご協力を。 

委員会紹介については、タイトルを「委員会名+委員長名」で揃える。掲載順は、HP の委員会紹介に拠る。

ページ数は６ページ。 

編集後記はニューズレター担当者が作成し、「山梨県臨床心理士会・事務局メールアドレス・広報班氏名」

を掲載。 

 

2. 審議検討 

（1）公認心理師法にともなう山梨県臨床心理士会の動向 

深沢会長作成の資料をもとに、山梨県における公認心理師の組織と県臨床心理士会の今後について検討

した。広く会員の意見を吸い上げる機会を持ちたいと考えるが、具体的な方法や開催時期は要検討。それ

までは、各委員会を中心に会員の意見集約に努める。次回以降の継続審議とする。 

 

（2）平成 31年度山梨県臨床心理士会総会の日時 

6 月 29日（土）10 時〜12時。直前幹事会を 9時から、12時以降は交流会を予定。 

 

■次回幹事会日程：平成 31 年 4月 11日（木） 時間：18:30～ 書記担当：研修委員会書記輪番 

 産業→高齢者→研修→被害者→事務局(事務局長、会計、広報内で輪番)→医療→子育て→福祉臨床発達 

  ※ 会長(学校)は外しました 

 

 



201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2019年３月 15日 

１. 201８年度継続研修会「スクールカウンセリング研究会」について 

今年度の研修会は、発表してくださった以下の先生方のもと無事に終えることができま

した。ありがとうございました。 

 

＊スクール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（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。 

＊なお、2017年度に上記の条件を満たしポイントを取得された方で、まだ研修証明書を

受け取っていない方は、3月 18日に行われる拡大委員会にてお渡しいたします。 

 

２．「SCのための連携施設リスト」について 

 上記資料をご希望される方には、拡大委員会（下記）にてお渡しいたします。 

 

３．学校臨床心理士委員会「拡大委員会」のお知らせ 

 2019年 3月 18日（月）山梨英和大学 202教室にて 18:20より拡大委員会を予定

しております。今年度の振り返りとともに、来年度の運営について話し合います。ご参加

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（浅川） 

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

深沢 SC 保坂 SC 石原 SC 今村 SC 佐野 T 鈴木 SC 後藤 SC 小俣 SC 石原 SC 拡大委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ主催 

第 6回 不登校・ひきこもり支援者研修会 

 

Ⅰ『不登校・ひきこもりの家族コンサルテーションの基礎』 

NPO 法人メンタルコミュニケーションリサーチ 理事長 齋藤 暢一朗  

Ⅱ『長期化・年長化したひきこもる人への支援 

-ひきこもりの理解・多様な支援手法・支援のマネジメント-』 

日本福祉大学 名誉教授 竹中 哲夫  

Ⅲ『ブレインスポッティング入門』 

BRAINSPOTTING training institute JAPAN 代表 鈴木 孝信  

近年、不登校件数は増加し、ひきこもりは長期化・高齢化しています。  

本研修会では、前半に不登校・ひきこもり支援の知識と技術を深め、 後半はひきこもり支援にも有用な

トラウマケア技法のブレインスポッティングについて学んでいきます。 

研修会 概要 

申込方法 

日時 会場 

定員 

対象 参加費 

当団体の事務局までメールにてお申込みください。メールの件名に「3月 31日研修申込」、 

メール本文に①名前、②所属、③電話番号、④メールアドレス、⑤臨床心理士番号を 

ご記入の上、お申し込みをお願いいたします。 

NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ事務局    MAIL： mentalcr@yahoo.co.jp 

NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ ホームページ URL： https://www.mcr-npo.com 

日本臨床心理士資格認定協会の WS研修機会申請予定 

40名程度 

事前申込 5,000 円（3月 11日締め切り） 

一般申込 6,000 円 

大学院生 2,000 円 

臨床心理士・支援者、大学院生 

2019年 3 月 31 日（日） 

10:00-16:00（9:30 受付開始） 

プログラムⅠ 10:00～ 

プログラムⅡ 11:15～ 

プログラムⅢ 14:00～ 

セシオン杉並 第 10集会室 

住所：東京都杉並区梅里 1-22-32 

（東高円寺駅から徒歩 5分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 孝信  SUZUKI TAKANOBU  『ブレインスポッティング入門』 

竹中 哲夫 TAKENAKA TETSUO 

齋藤 暢一朗 SAITO CHOUICHIRO 

1965 年～ 京都市青葉寮心理治療員、京都市児童相談所心理判定員・児童福祉

司、1982年～ 日本福祉大学教員、2009年 日本福祉大学退職。 

現在、日本福祉大学名誉教授、日本福祉大学心理臨床相談室研修指導員、    

臨床心理士。 

著作『ひきこもり支援の着眼点・着手点-長期化・年長化するひきこもり支援  

充実のための試論-』（光陽出版社 2018 年）、『子ども・若者支援地域協議会の  

ミッションと展望（相補版）長期・年長ひきこもりと若者支援地域ネットワーク』

（かもがわ出版 2016年）、『ひきこもり支援論-人とつながり、社会につなぐ道筋

を作る-』（明石書店 2010年）、『ひきこもり・ニート・不登校の支援-健康心理学

と社会的支援の視点から-』（三和書房 2006年）など、その他多数。 

NPO 法人メンタルコミュニケーションリサーチ理事長、北海道大学学生相談総

合センター講師。心理学博士（首都大学東京）、臨床心理士。 

主に不登校・ひきこもり支援を専門とし、特に長期化事例に対して家族介入と

訪問支援によるアプローチ方法を研究している。 

著作『ひきこもりの心理支援 心理職のための支援・介入ガイドライン（分担執

筆）』（金剛出版  2017年）、『小児科診療ガイドライン-最新の診療方針-[第 2版]

（分担執筆）』（総合医学社 2011 年）、『小学校スクールカウンセリング入門  

（分担執筆）』（金子書房 2008年）など、その他多数。 

BRAINSPOTTING training institute JAPAN 代表、トラウマ療法・ブレイン   

スポッティングの国際トレーナー。パニック障害完治を目指すレニハン認知療法

の日本唯一の実践者。マインドフルネスの治療者であり実践者。 

ケンタッキー州立大学（学士）、マサチューセッツ州立大学（修士）修了。アダ

ムス州立大学（博士）所属。東京多摩ネット心理相談室を 2010年に設立し代表を

務める他、医療法人和楽会赤坂クリニック／横浜クリニックにて勤務。 

著作『ブレインスポッティング入門（翻訳）』（星和書店 2017 年）、『マインド 

フルネスのはじめ方（翻訳）』（金剛出版 2017 年）、『ぐっすり眠れるドクター   

レッスンノート』（講談社 2012年）など。  

NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ（MCR）とは 

2000年設立。臨床心理学をもとにした不登校・ひきこもりの家族支援、訪問支援を行う。   

その他、長期ひきこもりの家族向け専門プログラム、EMDR等のトラウマケアカウンセリング、 

都立高校との連携活動、地域貢献活動等に従事。 

『長期化・年長化したひきこもる人への支援 

-ひきこもりの理解・多様な支援手法・支援のマネジメント-』 

『不登校・ひきこもりの家族コンサルテーションの基礎』 



【レクチャー】
共感研究のレビュー・共感の治療効果・
共感モデル・認識された共感・共感の質
的研究・トラウマ臨床における共感

【体験的学習】
共感のトレーニング（エビデンスに基づ
いた共感訓練法）・共感デモンストレー
ション・共感の実習

【紹介】
共感実践の心理療法「ブレインスポッ
ティング」・共感をさらに学ぶEラーニン
グ・プログラム

昨今、欧米の治療効果研究では、特
定の治療法ではなくどの治療法にも
共通する要因に注目が注がれていま
す。その大きな1つの要因として「共
感」があげられます。

「共感」は誰でも知っていて実践す
る概念ではありますが、深く知り実践
している臨床家は少ないでしょう。近
年欧米の量的・質的研究について理

解し、臨床の質を大幅に高める臨床
的概念として、共感を深いレベルで実
践し始めることが「臨床における共
感」の目的です。

心理療法「ブレインスポッティン
グ」で多数のトレーニング提供実績の
ある鈴木孝信が、理解し、目撃し、実
践するという教育枠組みを使って、最
良の学びをご提供します。

会場・定員

□ 名古屋都市センター
 （愛知県）／30名
 http://www.nup.or.jp/nui/

□ オンライン／10名
 参加にはzoomプログラム
 （無料）が必要

募集要項、お問
い合わせ、お申し
込み等は、こち
らよりご確認い
ただけます。

「共感」は基本であり治療効果の大きな要因

臨床に
おける共感
臨床力を飛躍的に伸ばす共感ワークショップ

近年の

欧米共感研究を基にした

心理職としての基本

臨床家としての向上

を目指す学び

2019.4.21 SUN
10:00▶16:30

日時

講師 鈴木孝信 （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 代表、

BSP国際トレーナー、アダムズ州立大学）

現地協力 西田正憲（臨床心理士、
せとぐち心療内科クリニック）

受講料 10,000円

お申込み https://btij.page.link/AJDA

お問合せ

主催 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）

トレーニング内容トレーニング内容



              横浜高次脳機能障害診断法研修会 

             知能検査と神経心理学的アセスメント 

                ＜認知症を中心に＞ 

 

 認知症とそのアセスメントの実際について学ぶ研修会のお知らせです。          

 午前中は認知症に関する講義を,午後は検査の演習です。 医療で使用されているほぼ 

全ての心理検査と神経心理学的検査の器具を備えてあります。 演習では皆様が希望する 

検査を何種類でも器具を触りながら体験して頂けます。経験者, 初心者を問わず認知症に 

ついて勉強したい方の受講申し込みをお待ちします。 

１日のみの参加も可能です。臨床心理士の方は資格更新ポイント 2 日で 4 点, １日参加で２点 

獲得できます。詳しくは HP を参照して下さい。 http://members2.na.coocan.jp/index.html 

   全 コースとも講師は横浜高次脳機能障害診断法研究会 主宰 中野光子です。 

 

＜期日＞ ２０１９年４月６日（土） ７日（日）    （第７４期） 

        ４月２８日（日） ２９日（月休）  （第７５期） 

        ５月１日(水休) ２日（木休）   (第７６期) 

        ５月５日（日）  ６日（月休）  （第７７期） 

        全日程とも １０時～１７時 

 

＜講義内容＞  初日   認知症と記憶障害               

２日目  検査の選び方 所見の書き方  

＜会場＞ 横浜高次脳機能障害診断法研究所 JR 根岸駅から徒歩数分 

 

＜演習可能なテストの種類＞ WAIS-４, WISC-４， 鈴木ビネーテスト, 田中 Binet ５ 

Raven Standard Progressive Matrices, Raven Coloured Progressive Matrices, 

 標準失語症検査,  WAB, WMS-R, リバミード行動記憶検査, 標準視知覚検査, 標準注意 

検査法, 標準意欲評価法, RAVLT, RCFT, Ｃｏｇｎｉｓｔａｔ， Wisconsin Card Sorting Test,  

BADS, FAB ほか 

 

＜参考書＞ 拙著 「高次脳機能診断法」  山王出版  2,800 円 

＜参加費＞ 25,000 円（学割,  repeater 20,000 円）, 

1日コース 13,000 円（学割,  repeater 10,000 円) 

<申し込み法> 住所・氏名・所属・本研修会参加を希望する理由等簡単な自己紹介、どこで 

本研修会を知ったかの情報を添えて以下に申し込んで下さい。  

<申し込み先> 中野光子  m-naka27@jcom.home.ne.jp   

 



～研修会情報～ 

【主催】iEFT Japan 

【研修会名】【国際認定トレーニング】エモーション・フォーカスト・セラピー Level1 トレーニング 

【会期】2019 年 4 月 29 日（月祝）～5 月 2 日（木祝） 10:00-18:00※予定 

【会場】東京都内（決定次第、速やかにご案内をさせていただきます） 

【概要】ご好評をいただいた昨年に引き続き、今年の GW もエモーション・フォーカスト・セラピー（EFT）国

際認定 Level1 トレーニングを開催いたします。 

 

 全 4 日間のトレーニングでは、実際の臨床ビデオによる講義や、事例検討、ロールプレイによる深い体験的学

びを通じて、個人セッションに EFT を取り入れるために必要な実践的スキルを身につけることができます。 

また少人数のグループワークでは、セラピストとしてだけでなく、クライエント体験もじっくりと味わえる貴重

な機会となります（逐次通訳つき）。  

 

※修了者には、ISEFT より Level1 の修了が認定されます。 

※臨床心理士の継続研修ポイントも申請予定 

 

---------◆◇◆トレーニング概要◆◇◆--------- 

国際認定 EFT（エモーション・フォーカスト・セラピー）Leve1 トレーニング 

 

【内容】   

・心理療法において、抑うつや不安、恥、恐怖、脆さ、トラウマの根底にある中核的悲しみなど困難な感情を変

容させるための EFT 手法を学ぶ  

・心理療法にかかわる感情理論の基本を学ぶ   

・EFT カウンセリング内で行うワークを、ファシリテート練習などのロールプレイ実践を通じて学ぶ 

 

【日時】 

  2019 年 4 月 29 日（月・祝）～ 5 月 2 日（木・祝）全４日間・各日 10:00-18:00 （※予定）  

 

 【講師・コーディネーター】 

◆講師：ロンダ・ゴールドマン(Rhonda N. Goldman) 博士 

 米国アーガシー大学教授・ISEFT 理事・認定 EFT トレーナー 

2014 年に『Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-Creating Clinical Maps for Change』を出版。EFT

カップル療法の第一人者でもあり、EFT 開発者のレスリー・グリーンバーグ博士との共著多数。 

 

◆コーディネーター：岩壁 茂（お茶の水女子大学 准教授） 

EFT、AEDP など感情を重視した統合的心理療法を専門に研究・実践を行う。 

これまで EFT に関する書籍の翻訳、日本への紹介を行ってきた。 

 

 【参加条件】 

・４日間の全日程にご参加いただけること   

・臨床心理士（資格取得見込み含む）、認定カウンセラー、精神科医、心療内科医等、実際の心理臨床に携わって

いる専門家であること（その他ご不明な場合はお問合せ下さい） 



・人間中心－体験療法の基本的なトレーニングを経験していることが望ましい。 

  ※応募多数の場合は、講師・スタッフにより選考させていただく場合がございます 

 

【費用】 

・15 万円 →早割料金（2/28 まで）13 万円 

 

 【参加確定・キャンセルについて】 

・事務局からの参加決定通知メールをもって、参加確定とさせていただきます。 

 （申込受付メールは参加確定のご案内ではございません。ご注意ください。） 

・ご参加が決定された方には、振込先を明記したメールを差し上げます。ご入金をもって参加確定とさせていた

だきます。 

・ご入金後のキャンセルは基本的に不可とさせていただきます。 

 

 詳細＆お申込みはこちらから https://www.kokuchpro.com/event/eft_level1_2019/  

 

 ---------------------------------------------- 

 ◆エモーション・フォーカスト・セラピーとは 

EFT は、面接プロセスにおける感情の役割を重視した統合的アプローチで、ヒューマニスティック心理学の人間

観をベースに、感情心理学・対象関係論・認知科学・情動神経科学などの理論と、心理療法の効果とプロセス研

究の知見を統合するものです。これまでに、うつ病・カップルセラピー・複雑性トラウマ等で介入効果のエビデ

ンスが示されています。 

◆ISEFT 認定 EFT トレーニングとは 

EFT 創始者であるレスリー・グリーンバーグ博士が創設した International Soicety for Emotion Focused Therapy 

(ISEFT）による認定トレーニングプログラム。http://www.iseft.org/Standards  

 

今回の Level1 トレーニングは以下 Level A の一部となります。 

Level A：EFT 基本トレーニング修了認定 

Level B：スーパーバイズ付き臨床修了認定 

Level C：EFT セラピスト資格認定 

---------------------------------------------- 

【お問い合わせ】iEFT Japan（エモーション・フォーカスト・セラピー研究所）事務局 

Email: contact@ieft.jp 

Website: https://www.ieft.jp/  

Facebook: https://www.facebook.com/iEFTJapan/  

Twitter: https://twitter.com/ieftjapan  

【リンク】https://www.kokuchpro.com/event/eft_level1_2019/  

 ---------------------------------------------------------------- 
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