
2019 年 5 月幹事会議事録 

日時：2019 年 5 月 23 日（木）18:30〜20:30 

場所：山梨英和大学会議室 B 

出席：深沢会長（会長・学校）、佐野（副会長・産業）、設樂（副会長・研修）小野（事務局長）、 

三澤（高齢者）、比志（被害者）、清水（医療）、遠藤（子育て）、小林（福臨発）、齊藤（倫理） 

陪席 吉川（代議員）、細川（事務局会計班）、今村（事務局広報班） 

欠席：なし 書記：齊藤（倫理） 

 

I 郵便物回覧 関係機関からの送付物やセミナーや研修会案内などを回覧した。 

 

II 会員動向 

以下の方（所属委員会）の入退会が了承された。 

 入会：渡邊志保（医療・福臨発）、四釜くみ（学校・子育て・福臨発） 

遠藤佳奈（学校・子育て・福臨発・医療） 

 退会：石原廣人、久保田千恵（子育て） 

 

III 報告および審議事項 

報告事項 

1．医療委員会清水委員長より 委員会メンバーより今後の臨床心理士会の方向性についてアンケート 

を取って欲しいと意見が出た。 

2．深沢会長より 6 月 5 日（水）14：00 から行われる「被害者支援センター山梨」理事会出席につい 

て、「被害者支援センター山梨」理事でもあり、当会顧問でもある清水さんへ出席の依頼・確認をし

た。 

 

審議事項 

1．2019 年度山梨県臨床心理士会総会次第・資料の確認。会計から提出された 2018 年度の決算と 2019

年度予算案について内容を確認し、総会で審議。 

2．書記：直前幹事会 被害者支援委員会 総会書記 子育て支援委員会 議事録署名人：小林、三澤 

3．公認心理師法に伴う山梨県臨床心理士会のこれからについて 総会の際、会員との意見交換を行う

にあたり、他県の状況について資料をもとに意見出しを行った。 

特記・研修にさらに会員が参加しやすく、情報のアクセス向上のため委員会の中で広報担当者を決める

など、広報班と協力しながら、ＨＰのさらなる活用、メーリングリストへの情報発信を行っていくこ

について意見交換がされた。さらに会員向け各種広報の配信方法について、広報班の負担軽減を図り

つつ、情報が届きやすくなるような仕組み作りについて幹事会で検討していくことにした。 

 ■次回幹事会日程：2019 年 9 月 26 日（木） 時間：18：30〜   書記：医療 

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



 

令和 元年 6月20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 

向夏の候、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７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＞ 

今回の例会では、心理検査について取り上げ、韮崎東ケ丘病院における心理検査の実施状況と他職種連携の取り組

みについてご報告させて頂きます。各病院の取り組みについて、情報共有の機会になればと考えていますので、参

加者の皆さまから様々なご意見、ご感想を頂けると幸いです。 

 

 

日   時 ： 令和元年7月9日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ：  韮崎東ヶ丘病院 図書室 

        〒407-0175 韮崎市穂坂町宮久保1216  ℡0551-22-8474 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

「心理検査の治療的活用、多職種連携について 」 

担 当： 土橋 拓真先生 （韮崎東ヶ丘病院 臨床心理士） 

 

２．県外研修報告 

  「第38回 日本心理臨床学会」 

   担 当：第38回 日本心理臨床学会参加者 

 

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。 

 

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


学校臨床心理士委員会 

 

2019 年 6 月 15 日 

1. 2019 年度 継続研修会のお知らせ 

 学校臨床心理士委員会では例年通り、年 10回の《継続研修会》を開催しております。継

続研修会は、年 9 回の《スクールカウンセリング研究会》（後述）と、年 1 回の《スクール

カウンセラーのための内部研修会》から成ります。継続研修会は《臨床心理士資格更新に関

わる教育研修機会》の 2 群(種)に該当します。10 回の継続研修会のうち、7 回以上の参加

者は 4 ポイントが、事例発表者／研究会ファシリテーターは 6 ポイントが取得できる予定

です。 

 ※《スクールカウンセラーのための内部研修会》の日程および内容は現在検討中です。 

 

2. スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 1 回（5/27(月)）は深沢孝之 SCの発表でした。予防的介入や心理教育が求められる中、

SC 機能のひとつとしてリラクゼーション法やストレスマネイジメントなどを頼まれる機

会も増えてきました。今回、深沢 SCが行っている生徒全体向けの秀逸なワークを実際に体

験でき、「こんなふうにやれば良いんだ」ということが具体的に分かる内容でした。資料も

シェアしていただき、即実践に結びつけられる非常に有意義なもので、「これでいつ頼まれ

ても大丈夫！」と勇気をもらえる時間となりました。 

 第 2 回（6/24(月)）の発表者（研究会ファシリテーター）は光城綾子 SC です。『小３男子の事

例：心理検査を用いたアセスメントと面接経過の検討』をテーマとする予定です。 

 スクールカウンセリング研究会は学校臨床の関する多様な発表内容／発表形式が可能な

研修会です。現在、事例発表者／研究会ファシリテーターを募集しています。スクールカウ

ンセリング研究会にて発表を希望される方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）にご

連絡ください。 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

2019 年度 スクールカウンセリング研究会（年9 回） ※申し込み不要 

 場所：山梨英和大学 202 教室 

 時間：18 時20 分 ～ 20 時 20 分 

 日程：5 月 ～ 来年1 月のおおむね第四月曜日（詳細は下記参照） 

 事例発表者／研究会ファシリテーター：下記の通り 
 

①5/27(月) ②6/24(月) ③7/22(月) ④8/26(月) ⑤9/24(火) 

深沢孝之 SC 光城綾子 SC 吉田恵子 T 未定 未定 

⑥10/28(月) ⑦11/25(月) ⑧12/16(月) ⑨1/27(月) 2月（予定） 

比志真美 CP 未定 未定 未定 内部研修会 
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学校臨床心理士委員会 

 

【発表内容／発表形式の一例】 

  ・事例検討 

  ・ご自身が参加した研修会の内容の発表 

  ・ご自身の研究発表 

  ・学校臨床に関連する書籍の紹介や解説 

 事例発表者／研究会ファシリテーターは上述の通り、更新に必要な 6 ポイントが取得で

きる予定です。また資料代として 1,000 円が支払われます。 

 希望者がいない場合、学校臨床心理士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、松野）よりご連絡させていただいた方は、ぜひ

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

3． 「SC のための連携施設リスト」について 

 学校臨床心理士委員会では昨年度「SC のための連携施設リスト」を作成し、配布いたし

ました。お手元にない方には第 2 回スクールカウンセラー協議会にてお渡しできる予定で

す。学校臨床心理士委員会役員にお声をかけてください。 

 

4． 継続連絡事項 

➊ 学校臨床心理士委員会にご登録されている皆様に、拡大委員会（3/16開催）の報告を送信さ

せていただきましたが、メールが届かない方々がいました。拡大委員会のメールが届いていな

い方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：松野）にご連絡ください。 

 

➋ SC 勤務において、疑問やお困りの事、県への要望などを募集しています（例：「中学から

高校の SC への引継ぎはどうするのか」「引継ぎの時間に手当は出ないものか」等）。些細な

ことでも構いませんので、scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）までご意見をお寄せくださ

い。スクールカウンセリング研究会で話題提供していただくかたちでも結構です。 

 

➌ 学校臨床心理士委員会では、一緒に活動してくださる役員を募集しています。役員は、委員

長、副委員長、コーディネーター、会計、緊急支援担当、広報係で構成されています。役員の

主な仕事は、《継続研修会》の企画運営、緊急支援対応 SC の派遣に関するコーディネート等

です。山梨県で活躍される SC の方がお仕事しやすいよう活動しています。ご理解とご協力い

ただけると幸いです。お問い合わせは、scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:松野）までお願いい

たします。 

 

➍ 2019年度拡大委員会が来年 2020 年3 月16 日(月)、山梨英和大学 202教室にて 18:20

より開催予定です。 

（今村） 
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  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2019. 6. 20. 

 

  先の「日本心理臨床学会」に参加された方には、きっと『臨床の智』を学び、感じ取

れたことと思います。 地元でも、そうした場になれることを願って、小さく細々ではあ

りますが、学びの場を作っているつもりでおります。 

  日程の合う方は、初めての参加でも結構です、歓迎いたしますのでご参加お待ちして

おります。 

 

 

 

 ★日 時：７月１３日（第２土） 午前９時～12時 

 ★会 場：山梨県立大学 池田キャンパス 共同研究室 

 ★発表者：文珠 紀久野 先生（県立大学） 

 ★演 題：「未 定」 

 ★参加費：￥500円（当日お支払下さい）  

 

   

 ★なお前回（２月２日）は、小林薫先生（現在 公立阿伎留医療センター緩和治療科）が

「精神腫瘍外来通院５年超になる、50代乳癌患者の一症例」で発表されました。 

 今回検討させて頂いた事例は、治療期間も６年以上と長く、その間に精神療法だけでな 

く、精神科医として薬物療法も担当させて頂いた事例でした。今回の検討会を通して、改 

めて全体像を俯瞰してみると、精神的な治療の関わりが、良い意味でも悪い意味でも薬物 

療法の方針に影響を与えていたことが実感できました。 特に精神療法家的な対象関係性 

と、精神科医としての関係性が微妙に異なっており、うまく噛み合えば非常に効率的にク 

ラエイエントの活動性を支持できるのに対し、少しでもずれが生じると、容易に転移に振 

り回される状態になっていたことが実感できました。また、今回もクライエントの夢を一 

部扱わせていただきましたが、以前の事例では夢を扱うことで、治療関係中のクライエン 

トの優位性が保たれた実感があったのですが、今回はそれとは異なり、夢自体がクライエ 

ントのセラピストへのサービスという見方もできたことが大きな発見でもありました。 

 毎回この事例検討会では、事例対象のクライエントだけでなく、セラピストとしての自 

己理解を深める機会を頂くことが出来、感謝しております。     （小林薫 先生記） 

 

 

                    文責 菅 弘康（すげ臨床心理相談室） 

   



＜デート DV 相談対応専門研修＞ 

 

日々出会う事案の中に、「デート DV」が見え隠れすることはありませんか？ 

デート DV に特化した対応方法を専門職の方を対象に、少人数で徹底的に演習・討論し

ながら学んでいく講座です。全日程を修了された方から「デート DV 専門相談員」を認定し

ています。 

※デート DV 対応スキルを学ぶ基礎研修を修了された方が対象です。 

 

（演習・連携コース）7 月 27・28 日（東京）、9 月７・8 日（東京または川崎） 

※7 月と 9 月は同じ内容です。 

定員：15 名、参加費：1 万円（1 コマ） 

 

（研究コース）11 月 23・24 日（横浜）、1 月 18・19 日（東京または横浜） 

※11 月と 1 月は同じ内容です。 

定員：10 名、参加費：3 万円（2 日間） 

 

詳しくは、当団体 HP をご覧ください。 

http://npo-ek.org/sodan_taio/ 

 

 

＜デート DV 対応スキルを学ぶ基礎研修＞ 

 

7 月 13 日（東京）、9 月 1 日（横浜） 

定員：30 名、参加費：5 千円（税別） 

http://npo-ek.org/etc/16468/ 

 

お問合せ・お申込みは、下記事務所まで 

認定 NPO 法人 エンパワメントかながわ 

〒221-0834 横浜市神奈川区台町 11-26-103 

TEL       045-323-1818 

FAX       045-755-7007 

E-MAIL kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp 
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