
2020 年 10 月幹事会記録 

日時：2020 年 10 月 15 日（木）18：30～20：10   於：Zoom によるウェブ会議 

書記：事務局／小野 

出席：佐野(産業)、三澤(高齢者)、 設樂(研修、会長）、齊藤(倫理)、清水(医療)、比志(被害者)、

小野(事務局長)、深沢(学校)、長田(子育て)、中嶋(福臨発) 

欠席：なし 

陪席：吉川(代議員)、細川(会計班)、今村(広報班) 

 

Ⅰ：郵便物回覧 

① 被害者支援センターやまなしより機関誌 

② 富山大学から教員公募のお知らせ  

 

Ⅱ：会員動向 

   入会希望者 雨宮啓樹さん 正会員（子育て支援、福祉臨床発達、協力員） 

            天野ゆかりさん 正会員 （医療領域） 

   退会希望者 なし 

 

Ⅲ：報告および審議事項 

1） 事務局より 

① 山梨県弁護士会から 11 月 28 日子ども・夫婦なんでも無料相談会共催について（依頼） 

文書で依頼があり、対面および遠隔での相談を受ける予定であるとのことであった。 

②  【山梨県子育て政策課】放課後児童クラブ（学童）における子どもの心のケア事業について 

子育て政策課から SC へ勤務を打診し、応募状況をみて県士会へ求人募集を依頼するとのことであった。 

③ 【山梨県子ども福祉課】子どもを守る山梨ネットワーク会議について 

会議は 11 月 6 日(金)に開催され、本会からは事務局長が出席予定。 

④ 環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」における WISCⅣ実施について 

2023 年に小 4 児 200 名の WISC-IV のテスター応募がなされる予定。 

⑤ 会員情報基礎データについて 

資料をもとに、本会会員の性別、年齢別、資格登録後年数別、主たる勤務先別の会員数を確認した。 

⑥ ZOOM 契約利用について 

県士会として zoom を 1 ユーザー分契約し各委員長および事務局長で共同運用する試案が提案された。 

 

２） 各委員会より 

①学校臨床） 

・８月２９日、９月２１日に研修会を行った。 

・今年度より県教委義務教育課の後援を得て、研修会をオープンにして実施している。それによって非県士

会員の臨床心理士も受講する可能性が出てきた。これまで所定の条件を満たした会員の参加者にはポイン

トを与えていたが、今後は、非県士会員にも研修ポイントは付与することになると思われる。また非県士会員

からは、別途参加費を徴収する。上記二つが確認された。 

 



②被害者支援） 

・9 月 20 日、中部ブロック災害支援会議に参加した。 

・山梨県におけるコロナ禍への支援活動にむけて、資料に基づき報告があった。 

③医療領域） 

 ・精神保健協会長表彰につき、当会からの推薦により保坂三雄氏の受賞が決定した。 

・精神科病院協会の研修は、現在感染症流行のために、自粛中である。 

・松原先生を招いての「ソンデイ・テストとコラージュ療法の研修会は新型コロナウイルス感染防止のため 

来年 2 月か３月開催予定で延期となった。 

④研修）  

2021 年１月９日～１０日の研修会につき、今月号の広報に配信予定の案内に基づいて報告があった。 

⑤子育て） 

・９月７日に研修会を行い、「こどものこころサポートプラザ」を見学した。 

・2021 年 2 月 11 日に、SNS カウンセリングの実践というテーマで、オンライン研修を行う予定である。 

⑥福祉臨床発達）10 月 26 日に研修会を行う予定（基本的には参集形式）。 

⑦産業） 10 月 27 日に事例検討会を行う予定（基本的には参集形式） 

⑧高齢者） 調査研究を進めている。現在は、調査方法を検討中。 

⑨事務局 広報班） ホームページ改訂の手続きに入ることを報告した。 

 

 

◆次回幹事会日程：2020 年 12 月 10 日 木）１８:３０～、Zoom、書記：事務局（会計） 

   

 
書 記 輪 番 表   ＊会長を除く 

産業→高齢者→研修→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報）→学校→子育て→福臨発 



2021年1月9日（土） 15:00～18:00 ぴゅあ総合

お問い合わせ

令和２年度 ⼭梨県臨床⼼理⼠会主催
講演会＋事例に学ぶワークショップ

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp
山梨県臨床心理士会研修委員会

講演会 （講師：窪⽥先⽣）

「学校危機への備えと対応」

事例に学ぶワークショップ（発表３０分・討議５０分）
指定討論者：窪田先生

講師︓窪⽥由紀先⽣
（九州産業⼤学 ⼈間科学部 教授）

博士（学術）。専門は臨床心理学（特に，学校コミュニティへ
の緊急支援）。名古屋大学教授などを歴任され，現職。学
校コミュニティ危機と心の支援プロジェクト代表。平成23年
に文部科学省地方教育行政功労者表彰を受賞。学校危機
に関する著書・論文多数。

2021年1月10日（日） 9:00～12:00 ぴゅあ総合

内容
・学校危機で何が起きるのか ・予防教育
・ストレスケアの心理教育 ・学校危機への対応

事例１ 学校における緊急支援の事例（予定・発表者未定）

事例２ 自然災害における学校支援の事例（予定・発表者未定）

詳細・お申込み⽅法は
別紙をご覧ください。

事例提供12月9日まで、参加申込12月28日まで募集中！



 

令和 2 年度 ⼭梨県臨床⼼理⼠会主催「冬のワークショップ」 開催要項 
 

今年度ここまで新型コロナウイルス感染という波に揺さぶられながら、いつもとは異なる季節を過ご
してきましたが、いつの間にか涼しい⾵が吹く季節になりました。 

さて、⼭梨県臨床⼼理⼠会は⼼理専⾨職の研修の場として「冬のワークショップ」を例年開催しており
ます。今年度は九州産業⼤学より窪⽥由紀教授をお迎えし、「学校危機への備えと対応」をテーマに公開
講演会と事例検討を⾏います。窪⽥先⽣は、学校コミュニティが事件、事故、あるいは災害などの危機に
⾒舞われた際の緊急⽀援や、⼼の⽀援としての予防教育を、臨床⼼理学、コミュニティ⼼理学の⽴場から
⻑年実践、研究してこられました。今の時代に相応しい講師をお迎えできることを光栄に思います。 

専⾨家のみなさまから、学校現場での緊急⽀援・被災者⽀援、⾃然災害における学校⽀援、あるいは予
防教育について事例を募集します。ぜひご応募ください。 

なお、公開講演会はテーマに関⼼をお持ちの⾮専⾨家の⽅々もご参加いただけます。ぜひご⼀緒に学び
ましょう。 
 
《概要》 
【主 題】 学校危機への備えと対応 
【講 師】 窪⽥由紀先⽣（九州産業⼤学⼈間科学部教授、博⼠(学術)、臨床⼼理⼠） 
      http://ras.kyusan-u.ac.jp/professor/0001402/profile.html 
【⽇ 時】 2021 年 1 ⽉ 9 ⽇(⼟)15:00〜18:00、10 ⽇(⽇)9:00〜12:00 
【場 所】 ぴゅあ総合 2F⼤研修室（甲府市朝気 1-2-2） 
【定 員】 50名 
【スケジュール】 

09 ⽇(⼟)  14:30〜15:00 受付 
    15:00〜18:00 公開講演会「学校危機への備えと対応」 
 10 ⽇(⽇)  09:00〜09:10 受付  ※ 当⽇、守秘義務の誓約書をご記⼊いただきます。 
  09:10〜10:30 事例に学ぶ(1) 発表 30分・討論 50分 
  10:30〜10:40 休憩 
  10:40〜12:00 事例に学ぶ(2) 発表 30分・討論 50分 

  ※ 全プログラム参加の⽅が臨床⼼理⼠研修ポイント申請の対象です。 
【参加費】 
 会 員：公開講演会のみ 2,000円、事例のみ 4,000円、ワークショップ全体 6,000円 
 ⾮会員：公開講演会のみ 2,000円、事例のみ 5,000円、ワークショップ全体 7,000円 
 ※ 公開講演会は⾮専⾨家も参加可能です。 
 
参加・事例発表のお申し込みは以下のいずれかのフォームからお願いします。 
《ワークショップ全⽇》    《公開講演会のみ》 

https://forms.gle/FFY7AXGKi5rnTCzeA   https://forms.gle/w5ZypzVNwqtQ3xz98 

        

事例提供は 12 ⽉ 9 ⽇まで、 
参加は 12 ⽉ 28 ⽇まで、 

ふるってご応募ください！ 



令和２年度山梨県臨床心理士会主催講演会

学校危機への

日 程

時 間

会 場

参加費

2021年１月９日 （土）

15:00～18:00

ぴゅあ総合２Ｆ大研修室
（甲府市朝気1-2-2）

2,000円

研修内容
・学校危機で何が起きるのか ・予防教育
・ストレスケアの⼼理教育 ・学校危機への対応

ご予約・お問い合わせ

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

https://forms.gle/w5ZypzVNwqtQ3xz98

mail

URL

講師︓窪⽥由紀先⽣
（九州産業⼤学 ⼈間科学部 教授）

博⼠（学術）。専⾨は臨床⼼理学（特に，学校コミュ
ニティへの緊急⽀援）。名古屋⼤学教授などを歴任さ
れ，現職。学校コミュニティ危機と⼼の⽀援プロジェ
クト代表。平成23年に⽂部科学省地⽅教育⾏政功労者
表彰を受賞。学校危機に関する著書・論⽂多数。

備 え と 対 応

参加申込用QRコード山梨県臨床心理士会研修委員会

12月28日(月)まで申込受付中！
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2020年 11月 15日 

 

1. 第 6 回(10 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 去る 10月 31日(土) 14時～16時、第 6回のスクールカウンセリング研究会を開催い

たしました。百瀬裕三 SCより『スクールカウンセラーの倫理』をテーマにお話していただ

きました。SCにとって倫理は職務上欠くことができない概念であり、怠ることなく実践し

ていかなければならない態度・心構えですが、その重大さと奥深さを改めて再認する貴重な

機会でした。また事例を基にした小グループでの話し合いや質疑応答など、対面形式の良さ

を改めて感じた研修でした。『倫理は道』。百瀬 SCの名言ですね。 

 

2. 第 7 回(11 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 11月の第 7回スクールカウンセリング研究会も、新型コロナウイルス感染拡大対策に万

全を尽くした上で、対面形式で実施することにいたしました。詳細はこの後に掲載されてい

るチラシをご覧ください。 

 

第 6 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 11月 28日㈯ 14:00～16:00 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室 

 ・詳細と申込方法：後に記載されているチラシをご覧いただき、申し込みください 

 ・定員：先着 20名（ご希望の方は、お早目に申し込みください） 

 ・事例提供：松本友美 SC（学校臨床心理士委員会 研修部門） 

  ・テーマ：『「母に私を見てほしい」と訴える中 3女子との面接過程』 

  ・内容：松本 SCより「今年度、学校臨床心理士委員会では県教委の後援をいただき、

全 SCにスクールカウンセリング研究会への参加をお勧めしていきました。毎回、

多くの SC のみなさまにご参加いただいていますが、このあたりでスクールカウ

ンセリング研究会の原点に戻って、肩の凝らないアットホームな事例検討会が行

えたら、と思います。松本を事例検討者、深沢委員長をファシリテーターとして、

PCAGIP
ピ カ ジ ッ プ

法とサインズ・オブ・セイフティ・アプローチ等を応用し、全員参加型の

事例検討会にしたいと考えています。多くのみなさまのご参加をお待ちしていま

す。 

 

 

 

2020 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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3. 第 8 回(12 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 12月 19日㈯開催予定の第 7回スクールカウンセリング研究会のお知らせです。 

 

第 7 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 12月 19日㈯ 14:00～16:00 

 ・会場：未定 

 ・定員：追ってご連絡いたします。 

 ・事例提供：一瀬英史 CP（学校臨床心理士委員会 緊急支援部門） 

  ・テーマ：『「母に私を見てほしい」と訴える中 3女子との面接過程』 

  ・内容：一瀬 CPより「スクールカウンセラーのみなさまは、平成 30年度から全国

で開始されている高等学校での通級による指導をご存知ですか？ 

   これはインクルーシブ教育システムや小中高の連続した特別支援教育の実現に向

けて開始された国の取り組みですが、山梨県では大学研究サイドと協働し、臨床心

理学の方法を取り入れたプログラム学習を展開しました。 

   研修会では、施策の導入過程や背景、内容とともに認知行動療法、ストレスマネジ

メント教育、描画やイメージなどのカウンセリングのエッセンスを取り入れた教

育臨床の実際について詳しくご紹介します。 

   「これからのチーム学校とは」「支援計画はスタート？ それともゴール？」「困難

な指導と限界設定」といった話題提供や意見交換したいと思っています。高等学校

での通級指導の実際を知っていただくことで、児童生徒、保護者への支援にお役立

ていただけると幸いです。 

   多くのみなさまのご参加をお待ちしています」 

 

3. スクールカウンセリング研究会 年間予定 
 

 発表者／ 

ファシリテーター 
テーマ／内容 時間 会場 

第 1 回（5/23㈯） 深沢孝之 SC 
配置 SC の勤務形態等に関する報告と今後

の課の検討 
10:00～12:00 オンライン 

第 2 回（6/27㈯） 今村亨 SC 
新型コロナ流行下における学校臨床のあり

かた 
10:00～12:00 オンライン 

第 3 回（7/18㈯） 
保坂三雄 

チーフ SC 

『スクールカウンセラー活用ガイドライン』に

ついて－ＳＣの活動の基準について学ぶ－ 
14:00～16:00 オンライン 

第 4 回（8/29㈯） 
田中健史朗 SC 

石原香絵 SC 

・会計年度任用職員として気をつけること 

・協働によるより効果的な問題解決にむけて 
14:00～16:00 

ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第 5 回（9/26㈯） 永田真吾先生 特別支援教育の制度 14:00～16:00 
ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第 6 回（10/31㈯） 百瀬裕三 SC スクールカウンセラーの倫理 14:00～16:00 
ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第 7 回（11/28㈯） 松本友美 SC 
「母に私を見てほしい」と訴える中 3女子

との面接過程 
14:00～16:00 

ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 
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第 8 回（12/19㈯） 一瀬英史 CP 
臨床心理学の方法を導入した高等学校での

通級指導の実際 
14:00～16:00 未定 

第 9 回（1/16㈯） 飯久保百合子 SC  14:00～16:00 未定 

第 10 回（2/6㈯） 山梨県弁護士会との共同開催 未定 未定 

3月 15日㈪ 拡大委員会 18:30～20:30 未定 

 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では変更・中止等もあり得ます。その場合は決定次第、メ

ールでお知らせいたします。 

 

 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 ポイントが取得できる予定です（Webでの研修

会も例年と同様の取り組みとして認められることが確認できました）。 

 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

ンセリング研究会での発表を希望される方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：松本）に

ご連絡ください。ご都合の良い日時もあるかと思いますので、ご相談ください。 

 事例発表者／ファシリテーターは、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。研修担当（松本）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。 

 

4． 《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、スクールカウンセリング研究会等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。 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


 

山梨県教育委員会後援  

山梨県臨床心理士会 学校臨床心理士委員会主催 

 

第 7回スクールカウンセリング研究会 
 

SC事例検討会 

「母に私を見てほしい」と訴える 

中 3 女子との面接過程 
 

今年度、学校臨床心理士委員会では県教委の後援をいただき、全 SC にスクールカウンセリング 
研究会への参加をお勧めしてきました。毎回多くの SC の皆さまにご参加いただいていますが、この 

あたりでスクールカウンセリング研究会の原点に戻って、肩の凝らないアットホームな事例検討会が 

行えたら、と思います。松本を事例提供者、深沢委員長をファシリテーターとして、PCAGIP

ピ カ ジ ッ プ

法と 

サインズ・オブ・セイフティ・アプローチ等を応用し、全員参加型の事例検討会にしたいと考えています。 

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。  

 

 

2020.11.28（土）㏘ 2：00～4：00  

山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合 

（甲府市朝気 1－2－2）３階 視聴覚・音楽室 

全ＳＣ対象（先着 20 名）※県臨床心理士会非会員の方：会費 500円 

申込先：scyamanashi@yahoo.co.jp（松本） 

※申込メールに所属・資格（臨床心理士は登録番号）を明記してください。 

※新型コロナウイルス感染防止策にご協力をお願いします。 

（マスクの着用、３密の回避等）   

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


本年度も引き続き調査研究の準備を中心に活動します

登録委員
募集中

日 時 第3水曜日 18:30～20:30

青少年センター会議室 または オンライン会議

＊開催場所の詳細は1週間前までにお知らせします。

会 場

ご興味がある方は事務局にお気軽にお問い合わせください

お申込
お問合せ

高齢者支援委員会 事務局

yamaageing@gmail.comE-mail

第1回 5/20 研究計画の再検討 第6回 11/18 調査票の作成

第2回 6/17 研究計画書作成 第7回 1/20 研究助成申請先の検討

第3回 7/15 〃 第8回 2/17 研究助成申請の準備

第4回 9/16 調査内容の再検討 第9回 3/17 2020年度振り返り，
2021年度活動計画の検討

第5回 10/21 調査票の作成

済 Zoomにて
実施

済

済

Zoomにて
実施

済
Meetにて
実施済



高齢者支援委員会 第 5回例会 2020年 10月 21日（水） 18：30～2０：30 

場所： Meetによるウェブ会議 

参加者： 伊藤，内藤，細川 

 

⚫ Google Formで作成した調査票の項目確認 

◆ 臨床心理士として回答すると，回答が難しく感じる箇所があった 

→ 臨床心理士を対象とした調査票は別で作成し，比較考察する方向で検討 

→ 「臨床心理士以外の専門職を対象とする」文言を追加 

→ 属性を問う選択肢か「ら臨床心理士」を除外 

◆ 対象とする職種を再検討 

→ 「保健師」を追加 

→ 「薬剤師」も高齢者とは関わっていそうだが，実数としては少ないか？…「その他」へ 

→ 心理カウンセラーなど臨床心理士以外の心理職は，今回の調査では対象外とする（県

士会が実施しする臨床心理士の活動の実態調査を目的としているので） 

   ◆ 調査票の使用感をお教えください 

    → https://forms.gle/NA1SugfUGKeS99627 にアクセスするとウェブ上で回答

できます・ 

      架空の回答内容でも構いませんので，入力してみて感想をお聞かせください。 

必須項目に記入しないと左記に進めません。 

未回答防止のために必須項目を多くしてあります。 

 

⚫ 調査対象数の予測 

「心理療法の対象となる高齢者」の専門職支援者が研究対象 

あくまでも実態調査なので正確な母数は必要ないが，調査対象の予測がある方が信憑性が

増すだろう？ 

施設ベースで予測／職種ベースで予測／高齢者の人口統計から予測 

◆ 施設ベース； 施設数（数千？）×職種数 

  包括支援センター／サ高住／有料老人ホーム／デイサービス／通所リハ／保健所／リ

ハ病院／訪問介護・看護／老人施設（老健，ショート，グループホーム）…など（キリがない！） 

  除外するもの；療養型施設，一般総合病院…身体的ケアが中心となるので，CP がいても

仕事内容や目的などが研究内容に即しない可能性 

◆ 職種ベース； 各職能団体数×高齢者支援に携わる人の割合…この割合が不明 

◆ 高齢者の人口統計から予測； 専門職支援者が関わる割合が不明 

 

次回 11月 18日（水）18:30～ 

    開催場所は 1週間前までにお知らせします。 



宮田智基 先生講師

お申込み方法

山梨県臨床心理士会主催 子育て支援委員会講演会

右記ＱＲコードからお申し込みください。

締め切り 1/25(金)＊定員になり次第締切

①お申込みにはGoogleアカウントが必要です。お持ちで
ない方はアカウントを取得し、お申込みください。

②参加費は事前にお振り込みの上、振り込み控えの写真
を申し込みフォームに添付して下さい。

振込先【金融機関名】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号10800 番号14463511
【口座名義】山梨県臨床心理士会子育て支援委員会

③参加者には２/5(金)までにZOOMのURLと
パスワードをお送りします。

お問合せ：子育て支援委員会事務局 y.kosodate.cp@gmail.com

コロナ禍により、対面での相談を控えている子育て中の親御さんも
利用できるSNS。本研修会では、SNSカウンセリング(LINEに限定)の
社会的ニーズや、その実践と留意点について、宮田先生にご講演いた
だきます。また、事例素材を通したワークとグループディスカッショ
ンを行う予定です。 ※CP資格更新ポイント取得申請予定

2020年2月11日(木)
AM10:00～PM16:00

日時

帝塚山学院大学大学院教授、(公財)関西カウンセリングセンター講師。
臨床心理士・公認心理師・KIPP精神分析的心理療法家。長年精神分析的な
視点で、病院・学校・産業などの臨床に従事。最近は現場やClのニーズに
柔軟に応えるべく、統合的心理療法やSNSカウンセリングにも取り組んで
いる。著書「SNSカウンセリング・ハンドブック」

オンライン(ZOOM)場所

山梨県臨床心理士会会員

臨床心理士対象

定員： 99名

参加費：2000円

お申込みＱＲコード

研修内容

https://forms.gle/9v
KQnnaqbj6zrN8TA

https://forms.gle/9vKQnnaqbj6zrN8TA


山臨心医保委 第１号 

令和２年１１月 ６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 

山製恊臨床心理部会長  立入 昌美 

                                          （公印省略） 

 

医療保健領域委員会＆山精恊臨床心理部会１２月例会のご案内 

 

拝啓 

 

霜秋の候、皆様におかれましては、この災禍にあってご苦労も多いかと推察いたしております。 

 さて、当委員会は山精恊各所属機関の感染症対策など諸事情により長らく開催できずにいましたが、新型コロナ

感染防止対策の一環として,参集形式での研修会は不可能ですが、研修会開催に向け検討の結果、Web での研修会

zoomにより、下記の内容にて12月例会を開催する運びとなりました。 

 つきましては、業務ご多忙とは存じますが、万障繰り合わせの上、ご参加願いたくご案内申し上げます。 

  

敬具 

記 

 

 

日   時 ： 令和２年１２月８日（火）17:00～18:30 

 

方   法 ： ZOOMによるオンライン方式  

 

内   容 ：１． 情報・意見交換 

       ２．松原由枝先生講師による「ソンデイ・テストとコラージュ療法」研修会 

        のお知らせ 

 

   

 

 

 

 

＊山精恊臨床心理部会所属会員及び山臨心医療保健領域の委員の皆様へ 

参加の申し込みを事前に下記までご連絡ください。ご連絡いただいた方に ID等お知らせいたします。 

参加申し込み締め切りは、12月1日（火）  氏名、所属、MALアドレスを添えて申し込む 

 連絡先 

ＴＥＬ：055-235-1521  (住吉病院) 

ＭＡＩＬ ：shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp 

 

 

 

mailto:shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp


アンケート調査へのご協力のお願い

爽秋の候，皆さまにおかれましては，ますますご清祥のことと，お慶び申し上げます。新型コロナウイ

ルス（COVID-19）の世界的流行の影響により，感染拡大防止対策をとり，さまざまな工夫を行いながら

心理的支援活動を継続されていることと存じます。現在，コロナ禍において，さまざまな領域で活動する

心理職を対象に Web アンケート調査を実施し，心理臨床実践の実態と課題，さらには様々な工夫や取り

組みを明らかにしたいと思います。得られたデータを集約し，今後の支援活動に関する心理職としての

実践の選択肢を増やす一助となる知見として，皆さまと共有できればと思います。つきましては，大変ご

多用のことと存じますが，アンケートの回答にご協力をお願いさせていただきます。ご協力いただける

場合は，以下の【アンケートの説明】をご一読いただき，協力いただける方は，下記の QR コードおよび

URL からアンケートにご回答ください。不明な点・ご質問などがあれば、下記の連絡先までご連絡くだ

さい。よろしくお願い申し上げます。 

【アンケートに関する説明】 

・回答にかかる時間は，およそ 20分です。

・アンケートへの回答は皆さまの自由意思に基づき，回答しないことで不利益につながることは決して

ありません。 

・答えたくない質問があった場合は回答を飛ばしたり，途中で回答をやめたりしても問題ありません。

・アンケートは匿名にて実施しますので、個人が特定されることはありません。

・得られたデータは，厳重に保管し，本研究の関係者以外が目にすることはありません。

・本研究は，名古屋大学大学院教育発達科学研究科研究倫理審査委員会の承認を得て実施しています。

・研究に関して，ご不明な点等がございましたら，下記の連絡先までご連絡ください。

こちらからアンケートに回答できます↓ 

【URL】: https://nagoyapsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_cx0C1ytPDXbe6A5 

【QR コード】 

研究実施者： 

愛知県臨床心理士会 代議員 名古屋⼤学 狐塚貴博 

愛知県臨床心理士会 代表 中⻄和紀 

愛知県臨床心理士会 災害⽀援部会理事 渡邉素⼦ 

研究代表者： 

愛知県臨床心理士会 代議員 名古屋⼤学 狐塚貴博 

連絡先：kozuka.takahiro@f.mbox.nagoya-u.ac.jp 

愛知県臨床心理士会　災害支援部会

中部ブロック各県（静岡、三重、石川、福井、富山、岐阜、長野、山梨）

臨床心理士会会員の皆様

https://nagoyapsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_cx0C1ytPDXbe6A5


日
　
時

主催：警察庁　　後援：文部科学省　　協力：公益財団法人交通遺児育英会

　令和2年度交通事故被害者サポート事業

本シンポジウムは、Web会議システムを用いた
ライブ配信で開催します。上記のお申込み先URL
からご登録いただいた方に、12月17日（木）までに、
視聴URLとパスワードをお送りいたします。 
※詳細は警察庁ホームページをご覧ください。

※応募者の個人情報は、本シンポジウムの運営に必要な範囲でのみ
使用いたします。また、警察庁が本業務を委託する業者を除き、
応募者の同意なく、第三者に開示することはいたしません。

申込方法

申込期限

参加にあたって

ライブ配信にて開催

※定員に達し次第締切り

■お申し込みはこちらから 〈お申し込み〉

〈警察庁HP〉

令和2年（2020年）12月16日（水）正午まで

「交通事故で家族を亡くした子供の支援に関するシンポジウム」事務局（株式会社アステム内）

１３：3０～１5：3０

令和2年（2020年）
ご遺族に対する支援活動の事例をご紹介いただきます。
•対応事例

交通事故による死別を経験したきょうだいへの支援の必要性を
自身の経験を交えてご講演いただきます。

講師：赤田ちづる氏（栞の会代表）•講演

講師：齋藤梓氏（目白大学心理学部心理カウンセリング学科専任講師）

子供の頃に交通事故で家族を亡くした経験のあるご遺族に
お話しいただきます。

•体験談の発表

•質疑応答

定員500名

プ
ロ
グ
ラ
ム

●インターネット接続環境があるパソコン、スマート
フォン、タブレット端末が必要です。
●スマートフォン、タブレットで視聴の際は、事前に
Cisco Webexのアプリダウンロードが必要です。
●インターネット回線を利用した通信のため、イン
ターネット通信料が発生します。
●インターネット環境による切断やその他アプリの
障害が起きた場合には、責任を負いかねます。

事前申込み制

参加
無料

12月18日（金）

専門家：川本哲郎氏（元同志社大学教授、現同大学刑事司法研究センター嘱託研究員）
コーディネーター：井上郁美氏（飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会幹事）

交通事故で家族を亡くした
子供の支援に関する
シンポジウム

遺された家族や自分も死んでしまうのではないかという不安
家族が亡くなったのに自分だけ楽しんではいけないと抑える気持ち
家族を亡くしたショックによる集中力・記憶力の低下など

このシンポジウムでは、交通事故で家族を亡くした子供に
必要な支援や課題について意見を交わし、広く情報発信します。

突然、大切な家族を亡くした子供は、
心に深い傷を負っています。

syｍpo@astem-co.co.jp

https://ws.formzu.net/dist/S76984093/

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jikosupport/index.html 

■お問い合わせ先▶



Family Based TreatmentFamily Based Treatment

児童思春期の摂食障害
　　　　基礎から臨床まで

井口 敏之
星ヶ丘マタニティ病院　副院長

小児科専門医 臨床心理士　
日本小児心身医学会 理事 認定医／指導医

荻原 かおり
東京インターナショナルサイコセラピー 二子玉川オフィス

臨床心理士 公認心理師

鈴木　太
福井大学 子どものこころの発達研究センター 准教授 

医学博士 精神保健指定医 日本精神神経学会専門医／指導医　
日本摂食障害学会評議員、日本児童青年精神医学会代議員  

子育て支援

無料託児&
参加費半額

会場にて
講師著書
販売予定

2021年1月30日(土)10:00 ～3月31日(水)20:00

2021年1月9日(土) 10日(日)10:00～16:30（受付9:30～）
ピアザ淡海 207会議室（滋賀県大津市におの浜1丁目1-20）

会場参加

録画視聴

1日目

2日目

講師

児童思春期の摂食障害の基礎知識
【目的】児童思春期の摂食障害に関する正しい理解と、それぞれの専門的立場からの適切な対応の仕方を学ぶこと、
　　　　そして、早期発見早期介入の重要性、そして家族に積極的に関わってもらうことの大切さを理解すること
【対象】養護教諭、スクールカウンセラーなど子どもを支援する立場にある専門家。摂食障害の専門知識や経験が　
　　　　それほど多くない看護師、保健師、小児科医など臨床家

Family Based Treatmentの理論と実践
【目的】FBTの理論的前提やスタンダードなアプローチを学び、実際の臨床場面でどのように実践できるかに
　　　　ついてのイメージを持ってもらうこと　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
【対象】児童思春期の摂食障害をある程度知っている（少なくとも数例の治療を経験している）臨床家。
　　　　または1日目の研修を受けた者で、今後摂食障害治療に意欲があるもの。

臨床心理士
ポイント
申請予定

【参　加　費】1日参加 15,000円　両日参加 28,000円（各種割引あり　詳細はＨＰ）
【　定　員　】会場 40名　録画視聴　1,000名　
（新型コロナウィルスの状況に応じて、オンラインに変更有）

【　主　催　】一般社団法人ＣＢＴを学ぶ会
【　協　賛　】ＣＢＴセンター
【　後　援　】滋賀医科大学小児科学講座,滋賀医科大学精神医学講座

【問　合　せ】研修会事務局　study＠cbtcenter.jp
【詳細・申込】https://studygroup.cbtcenter.jp/fbt/2020fbt.php
　　　　　

 これまで思春期の神経性やせ症（AN）は、慢性化や死亡率の点で難治とされてきました。
 Family Based Treatment（FBT）はANに対してエビデンスが高い新しい治療法です。
特に家族が介入の主体となって、スタッフはチームでそれを支えるところに特徴があります。
 本研修では、摂食障害の基礎知識とその鑑別、介入の原理原則、FBTの理論と実践について、具
体的に学ぶことができ、ANにアプローチする際の指針となるでしょう。

ホームページURL

第15回滋賀認知行動療法研修会



お手数ですが、関係者にご案内ください 

 

テーマ：「乳幼児期のこころの育ちとそれに対する逆境的体験の影響」 

 

2020 年度 恩賜財団母子愛育会 愛育相談所  

オンライン研修セミナー動画配信のご案内 
 

 愛育相談所では、2020年 8月に子どもと家族に関わる専門家の方を対象とした研修セミナーを開催しました。

150 名を超える方々にご参加いただき、多くの反響をいただいたため、同内容の動画を再度配信することとな

りました。それに伴い、Zoomによるライブでの質疑応答の機会を新たに設けます。 

  

8月の研修セミナーの案内より 

「今回のテーマは「乳幼児期のこころの育ちとそれに対する逆境的体験の影響」です。子どもの心の動きや内容、とりわけその

問題を理解しようとすると、私たちはついついその横断面にだけ注目しがちです。しかし実際には、出生から始まる発達の過程、

すなわち心の縦断面をとらえることなしには子どもの心の全体像を得ることはできません。今回は乳幼児の心理的発達における

アタッチメント、メンタライジング（心の理論を含む）、そして分離－個体化過程という 3つの観点とその相互作用の意義につい

て考えてみたいと思います。さらに、こうした乳幼児の心理的発達に、児童虐待をはじめとする逆境的養育環境での育ちが与える

影響についても考えてみたいと思います。」 

 

詳細は下記の通りです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

〇 対象者：小・中学校・幼稚園教職員、養護教諭、心理士、看護師、保健師、福祉士、保育士、支援員など子

どもに関わる専門職の方。また、上記資格取得を目指している大学生・大学院生。 

〇 参加費：4,500円 

 

○ スケジュール 

動画配信

期間 

2021.2.15（月）から 

3.3（水）まで 

講義 

前編；90 分 

後編；90 分 

齊藤 万比古 

（愛育相談所所長／児童精神科医） 

Zoomでの

質疑応答 

2021.3.4（木） 

①13 時～14 時 

②15 時～16 時 

講義についての 

質疑応答 

齊藤 万比古 

（愛育相談所所長／児童精神科医） 

○ 講師紹介 

➢ 齊藤 万比古（さいとう・かずひこ）。児童精神科医師、医学博士。現・愛育相談所所長。 

児童精神科医療の草分けの一人として、国立国際医療研究センター国府台病院など臨床の現場で不登

校、ひきこもり、注意欠如・多動症（ADHD）、自閉スペクトラム症、うつ病、強迫性障害などの治療、

研究や、現場の教育に取り組み、多くの疾患の治療指針を作成。平成 25年より愛育病院小児精神保健

科部長、平成 27年 4月より現職。日本児童青年精神医学会の元理事長、日本ペアレントトレーニング

研究会顧問も務め、子どものこころの健康に広く携わってきた。 

著書は「注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン第 4版」、「不登校の児童･思春期精神医

学」、「不登校ガイドブック」、「子どもの精神科臨床」など多数。 

 

〇 申し込み期限：2021年 1月 29日（金） 正午 

〇 お支払い期限：2021年 2月 5日（金） 

〇 定員：100人（先着順） 



 
 

お申込み先 

下記の申込フォームよりお申込み下さい。 

  https://forms.gle/CnGiXrSGc3Ea9k7o8 （PC,スマートフォンより申込可） 

※ 職場のインターネット環境によってはつながりにくいことがございます。 

その場合は、個人の PCまたはスマートフォンからお申込み下さい。 

お一人につき一つの個人アドレスの登録をお願いします（職場の共有アドレスで複数人の登録はできま

せん） 

 

 

＜お問い合わせ先＞（平日 9時～17時） 

aiikusoudanjo@gmail.com   

※ 上記は、セミナー専用の連絡先となり、症例のご相談等は致しかねます。 

※ 受診のお問い合わせ等は愛育クリニック（03-3473-8310）まで直接お願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/CnGiXrSGc3Ea9k7o8


お手数ですが、関係者にご案内ください 

 

 

【STORESについて】 

・STORESメール決済は、愛育相談所からお送りするご請求メールより、STORESの決済ページへお進みいただ

き、クレジットカード決済を行っていただく方法です。 

（参考：STORESターミナルのホームページ https://coiney.com/ ） 

・グローバル標準のセキュリティ基準(PCI DSS)に準拠しシステム設計して 

おり公式に安全性が認められています。また、クレジットカード情報は当相談所には公開されません。 

・使用可能なクレジットカードは Visa、MasterCardです。 

 

【Boxについて】 

・Boxというクラウドストレージに保存した動画が閲覧可能となります。 

ダウンロードは出来ませんので、パソコン・スマートフォンなどを用いて、 

インターネット環境のある場所でご覧下さい。アプリやアカウント作成は必要 

ありません。 

 

【Zoomについて】 

・Zoomは、パソコンやスマートフォンを使ってセミナーやミーティングをインターネット上で開催するため

に開発されたアプリです。 

・Zoomの利用には、マイクとカメラを備えたパソコン・スマートフォン、タブレット 

 が必要になります。Zoomのサイト（https://zoom.us/download#client_4meeting）   

からダウンロードし、メールで送られてきた URLでミーティングに参加することが 

できます。アカウントの作成は必要ありません。 

https://coiney.com/
https://zoom.us/download


 

＜オーガナイザー＞ 
花丘ちぐさ SEP、SE 上級コンサルタント、SE 大分・SE 幕張オーガナイザー 

訳書 「トラウマと記憶」ピーター・ラヴィーン著 

   「ポリヴェーガル理論入門」ステファン・ポージェス著 

      「レジリエンスを育む」キャシー・ケイン著 浅井咲子共訳 

参加費は 1 モジュール当たり 18 万円＋消費税、宿泊は各自手配ください。 
Face book 「SE™・ソマティック・エクスペリエンシング®を語ろう!」に最新情報を掲

載しています。  https://www.facebook.com/groups/305463759818563/?ref=bookmarks 

お問い合わせは下記事務局にお願いします。 
「国際メンタルフィットネス研究所」内、SE 関西幕張Ⅱトレーニング事務局 担当花丘 

電話＆FAX 045－902-1082  Email: info@i-mental-fitness.co.jp 

ソマティック・エクスペリエンシング SE™は、アメリカ NASA 航空宇宙
局でも利用されている、信頼性の高いトラウマ療法です。慢性的ストレス・
トラウマの症状の軽減のために神経生理学的なアプローチを行います。
SE®セッションとしてクライアントに提供できるほか、脳神経系や神経
生理学の理解を深め、それぞれの専門分野で活用できます。 
心理療法家だけではなく、ボディーワーカー、医師、看護師、療法士、介

護士、福祉士、救急・消防士、警察官、自衛隊員、教師など、様々な分野
の専門家に役立つ広範で最新の知識と、現場で役立つ技能を身に着けるこ
とができます。 
SE 無料紹介ビデオはこちらから視聴いただけます。 

ソマティック・エクスペリエンシング 認定プラクティショナー 

養成トレーニング(初級 1・2)  参加者募集 

SE™幕張Ⅱトレーニング 
＜日時＞ 

初級 1 2021 年 2 月 26 日~3 月 1 日（オンラ

イン） 

3 月 27 日、28 日(オンライン) 

初級 2 2021 年 10 月 8 日~11 日（トーセイセ

ミナー＆ホテル幕張） 

   11 月 27 日、28 日(オンライン) 

＜申し込み＞ 
2 次募集:2020 年 12 月 31 日まで。定員になり
次第締め切ります。 

詳細は下記ホームページを参照ください。 
https:// theresahanaoka.jimdofree.com/se 幕

張トレーニングⅱ-新規/ 

 

SE™関西トレーニング 
＜日時＞ 

初級 1 2021 年 4 月 13 日~18 日 

初級 2 2021 年 12 月 1 日~6 日 

＜場所＞ 
TKP ガーデンシティ大阪リバーサイドホテル（会
館棟）   

＜申し込み＞ 
申込期間:2020 年 9 月 15 日より 12 月 1 日 

詳細は下記ホームページを参照ください。 
https:// theresahanaoka.jimdofree.com/se 関

西トレーニング-新規/ 
 

 
SE™創始者 

ピーター・ラヴィーン 

https://vimeo.com/466213816 

 



総合力を高める！１１のステップ 

【専門職のための 産業メンタルヘルス通年セミナー】 

   

◆◇第 8 回セミナーのご案内◇◆ 

【仕事と介護の両立に役立つ基礎知識】  

 

働きながら介護をする労働者は急増し、家族の介護を理由とした離職者は年間 10 万人に及んでいます。 

ご自身もお母様の介護をしながら全国を飛び回って介護離職防止を啓発する和氣先生をお迎えして、 

「介護離職ゼロ」の現状と取り組みについて学びます。 

 

 

◆日程 2020 年 12 月 19 日(土）10:00 ～16:00（9:45 開場） 

・【午前】10:00～12:30 ＜知識編＞ 講師：和氣美枝 

・【午後】13:30～16:00 ＜実践編＞ 講師：近藤雅子（介護に関係した事例） 

              

 

◆講師  

【和氣美枝】午前：10:00～12:30 

・株式会社ワーク＆ケアバランス研究所 代表取締役  

  https://wcb-labo.com/ 

・一般社団法人介護離職防止対策促進機構 代表理事 

・介護離職防止対策アドバイザー 

・介護歴 17 年目、現役の働く介護者 

  

★★和氣美枝講師：セミナーダイジェスト動画★★ 

 https://youtu.be/GPFwKN7KJJo  

 

【近藤雅子】午後：13:30～16:00 

合同会社労務トラスト EAP コンサルティング部部長 

 臨床心理士／精神保健福祉士／公認心理師／CEAP 

・東京産業保健総合支援センター メンタルヘルス対策促進員 

・厚労省 ハラスメント対策支援事業 コンサルタント 

・国際医療福祉大学大学院 非常勤講師 

・介護離職防止対策アドバイザー 

 

 



◆ オンライン（ZOOM）開催  

     

 

◆参加対象者 

 臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士・保健師・看護師・産業医などの守秘義務のある有資格者（大

学院生も可） 

 ＊日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士更新のためのポイントを申請予定 

 

 

◆参加費 

 終日参加：一般 15,000 円 ／M リスト会員 10,000 円 ／大学院生 8,000 円 

 半日参加：一般 8,000 円 ／M リスト会員 5,000 円 ／大学院生 4,000 円 

 （※M リスト会員とは、弊社の運営する医療口コミサイトです。 

   詳細は「産業メンタルヘルス通年セミナー公式 WEB サイト」をご覧ください） 

   ⇒https://mental-seminor.romu-trust.co.jp/ 

 

 

◆参加者の皆さまの声 

・実務に即した内容が素晴らしいです。一般論について学べるところはありますが、こういう研修はあま

り見当たりません。 

・意見交換やロールプレイがあるのが良いです。また、他のグループの意見をうかがえるのも嬉しい。 

・本当に毎回、沢山のお土産を持ち帰っています。講師のエネルギッシュな語りからパワーも頂き、明日

への活力としています。 

・初めてＺＯＯＭ体験しました。事前に丁寧にレッスンして下さり、大変ありがたかったです。 

 

 

◆お申し込みはこちら 

＜産業メンタルヘルス通年セミナー公式 web サイト＞ 

https://mental-seminor.romu-trust.co.jp/ 

 

 

◆お問い合わせ 

合同会社労務トラスト セミナー事務局 

part2-info@mind-inc.jp 
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