
総会直前 幹事会記録 

 

日時：令和元年 6月 29 日（土）9:00～ 会場：山梨英和大学 学生食堂 

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

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

陪席：吉川代議員          

書記：比志（被害者） 

 

 

1：総会について 

  ・本日予定されている平成 31年度山梨県臨床心理士会総会について。 

次第に沿って運営等を確認した。 

・事務局会計担当不在に伴う対応について 

事務局細川会計欠席に伴い三澤幹事から会計報告を行うことを確認した。 

不明な点については各委員長も可能な限り協力していくこととした 

 

2． 次回幹事会日程について 

日時…令和元年 9月 26日（木）18:30～ 

場所…山梨英和大学 

書記…医療領域委 

 

 

以上 



山梨県弁護士会・山梨県臨床心理士会共催 

「こども・夫婦なんでも相談会」相談員募集 

 

今年も「子ども・夫婦なんでも相談会」が開催されます。 

相談員として参加してくださる臨床心理士の方を募集します。 

 

日時：2019年 11月 30日(土)13：30～16：30 

内容：弁護士さんと 2人ひと組になって、ご相談にあたります。内容は、これまでを参考にしますと、

離婚、借金、育児、夫婦関係のお悩み、子どもの学校のこと・・などです。基本は面接形式ですが、

電話相談も担当します。 

募集人数：6名 

申し込み方法：ご希望の方は、11 月 15 日(金)までに、県士会事務局にメールかファックスでお申込

ください。定員になった時点で締め切らせていただきますので、ご了解ください。 

山梨県臨床心理士会事務局 psychoyamanashi@yahoo.co.jp  Fax 055‐223‐6110 

 

◇場所は、昨年は山梨県弁護士会館でした。今年につきましては、参加予定の方にお伝えします。 

 

県士会事務局 

2019年 10月 9日 
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令和元年度 山梨県臨床心理士会研修委員会主催ワークショップ

改めて考えてみませんか。

臨床心理士の資格更新ポイントを申請予定です。

山梨英和大学 101教室
（山梨県甲府市横根町888）

【第一部】10:30～12:00
【第二部】13:00～17:15

2019年12月22日 （日）

お問い合わせ：山梨県臨床心理士会研修委員会

会員・大学院生 6,000円
非会員 8,000円
（一日参加の場合）
※半日参加の場合は料金が異なります
詳細は案内文（今後配信予定）をご確認ください。

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

日 程

時 間

会 場

参加費

Ｍａｉｌ

＜講師紹介＞
東畑開人（十文字学園女子大学准教授）
臨床心理士，博士(教育学)
2010年京都大学大学院教育学研究科博士課程修了
2013年日本心理臨床学会奨励賞受賞
<著書>
『美と深層心理学』(京都大学学術出版会)
『野の医者は笑う―心の治療とは何か』(誠信書房)
『日本のありふれた心理療法―ローカルな日常臨床の
ための心理学と医療人類学』(誠信書房)
『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』
（医学書院）

内 容

【第一部】
東畑開人先生ご講演
「ありふれた心理臨床のための人類学」

【第二部】
事例検討会（２事例）
発表者：未定
※事例発表者を募集しています。

指定討論者：東畑開人先生

参加申込サイト https://forms.gle/X1mKTBjzKjkgzUW1A



 

 

 

 

  

 

 

 

近年、国のハラスメントに関する法整備が進みつつあります。色々な臨床場

面で役立つ様々なハラスメントに関する最新の情報と対策が学べる研修会で

す。皆様、是非ご参加下さい。 

【内 容】  職場におけるハラスメントの種類とその対策について 

【講 師】  山梨労働局 雇用環境・均等室 室長 

【日 時】  ２０１９年１１月９日（土）  １３：３０～１５：３０ （２時間）   

（受付開始１３：００）     

【場 所】  山梨県立青少年センター 本館 第３研修室  

            甲府市川田町５１７  

【参加費】  無料 

【定 員】  ２０名（先着順で定員になり次第締め切ります。） 

【申し込み方法】    

①お名前 ②連絡先アドレス を明記の上、下記アドレス宛に電子メール   

でお申し込みください。 

締め切り １０月２７日（土） 

お問合せ/申し込みアドレス psychoyamasangyo@yahoo.co.jp

山梨県臨床心理士会 産業領域委員会主催 研修会 

 

 



高齢者支援委員会 2019 年度第 5 回例会 2019 年 9 月 18 日（水）18:30～20:30 

参加者：三澤、伊藤、細川 

 

〔内容〕これまでのまとめと研究方法の検討 

 

◆ 研究目的について 

  ①他職種から期待される心理士／師による心理支援とは何か？を明らかにする。 

  ②高齢者の心理臨床における心理支援とは何か？を明らかにする。 

  ＊ 参考文献：清重英矩 他（2018）我が国における高齢者に関する心理学研究の概観，京都大学臨

床教育実践研究センター紀要第 22 号，33 - 43 

   → “高齢者”のバリエーションの幅が広く，高齢者の全体像を対象とした研究がしにくい。（各領

域に特化した研究になりがち） 

 

◆ 研究方法について 

 ①対象： 

   他職種（看護師，介護士，社会福祉士，リハビリ専門職など）を対象 → 配布数が多くなる 

   高齢者施設 → 数は絞られるが研究目的に即した対象が回答することができるか？ 

   ＊ 金銭的な問題は，研究助成金を得ることも考える必要がある 

 

 ②方法： 

   質問紙の中でインタビューの協力を得られるか聞き，数人にインタビューをして厚みをもたせる。 

   質問紙を心理士／師と他職種に配布し，両者の異同を検討する。 

 ＊参考文献：瀬々倉玉奈（2010）母子保健領域における心理職の役割に関する全国調査，大阪樟蔭女

子大学人間科学研究紀要第 9 号，247 – 260 

→ 心理士が感じている連携と保健師が感じている連携との間にずれがある。 

 

 ③質問項目の検討： 

   ・高齢者の心理支援を実践しているか？ 

      はい → 具体的な内容を問う（選択式＋自由記載） 

      いいえ → もし実践するするならどのようなことが可能か？（選択式＋自由記載） 

   ・心理士に期待する支援内容 

      選択式（本会の調査項目に準ずる） 

      自由記載 

   ・心理士による支援を必要としているか？（選択式＋自由記載） 

 

＊ 上記については今後も要検討。引き続き文献検索，ブレインストーミングも行う。 

 

次回 10 月 16日（水）18:30～ 



[日 時] ▶▶▶ 毎月第3水曜日18:30～20:30

▶▶▶ 甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 会議室
〒406-0032 笛吹市石和町四日市場２０３１

[会 場]

2019年度 山梨県臨床心理士会

登録委員

絶賛募集中！

高齢者支援委員会事務局お問い合わせ yamaageing@gmail.comMAIL

高齢者支援に関する調査研究にご興味がある方，
ぜひご協力ください。

2019年度は調査研究（の下準備）を中心に活動します！

高齢者支援委員会
例会のお知らせ

第1回 4/17 役割分担，先行研究収集，
調査方法の検討 第7回 11/20 論文抄読，調査方法検討

第2回 5/15 先行研究収集，論文抄読 第8回 12/18 〃

第3回 6/19 〃 第9回 1/15 〃

第4回 7/17 〃 第10回 2/19 〃

第5回 9/18 論文抄読，調査方法検討 第11回 3/18 今年度の振り返り，来年度
の活動計画

第6回 10/16 〃

済

済

済

済

済

済
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2019 年 10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 5 回（9 月 24 日(火)）のスクールカウンセリング研究会では災害支援をテーマにし

て、前半は比志真美先生（山梨県立大学）による「臨床心理士による災害支援体制について」

として、災害支援に関する中部ブロック会議のご報告を中心に災害支援体制に関する講義

をしていただき、後半は吉田恵子先生（山梨県立中央高校）による「災害支援でクロスロード・

ゲーム＆Brain Writing Sheet を活用する！」として、災害支援時の意思決定に関する一種

のシミュレーション・ゲームを体験しました。今回はお二人の先生が所属する被害者支援委

員会との共催という形をとらせていただきました。災害支援は特にそうですが、臨床心理士

の活動は委員会の縦割りだけでは収まらないところがあります。その意味でも、有意義な学

びの時間になったと思います。 

 10 月のスクールカウンセラー研究会は齊藤徳仁 CPによる発表です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。今年度の事例発表者／研究会ファシリテーターの募集は終了しました。来年度

の発表をご希望の方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）にご連絡ください。 

 発表に関する詳細はホームページから 9 月以前の広報を御覧ください。 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

第 6 回（10 月 28 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：齊藤徳仁 CP 

 ・テーマ：『医療領域の心理専門職と学校領域の心理専門職の連携と課題』 

 ・内容：学校から病院へ連携する時、どのように情報提供をするのか、どのように診察

結果や方針をいただくのか、迷いながら活動されている方が多いのではないでしょ

うか。今回は、総合病院にお勤めの心理士さんから、ケースの実践や課題について

お話しいただきます。それぞれの領域の心理検査のありようについても情報交換し

ながら検討します。 
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※ 来月以降の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 月 3 日(木)に開催される第 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 

❶ 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おり、《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、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。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。 

❷ 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。 

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 古田広久 SC 

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

齊藤徳仁 CP 保坂三雄 SC 佐野孝枝 SC 設楽友崇 CP 内部研修会 

 

第 6 回（11 月 25 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：保坂三雄 SC 

 ・テーマ：『発達障害について』 

 ・内容：日頃の相談において、いわゆるグレイゾーンも含めると、私の関わった相談の

約半分が学習障害であった。主訴は、不登校、いじめ・いじめられ、逸脱行動（離席、

暴力等）、学業不振、親子関係不和等であり、学習障害が関係していた。学習障害は、本

人も、親も、学校関係者も苦しんでいることが多かった。中には、「本校における最大の

課題」と指定されるほどの事例もあった。そこで、この機会に、改めて、「発達障害」に

ついてまとめ、事例についても紹介する中で発達障害について考えてみたいと思います。 
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第 1回 安否確認訓練の結果について 

 

被害者支援委員会（災害支援部門） 

 

 2019年 6月、県士会総会時、第 1回安否確認訓練を実施しました。以下に概要と結果を報告します。 

 

【実施概要】 

1 目   的： 災害時における連絡体制の確立 

2 対   象： 山梨県臨床心理士会 全会員（計 156名）のうち、事前にアドレス登録した 86名 

3 訓練日時： 2019年度総会 開催時（2019年 6月 29日、土、10：00～） 

4 内   容： メールで Googleアンケートフォームを送信する形式での現状確認 

5 手   続： 

（1）安否確認訓練に登録するメールアドレスを収集。事前に登録。 

（2）総会当日、11時頃、事前登録会員のメールアドレスにアンケートフォームを送信。 

（3）メールが届いた会員は、アンケートフォームにアクセスし、質問に答えた後、最後に「送信」ボタンを押す。 

   （4）アンケートフォームへの入力は 8月 7日に締め切った。 

   

【結果】 

1．アドレス登録状況について 

    全会員 156名の内、アドレス登録者は 86名（全体の 55％）だった。 

2．アンケートフォーム入力状況について 

   （1） アドレス登録済 86名のうち、入力が確認できたのは 

64名（全体の 41％）だった。 

（2） 「入力できなかった」旨の連絡が 4名からあった。 

    全て「ガラケー携帯」とのことだった。 

（3） アドレス登録済だが、アンケートフォームへの入力が 

    確認できなかった会員は 18名（全体の 11％）だった。 

   （4） 無記名で入力した件数が 2件あった。（登録済・入力未確認に含む） 

 3．アンケートフォームの使い心地について 

「使いやすい」は 58件（約 88％）であった。「なんとか使いこなせた」は 2件（3％）で、他は「居場所に峡

中地域が無い」「氏名（漢字）入力フォームを修正してほしい」「氏名（漢字）入力欄がなかった」「何度も送

信したが、送信できているかどうか不安」という意見があった。 

 

【今後の課題】 

   1） 全会員のうち 86名の会員がアドレス登録した。今後もより多くの会員の協力を求めていく。 

   2） 64名（全会員の 41％）とは今回の方法で安否確認が可能になることがわかった。 

     アドレス登録したが今回の方法で入力が確認できなかった 18名については、情報を収集していく。 

   3） すぐ連絡がとれるメルアドとして、ガラケー携帯を使っている会員への連絡方法を検討する。 

 

 

 

安否確認訓練に関するご意見・ご感想は、件名を「安否確認訓練について」として、 

被害者支援委員会 psychoyamashien@gmail.comまでお願いします。 

 

mailto:psychoyamashien@gmail.com


2019/10月広報   

 

資料：第 1回 安否確認訓練 送信画面（左）、アンケートフォームによる質問画面（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信 

登録済・入力済 64名の年代別割合 

 

 

 

登録済・入力済 64 名の居住地域 

 



 
令和元年度 被害者支援委員会 

  

 

この度、関係機関との連携の一環として、山梨県女性相談所と合同研修会を実
施することとなりました。つきましては、継続的な連携の観点から、今回の例
会の参加を、今年度犯罪被害者支援部会に参加している会員に限定させていた
だくことといたしました。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

日  時： ２０１９年１１月１１日（月）１５：３０～１７：００ 

場  所： 山梨県女性相談所 相談室 

       甲府市北新１-２-１２ 山梨県福祉プラザ２階 

内  容：  令和元年度困難ケース解決のための関係機関との合同研修会 

対  象： 女性相談所婦人相談員・職員 

      山梨県臨床心理士会被害者支援委員会犯罪被害者支援部会部会員の内、 

今年度参加している会員  計約１０名 

申込方法： 参加希望の会員は、被害者支援委員会比志委員長宛申し込んでください。	

一括して申し込み致します。	

駐	車	場： 第２駐車場は、北新駐在所前交差点から北へ最初の路地を左折	

 

 

第 4回犯罪被害者支援部会  

開催のお知らせ  

 

☆ 連絡先 ☆  

 山梨県臨床心理士会被害者支援委員会 

  副委員長 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 

 



講師：佐柳 信男 准教授 

山梨英和大学准教授。 
山梨放送YBSテレビ『子育て日記』コメンテーター。 
専門はモチベーション、発達心理学、教育心理学。 

program 

子どもの勉強、スポーツ、仕事、様々な場面で大切なモチベー
ション。研究や実践の経験談も交えながら、「良質」なモチ
ベーションである自発的なモチベーションについてお話しいた
だきます。精神的な健康を高めるためのヒントを学びましょう。 

2019.12.3(火) 18時30分～20時 
＊開場は18時です 

山梨英和大学グリンバンクホール 場所 

※当日会場が満員になりましたら隣の教室にて音のみの配信をいたします。 

後援： 

お問い合わせ 
山梨英和大学心理臨床センター （TEL 055-222-3023） 

2019年度 山梨英和大学心理臨床センター 地域連携セミナー 

入場無料 
＆ 

事前申込不要 



  

 

  

  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2019. 10. 20. 

 

  先の度重なる台風では、全国に渡る広い地域で、多大なる被害に合われた方が大勢居

られると思うと、胸が痛みます。一日も早く復興されますことお祈りいたします。 

 そうした時、何処からか金木犀の甘い香りが漂い、秋の深まりが感じられます。 

 

 「失敗事例で学ぶ研修会」を、以下のように開催いたしますので、日程の合う方は、ど

うぞ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：１１月３０日（第５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：小林 薫 先生（市立甲府病院、公立阿伎留医療センター緩和治療科） 

 ★演 題：「末期癌患者との詩歌を介しての面接」 

 ★参加費：￥500円（当日お支払下さい）  

 

   

 

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

   



目研修の流れ

■内容

ます。そして 5月 には、「学校コンサルテー

:モ要

ア

■講師

口雅博

浅丼健史
明治大学文学部心理社会学科 兼任講師,

国際交流基金日本語国際センター カウンセラー′麟 都量
=専̈ こ          単位取得ご乳

■専攻 :ア ドラー心理学,コ ミュニティ心理学,グルー
プアプローチ。

■主な著書 :曜罷躙肝青年期支援のためのアドラー′色理学
入「翻 [共著l(アルテ),『コミュニティ・アプローチの実
践一連携と協働とアドラー′滅型掬 [共著]鐘見書局 ,なa

目圏時 :2019年   月  1日 (土)1330～ 1030

日会場 :東洋学園大学 1号館 2階フェニックスホール
(〒 113‐0033東京都文京区本郷 1‐ 26‐3)

題受講料 :・ 会 員 (事前〕腱 )4′000円 /饉 日)5′000円
・非会員 (事前振込)5′000門 /́催日)6′000円
。学 生 (事前撤 )2′∞0円 /(当日)3,000円

｀
学生は会員・非会員共に上言己受講料となります

日
本
個
人
心
理
学
会

第
１
回

研
修
会

璽   |‐
■アドレリアン|コンサルテ■シヨンの理論と憲想

‐

暉アドレリアン・コンサルテ
ー
■ションの実践モデル

‐■|●■ルプ|レイーによるコ|ンサl'チ■シヨ|ン羮習

3>rttv7-, =7 tr*., hu>E=- G>ttv?> t-)

がクライエントを取り巻く重要な人物 (コ ンサルティ)と
協議や助言をしながら、間接的にクライエントを支援す

ルを習得することが求められます。

ルテーションに、私たち

が臨床実践や研究を通 し

みぐち   まさひろ

本研修では、アメリカで発展
したアドレリアン・ コンサ

て工夫した部分を加え

て、アドラー心理学
にもとづくコンサル
テーションの発想

具体的な支援方

法を学びます。



日本臨床催眠学会 第 40 回 技法研修会のご案内 

技法研修会（初級） 2019 年 11 月 30 日(土) 

「“臨床”催眠を学ぶ」 
初級研修は催眠の臨床実践や研究などを行うための基本であり重要な入り口です。 

午前中は催眠の定義、理論、歴史から催眠とは？どう学びどう使うか？など催眠を研修し実践す

る上での留意点、治療的応用の実際、また、催眠誘導の基本法則及び深化についての解説を行い、

デモンストレーションを行います。午後にはビデオでデモンストレーションを振り返り、誘導と深

化、観察などについて解説し、その後相互実習と体験の振り返りを行っていく予定です。 

研修会においては技法の習得は重要ですが、催眠研修の目的は技法の習得だけではありません。

心理療法として、催眠をどう使っていくかが実践においてはさらに重要な目的です。ややもすると

誘導技法は覚えたけれど臨床でどう使って良いかわからず、結局日々の実践においては催眠の利用

を躊躇してしまうという声を耳にします。「少し覚えてから臨床での利用を考える」のではなく、

臨床で役立てることを念頭において研修していただけますと違った気づきや見えてくるものもあ

るかと思います。実習で得たトランス体験や技法を是非臨床実践していただければと思います。 

時間 内容 
9:00～ 9:30 受付 
9:30～10:30 講義 1 （催眠の定義・トランス・、理論、歴史、催眠の治療的応用） 講師：高岡美智子 
10:30～10:40 休憩 
10:40～11:10 講義 2 （催眠誘導の基本の解説および催眠の深化） 講師：川嶋新二 
11:10～12:00 臨床催眠デモンストレーション 講師：松木繁 
12:00～13:00 昼休憩 
13:00～14:00 デモンストレーションのビデオによる振り返り・ディスカッション・質疑応答 

 講師：松木・川嶋・高岡 
14:00～14:10 休憩・移動 
14:10～16:10 グループ実習 （小グループでの実習） 
16:10～17:00 催眠の倫理 講師：水谷みゆき・高田みぎわ 

質疑応答 講師：松木・川嶋・高岡 
研修時間：370 分 
講師 松木繁  （花園大学社会福祉学部臨床心理学科 教授・臨床催眠学会理事長） 
   高岡美智子（メディカルパレット デンタルオフィス＆カウンセリングオフィスオフィス代表） 
   川嶋新二 （大学通り武蔵野催眠クリニック・駒澤大学心理学科） 
   水谷みゆき（愛知医科大学学際的痛みセンター） 
   高田みぎわ（同志社大学心理学部 嘱託講師） 
 
●今回の研修会は、12/1 開催の学術大会と同時開催となります。開催会場、お申し込み方法や参加費等

については、大会 HP をご覧下さい。大会 HP は学会 HP よりご覧いただけます。 
 
●以下の研修ポイントを申請予定です。 
 精神神経学会・日本心身医学会の専門医資格更新にかかる研修ポイント 
 臨床心理士資格更新のポイント 

主催：日本臨床催眠学会【 Japanese Society of Clinical Hypnosis (JSCH) 】 

研修会の内容等についてのお問い合わせは trainingjsch@hypnosis.jp までお願いいたします。
研修会参加のお申し込み、入会についてのお問い合わせは学会 HP よりお願いいたします。 

学会 HP：http://www.hypnosis.jp/ 学会事務局 連絡先 

住所 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター 

TEL 03-6824-9374  FAX 03-5227-8631 



 

 

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です。 

午前中は認知症とアセスメントに関する講義です。検査の選び方や所見の書き方など、 

臨床現場における認知症診断の実際を具体的に解説します。   

 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。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。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。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 講師は中野光子です。 

＜期日＞  

２０１９年 １０ 月 ５日（土）～ ６日（日）  （第８５期） 

１０月 １３日（日）～１４日（月休） （第８６期） 

１１月 ３日（日）～ ４日（月休） （第８７期）  

   １２月 ７日（土）～ ８日（日）   (第８８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, Rey Auditory Verbal Learning Test(RAVLT/ 

聴覚記憶検査), Rey Complex Figure Test(RCFT/複雑図形記憶検査),  

コグニスタット、Wisconsin Card Sorting Test, BADS（遂行機能障害症候群 

の行動評価）,Frontal Assessment Battery(FAB/前頭葉機能評価) ほか 

＜参考書＞ 拙著 「高次脳機能診断法」  山王出版  2,800 円（絶版） 

         または「臨床 知能診断法」山王出版（絶版） 

＜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   

http://members2.na.coocan.jp/index.html


■英国独立学派第三世代の精神分析 A.グリーンと C.ボラス以後 

日時：2019 年 11 月 17 日（日）10:00～16:30 

場所：八洲学園大学 8 階 8A 教室 

 講師：館直彦 先生 

 費用：7000 円 

https://yokopsy.com/index.php/seminar  

 

 ■臨床心理士・公認心理師のための開業セミナー 

日時：2019 年 12 月 15 日（日）10:00～16:30 

場所：八洲学園大学 8 階 8A 教室 

 講師：北川清一郎 

 費用：7000 円 

https://s-office-k.com/news/archives/214  

 

 ■WAIS-4 の実施・集計・解釈の実際 

 日時：2020 年 1 月 19 日（日）10:00～16:30 

場所：八洲学園大学 8 階 8A 教室 

 講師：伊藤周平 先生（心理オフィス K カウンセラー） 

 費用：7000 円 

https://s-office-k.com/news/archives/215 
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