
医療保健領域委員会からのお知らせ 

 

山梨県臨床心理士会会員の皆様 

 

日頃お世話になっており感謝申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安倍総理からの要請により、すべて 

 

のイベントは自粛することになりました。 

 

３月１５日に開催を計画していた、当委員会と山梨県精神科病院協会臨床心理 

 

部会との「合同研修会」も開催に向け準備を進めてまいりましたが、会場であ 

 

る山梨県立大学教室の借用禁止の措置及び国策に従い、残念ながら開催が不可 

 

能になりました。 

 

しかしながら、講師である松原由枝先生のご厚意により５月１７日（日）なら 

 

ば講義が可能との連絡がありました。 

 

それまでに新型コロナウイルス感染が終息に向かい、日常生活が普通に営める 

 

ことを願い延期といたします。 

 

つきましては、５月１７日（日）の開催のお知らせは４月広報にて告知いたし 

 

ますので、会員の皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

時節柄、公私ともご多忙とは存しますがご自愛なさってお過ごし願います。 

 

                         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 
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2020 年 3 月 15 日 

1. 2019 年度《スクールカウンセラーのための内部研修会》が終了しました 

 去る 2 月 15 日㈯ 14:00～16:30、山梨英和大学 208 教室にて、当委員会主催の研修会

が開かれました。「安心安全な学校をつくる～スクールロイヤー、スクールソーシャルワー

カー、スクールカウンセラーの連携に向けて」というタイトルで、シンポジウム形式で進め

られました。シンポジストとして、スクールロイヤー（SL）から弁護士の大島わかな先生、

スクールソーシャルワーカー（SSW）は元 SSW の内藤春美先生、スクールカウンセラー

（SC）は当会から保坂三雄先生が登壇され、座長は深沢委員長が務めました。16 人の参加

者がありました。 

 それぞれの立場から、職種の特徴や課題が話され、フロアとも活発なディスカッションが

交わされました。学校臨床は問題や症状を表している子どもだけを対象にしているわけで

はありません。教員や保護者、時には地域への支援が必要になります。一人の SC だけでは

当然限界があり、SL や SSW など他職種との連携が不可欠です。それにはお互いのことを

知ることが第一歩となるはずです。特に SL はこれから始まる制度だけに、それを事前に学

ぶ機会ともなり、大変有意義な情報交換と学びの時間になりました。 

 

2. 《継続研修会》のお知らせ 

 来年度以降も《継続研修会》を開催予定です。先月アンケートをお願いしましたが、その

結果を元に、来年度の継続研修会の形式を検討中です。 

 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。取得できるポイントは研修会の形式によりますので、決まり次第

追って広報いたします。 

 

3. 《会計年度任用職員対策ワーキンググループ》発足のご報告 

 来年度より SC が会計年度任用職員となることで、様々な弊害が生じています。そこで幹

事会の承認を得、当委員会に所属する部門として《会計年度任用職員対策ワーキンググルー

プ（以下、WG）》を発足しました（広報より幹事会議事録参照のこと）。今後、ご協力いた

だいたアンケート等をもとに、WG、教育委員会と共に SC の今後の勤務等について対策を

講じていくことになりました。 

 

4． 《スクールカウンセラー活用ガイドライン》検討のご報告 

 過日、山梨県義務教育課と当委員会コーディネーターが《スクールカウンセラー活用ガイ

ドライン》に関する第 2 回検討会を行いました。来年度より小学校への全校配置が決まっ
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ており、SC の活用に不慣れな学校もあるかと思います。SC の業務が円滑に進むよう、当

委員会としても、より良いガイドラインの改訂のために県教育委員会に協力していきます。 

 

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一昨年度《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、来年度の第 1 回スクールカウンセラー協議会（4 月 30 日

㈭予定）にてお渡しできる予定です。当委員会役員にお声をかけてください。 

 

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、研修、被害者支援、広報等で構成されてお

り、山梨県で活躍される SC の方々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。役員募集に関するお問い合わせは scyamanashi@yahoo.co.jp

もしくは scyamanashi@gmail.com までお願いいたします。 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@gmail.com


[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

済

済

済

済

中止

第11回例会は，新型コロナウィルスの影響で中止となりました。
2020年度も引き続き調査研究の準備を進める予定です。



高齢者支援委員会第 9回例会 2019年 1月 15日（水）18:30～20:45 

参加者：三澤，内藤，細川 

 

〔内容〕調査用紙，依頼文，調査方法などの検討 

 

⚫ メールでの意見より 

本会の動向調査では，介護職のストレスチェックなどの役割が求められているのでは

との考察があった。 

心理支援とは何か？という問いについて（他職種との異同，齟齬がないかどうか） 

 

⚫ 調査方法について 

郵送で配布・回収：費用の問題 

→ 1年間の活動費は限られるので，数年に分けて調査を行ってもいいのでは？ 

（回収しながら集計や分析をできるところから行える） 

グーグルフォームなどインターネット上での回答：回答の信憑性，重複回答の問題 

 → 識別番号を配布し入力してから回答してもらう 

郵送が現実的か？ 

 

⚫ 調査用紙について 

以下の項目について質問内容を整理し，回答者のバイアスを整理する質問順を検討す

る必要がある 

・高齢者の心理支援における臨床心理士のはたらきの実態 

・他職種が行っている心理支援 

・臨床心理士についての認識 

  複数回答：実際に行っているものは「当てはまるものすべて」，想定するものは「当て

はまるもの 3つまで」にするとよいかも 

  回答者のことを理解するような設問から始めると回答しやすいかも 

  最後に自由記載欄があるとよいのでは 

  調査用紙ができたら幹事会を通した方がいいだろう（倫理的配慮になる？） 

 

⚫ その他 

高齢者福祉の需要が増えたのはここ 10～15年のこと，これから心理支援の需要も増え

るかも 

ストレスチェック：保健師と心理職とのすみ分けはどうなるか？ 

 保健師 → 集団を対象とした公衆衛生に寄与する役割 

 心理職 → 個人を対象としたメンタルヘルスを支援する役割 



県士会高齢者支援委員会第 10回例会 議事録 2020年 2月 19日（水）18:30～21:00 

参加者：三澤，内藤，細川 

 

〔内容〕調査方法の検討，役員改選，その他情報共有 

 

⚫ 調査費用について 

高齢者施設を対象に配布すると 200～300ヶ所以上，そこに勤務する職員に配布すると

なると 1000部近く配布することになる？ 

郵送費+印刷費+α… 

→ 県士会の予算だけでは難しそう？ 

→ 助成金を受ける？： 

大同生命厚生事業団 （地域保健福祉研究助成） 

   明治安田こころの健康財団 （高齢者に関する精神保健・福祉の領域） など 

 

⇒ 2020年度は研究計画の立案，研究助成申請の準備，調査用紙の準備を行う 

  2021年度に研究助成の申請，調査の実施 

  2020年度に研究発表，報告 

 

⚫ 役員改選について 

委員長 4期（8年）目なのでそろそろ後退して新しい風を入れてもよいのでは？ 

規模が小さいため他の委員会の部会として吸収してもらい活動を維持することも一案 

→ 現役員が継続 

  立候補者にお任せする 

  他の委員会に吸収  など，各委員の意見を聞き今後検討 

 

⚫ その他情報共有 

・診療報酬の改定で新生児・周産期ケア，ギャンブル依存症の集団療法に関わるもの

して公認心理師が明記，心理技術者が削除となった。 

・高齢者の心理支援と心理療法： 

二分できるものではないし，どちらかが必要な人，どちらも必要な人それぞれ。 

心理療法にアクセスできる高齢者は限られる？（高齢者に限らずかもしれないが） 

  ・高齢者を支援する者への心理支援も必要なのでは？…今回の調査ではあくまで高齢

者の支援，今後の課題か？ 

 

次回 3月 19日（木）18:30～ 



  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2020. 3.20. 

 

   今のインフルエンザですが、皆様にはどうぞ十分な予防をされ、これ以上拡散して

いかないことを祈るばかりです。 

そうしたなかではありますが、定例で開催しております「失敗事例で学ぶ研修会」

を、以下のように開催する意向ですので、お知らせいたします。 

 

 ★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(2019/11/30)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） 



新 企 画

オンライン研修会
自宅で研修が受けられる！

！

1月公開動画
2月公開動画

講義『不登校生の保
護者に

対する面接法』 75分 1500円

講師：上田勝久（兵
庫教育大学）

対談『就労支援における

企業の視点』 60分 500円

講師：寺谷卓也（Dirise)

日程 毎月新作を公開（有料のものはお支払い後、1年間何度でも視聴可能）

手続き 各動画ページの指示に従い、情報登録をお願いします

時間 30分～90分

対象 一般の方から専門職の方まで

料金 無料～1500円

必要 ネット環境とパソコンor携帯電話

お問い合わせ
大阪・京都こころの発達研究所 葉
https://kokoro-you.com/

葉 研修会 検索

心理・福祉

を学べる



【レクチャー】
共感研究のレビュー（定義、治療効果、社
会神経モデル）とTIPモデルの概要

【体験的学習】
共感のTIPモデルに基づく、自動模倣、自
己開示、沈黙の練習。ビデオ・デモンスト
レーションの閲覧とでブリーフィング

【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
年における欧米の共感、生理学的シ
ンクロニー、自己開示、沈黙に関する

量的・質的研究から作り上げられた
TIPモデルを体験的に学び、共感を深
いレベルで実践し始めることが「心と
体でつながる『新しい』共感実践」の
目的です。

「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。

「共感」は基本であり治療効果の大きな要因

心と体でつながる
　　　　　　  「新しい」共感実践

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

紹
介
ペ
ー
ジ

2020.5.2 SAT
10:00▶17:00

日時

講師 鈴木孝信
（公認心理師、アダムズ州立大学

カウンセラー教育学博士課程4年、

杏林大学非常勤講師、

ブレインスポッティング国際トレーナー）

協力 西田正憲 （臨床心理士、
せとぐち心療内科クリニック）

お申込み https://btij.page.link/M5Jz

お問合せ

主催 http://btij.org/
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

会場・定員

□ オンライン／30名
 参加にはzoomプログラム（無料）が必要

受講料 12,000円（早割）

お問い合わせ、
募集要項、お申
し込み等は、こ
ちらよりご確認
いただけます。



◇【心と体でつながる「新しい」共感実践 ◆オンラインワークショップ◆】のご案内◇ 

 

 今回、【心と体でつながる「新しい」共感実践】オンライン上ワークショップが５月２日(土)

に開催されます。対人援助職に必須の「共感」能力の飛躍的な向上に繫がる内容となっています。 

 講師は心理療法ブレインスポッティング（BSP）の国際トレーナー鈴木孝信氏です。 

 ブレインスポッティング（BSP）は EMDRのエキスパートであった D.Grand 博士によって、

精神分析、SE、EMDR 等の影響を受けて開発され、脳の調整(制御)を「視点」により活性化さ

せ、トラウマを【素早く】【根こそぎに】処理できることが特長です。複雑性 PTSD、不安障害

やパニック障害などへの適応、身体的アプローチ、共感スキルなど、臨床能力全般の向上に非常

に効果的です。今回は共感スキルの向上に特化したワークショップのご案内となります。以下に

紹介文がありますのでご覧下さい。 

*********************************************************************************** 

【心と体でつながる「新しい」共感実践】オンラインワークショップ 

  

 心理臨床において、クラアントのプロセスの質を大きく左右するのが、セラピストとクライア

ントの関係性です。この関係性はセラピストがいかにクライアントの内的な状態を自らの内的

システムに映し出すかということに大きく委ねられています。これを可能にするのが共感です。 

 

※過去のワークショップの紹介ビデオをご覧ください。  

【紹介ビデオ】 https://youtu.be/14DxcNpgovY 

 

※ワークショップの最新の詳細な内容が以下のページにあります。 

【紹介ページ】 https://peraichi.com/landing_pages/view/20200502workshopbtij 

 

 「共感」はロジャーズが注目されて以降、着目される概念となりました。一方で、曖昧な定義

が避けられない性質もありましたが、近年の神経学の研究が進むことにより、共感の脳内での

メカニズムが明らかになり、包括的に理解出来るような理論が生まれてきました。このような共

感研究の英知を活用し、臨床心理士／公認心理師として必要な共感の力を深め、高い治療スキル

を学んでいただくのが、このワークショップの目的となります。 

 

 当ワークショップでは、トラウマ心理療法「ブレインスポッティング」臨床や、共感研究の

知見から得られた最新の「臨床力向上の術」をお伝えします。共感することは学ぶことが出来ま

す。共感力を引き出す具体的な方法を理解し、練習し、臨床に応用できるようにします。どんな

アプローチにでも応用できる共感を学び、実際の臨床力を高めること目指しましょう。 

※ワークショップ内では、ストループ検査など多彩なアクティビティを予定しています。 

  

https://youtu.be/14DxcNpgovY
https://peraichi.com/landing_pages/view/20200502workshopbtij


【ワークショップ概要】 

 

＜日時＞ 2020年 5月 2日（土） 10:00-17:00 （9:30オンライン開始） 

        午前：共感研究のレビュー 

        午後：TIP モデル 

＜会場＞ オンライン（ＺＯＯＭ上） 

＜講師＞ 鈴木孝信（公認心理師／アダムズ州立大学／杏林大学／ブレインスポッティング国際

トレーナー） 

＜対象＞ 臨床心理士／公認心理師／医師／精神保健福祉士／社会福祉士／対人援助職 

＜定員＞ 30名 

＜参加費＞12000 円(早割～4/10 まで）15000円（通常～4/11以降） 

＜主催／協力＞BTI-J／西田正憲（臨床心理士） 

＜申込先＞ https://www.kokuchpro.com/event/8c6728748bedbdc5766ce308eb502ca2/entry/ 

 

※臨床心理士資格更新ポイント申請予定 

************************************************************************************ 

https://www.kokuchpro.com/event/8c6728748bedbdc5766ce308eb502ca2/entry/


エモーション・フォーカスト・セラピー（Emotion Focused Therapy：EFT） 

国際認定 Level1トレーニングのご案内 

 

昨年に引き続き、今年も EFT の国際的な研究者/実践家で、International Society for Emotion Focused 

Therapy（ISEFT）理事の Rhonda Goldman 先生を講師にお迎えし、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 

 

【日時】 

2020 年 4 月 25 日（土）～ 4 月 28 日（火）全４日間 各日 10:00～18:00 

※3 日目（4/27）夜に講師を交えての懇親会を予定しております。 

 ご参加希望の方は合わせてお申し込みください。 

 

お申込みはこちらから↓ 

https://www.kokuchpro.com/event/2020eftlevel1/ 

 

【会場】 

  iEFT Japan  

  地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅徒歩 5 分 

  〒112-0002 東京都文京区小石川 5-17-9 -102 

【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 

International Society for Emotion Focused Therapy （ISEFT)理事・認定 EFT トレーナー 

『Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-Creating Clinical Maps for Change』, 

『Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy』、『Emotion-Focused Couple Therapy』など 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 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）、公認心理師、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 

 

【参加費】 

  トレーニング参加費：（早割※2020 年 3 月 31 日まで）13 万円 

  懇親会費：5 千円 

【参加確定・キャンセルについて】 

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（申込受付メールは参加確定のご案内ではございませんので、ご注意ください）。 

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。 

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

※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 

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

【事務局・お問合せ先】 

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 

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