
２０２０年１月幹事会議事録 

 

日時 ：2020年 1月 30日（木）１８：３０～２０：１０ 

場所 ：山梨英和大学 会議室 B 

書記 ：清水（医療保健領域委員会） 

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

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

清水（医療・顧問） 

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 関係機関からのお便り、ニューズレター、セミナー、研修会の案内など 

会員への情報提供のために必要な文章は広報班が持ち帰る。 

Ⅱ」会員動向 

入会希望者 なし 

退会希望者 今田裕美さん（学校、子育て、医療） 

Ⅲ 報告および審議事項 

報告  

小菅村教育委員会から第三者委員会の立ち上げにともない委員として臨床心理士会に派遣依頼

あり、幹事会の稟議により今村享会員を派遣することになる。 

第三回日本うつ病リワーク協会年次大会（4月 25日）の後援名義依頼あり：承認 

各委員会報告 

・学校臨床心理士委員会：総務省よりの通達により、働き方改革の一環としてスクールカウンセラー

の身分がこれまでの非常勤職員から、会計年度任用職員となると県より説明があった。それに伴い、

週当たりの勤務時間の上限が設けられる見込みで、１５．５時間以上勤務している SC は不利益を

生じる恐れが出てきた。この事態に学校臨床心理士委員会として対応するための基礎資料として、

委員に対してアンケート（勤務状況）調査を実施した。今後、結果を分析し、県に要望書を提出予

定する可能性がある。 

2月 15日 14時、山梨英和大学２０８教室にて、SCのための内部研修会を実施予定。 シンポジス

トは弁護士の大島わかな先生、SSWは経験者、SCから保坂三雄先生、座長深沢孝之（委員長・会

長） 

・研修委員会：12 月２２日（日）東畑開人先生をお招きしたワークショップを開催した。参加者 47 名 

７万円ほどの事業収入の予定。先生の講演及び 2名の事例検討が報告された。 

今回は会員以外の関係機関・団体に開催を送付した。しかし、参加者は数名であったが、今後とも

臨床心理士をアピールする目的で広報は継続する。 

・子育て支援委員会：昨年 11 月 10 日田中千穂子先生を講師に招き研修会を開催した。(参加者 



6６名、内 CP２６名）（臨床心理士資格認定協会に更新ポイント取得申請をしたところ事務局の手違

いがあったが訂正され、県士会主催第２条第 2項）で申請手続が可能。 

・被害者支援委員会：２０２０年夏の中部ブロック会議を長野県臨床心理士会と合同開催する計画

は延期となった。（２０２０年は石川県で開催する。）長野県とは、まず、日頃委員会で開催している

研修等での連携を始めていくこととした。 

・高齢者支援委員会：メンバーが少ないながらも、月一回定期的に調査研究のための話し合いを

行っている。高齢者の抱える医療・介護・福祉の課題に対して、他職種と協働する上で、「求められ

る心理支援とは何か」を考える機会となっている。 

・産業領域委員会：昨年 11 月に「職場のハラスメント対策」をテーマに山梨労働局から講師を招き、

研修会を開催した。国のハラスメントに対する法整備が整った所で再度勉強の機会を設けられたら

と考えている。 

・医療保健領域委員会：12 月に山精協臨床心理部会と合同研修会を開催した。相変わらず山精

協臨床心理部会会委員以外の参加者は少ない。2 月 18 日に山梨厚生病院で「精神科病棟で行

っている入院生活技能訓練の取り組みについて」をテーマに研修会開催予定。また、3 月 15 日

（日）山梨県立大学で、松原由枝先生を招き講演会（ポイント取得予定）を計画している。テーマは

ソンディ・テスト及びコラージュ療法関連の話題であり、2月の広報で案内する。 

・倫理委員会：報告事項なし 

・福祉臨床発達委員会：定期的にこころのサポートセンターネストやまなしで研究会を開催している。

3月 16日（月）の研究会は、藤原医院藤原茂樹先生をお迎えしての事例検討会の予定。 

その他：佐野副会長より準会員の入会希望者があるが、その手続について照会があり 

要件を再確認し、事務局で対応することとなる。 

・会計班より：講師謝礼の源泉徴収税に関する手続きに対して、フローチャートを用いて説明あり。

領収書のコピは納税後速やかに県士会会計担当に提出。マイナンバーの提出については設樂副

会長作成の依頼状があるので必要な委員会は参照のこと。 

審議検討 

１．山梨県臨床心理士会ニューズレターについて：広報班望月担当より企画案の提示 

会長、代議員の挨拶、事務局からのお知らせ、編集後記は従前同様今回は委員会の取り組みを

掲載して、会員の積極的な委員会活動に参画していただくことが狙い。審議の結果：産業領域委

員会、被害者支援委員会、高齢者支援委員会、福祉臨床発達委員会にお願いすることに決まる。

原稿締め切り 2月 29日 発行 3月末予定。 

２．総会の開催日 6月の土曜日とし、次回幹事会で決める。 

■次回幹事会日程 2020年 3月 19日（木） 18：30～  書記産：産業 

書記輪番表 ：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 （会長 （学校）は書記を行いません） 
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2020 年 2 月 15 日 

1. 2019 年度《継続研修会》が終了しました 

 皆様のご協力とご参加のおかげで、今年度 5 月～1 月まで全 9 回に渡って開催された

《スクールカウンセリング研究会》と、2月 15 日に開催された《スクールカウンセラーの

ための内部研修会》が無事終了いたしました。来年度以降も《継続研修会》を開催予定です。 

 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、ポイン

トが取得できる予定です。 

 

2. 《継続研修会》に関するアンケートのお願い 

 当委員会では、来年度の《継続研修会》について、どのような形態で実施するか検討して

おります。従来は年 9 回の《スクールカウンセリング研究会》と年 1 回の《スクールカウ

ンセラーのための内部研修会》から構成されていましたが、開催の頻度や曜日について、再

検討の必要があると考えております。 

 つきましては、2 月 22 日(土)に、等委員会委員の皆様にアンケートを実施いたします。

学校臨床心理士委員会 Gmail アドレス（scyamanashi@gmail.com）より送信いたします。

ご回答はGoogle フォームにてお願いする予定です。 

 

3. 《スクールカウンセラー勤務状況調査》集計結果ご報告のお知らせ 

 ご承知の方も多いかと思いますが、全国的にスクールカウンセラーの雇用形態が《会計年

度任用職員》となります。これに伴い、本県では例年通りの勤務に支障をきたすとされてい

ます。 

 これまでの実績や新たな雇用形態の影響等を調査するため、過日、当委員会委員に向けて

スクールカウンセラーの勤務状況を調査するためのアンケートをお願いし、ご協力を得る

ことができました。その集計結果の一部を、近日公表する予定です。 

 

4． 2019 年度拡大委員会のお知らせ 

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

より開催します。多くの委員の方々のご参加をお待ちしております。 

 

5． 「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、来年度開催予定の第 1 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。 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

scyamanashi@gmail.com


© 学校臨床心理士委員会 2020 

 

 
 

2 

6． 学校臨床心理士委員会 役員の募集 

 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、会計等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までお願いいたします。 

 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


2020/3/15 sun 10:00～15:30 

◆申し込み＆問合せ◆ 

山梨県立大学  飯田キャンパス   A館 

〒40 0 -0 0 3 5  

山梨県甲府市飯田5 - 1 1 - 1  TE L 0 5 5 -2 2 4 -5 2 6 1  

Email：s-miko＠nns.jp 

 担当： 医療保健領域委員会 委員長 清水隆善 

参加費 
 

2000円 

地図を入れて下さい 

医療保健領域委員会＆山精協
臨床心理部会合同研修会 

ソンディ・テストと
コラージュ療法 

講師 

昼食＆お茶付き♪ 
 

申し込み締め切り2020/3/5 

山梨県臨床心理士会 主催 



山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会 
＆ 

山梨県精神科病院協会臨床心理部会合同研修会 

ソンディ・テストとコラージュ療法 
 ―無意識への２つのアプローチ― 

9：30～ 受付開始 
10：00～ テーマ１ ＜ソンディ・テストとはどんなテスト？＞ 
1.ソンディ・テスト（正式名称：実験衝動診断法）の概観 
2.ソンディ・テストの背景理論（衝動病理学、運命心理学） 
3.ソンディ・テストの活用領域 
4.ソンディ・テストの活用法と今後の展望 
＊ソンディ・テストは短時間でのマスターは難しいため、テストの紹介に留まることをご承知おきください。 

12：00～13：00 ランチョンミーティング  (昼食＆情報交換会） 
13：00～テーマ２ ＜体験コラージュ療法＞ 
1.グループに分かれ、各自コラージュを制作する。 
2.各自が制作したコラージュについてプレゼンテーションをし、グループ内で作品へのコメントをしながらシェ
アリングを行う 

★総括 
 ソンディ・テストtとコラージュ療法の発展的併用について 
 

15：30終了予定 
＜講師紹介＞ 

   松原 由枝先生 
 川村学園女子大学大学院教授 
          臨床心理士・認定カウンセラー・認定スーパーバイザー 
          博士（文学） 
          ソンディ・テスト分析家 日本人第一号（スイス、ソンディ研究所公認） 

 

★持ち物★ 
①ハサミ ②スティックのり 
③雑誌2冊程度、または自分が使いたい切り抜きやアイテム 
④参加費2000円 

◆◆会場◆◆ 
山梨県立大学 飯田キャンパス A館 
 

主催：山梨県臨床心理士会 

臨床心理士 
資格認定協会 
ポイント 
申請予定 



 

研究会のご案内 

福祉臨床発達委員会 

 

   

開催日時：2020 年 3 月 16 日（月） 19 時～ 

 

開催場所：こころのサポートセンター ネストやまなし 

山梨県甲斐市島上条 209  TEL：055-267-6903 

 

医療法人翠風会 藤原医院 藤原秀樹先生をお呼びして、

拡大事例検討会を開催いたします。 

 

内容：「登校しぶりの思春期女子 事例検討」 

 

参加の方は、委員会までメールでお申し込みください。 

 

山梨県臨床心理士会 福祉臨床発達委員会 

Mail：nest-y@tw.drive-net.jp 



発達相談における心理相談員 募集(来年度) のお願い 

 

 

発達相談を受託してくださるスタッフが不足しております。 

つきましては、ご協力の程お願いしたくご案内さしあげました。 

 

【内容】山梨県内市町村の乳幼児健診（1 歳 6 ヶ月児健診、3 歳児健診等）における 

発達相談 

【頻度】月に 1 回半日が 1 単位です。 

【場所】県内各市町村 複数個所あります。 

＊実際の相談業務内容については開始時に担当者がご説明いたします。 

 

興味のある方は福祉臨床発達委員会 中嶋までお問合せください。 

詳細をお伝えいたします。 Mail：nest-y@tw.drive-net.jp   

 

 

ご連絡をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 

mailto:nest-y@tw.drive-net.jp


参加費無料
会員でない方も
参加できます

２月２２日（土） 14：00～16：30

● 治療契約の曖昧なままカウンセリングしてませんか

● カウンセリングの要素のうち治療契約が一番有効

● 共感的対話の大切さと治療契約との関係

● ワークを通して体験的に学ぶ

講師 田中健史朗先生

申込
問い合わせメール URL https://kyouikusoudangakkai-yamanashi.jimdofree.com/MAIL kyouikusoudan.y@gmail.com

［日時］

［会場］

～治療契約と共感的対話～

韮崎市民交流センター ニコリ
（ＪＲ中央線韮崎駅前）

（公認心理師 臨床心理士）

山梨大学准教授



  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2020. 2.20. 

 

  定例で開催しております「失敗事例で学ぶ研修会」を、以下のように開催いたします。

初めての方もどぞご参加ください。 お待ちしております。 

 

 ★日 時： ３月２８日（第４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： 天野 ゆかり 先生 

（山梨英和大学大学院 特別研修生/山梨県看護協会貢川訪問看護ステーション） 

 ★演 題： 「ＡＬＳ当事者のコラージュ表現についての一考察」 

 ★参加費：￥500 円（当日お支払下さい）  

 

 発表者より… 

  大学院で取り組んだ修士論文で、ＡＬＳ（筋委縮性側索硬化症/脳や末梢神経からの神

経伝達を筋肉に伝える運動神経組織、運動ニューロンが死滅してしまう、難病の一つ）当

事者へのコラージュ制作を手伝い、思いを表現していただき、当事者にとって表現するこ

とがどのような意味があったかについて取組みました。膨大な量の資料を得ることが出来

ましたが、研究で取り組むことが出来たのは、ほんの一部でした。 

この度、「失敗事例から学ぶ研究会」に事例を提供させていただき、新な気持で事例と向

き合い、参加者の皆様のご意見、ご感想をいただき、ご協力いただいた皆様の理解を深め

ることに繋がることが出来たらと思っております。 

また今回は、主にインタビューの内容についてご検討をお願いしたいと思っておりまま

す。事例は全部で７事例でしたが、今回の研究会に提出させていただく事例数については、

まだ検討中です。 

なお大学院の先生には、今回の研究会に事例を提供させていただくことについて、ご了

解いただいております。また、協力者の皆様には、研究のご協力をお願いした折に、デー

タの使用についてご説明し、ご了解をいただいております。 

 

前回発表者からのコメント（小林 薫 先生）… 

  今回の事例は、通常と異なり明確な心理臨床の枠組みのないホスピスの病室という場で、

人生最後の２か月という非常に短期間の、それも看護師も含めた多人数との交流の様子を

報告させていただきました。その一方で、クライエントが歌人という特殊な自己表現の才

を有していたことで、残された短歌を通して通常では伺い知れない、クライエントの内的

な世界を垣間見ることもできたように感じています。検討会は、その思いを心に刻むため

に非常に有意義でした。我々も皆必ず人生最後の日を迎える運命を共有していることを、



心の片隅に置きつつ、この文を目にしていただいた皆様に、クライエントの歌を一つお伝

えして、筆を置きたいと思います。  小林 薫 

 

 『一日が終わって、この世で生きる日が、一日減って夕焼け小焼け』Ｓ．Ｍ 

 

 

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



フロイト講読セミナー  Part 1
サポチル関東　主催

　フロイトを学ぶ講読グループを開講します！原著の精読と発表、および講師の導きによる質
疑応答と自由な討議によって、セミナーは構成されます。フロイト理論の成立と変遷を追う中
で、知的な理解が臨床実践に生きるものとなるよう、対話を重視した学びの場を目指します。
　本セミナーは2年間でフロイトの全貌に迫る計画ですが、今年度はPart1として、フロイトが
精神分析を発見していく年代を中心に取り上げます。精神分析の初学者のみならず、改めてフ
ロイトを読み直したい方にとっても、有意義な機会となるでしょう。

　日程：　原則毎月第3日曜　10時半～13時
　期間：　2020年5月～2021年3月（8月は休み） 全10回
対象者：　臨床心理士、公認心理師、医師、それに準ずる専門家、大学院生、研修生　　
　定員：　10名　※定員を超えた場合は、サポチル専門会員を優先します。
　文献：　J-M•キノドス『フロイトを読む』（岩崎学術出版社）をテキストに、 
　　　　　適宜フロイトの原著（岩波版全集、人文書院版著作集）を参照する。
受講料：　60,000円（全10回分）　※サポチル専門会員/ボランティア会員/賛助会員　50,000円　

　会場：　クリニックおくでら　（小田急線経堂駅徒歩５分） 

　　※本セミナーはサポチル認定子どもの精神分析的心理療法士の取得のための単位として認定されます。

◆講師：　奥寺　崇　先生
　群馬大学医学部卒後、同附属病院助手、医学部学内講師。その間Menninger School of Psychiatry、Tavistock& 

Portman NHS Trustに留学、帰国後、赤城高原ホスピタル副院長、国立精神神経センター武蔵病院医長を経て、世
田谷経堂にて個人開業。子どもの心理療法支援会特別指定スーパーヴァイザー。国際精神分析協会会員。

⒈ 以下の手順に従い、メールにてお申し込みください。 
　タイトルを「2020サポチル関東フロイト講読セミナー参加申込」とし、以下の必要事項を記載して、サポチ
ル関東事務局宛て「info-kanto@sacp.jp」にメールを送ってください。 
　◆必要事項：①氏名（ふりがな）②所属③職種（臨床心理士、医師など明記）④E-mail アドレス（携帯アドレ
ス不可）⑤志望動機 

２. 参加申込メールの確認後、事務局より、「申込受付メール」をお送りします。
３. 事務局より、「受講可否通知メール」を送信します。（4月中旬予定） 
　※申込その他についてのお問合せも「info-kanto@sacp.jp」にてお受け致します。
　※受講料振込後の申込者によるキャンセルの場合、受講料の返金には応じかねますのでご了承ください。

申込締め切リ　2020年3月31日（火）

サポチル関東 事務局 
〒222-0037　横浜市港北区大倉山3-1-25-107
E-mail： info-kanto@sacp.jp
Twitter：@info_kanto 
URL： http://sacp.jp/

インターネット受講のご案内
　遠方在住や育児等の事情で直接参加が難しい方を対象に、試験的にインターネット受講枠を設けます。イン
ターネット受講には、いくつかの基準などがあります。ご希望の方は事務局にお問い合わせください。

　サポチル関東のTwitterでも
研修情報を発信しています。　　　
　　ぜひご覧ください！

mailto:info-kanto@sacp.jp
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子どもの精神分析的心理療法・臨床セミナー In 関東2020
サポチル関東 主催

サポチル関東が発足して4年間、臨床セミナーでは、現場のニーズに応えることを目的にセミナーを行ってまい
りました。5年目は、理論と実践をつなぐセミナーを企画いたしました。クラインをはじめとする、ウィニコット、ビック、

メルツァー、タスティン、アルヴァレズといった、子どもの精神分析を発展させてきた先人たちは、自身の臨床経
験に基づき、独自の観点から理論を発達させました。先人たちの理論は私たちの実践を助けてくれますが、それ
が生きてくるかどうかは、私たちの用い方次第だと言えるでしょう。

本セミナーでは、経験豊かな先生方に、各理論についての概説とご自身の事例の経験を語っていただくことで、
理論と実践がいかに有機的につながり、現場に生きているのかを提示していただきます。先生方の経験と対話
できる貴重な機会となるでしょう。また、講師と臨床セミナー参加者の対話がより活発に行えるよう、各回で話題
提供者としてサポチル専門会員が橋渡し役を務めます。

2020年度 臨床セミナー

事例から学ぶ子どもと青年の心理療法
―理論と実践の架け橋―

第１回 ２０２０年４月１２日（日） ．
「事例から学ぶクライン理論と実践―分裂機制の現代的な意義―」

講師： 松本 拓真 先生 話題提供： 吉沢 伸一 先生

第２回 ２０２０年６月１４日（日） ．

「事例から学ぶメルツァー理論と実践―閉所理論と現代の思春期心性をめぐって―」
講師： 飛谷 渉 先生 話題提供： 中岡 裕美 先生

第３回 ２０２０年８月９日（日） ．

「事例から学ぶウィニコット理論と実践―治療的コンサルテーションと移行領域での関わり―」

講師： 奥寺 崇 先生 話題提供： 廣内 雄一郎 先生

第４回 ２０２０年１０月１１日（日） ．

「事例から学ぶビック理論と実践―乳幼児観察の臨床的応用と心的皮膚の臨床的意義―」

講師： 福本 修 先生 話題提供： 上田 順一 先生

第５回 ２０２０年１２月１３日（日） ．

「事例から学ぶタスティン理論と実践―自己意識性の苦悩をめぐって―」
講師： 平井 正三 先生 話題提供： 小笠原 貴史 先生

第６回 ２０２１年２月１４日（日） ．

「事例から学ぶアルヴァレズ理論と実践―発達心理学と精神分析の交差―」
講師： 脇谷 順子 先生 話題提供： 長谷川 昌子 先生

サポチル関東 事務局
〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-1-25-107
E-mail： info-kanto@sacp.jp
Twitter：@info_kanto
URL： http://sacp.jp/

対象者：臨床心理士、公認心理師、医師、それに準ずる専門家、大学院生・研修生
定員数：70名
受講料：40,000円（全6回）
会場：大妻女子大学千代田キャンパス(予定）
時間：13時～16時45分 （前半【講義】、後半【講師の事例提示】）

＊緊急時の連絡に関する記載が本案内の最後に記載してありますので、ご確認下さい。
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第１回「事例から学ぶクライン理論と実践―分裂機制の現代的な意義」
講師：松本 拓真 先生

クラインの業績は、子どもの精神分析的遊戯技法の確立や、乳児の心や精神病的な心性の理解など様々です
が、私は特に分裂機制に焦点を当てたいと思います。私たちの心の中には様々なパーソナリティが同居し、時と場
合によって多様な心の状態が現れますが、自分自身とのつながりが乏しくなることで空虚さ・自分が自分でない・
解離・自閉といった現代的な問題を生じさせます。クラインの業績を私の事例と重ねながら、これらの問題を理解
するヒントを探求したいと思います。
【参考文献】 Klein，M（1946）：分裂的機制についての覚書（In『メラニー・クライン著作集４：妄想的・分裂的世界』誠信書房）

第２回「事例から学ぶメルツァー理論と実践―閉所理論と現代の思春期心性をめぐって」
講師：飛谷 渉 先生

メルツァーの「閉所」は、ビオンの意味生成における「コンテイナー」のネガである。閉所にいる主体は、空想にお
いて内的対象の内部に侵入することで、羨望体験を回避し貪欲を実現するが、代償として世界内存在としての実
感を失い、偽物感覚と閉所恐怖を伴って、「生のようなもの」を生きることを強いられる。「知ること」は「情報収集」と
なり、理解は「暴くこと」などとして体験される。閉所概念は、摂食障害や倒錯嗜癖などの病理の理解はもちろん、
ネットやＳＮＳに依存する現代の思春期心性を理解する鍵を提供する。
【参考文献】 Donald Meltzer； ‘The Claustrum: An investigation of claustrophobic phenomena.’ Karnac. London

第４回「事例から学ぶビック理論と実践―乳幼児観察の臨床的応用と心的皮膚の臨床的意義」
講師：福本 修 先生

Esther Bickは、精神分析的なトレーニングに乳児観察を導入したこと、そして最早期の不安と防衛を理解したこ
とで知られている。講義では、彼女の生涯と業績で知られていることを紹介しつつ、乳児観察の実例および現代の
自閉スペクトラム論や心的次元論に通じる問題圏について、臨床例を参照しながら考察したい。
【参考文献】１．福本修（2002）：次元性から見た心的機能の臨床的展開とその治療過程、精神分析研究 46(4), 405-414
２．山上千鶴子のホームページより、エスタ・ビック （Esther Bick ; 1902-1983） の遺産（http://www.chiz-yamagami.com/intro.html）

第３回 「事例から学ぶウィニコット理論と実践―治療的コンサルテーションと移行領域での関わり」
講師： 奥寺 崇 先生

今回はウィニコット理解に一緒に挑戦したいと考えます。前半では移行対象の概念を中心に基礎的な考えから、
臨床的なアプローチについて概説し、後半は自験例ではなく、晩年の著書『ピグル』を取り上げます。それはピグ
ルを「読む」のではなく、この症例について今の私達がそれぞれの臨床の現場でどのように理解し、扱うか、につ
いて批判的意見も交えて相互的に検討し、考えを深めたいと思います。
【参考文献】１．ウィニコット「第１章：移行対象と移行現象」、「第４章：遊ぶこと―創造的活動と自己の探求」 Ｉｎ 『遊ぶことと現
実』岩崎学術出版社、２．ウィニコット『ピグル―ある少女の精神分析的治療の記録―』岩崎学術出版社

第５回「事例から学ぶタスティン理論と実践―自己意識性の苦悩をめぐって」
講師：平井 正三 先生

フランセス・タスティンは自閉症の子どもとの精神分析実践と研究で知られており、その影響は英国にとどまらず、
世界中の精神分析臨床家に多大な影響を与えています。本セミナーでは、自閉症にとどまらず、人が自己意識を
立ち上げていく際の苦悩という普遍的な問題群に彼女の仕事は関わっていることを示していきたいと思います。
【参考文献】１．タスティン『自閉症と小児精神病』創元社、２．平井正三『精神分析的心理療法と象徴化―コンテインメントをめ
ぐる臨床思考』岩崎学術出版社、３．平井正三『意識性の臨床科学としての精神分析―ポスト・クライン派の視座』金剛出版

セミナー内容

第６回「事例から学ぶアルヴァレズ理論と実践―発達心理学と精神分析の交差」
講師：脇谷 順子 先生

アルヴァレズにとって、臨床も理論も生きもののようである。アルヴァレズは、目の前の子どものこころの世界を
知っていくために、精神分析理論や発達理論を活用している。そして、子どものこころと、子どもとセラピストのやり
とりが生きたものとなることを目指している。映画、小説、音楽などにも広く関心をもつアルヴァレズの創造性、さら
には人の権利についての考えも学ぶ機会としたい。
【参考文献】アルヴァレズ著『子どものこころの生きた理解に向けて』（2017年 金剛出版）



◆サポチル関東の紹介
現在、サポチル関東は、以下の専門会員メンバーで運営しております。

関東理事： 脇谷順子
関東事務局： 上田順一
臨床セミナー担当： 小笠原貴史 中島良二 廣内雄一郎 吉沢伸一
研修プログラム担当： 中岡裕美 長谷川昌子
（五十音順）

◆サポチル認定資格関連（ 関東 ）

・子どもの精神分析的心理療法指定スーパーバイザー（コンサルタント・セラピスト）
脇谷順子

・子どもの精神分析的心理療法特別指定スーパーバイザー
奥寺崇 木部則雄

・子どもの精神分析的心理療法士
小笠原貴史 熊田知佳 吉沢伸一

（五十音順）

◆セミナー講師のご紹介（五十音順）

奥寺 崇 先生
群馬大学医学部卒後、同附属病院助手、医学部学内講師。その間Menninger School of Psychiatry、

Tavistock& Portman NHS Trustに留学、帰国後、赤城高原ホスピタル副院長、国立精神神経センター武蔵病
院医長を経て、世田谷経堂にて開業。国際精神分析協会会員。

飛谷 渉 先生
大阪市立大学医学部医学科卒・同大学院卒。精神科医、医学博士。2004-2008年タヴィストック青年期部

門留学。大阪教育大学保健センター准教授。日本精神分析学会認定スーパーバイザー。著書「精神分析た
とえ話：タヴィストック・メモワール」、 訳書「新釈メラニー・クライン」など。

平井 正三 先生
京都大学教育学部博士課程指導認定退学、1990年〜1997年タヴィストック・クリニック児童家族部門留学、

児童青年心理療法士資格取得。京都光華女子大学助教授などを経て、御池心理療法センター代表、大阪経
済大学客員教授、認定NPO法人子どもの心理療法支援会理事長。

福本 修 先生
東京大学医学部医学科卒業。タヴィストック・クリニック（ロンドン）M1成人精神分析的精神療法部門修了。

恵泉女学園大学名誉教授、代官山心理・分析オフィス、日本精神分析学会認定スーパーバイザー、日本精
神分析協会訓練分析家。

松本 拓真 先生
岐阜大学教育学部助教。サポチル認定「子どもの精神分析的心理療法スーパーバイザー（コンサルタント

セラピスト）」。近著「自閉スペクトラム症を抱える子どもたち：受身性研究と心理療法が拓く新たな理解」（金
剛出版）。

脇谷 順子 先生
2000年〜2011年タヴィストックセンター児童家族部門留学、2009年児童青年精神分析的心理療法士資格

取得、2014年児童精神分析的心理療法専門家博士号取得。杏林大学保健部、認定ＮＰＯ法人子どもの心理
療法支援会理事。



セミナー申込について

■ 申込み方法

１．以下の手順に従い、メールにてお申し込みください。
タイトルを「2020サポチル関東・臨床セミナー参加申込」とし、以下の必要事項を記載し、
サポチル関東事務局宛て「info-kanto@sacp.jp」にメールを送ってください。

◆必要事項：①氏名（ふりがな）、②所属、③職種（臨床心理士、公認心理師、医師、大学院生・
研修生、その他）、④E-mail アドレス（携帯アドレスは不可。緊急時に確認可能なアドレス）

２. 参加申込メールの確認後、事務局より、「申込受付メール」にて振込先口座および
振込期日をお知らせします。
◆お振込 受講料40,000円
※振込期日を過ぎた場合は、お申込みはキャンセルとして取り扱わせていただきます。

※お振込み後、受講生の事情でキャンセルする場合、受講料の返金には応じられません。

３. 事務局より、「振り込み確認＋受講受理完了メール」を送信します。

申し込み締め切リは2020年2月29日（土）

▼

◆専門会員・賛助会員・ボランティア会員の募集
サポチルの事業推進に関わり、企画運営する各種活動にご協力
いただける方を募集しています。申込方法はＨＰをご覧下さい。

◆2020年度開催：各種研修プログラムについて
【文献講読】
・フロイト講読セミナー（奥寺崇先生）
・ビオン講読セミナー（平井先生先生／飛谷渉先生）
【乳幼児観察】
・乳幼児観察セミナー（脇谷順子先生）
【スーパーヴィジョン】
・グループ・スーパーヴィジョン（奥寺崇先生）
【ワークショップ】
・親面接ワークショップ（津田真知子先生／脇谷順子先生）

＊詳細および申込方法については、別途案内をご覧ください。
＊サポチル関東のTwitterでも随時研修情報を発信しています。
＊いずれの研修プログラムもサポチル専門会員が優先されます。

◼定員数：70名
◼対象者：臨床心理士,公認心理師,医師,それに準ずる専門家,大学院生・研修生

◼受講料：40,000円

▼

◆緊急時の連絡について
自然災害などにより、セミナーを中止（延期）せざるを得ない事態が生じる場合があります。当日午前７時までには、開催の
可否を事務局からメールでお知らせさせていただきます。なお、一斉メールが届かない場合もありますので、サポチル関東
のツイッターでもお知らせ致します。必ずご確認下さい。
（セミナー申込時に必要なメールアドレスは可能な限り、普段確認できる連絡先にしていただけると助かります。）

会場 お知らせ お問い合わせ先：info-kanto@sacp.jp

◆研修ポイントについて
本セミナーは、日本臨床心理士資格認定協会の「定例型研修会（４ポイント）」として承認されています。7割以上出席の方に
「研修証明書」をお渡しいたします。

NEW

NEW

NEW

mailto:info-kanto@sacp.jp


2019年度 思春期青年期ワークショップ

サポチル関東 主催

昨年は映画や物語を題材に、現代の思春期・青年期のこころについて飛谷渉先生にご講義いた
だきました。インターネットやスマートフォンの普及により即座に欲求充足することが可能となり、万
能性を維持しやすい現代で、心身の急速な変化を迎える思春期・青年期のこころはどのような困難
にぶつかり、また発達していくのでしょうか。そして、不登校や発達障害などの臨床の場で出会う思
春期・青年期のこころのなかでは、どのような世界が展開しているのでしょうか。

今年度も、こうした現代の思春期・青年期のこころのあり方について考え、臨床家としてのアプロー
チについて考えるワークショップを開催します。昨年受講された先生方はもちろん、初めて参加され
る方にとっても学びの多い時間となるでしょう。

昨年に引き続き、タビストック・クリニックの思春期青年期部門で学ばれた飛谷渉先生を講師にお
招きし、精神分析的な視点から思春期・青年期について考えていくワークショップです。後半は少人
数のグループに分かれ、一つの事例について自由に感じ、考える時間を通して体験的に学ぶことを
目指します。

講師： 飛谷渉先生（大阪教育大学保健センター准教授）
日時： ２０２０年３月２２日（日）

10：30～13：00 【講義】 ※13時から14時は休憩
14：00～16：45 【事例検討・グループディスカッション】

会場： 大妻女子大学 千代田キャンパス（予定）

対象： 思春期青年期の臨床を実践している、
または関心のある臨床心理士、公認心理師、医師、大学院生

募集人数： ３０名
受講料： 7,000円

サポチル専門会員／ボランティア会員／賛助会員 6,000円
※基本的には先着順ですが、人数が多数集まった場合はサポチル会員の方を優先

します。会員ではなくご関心のある方は早めのお申込みをお願い致します。

申込み方法

⒈以下の手順に従い、メールにてお申し込みください。
タイトルを「2019サポチル関東思春期青年期WS参加申込」とし、以下の必要事項を記載し、
サポチル関東事務局宛て「info-kanto@sacp.jp」にメールを送ってください。
◆必要事項：①氏名（ふりがな）、②所属、③職種（臨床心理士、公認心理師、医師、大学院
生）、④E-mail アドレス（携帯アドレスは不可）

２. 参加申込メールの確認後、事務局より、「申込受付メール」をお送りします。
※自然災害などによりワークショップを中止せざるを得ない事態が生じた場合、開催日の朝７時までに開催可否につきまして、
事務局よりメールにてご連絡いたします。併せてツイッターもご覧ください。
※受講料振込後の申込者によるキャンセルの場合、受講料の返金には応じかねますのでご了承ください

申し込み締め切リは2020年1月31日（金）※定員になり次第締め切ります

サポチル関東事務局
〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-1-25-107
E-mail： info-kanto@sacp.jp
Twitter：@info_kanto
URL： http://sacp.jp/
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2020年度新企画 若手対象基礎セミナー

ワークディスカッションセミナーグループ

サポチル関東 主催

ワークディスカッショングループは、さまざまな臨床の場で出会う子ども、青年、親子、家
族の言葉や行為に含まれている心理的な意味、そして、心理士自身も含めた多職種専門
家たちのグループ力動について、臨床場面の詳細な記録を基に考えを述べ合う場です。
観ること、詳細に記述すること、考えることの基礎を学ぶことが目指されます。

セラピールームやプレイルームに限らず、教室、児童福祉施設、子育て支援の場など、さ
まざまな臨床場面での言語的、非言語的コミュニケーションの心理的意味をグループメン
バーと一緒に探索してみませんか。

日程： 偶数月の第2日曜日の午前10時～12時15分
4月12日、6月14日、8月9日、10月11日、12月13日、2月14日 （年間6回）

内容： 10時～10時40分：講読文献のディスカッション
（講読予定文献：『ワーク・ディスカッション』（鵜飼・鈴木監訳、金剛出版）

10時45分～12時15分：臨床素材についてのグループディスカッション

対象者： 大学院修士課程修了後、あるいは、臨床心理士資格取得後、5年以内
参加条件： 臨床場面の素材を提示できる方（週1回の心理療法などの狭義の心理療法で

ある必要はありません）/ 全回参加できる方
定員： 6名
受講料： 18000円／年6回
会場： 大妻女子大学千代田キャンパス（予定）

◆グループリーダー：サポチル認定資格取得者 （敬称略・五十音順）
小笠原貴史：こうぬま心理相談室/サポチル認定子どもの精神分析的心理療法士
吉沢伸一：ファミリーメンタルクリニックまつたに/サポチル認定子どもの精神分析的心理療法士
脇谷順子：杏林大学保健学部/サポチル認定コンサルタントセラピスト
＊3名が交替で、1回に1名のグループリーダーが担当します。

◼申込方法

１．タイトルを「2020ワークディスカッションセミナーグループ参加申込」とし、以下の必要事項を
記載し、サポチル関東事務局宛て「info-kanto@sacp.jp」にメールを送ってください。
◆必要事項 ①氏名（ふりがな）②所属 ③修士課程修了or 臨床心理士資格取得の年

④E-mailアドレス（携帯アドレスは不可）⑤志望動機
２. 参加申込メールの確認後、事務局より、「申込受付メール」をお送りします。
３. 事務局より、「受講可否通知メール」を送信します。（3月中旬予定）
※定員を超える場合、2020年度の臨床セミナー申し込み者、サポチル正会員を優先いたします。
※申込みその他についてのお問合せも「info-kanto@sacp.jp」にてお受け致します。

申込期限 2020年2月29日（土）
（定員に達した時点で締め切らせていただきます。）

サポチル関東のTwitter

でも随時研修情報を発
信していますのでぜひ
ご覧ください！

サポチル関東事務局
〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-1-25-107
E-mail： info-kanto@sacp.jp
Twitter：@info_kanto
URL： http://sacp.jp/

mailto:info-kanto@sacp.jp
mailto:info-kanto@sacp.jp
https://twitter.com/info_kanto
http://sacp.jp/


iEFT Japan 主催ワークショップのご案内 

 

カウンセリングで感情を扱うことに関心のある心理療法家の皆さんに向けて、エモーショ

ン・フォーカスト・セラピー（Emotin-Focused Therapy: EFT）入門ワークショップを開

催いたします。 

 

エモーション・フォーカスト・セラピー研究所（iEFT Japan）所属臨床家が、感情の基本

理論についての講義や、EFT 創始者 L.S.グリーンバーグ博士の「うつに対する感情焦点化

療法」の APA ビデオを使ったディスカッション、体験ワークを通じて EFT や感情をつか

ったカウンセリングの基本を学ぶワークショップです。 

 

 開催日時：2020 年 3 月 1 日（日）13 時から 17 時まで 

会場：お茶の水女子大学 

 参加費：5,000 円 

 

お申込みはこちらから→https://www.kokuchpro.com/event/eftbasic2020/  

 

臨床歴 10 年未満の初心者～中堅の方を対象に、わかりやすく EFT のエッセンスをお伝え

いたします。 

 

※一部内容は 2019 年 2 月実施の「はじめて学ぶエモーション・フォーカスト・セラピー

ワークショップ」と同じものになります。 

 

 ［参加条件］ 

 臨床心理大学院生・臨床心理士・公認心理師・認定カウンセラー・精神科医・心療内科

医など。 

 

 

[エモーション・フォーカスト・セラピー（Emotin-Focused Therapy: EFT）とは] 

EFT は、カウンセリング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ベースに最新の認知・情動科学などの知見を統合して発展し

てきました。これまでうつ病や、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。 

※ Emotional Freedom Technique とは異なります。ご注意ください。 



The 3rd Japanese Association of Re-work for Depression Annual Convention

第3回
日本うつ病リワーク協会
年次大会 山梨大会

うつを生きる、再考
～医療リワーク継続のために

2020年4月25日土・26日日
山梨県地場産業センター かいてらす　

〒400-0807 山梨県甲府市東光寺3丁目13-25

大橋 昌資  
医療法人啓夏会 響ストレスケア～こころとからだの診療所　
理事長･院長

会期

会場

大会長

第3回日本うつ病リワーク協会
年次大会山梨大会実行委員会
医療法人啓夏会 
響ストレスケア～こころとからだの診療所
〒400-0124 山梨県甲斐市中下条1933-１-2F
TEL : 055-267-8111  FAX : 055-267-0118
E-mail : utsurework20@amail.plala.or.jp

URL https://utsu-rework3.secand.net 

 
登録区分

 大 会 参 加 費 懇親会参加費
  事前登録 当日登録 事前申込･　　

当日申込ともに

 会　員 5,000円 6,000円 4,000円
 非会員 6,000円 7,000円

演題登録期間

登録はホームページより登録はホームページより

2020年1月24日金まで
事前参加登録期間 2020年3月6日金まで



第3回
日本うつ病リワーク協会
年次大会山梨大会
実行委員会 URL https://utsu-rework3.secand.net 

The 3rd Japanese Association of Re-work for Depression Annual Convention

第3回 日本うつ病リワーク協会年次大会  山梨大会
うつを生きる、再考 ～医療リワーク継続のために

プログラム
 9：30～  9：50 開会式
 9：50～11：30 教育セッション  特別対談「医療リワーク、黎明期から発展期へ」
   座長： 佐久間  啓  社団医療法人 あさかホスピタル
    横山  太範  医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック
   演者： 秋山  　剛  NTT東日本関東病院
    五十嵐良雄  医療法人雄仁会（理事長）
    尾崎  紀夫  名古屋大学大学院医学系研究科
    徳永雄一郎  医療法人社団新光会 不知火病院

 10：45～11：45 委員会報告会
 12：00～13：00 ランチョンセミナー １･２
 13：15～15：15 特別講演「うつを生きる、再考」
   座長： 鷲塚  伸介  信州大学医学部 精神医学教室
   演者： 芝  伸太郎  特定医療法人福知会 もみじヶ丘病院
 13：15～14：45 認定説明会
 15：30～17：30 シンポジウム1「様々な治療技法」
   座長： 三木  秀樹  医療法人 栄仁会（理事長）
    田中佐千恵  信州大学医学部保健学科 作業療法学専攻
   シンポジスト： 柿崎  　崇  小澤こころのクリニック
    北川  信樹  医療法人ライブフォレスト 北大通こころのクリニック
    能勢  隆宏  特定医療法人十全会 十全病院
 15：30～17：15 口頭発表 １（５題）
   座長： 後藤  　剛  社会医療法人二本松会 山形さくら町病院
18：30～20：30 懇親会（情報交換会）　会場：フォーハーツカフェ（甲府駅北口）
※随時　一般演題／ポスター展示

 9：30～11：30 シンポジウム2「医療リワークの継続の工夫」
   座長： 柴田  信義  医療法人双信会　たてばやし心療クリニック
    三木  和平  医療法人社団ラルゴ 三木メンタルクリニック
   シンポジスト： 浅井  慶介  社会医療法人居仁会 総合心療センターひなが
    佐々木  一  医療法人社団爽風会 心の風クリニック
    山本  眞弘  和歌山県立医科大学 神経精神医学教室
 9：30～11：15 口頭発表 ２（５題）
   座長： 小澤  政司  小澤こころのクリニック
 11：00～12：00 ポスター発表
 12：00～13：00 ランチョンセミナー 3･4
 13：45～15：00 ワークショップ「音楽療法」
   講師： 松井  紀和  日本臨床心理研究所
    山本  智美  医療法人啓夏会 響ストレスケア～こころとからだの診療所
 13：30～13：45 ミニコンサート
   出演： 大橋  絵里（ソプラノ）　東京二期会
    吉岡由美子（ピアノ）
 13：45～15：15 市民講座「働く人のための時間管理」
   座長： 岡　  　敬  特定医療法人十全会 十全病院
   演者： 中島  美鈴  九州大学大学院人間環境学府
 15：15～15：30 閉会式
※テーマはいずれも（案）です。今後変更する可能性もあります。

医療法人啓夏会 響ストレスケア～こころとからだの診療所
〒400-0124 山梨県甲斐市中下条1933-１-2F  TEL : 055-267-8111  FAX : 055-267-0118  
E-mail : utsurework20@amail.plala.or.jp

1日目
［4月25日（土）］

2日目
［4月26日（日）］

大会テーマ



不登校・ひきこもり
支援者研修会

NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ主催

2020年

3月29日 10:00-16:00 (受付9:30～、昼休憩1時間)

お茶の水女子大学共通講義棟1号館 304教室
（東京都文京区大塚2-1-1 「茗荷谷」駅より徒歩7分）

「レジリエンスを育む」 浅井咲子

通常料金12,000円 早割料金10,000円(3月10日までに入金)
学生料金5,000円

日本臨床心理士資格認定協会のWS研修機会申請予定

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お申込み・お問合せ

第 ８ 回

日 時
会 場

講演

参加費

日

メールの件名に「3月29日研修会申込」と記載し、メールの本文に①お名前、
②所属先、③メールアドレス、④電話番号、⑤臨床心理士番号を記載の上、
当団体事務局までお申込みください。HP QRコード

対象 臨床心理士、支援者、大学院生、大学生 （定員60名）

本研修では、今回出版された「レジリエンスを育む―ポリヴェーガル理論による発

達性トラウマの治癒」の内容を元に、こころの不調と回復を神経系の調整からアプ
ローチする視点を学んでいきます。日本におけるこの分野の臨床実践のパイオニ
アの一人でもある浅井咲子さんを講師にお招きし、神経系をどう導き、適切に癒し
を進めていくのに必要である様々なコンセプトを挙げ、愛着との関連についてもわ
かりやすく説明していただきます。そして、発達性トラウマのみに限らず、ひきこも
りや発達障がいや他の臨床にも応用できる「調整ベーストアプローチ」を紹介して
いただきます。

【プロフィール】
公認心理師、アート・オブ・セラピー代表、SE™認定上級グループコンサルタント。
外務省在外公館派遣員としてロンドンにある日本国大使館に勤務。その後渡米し、カリ
フォルニア州のジョ ン F ケネディ大学院で、カウンセリング心理学修士号（身体心理学）
取得。2005 年に米国でソマティック・エクスペリエンシング™療法に出会い、現在に至るま
で、このトラウマ療法の普及に尽力。帰国後教育センター、企業内で相談員として勤務。
2008年から私設セラピストとしてアート・オブ・セラピーというカウンセリングルームを主宰
し（http://www.aftoftherapy.net/）、 内的家族システム療法（IFS）、総括的リソースモデ
ル（CRM）などの療法も取り入れ、神経系に働きかけて症状を改善することを目指してい
る。 翻訳書に P.リヴァイン著「子どものトラウマ・セラピー」（雲母書房 2010年）、K.ケイ
ン・S.テレール著「レジリエンスを育む」（岩崎学術出版社 2019年）、著書に「自律神経
セルフメンテナンス」（非営利活動法人ratik 2014年）、 「100%魂のかたち」（ヒカルランド
2017年)、「今、ここ神経エクササイズ」（梨の木舎 2017年）がある。

講師



横浜精神分析研究会研修会のご案内 

 

（1）WISC-4 の実施・集計・解釈の実際 

 日時：2020 年 3 月 15 日（日）10:00～16:50 

場所：横浜市港北区社会福祉協議会 3 階 多目的室 

 講師：鈴木眞弓 先生 

 費用：9000 円 

URL： https://s-office-k.com/news/archives/218  

 

（2）日常臨床のための対象関係論 横浜セミナー 第四期?対象・疾患別による心理療法の実

際? 

日時：毎月 1 回令和 2 年 5 月より原則第一日曜日（午後 1 時から 5 時まで 4 時間）（5 月の

み第三日曜日） 

 場所：八洲学園大学（〒220-0021 横浜市西区桜木町 7-42） 

 講師：祖父江典人 先生 

 費用：40000 円（院生は 30000 円） 

URL： https://yokopsy.com/index.php/objectrelations  

 

（3）メラニー・クラインとクライン派の臨床 

 日時：毎月 第 2 日曜日（4 月のみ第 4 日曜日） 文献講読：13:00～15:00、症例検討：15:00

～17:00 

場所：横浜市港北区社会福祉協議会 他 

 講師：北川清一郎 先生 

 費用：25000 円 

URL： https://yokopsy.com/index.php/meeting  

 

（4）力動的アプローチを実践したい初学者のためのグループ・スーパービジョン 

日時：毎月 第 2 日曜日 9:30～11:30 

場所：心理オフィス K（〒222-0021 神奈川県横浜市港北区篠原北 2-4-17 ライラック 103

号） 

 講師：北川清一郎 先生 

 費用：1 回 3500 円 

URL： https://yokopsy.com/index.php/groupsv 



 

 

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。 

午前中は認知症と検査に関する講義です。認知症とは何か、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＞    

     ２０２０年 90 期   2 月 23 日(日)   24 日（月休） 

91 期  3 月 20 日（金休） 21 日（土） 

    92 期   4 月 25 日（土）  26 日（日） 

    93 期  5月 4 日（月休）  5 日（火休） 

 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(聴覚記憶検 

査),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
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