
2020年度会費の納入は
お済でしょうか？

正会員￥6,000 準会員￥4,000

下記にお振込みください

納入先 山梨県臨床心理士会事務局

ゆうちょ銀行総合口座 普通預金

記号10880 番号7321171

＊ 現金でのお受け取りはできません

＊ 振込は登録されている会員名でお願いします

＊ 未納の方には振込のお願いをお送りしております。

行き違いの場合はご容赦ください。

山梨県臨床心理士会 事務局
psychoyamanashi@yahoo.co.jp
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2021 年 3 月 15 日 

1. 学校臨床心理士委員会 委員長交代のお知らせ 

 後述する拡大委員会（3/15㈪）にて当委員会 委員長の交代が承認されました。7 年に渡

り委員長を務めた深沢孝之 SC に替わり、新委員長は田中健史朗 SC が推挙されましたこと

をご報告申し上げます。正式な交代は来年度の総会を経てからとなりますが、引き続き当委

員会の活動のご支持のほど、よろしくお願いいたします。 

 

2. 拡大委員会を開催しました 

 毎年年度末に実施している拡大委員会を、ぴゅあ総合にて 3 月 15 日㈪ 18:30 から開催

いたしました。拡大委員会では今年度の活動報告および来年度の活動を協議いたしました。

当委員会の主要な活動である継続型研修会については、以下の予定となりました。 

 

3. 2021 年度 継続型研修会 年間予定 

 来年度の継続型研修会を以下のように計画しました。下記の内容はすべて現時点での計

画ではありますが、ご予定に組み込んでいただけたら幸いです（日時、内容に変更の可能性

はあります）。毎月最終土曜日 14:00〜16:00（年末のみ例外）とご承知ください。 
 

 テーマ／内容 時間 会場 

第1 回（5/29㈯） 
スクールカウンセラー制度・業務研修 

— 新年度の SC 事業についての確認、ガイドラインの確認 
14:00〜16:00 未定 

第2 回（6/26㈯） 
学校緊急支援研修 

— 緊急支援の体験・課題の共有、緊急支援ですべきことの確認 
14:00〜16:00 未定 

第3 回（7/31㈯） 事例検討会 14:00〜16:00 未定 

第4 回（8/28㈯） 
いじめ・不登校支援研修会 

— いじめ・不登校支援の理論を学ぶ、支援体験・課題の共有 
14:00〜16:00 未定 

第5 回（9/25㈯） 
学校文化を知ろうシリーズ研修会 

— 文科省の方針、学習指導要領、学校分掌についての学習会 
14:00〜16:00 未定 

第6 回（10/30㈯） 事例検討会 14:00〜16:00 未定 

第7 回（11/27㈯） 
特別支援教育研修会 

— 特別支援教育制度や発達障がい等についての学習会 
14:00〜16:00 未定 

第8 回（12/18㈯） スクールソーシャルワーカーとの連携研修（特別講演会） 14:00〜16:00 未定 

第9 回（1/29㈯） 
弁護士会との連携研修 

— 虐待事案への対応について弁護士会と合同での学習会 
14:00〜16:00 未定 

第 10 回（2/26㈯） 事例検討会 14:00〜16:00 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。 

※継続型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 回の継続型研修会のうち、

7 回以上の参加者は 4 ポイントが取得できる予定です。 

 

2020年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 



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

Meetにて
実施済

済
Meetにて
実施

Meetにて
実施済

済
2020年度の例会は終了しました。

後日，2021年度の活動予定をお知らせいたします。



高齢者支援委員会 第 8回例会 202１年 2月 17日（水） 18：30～2０：30 

場所： Meetによるウェブ会議 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ 調査対象施設の検討 

特別養護老人ホーム，老人保健施設を運営している法人をピックアップ 

→ 合計約 90施設（特養５８，老健 31） 

1施設で 1人に回答してもらう？ 

    → アンケートには回答者の資格を問う項目があり，その職種で最低一人何人でも可 

       このことを鑑文にも明記する。 

 

⚫ 回答方法について 

助成金が下りればすべて紙ベースでもできそう（ただし集計の問題が…） 

下りなければオンライン回答でお願いする。 

 

⚫ 来年度の予算について 

助成金の扱いについては幹事会で確認する。 

来年度もオンラインでの例会となりそうだが研究費を含めて例年＋αで予算立てをする。 

 

⚫ その他（調査研究について） 

コロナ禍の対応で大変な中調査依頼をするので，そのことについて配慮してもいいのでは？ 

→ 鑑文に一言上記についての文言を加える。 

   本会の電話相談など，役立ちそうな情報を別紙で同封（情報過多にならないように）。 

 

⚫ その他 

各委員から近況報告，情報交換 

次回例会は，年度内最後となるのでできれば対面がよいだろうが，オンラインでするかは状

況により判断，3月初めに参集方法を検討。 

 

 

次回 3月 17日（水）18:30～ 



2020年度一般社団法人 日本臨床心理士会 都道府県団体会員 医療保健領域担当者会議 

                  令和 3年 2月 28日（日）１３：３０～１６：３０ Zoom開催 

 

 参加者 日本士会委員 10名  都道府県士会担当者 ４６名（福島県以外は参加） 

１）１３：３０～１４：００ 開会 花村委員長より挨拶 委員・協力委員紹介 10名 その後報告 

  コロナ禍の為に、前年度は中止、後日資料を配布、今年度は Zoom により開催となる。各県の医療 

保健領域に勤務する仲間と連携を密にしながら情報交換や情報の共有を図り、知識・技能・技術の 

習得は勿論、資質の向上や身分保証を図ることを目的とする。 

Ⅱ.第 4期前期（2019～2020年度）委員会の事業計画 （主なもの） 

    １．前期からの活動（チーム医療関連、自殺対策、診療報酬改定）を継続するとともに、新た 

に開拓する。特に令和 4年度の診療報酬改定に向けて、具体的に情報収集を行う。  

    ２．第五回医療領域で働く臨床心理士対象の web アンケートを実施する。 

    ３．会員にとって有益な医療保健領域の情報を発信する（日本士会の雑誌・Hp にて） 

    ４．「公認心理師」について、情報収集する。 

    ５．チーム医療関連で、他医療関連団体との有益な連携、協力体制強化を行い、情報を収集 

する。 

    ６．「医療心理講座」（士会研修室で実施）の企画を立案し、実行する。 

    ７．医療保健領域の心理職がより一層社会で活躍していけるよう、（一社）日本公認心理師 

協会と連携しての活動を行っていく。具体的な例としては、研修体制やラダーなどの整備・構築 

していく。 

   Ⅲ.現在までの事業報告 

    １．前期からのチーム医療関連の活動を継続した。特に、令和 2年度の診療報酬改定の影響、 

タスクシフト/シェアの問題について具体的に情報収集を行った。 

      １）チーム医療推進協議会：年 3回ほどの定例会に参加、関係団体との情報交換に努め 

た。花村委員長は理事として活動しており、2020.2月の第一回チーム医療推進学会では 

シンポジストをつとめた。 

      ２）第 27回医療保健領域研修会「変化する医療体制の中で活躍できる臨床心理士にな 

るために」をコロナ禍で参集形式での研修会は不可能であったのでオンラインで 2回実施し 

た。 

       ３）本日、担当者会議をオンラインで実施する。 

       ４）会員にとっての有益な情報を雑誌・HP で発信した。アンケート調査の結果を HP にアッ 

プしている、参考となる内容であるので、一読願いたい。 

       ５）各県士会医療保健領域担当者対象、各県の活動調査⇒後日 HP にアップする。 

       ６）「臨床心理講座」は 12月１３日 に「医療におけるコンサルテーション・リエゾン」本県に 

招聘した小林協力委員を講師にオンラインで実施した。 

        ７）Covid-19関係で、他領域の専門家の協力を仰ぎ、臨床心理における留意点をまと 

めた動画作成に協力した。（HP にアップ、基本となるので参考されたし） 

       ＊令和 2年度診療報酬改定に向けての要望 



         「臨床心理士」の活動の診療報酬上の評価についてチーム医療推進協議会からの要望 

チーム医療推進協議会及び当会からの要望を厚生労働省に提出した。今後は公認心 

理師協会とも連携していく。当会 HP にて、提出書類一式を公開中⇒引き続き県士会 

からの要望を願いたい。 

      ＊ 日本臨床心理士会の動き 

         １．現在は、津川律子会長のもと、第 4期理事会（２０１９年６月～）のメンバー 

で運営。 

         ２．新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、３月以降の集合研修をすべて中止 

し、理事会、委員会なども対面では集まらずオンラインで行っている。緊急事態宣言に 

伴い事務局も一時テレワーク対応、分散出勤とした。 

         ３．「新規資格取得者研修」中止に伴い、会長メッセージ、当会の紹介、委員会紹介を

会員ページで動画公開。 

         ４．６月の代議員会は、書面採決で実施、議案はすべて可決。 

         ５．第８回「会員動向調査」の結果を HP に掲載。 

         ６．「臨床心理士のための新型コロナウイルス感染症に対する法的な対応策について」

「臨床心理士のための新型コロナウイルス感染症に対する経済的支援施策について」

HP会員ページに掲載。（休業、休演、相談者の減数など、収入面で減収が生じた場

合の具体的対応が記されている。） 

         ７．新型コロナウイルス感染症に関して「臨床心理士が気を付けるべきこと」を動画で HP

の会員ページにアップしている。 

         ８．「新型コロナこころの電話相談」厚労省の「こころの健康相談統一ダイヤル」の夜間対

応への協力を、公認心理師協会とともに実施中。 

         ９．定例研修会は中止し、各委員会ごとに週末にオンライン形式で開催。「臨床心理講

座」もオンラインで実施。 

       １０．９月より、会員サポートの一環として期間限定で「会計・税務相談制度」を開始。弁

護士相談制度は以前より実施） 

１４：００～１５：００ 各県からの話題提供  紙面 2県、口頭県    司会 梨谷副委員長 

        １．鹿児島県臨床心理士会                   小山徹平先生 

会員数約３４０名 医療保健領域委員会は「精神科領域」と「HIV 領域」に分かれ

ている。 

         特   徴 

1. 事務局２０１６年より外部委託。 

         ２．公認心理師資格関連：臨床心理士会に、公認心理師を会則の変更にて受入れ 

ている。組織の名称について、検討会議を実施し、年度内に答申を出し、次年度総会 

で検討予定。（山梨県においてもそろそろ検討の時期ではなかろうか?） 

         ３．SC コーディネーター 

           ・緊急支援の際の人員確保、行政との連携（本県と同じ） 

           ・SC研修会の開催（SC採用時に、研修会参加率を反映してもらう：見える関係で 



好ましい） 

          ４．災害対策コーディネーター 

            ・活火山（沖永良部島、桜島、新燃岳等）自然災害への対応 

            ・鹿児島市と災害協定、福祉避難所における支援協力を行うための会議や研修 

会への参加。⇒行政との災害協定は必要。 

            ・桜島火山爆発防災訓練への参加⇒日頃から行政・地域住民との協働は必要 

            ・九州・沖縄の各県担当者とグループウェブを立ち上げ、情報交換や年一回の勉 

強会を実施。本県も中部ブロックに参加して協働している。 

           ５．SV委員会（目玉） 

              全会員へのアンケートを実施、SV の実施調査、及び needs把握。 

              「スーパービジョン・モデル」の施行。アンケート結果：45%が SV を受けていない 

若手会員には是非 SV を受けてもらいたい。 

              「スーパービジョン・モデル」とは、案内文、モデルのねらい、SV の機能領域につい 

て、SV の位置づけ、登録資格について、スーパーバイザーの探し方、契約につい 

て、契約時チェツクリスト等詳しく説明され、ファイリングされている。 

               バイザーとバイジーの関係は個人契約、県士会はあくまでも紹介。トラブルが生 

じた場合には倫理委員会で審議する。 

 ＊ 鹿児島県精神科医療に関する基礎情報 

    精神科病院５１施設  総病床数９７２８床 

    精神科入院患者数 ８６３５人（H２９）統合失調症 4780人 ２０年以上 １０４７人                   

    長期入院患者の割合 ６６％（５７３７人） 

    鹿児島県保健医療計画（H３０年度～R５年度の６年間） 

    ・施策の方向性：多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築/精神症にも対応した

地域包括システムの構築 

    ・数値目標：精神病床における入院後１年時点での退院率を９０％以上 

    精神科救急医療体制：４１病院が参加する輪番制（山梨県と同じ）空床確保ができずに 

緊急対応が行えない。システムに参加している病院の負担が過重の実態あり。 

    特徴 「地域移行」「地域定着」が叫ばれている中で遅れている。精神病床の人口１０万対 1 

日在院患者数は５３０人（全国平均２２６人）と全国で最も多く、平均在院日数は３ 

６０日（全国平均２６８人）と全国４番目に長い。（平成２９年度調査） 

           課題：行政の取り組みに温度差がある。多職種によるチーム支援体制が不十分。アパートな 

どの大家さんの理解が乏しく、保証人の問題などで、住居を確保することが難しい。 

鹿児島県は離島が多く医療過疎で中々退院させられない。 

         ＊ 鹿児島県 HIV/AIDS医療の特徴 

          ・早期診断に結びつかずに、発症後の発見が多い。 

          ・陽性者の高齢化問題への対応の遅れ。 

          ・HIV及びセクシャルマイノリティへの根強い偏見と差別の問題 

        ＊ 心理職の職能団体としての取り組み 

         ①会員向け、特に若手を引き付ける研修活動 



          分科会運営のワークショップ ①SV委員会との合同企画②(HIV担当主催) 

          ③医療保健領域部会研修会:摂食障害に対する認知行動療法 

           部会名簿及びメーリングリストによる意見募集を行い、会員の希望を把握する。 

         ②県とタイアップした活動 

            エイズ関連：エイズカウンセラー派遣事業の充実化。中核拠点病院、拠点病院にお

ける心理支援 

            HIV関連：研修会の企画・運営 関係者及び多職種連携 

        ＊行政との連携、県とタイアップした活動は特に必要である。 

 

２． 広島県臨床心理士会における取り組み  岩国医療センター 芥川 亘 先生 

 会員数 666名 常設委員会：５ 専門支援委員会：７ 部会：７ ・医療保険部会 

          ・ 教育部会 ・福祉部会 ・産業・組織部会 ・司法・矯正部会 ・大学・研究所部会 

          ・私設心理相談部会  ：本県とはやや異なる部会運営 

         １） 広島県臨床心理士会の主な活動 

          ・会員の臨床心理活動の健全な発展とその普及に関する諸事業 

          ・心の健康と福祉の増進に関する社会の負託に応えるための事業 

          ・会員の資質と技能の向上のための研修会等の開催事業 

          ・会報の発などの発行及びウエブサイトの運用に関する事業 

          ・関連諸団体との連携及び協力に関する事業 

          ・その他、前条の目的を達成するために必要な事業 

          主な研修活動 全体研修会：会員全体を対象とし、年 1回（資格更新時のポイント） 

                    新人研修会：資格取得 5年程度までの対象 

                    新規資格取得者研修：新規資格取得者を対象 

                    各部会、委員会ごとの研修 

                    今年度は、コロナ禍のためオンラインで開催した。 

         ２） 医療保健部会の取り組み 

           部会所属数：221名（部会としては最大）部会体制：担当理事 2名 部会代表、副代表 

           主な活動 ・会員の資質と技能の向上を目的とした研修 

                  ・医療保健領域における会員に有益な情報提供 

           過去の研修会：2013~2018年度 年 1～2回の 全体研修会、心理検査事例検討会は 

                     計 61回実施。 

            2019年度の活動  

 ・医療保健部会スタート研修：講義「医療領域における他職種との連携 

               ・公開 SV:公開 SV を通じて学ぶ面接初期における心理アセスメントと支援計画の立て 

方 ー心理職の役割と責任を果たすためにー（SV.兒玉健一先生）事例発表・グルー 

プディスカッション、全体シェアリング 研修会に関する希望、要望についてのディスカッション 

等 

            ２０２０年度の活動 

               病院で働く臨床心理士が知っておくこと 

               ①役立つ技法：具体的な技法の紹介 

②組織内での働き方や診療報酬等の基礎知識・診療報酬改定に伴う留意事項の説明 



＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止 

③新型コロナウイルスに関する Web アンケート調査 

   新型コロナウイルス感染症対応に関する研修会 

 ＊山梨県の部会では 12月実施のWeb研修会で各施設での感染予防対策やそ

の工夫、実際の困難例等情報交換、意見交換を実施した。 

               ④新型コロナウイルス感染症に関する研修会（9月） 

                 「感染化における医療保健領域での心理業務の対応と工夫」 

                 ＊広島県には多数の大学があり、その先生方の協力により開催可能。 

               今後の課題 

                 １）広島県公認心理師協会との協力関係：診療報酬がらみの連携。2 つの団体 

                 ２）魅力的で参加しやすい研修会の実施：いかに多数の会員が参加できるか、研修

内容を検討。 

                 3）効果的な情報提供：診療報酬の改定、医療の基本等会員が共有できる内容。 

                 4）医療保健領域のニーズの集約：精神科だけでなく、他領域にかかわる Cp が増え 

ている現状を踏まえての内容。 

       口頭発表 

          １.山形県：医療領域での話題として、①教育現場からの受診→教育現場との連携は不可欠 

                   診療時間が長くなる。⇒事前に学校側から基本情報を報告していただく。 

                   ＊山梨県では SC委員会作成の医療機関・相談機関の紹介先リスト作成済みで 

                    すでに活用されている旨を報告。 

                   ②新型コロナウイルス感染症対策：専門家派遣事業への協力。心理的ケア、心 

の健康相談の実施。当事者及び関係者のバーンアウト防止の面接実施。 

          ２.宮城県   ①新型コロナウイルス感染症の対応に関するアンケート調査実施→心理士が危険 

にさらされている現実を踏まえてのアンケート調査⇒任意回答：各医療機関の心 

理士が工夫していること。指標としていることはどんなこと。9月に結果報告を行い 

生きた情報の必要性を痛感し、好評であった。 

          ３．沖縄県 沖縄公認心理師協会として、4月 26日に新型コロナウイルス感染症対策事業とし

て、県の精神保健福祉センター、DPAT との連携・協働することとなる。（行政との

協働）②コロナにおけるメンタルヘルス活動③HIV に対する心理臨床研修。その他

8050問題、高齢者、引きこもり、認知症にかかわる人々のケア⇒継続性を持った支

援を今後とも実施したい。 

15:10~1５:５0   グループディスカッション  青森県・京都府・香川県の担当者 4名で実施。 

                  青森県の大里先生が司会者。テーマを定めず現状で困っていることなどフリーデスカッ

ションとする。各県の現状報告、主な活動内容の報告、新たな組織つくり等 

                  コロナ禍のため、参集形式での研修会は中止となりオンライン研修となっているが、オン

ラインでは、アカデミック内容、事例検討特に新たな事例は難しい、すでに報告してい

る事例に関しては、京都府では、それぞれの病院方針でなされている。新規資格取

得者の入会が減少傾向である。若手の会員が望む研修会とは？問いかけても反応

なし、各県とも創意・工夫しているが…今後の臨床心理士会の在り方については検

討中とのこと。 

１５：５０～１６：２５  シェアリングとまとめ：日本臨床心理士会の研修会のテーマとして基本ではある

が、記録の書き方、どのような内容で記録を残すか等の研修の要望あり。ま



た、複数の心理士が所属している場合、どのように機能したり統括したらよいの

か、管理職登用のための研修会の開催。また、コロナ禍での Zoom研修会

はかのうであるが、やはり集合しての研修会のほうが付加価値がある。早く普通

の生活に戻れることを期待しつつ、Zoom研修会の要綱、指針、禁止事項

等最低限のルールが必要であると考える。⇒委員会において早急に検討し皆

さんにお諮りしたい。 

               なお、令和 2年度 医療保健領域担当者アンケート結果は士会 HP にアップ

するのでご参照願いたい。 

 １６：２５～１６：３０ 閉会  福田副委員長 Zoom での長時間に渡る会議、お疲れでした。発表な 

された各県の担当者の皆様、貴重な情報提供ありがとうございました。 

                    また、各グループに分かれての活発なディスカッションによる、意見交換・情報 

交換を今後の臨床活動に生かしていただければ主催として幸いです。 

来年度は集合での研修会を開催することを祈念申し上げます。 

 

感想：Zoomでの長時間の会議で心身ともに疲弊しましたが、日本士会、医療保健領域委員会の活動、

各県の活動報告、それぞれに創意・工夫して「人々の為に役に立つ臨床心理士とは」、の命題に向かって

有でいる様子を垣間見ることができて感謝申し上げます。 

   参考となる事柄も多数ありましたので、今後委員会でも検討してみたいと考えます。 

                                             文責 医療保健領域委員会 

                                                 委員長  清水隆善 

 

 

                

 

                          

 



 

山梨臨床心理士会のみなさまへ               2021.3.15 

 
   

  
まだまだ新型コロナウイルスの収束は見通せない状況ですが、季節は紛れもなく芽吹き

の春を迎えています。 

さて、当会では前回まで『ロジャーズ クライエント中心療法』を通して、C.Rogers

のクライエント中心療法の原点に立ち返りｸﾗｲｴﾝﾄとｾﾗﾋﾟｽﾄの人間関係、ｾﾗﾋﾟｽﾄの態度な

どを改めて学び、そこから展開された様々な理論や活動について概観しました。 

4 月より以下の文献を取り上げます。関心のある方はぜひご一緒に読んでみませんか？

皆様のご参加をお待ちしています。                    

世話人：設樂友崇，伊藤千永子 

 

Season15 

「夜」［新版］ 

 エリ・ヴィーゼル著 村上光彦訳      みすず書房 3,080 円 

    ＜ 15 歳の少年が経験したアウシュヴィッツを静かに崇高に綴った自伝的小説。 

V.E.フランクルより 20 歳以上若い著者が体験を振り返り私たちに語りかけます。＞ 

  ☆日程 :                                           

   2021 年 4 月 5 日  新版に寄せる・序文        

              5 月 10 日  第 1～3 章            

                        6 月   7 日  第 4～5 章   

                        7 月   5 日  第 6~終りまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“文献を読む会”ぶぶん献を読む会“で

は 

◇日時:原則毎月第１月曜日 (18：30～20：30) 

◇会場：新型コロナウイルスの感染状況を見ながら zoomや甲府市東公民館で 

行っています。参加ご希望の方は事前に会場についてお問い合わせください。  

◇定員：10 人程度   ◇参加費: 無料 

 

 
 

 

“文 献 を 読 む 会”  の お 誘 い   

◇参加お申込み・お問い合わせ先 

伊藤千永子  携帯：080-5495-8424 

Email:chiekoitou@gmail.com 

 

 

 

 

 



NAPI精神分析的間主観性研究グループ主催  

「精神分析ベーシックセミナー2021」案内文 
 

NAPI 精神分析ベーシックセミナーの基本的な方針は、「初心者にわかりやすく、しかし、重要なポイ

ントをしっかりと押さえる」ことです。受講生の中には、個人心理療法だけでなく、親ガイダンスやプレ

イセラピー、スクールカウンセリングなど様々な臨床に携わり、悪戦苦闘している方もいると思います。

皆さんそれぞれの臨床実践が「どうすれば精神分析的になるか」についてレクチャーします。オンライン

講義形式を採用し、どこからでも受講が可能です。 

 

講座名 精神分析ベーシックセミナー2021 

講師 

 富樫 公一（甲南大学教授/TRISP 自己心理学研究所ファカルティ/米国 NY 州精

神分析家免許） 

 

 小林  陵（横浜市立大学附属病院） 

開講形式 
一回 90 分 全 6 回 ウェブビデオ会議形式 

ウェブビデオ会議ツール Zoom を使用。技術補助スタッフが毎回参加します。 

開講日程 隔月第 2 月曜日 19:30 – 21:00（1 月のみ第 3 週） 

受講料 20000 円 ＊欠席の場合も、受講料の返金はありません。 

受講資格 

① 大学院修士課程で臨床心理学を学んでいる学生あるいは、同程度の教育課程

の中で臨床業務を学んでいる学生 

② 教育課程を修了し５年以内の臨床家。ただし、他の領域で臨床実践は経験が

あるが、精神分析は初学者という方も対象に含みます。 

 

以上の条件を満たす方であれば、国籍、人種、性別、宗教的立場などによって、

受講を制限されることはありません。 

定員 20 名程度を予定 ＊定員に達し次第、受付を締め切ります。 

申込方法 

申込書を事務局までご請求ください。 

申込書に必要事項をご記入の上、下記宛先にご送信ください。 

お申し込み後 3 日以内に受付の連絡がない場合は、改めてお問い合わせください。 

宛先: NAPI 事務局 <napi.jimu@gmail.com> 

締め切り 2021 年 4 月 30 日（金） 

  



講義スケジュールとテーマ 

回 日程 テーマ 内容 担当 

1 5 月 10 日 
精神分析らしさとは 

：他の心理療法と何が違うのか？ 

 精神分析の定義 

 精神分析と精神分析的心理療法 

 精神分析の中の様々な流派 

富樫公一 

2 7 月 12 日 
精神分析的心理療法を始める 

：初回面接 

 初回面接 

 治療契約では何を取り決めるのか 

 アセスメントとケースフォーミュレーション 

富樫公一 

3 9 月 13 日 

「枠」の理解 

：初心者が自信を持ってセラピーを 

行うために 

 何故、枠を取り決める必要があるのか 

 料金、時間、キャンセル 

 境界侵犯 

 自己開示 

 エナクトメント 

小林  陵 

4 11 月 8 日 
精神分析的心理療法に取り組む 

：何を聴き、何を伝えるか 

 中立性、匿名性、禁欲原則を初心者はどのよう

に捉えればよいか 

 助言、賞賛はしてはいけないのか 

 解釈はどのようにすればよいか 

 治療抵抗の理解の仕方 

小林  陵 

5 
1 月 17 日 

＊第 3月曜日 

精神分析的心理療法を深める 

：転移と逆転移 

 転移の種類 

 転移の具体例 

 逆転移とは何か 

 逆転移を理解し、治療に活かす 

小林  陵 

6 3 月 14 日 
解釈を超えて 

：精神分析的心理療法の最新アプローチ 

 間主観的感性 

 自己調整と相互交流調整 

 意味了解の共同作業 

富樫公一 

 

本セミナーの参考文献 

ナンシー・マックウィリアムズ (2008). 『精神分析的心理療法』 金剛出版 

グレン・ギャバード (2012). 『精神力動的精神療法』 岩崎学術出版社 

富樫公一 (2018). 『精神分析が生まれるところ』 岩崎学術出版社 

 

ウェブビデオ会議形式について 

 本セミナーは、ウェブビデオ会議ツール「Zoom」を用いて実施します。 

 Zoom の経験がない方も安心してご利用頂けるように、使用方法に関する案内を事前に行います。 

 講義開始までに疑問がある場合、随時お答えします。 

 初回講義前に試験接続の機会を設けます。 

 毎回の講義に Zoom 接続のトラブル解決のため補助スタッフが参加します。 

 ウェブビデオ会議形式という本セミナーの受講につきましては、自宅などプライバシーが十分に確保

できる場所でウェブ接続して頂きますようお願いします。 

 

問い合わせ窓口 

NAPI 事務局 E-mail:  napi.jimu@gmail.com 



精神分析
ベーシックセミナー
２０２1

NAPI精神分析的間主観性研究グループ主催

２ 7/12 精神分析的心理療法を始める：初回面接

３ 9/13 「枠」の理解：初心者が自信を持ってセラピーを行うために

５ 1/17 精神分析的心理療法を深める：転移と逆転移

６ 3/14 解釈を超えて：精神分析的心理療法の最新アプローチ

４ 11/ 8 精神分析的心理療法に取り組む：何を聴き、何を伝えるか

富樫公一(甲南大学教授/TRISP自己心理学研究所ファカルティ/米国NY州精神分析家免許)

20000円 ＊欠席の場合も、受講料の返金はありません

 臨床心理系大学院修士、あるいは同程
度の教育課程の中で臨床業務を学んで
いる学生

 教育課程修了後５年以内の臨床家。た
だし、精神分析的臨床の初学者も対象
に含む

１ 5/10 精神分析らしさとは：他の心理療法と何が違うのか？

 精神分析的アプローチ初学者のための実践的セミナー
 臨床実践がどうすれば精神分析的になるかをレクチャー
 全６回 大学院生、ビギナー welcome!
 ウェブビデオ会議形式で実施。どこからでも参加可能。

スケジュール 隔月第2月曜日19:30 – 21:00（1月のみ第3週）

小林 陵(横浜市立大学附属病院)

講師

受講料

申込方法

申込書を事務局までご請求ください。
宛先: NAPI事務局 napi.jimu@gmail.com
締切：2021年4月30日（金）
定員：30名程度

＊定員に達し次第、受付を締め切ります。

受講資格

本セミナーの詳細については別紙「案内文」をご参照ください。



第1回：　4月18日（日）
精神分析を学ぶ意義 （木部）／ 精神分析の歴史・概観（福本） ／ 精神分析の学び方・活かし方（岩倉）

第2回：　6月20日（日）
フロイトの人生と業績：前半（福本） ／ フロイトの症例①（木部） ／ アブラハムの人生と業績（福本）

第3回：　8月22日（日）
フロイトの人生と業績：後半（福本） ／ フロイトの症例②（平島） ／ 女性の精神分析家（平島）

第4回：　10月10日（日）
ﾌｪﾚﾝﾂｨの人生と業績（田中） ／ ｸﾗｲﾝの人生と業績：前半（木部） ／ ｸﾗｲﾝの子どもの理論と症例（木部）

第5回：　12月19日（日）
ｸﾗｲﾝの人生と業績：後半（皆川） ／ ｸﾗｲﾝの大人の理論と症例（皆川） ／ ﾋﾞｵﾝの人生と業績（福本）

第6回：　2月20日（日）
A.フロイトの人生と業績 （関谷）／ 自我心理学の基礎（権） ／ 自我心理学の発展（権）

精神分析臨床セミナー
「基礎理論を学ぶ」

2021年度

会場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター

こども・思春期精神分析研究会事務局〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡16 市谷見附ﾊｲﾑ609

2021年4月〜2022年2月（全6回） 10時〜17時15分

本年度より『精神分析臨床セミナー：基礎理論を学ぶ』を開講します。本セミナーは、3年間で精神分析の基礎理

論を概観することを目的としています。初年度である本年度は、フロイトが創案した精神分析の初期の業績から、

大枠その直系の精神分析に関して論じます。精神分析は21世紀になり、生物学的精神医学に圧倒されている傾

向にありますが、いまだに精神分析は大きな意義があることを再確認することができるでしょう。

（https://kodomo-psychoanalysis-sg.com/）
セミナー詳細／

お申込先

岩倉 　　拓（あざみ野心理オフィス主宰／聖マリアンナ医科大学非常勤講師）

木部 　則雄（白百合女子大学文学部教授／こども・思春期メンタルクリニック）

権　 　成鉉（クリニックソフィア院長）

関谷 　秀子（法政大学現代福祉学部教授／初台クリニック）

田中 　健夫（東京女子大学現代教養学部教授／中野臨床心理研究室）

平島 奈津子（国際医療福祉大学三田病院精神科／同大学心理・医療福祉マネジメント学部教授）

福本 　　修（代官山心理・分析オフィス／恵泉女学園大学名誉教授）

皆川 　英明（広島市精神保健福祉センター所長／広島大学医学部臨床教授）　

講 師

（五十音順、敬称略）

2021年3月31日
まで延長しました

講 義 内 容定 員

100名
会場・Zoom各50名、先着順

・心理専門職

・それに準ずる専門家

・研修医などの医師

・大学院生

対 象 者 

参 加 費 

60,000円（税込）

申 込 期 限 

（講義時間： 10時〜12時 ／ 13時〜15時 ／ 15時15分〜17時15分）

共催：こども・思春期精神分析研究会／こども・思春期メンタルクリニック

こども・思春期精神分析研究会 HP

（カッコ内は講師名、敬称略）



現在私たちは、世界規模で目に見えない脅威に晒されています。2020年1月頃中国から始まったCovid-19は、
瞬く間に全世界に広がり、私たちの生活と取り巻く環境は否応なしに変化を強いられました。臨床実践に携

わっている私たちにとっても、クライエントにとっても、様々な影響を及ぼすことになったと言えるでしょう。
そして、今も尚、「コロナ禍」の中に私たちは居ます。
精神分析的臨床実践においては、クライエントの内的世界の理解を重視するとしても、現実的なこの状況の

影響は当然無視できません。現実を踏まえつつも、それがどのようにクライエントの内的世界や、治療関係に
影響を及ぼしているのかを考え続ける必要がありますが、これは決して簡単な作業ではないでしょう。

また、緊急事態宣言による治療の中断と再会、オンライン面接の導入、消毒・マスク着用やアクリル板設置、
プレイルームの玩具の取り扱い、といった様々な治療構造の工夫や変化も治療関係に影響を及ぼすことになっ
ているでしょう。まだ、「コロナ禍」の渦中ではありますが、私たちの臨床実践を、精神分析的な観点から再

検討しておく意義は大いにあるのではないしょうか。
本セミナーは、既に精神分析的な臨床実践を行っている臨床家のみならず、こどもや思春期の臨床に携わり、

精神分析にご関心のある方を対象にしています。コロナ禍の中で私たち自身が生き残るためにも、精神分析的
な視点で私たちの臨床実践をどのように捉えることができるのかを、共にディスカッションしていきましょう。
今年も、会場とZ00Mのハイブリット開催をいたします。これまで参加できなかった関東以外の臨床家の方々

のご参加も歓迎いたします。
主催：こども・思春期精神分析研究会 木部 則雄

2021年度 こども・思春期精神分析セミナー

「コロナ禍の中の精神分析」

◆日 程：2021年5月～2022年3月までの奇数月（全6回）第2日曜日13時～16時45分

※受付開始は12時50分からとなります。
◆形 式：前半は講義，後半は症例検討

◆会 場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター8F （9月のみ9F）

◆対 象：こども・思春期を対象とした精神分析的セラピーに関心のある医師，臨床心理士，

公認心理師、もしくは現在専門的にそれらを学んでいる大学院生等の学生

◆定 員：80名 ※会場かZOOMでの参加。感染状況に応じて会場の人数は制限されることがあります。

◆参加費：40,000円 ◆申込期限：2021年2月28日 2021年3月31日まで延長いたしました

※本セミナーは，臨床心理士資格の更新に必要なポイント申請を行っていますが、来年度のZOOMセミナー
の開催の認定については、3月以降に臨床心理士資格認定協会からお知らせがある予定です。

（敬称略）

 日程 講師 司会 事例提示 

第 1回 5 月 9 日 木部 則雄      脇谷 順子 中村俊一郎 

第 2回 7 月 11 日 田中 康裕        木部 則雄 浅野美穂子 

第 3回 9 月 12 日 奥寺  崇             木部 則雄 戸田 尭裕 

第 4回 11 月 14 日 飛谷   渉        木部 則雄 井元 健太 

第 5回 1 月 9 日 平井 正三       木部 則雄 塚瀬 将之 

第 6回 3 月 13 日 鈴木  龍        木部 則雄 梶田 紗妃 

 



講 師
奥寺 崇 クリニックおくでら
木部則雄 白百合女子大学文学部発達心理学科／こども・思春期メンタルクリニック
鈴木 龍 鈴木龍分析オフィス
田中康裕 京都大学大学院教育学研究科
飛谷 渉 大阪教育大学保健センター
平井正三 御池心理療法センター／認定NPO法人子どもの心理療法支援会
脇谷順子 杏林大学保健学部／認定NPO法人子どもの心理療法支援会

事例発表者
浅野美穂子 こども・思春期メンタルクリニック
井元 健太 こころのドア船橋／NPO法人カウンセリングオフィスSARA

梶田 紗妃 こころの船橋/上智大学カウンセリングセンター/武蔵野大学心理臨床センター

塚瀬 将之 浦安ハートこどもクリニック
戸田 尭裕 聖オディリアホーム乳児院
中村俊一郎 慶應義塾大学小児科

（五十音順・敬称略）

【参考図書】

第１回
「こころの発達と精神分析-現代藝術・社会を読み解く」（2019）木部則雄著，岩崎学術出版社．
「精神分析/精神科・小児科臨床セミナー総論:精神分析的アセスメントとプロセス」（2019）木部則雄編著,福村出版．
「こどもの精神分析Ⅰ・Ⅱ」(2007・2012)木部則雄著，岩崎学術出版社．
「こどものこころのアセスメント―乳幼児から思春期の精神分析アプローチ」（2007）マーガレット・ラスティン他

編，木部則雄監訳，岩崎学術出版社.

第２回
「魂の論理的生命: 心理学の厳密な概念に向けて」（2018）ヴォルフガング・ギーゲリッヒ著，田中康裕訳，創元社.
「心理療法の未来:その自己展開と終焉について」（2017）田中康裕著，創元社.
「事例研究から学ぶ心理臨床 (京大心理臨床シリーズ13)」（2020）桑原知子・田中康裕・梅村高太郎編著，創元社．
「魂のロジック──ユング心理学の神経症とその概念構成をめぐって」（2001）田中康裕著，日本評論社.

第３回
「精神力動的精神医学 第5版―その臨床実践」（2019）ギャバード著，奥寺崇・権成鉉・白波瀬丈一郎・池田暁史

監訳，岩崎学術出版社.
「クライン派用語事典」（2014）ヒンシェルウッド 著，衣笠隆幸総監訳・福本修・奥寺崇・木部則雄・小川豊昭・

小野泉監訳，誠信書房.
「精神分析と文化 : 臨床的視座の展開 」（2012）岡田暁宜・権成鉉編著，奥寺崇他著，岩崎学術出版社.
「プレゼントモーメント―精神療法と日常生活における現在の瞬間」（2007）スターン著，奥寺崇・津島豊美訳，

岩崎学術出版社.

第４回
「連続講義 精神分析家の生涯と理論」（2018）大阪精神分析セミナー運営委員会編，飛谷渉他著，岩崎学術出版社．
「精神分析たとえ話: タヴィストック・メモワール」（2016）飛谷渉著，誠信書房.
「新釈メラニークライン」（2014）ミーラ・リカーマン著，飛谷渉訳，岩崎学術出版社．
「精神分析過程」（2010）ドナルド・メルツァー著，松木邦裕監訳/飛谷渉訳，金剛出版．

第５回
「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」（2020）平井正三著，金剛出版.
「児童養護施設の子どもへの精神分析的心理療法」（2018）平井正三・西村理晃編集，誠信書房．
「自閉症スペクトラムの臨床―大人と子どもへの精神分析的アプローチ」（2016）ケイト・バロウズ編著，平井正

三・世良洋監訳，岩崎学術出版社.
「新訂増補 子どもの精神分析的心理療法の経験―タビストック・クリニックの訓練」（2015）平井正三著，金剛出版．

第６回
「乳幼児観察入門: 早期母子関係の世界」（2019）木部則雄・鈴木龍・脇谷順子監訳
「子育て、保育、心のケアにいきる赤ちゃん観察」(2019)鈴木龍・上田順一編， 金剛出版
「週一回サイコセラピー序説: 精神分析からの贈り物」（2017）北山修監修・高野晶編著，創元社．
「思春期を生きぬく」（2000）ロビン・アンダーソン，アンナ・ダーティントン編，鈴木龍監訳,岩崎学術出版社．

こども・思春期精神分析セミナー

こども・思春期精神分析研究会事務局
〒162－0844 新宿区市谷八幡町16 市谷見附ハイム609

Mail：kodomopsycho@yahoo.co.jp



京都文教大学 産業メンタルヘルス研究所
〒611-0041 京都府宇治市槇島町千足80番地
Ｅ-mail：sangyou-kbu@po.kbu.ac.jp

お問い合わせ

うつ病、自殺対策、新入社員の離職など、現代社会において

心理的ケアは重要課題となっています。しかし、職場におけ

るメンタルヘルス対策をどのように進めていけばよいのか、そ

の実効性をどのようにすれば上げられるのか、試行錯誤が

続いています。京都文教大学産業メンタルヘルス研究所で

は、こうした社会的要請に応えるべく、2009年に「産業心理

臨床家養成プログラム」を開設しました。

プログラムの講師には、この分野における国内第一級の専

門家に加わっていただき、産業場面で有効な心理臨床の技

法、産業精神保健に関する知識を網羅的に学ぶことができ

ます。また、心理職だけでなく、看護師、保健師、精神保健福

祉士、企業人事労務担当者など、さまざまな職種の方にも受

講いただき、他職種間の情報交換や学び合いが実現できる

よう工夫していきます。関心をお持ちの方々の積極的な参加

をお待ちしております。

［ プログラムの応募概要 ］

このプログラムでは、年間20週40コマの講義を2年間受講

していただき、産業メンタルヘルスに関する知識を、基礎的な

ものから実践的なものまで網羅的に学んでいただきます。

内容のレベルは、臨床心理士資格を持つ者から資格取得見

込み者（大学院修了者）までを対象としたものとなっています。

受講対象者には、心理学的知識を補足する特別講義を用意

するなど、産業現場で健康管理業務を担当する保健師・看護

師、人事労務スタッフ、産業カウンセラーや大学院在籍者にも

受講いただけるようにしております。

プログラムについて

定員

募集対象

資格審査

審査申込締切

申込方法

10名程度
　

産業精神保健分野での活躍を目指す方　

プログラムへの参加に際して資格審査を行います。

●一次審査　書類選考
応募時に提出していただく書類、履歴書で産業メン
タルヘルス領域での活動歴、メンタルヘルスに関する
学習歴、臨床心理士、公認心理師などの資格の有無
（資格取得見込みを含む）等を確認します。
また、組織・団体からの推薦文も参考にします。

●二次審査　面接
産業領域での活動経験、産業心理臨床への関心など
について質問します。
　
2021年4月30日（金）
　
下記のホームページで詳細をご確認ください。 
https://www.kbu.ac.jp/kbu/mental_labo/

産業心理臨床家養成プログラムの概要

●講義、グループ・スーパーヴィジョン（グループ形式の授業）を
　年間20週40コマ開講。　
●対面開催の場合は、キャンパスプラザ京都講習室、
　京都文教大学で開講。　
●プログラムの修了者には、修了認定証を交付。

期間 2年 （6月より開講、翌々年の3月修了）

●1コマ＝1時間30分
　※講義内容によって、集中形式で行われる場合があります。

開講曜日 土曜日（午後）  講義・演習（2コマ）

受講料 年間 150,000円

産業メンタルヘルスに
関わる皆さまに

産業心理臨床家
養成プログラム

京都文教大学
産業メンタルヘルス研究所

2021

K y o t o  B u n k y o  U n i v e r s i t y
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1年次 2年次
［  講 義 ・ 演 習 の 概 要  ］

『特別実践指導』 　産業領域での研修場面を想定した演習を行い、相互に検討し合うことによって実践力を高める。

『人事管理・人材開発』

企業において人事管理や人材開発はどのように行われて

いるのか、基本的な知識を得る。

藤原 淳二：産業メンタルヘルス研究所 元副所長

『臨床アセスメント面接論』

面接技術のなかでも、特にアセスメントに焦点を当て、心
理療法、コンサルテーションにも役立つ面接技術の向上を
目指す。

川畑 直人：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

『経営学基礎論』

産業領域での活動で役立つ経営学の基本的知識を解説

する。組織診断や研修立案の補助知識を提供する。

渡辺 峻：立命館大学 名誉教授 経営学博士

『産業領域における高次脳機能障害学Ⅰ』

病気や事故などが原因で起こる高次脳機能障害の理解を深
め、どのような復職支援が可能か、神経心理学の立場から検討
する。Ⅰでは、脳機能の働きを理解し、脳から見る視点を学ぶ。

中島 恵子：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

『労働安全衛生学』

事業場における産業保健の法的背景や活動の概要を紹介するととも
に、メンタルヘルス不調者の支援や一次予防の取り組みなどについて、
産業医業務の実際や産業スタッフの連携等を事例を通して説明する。

森口 次郎：一般財団法人 京都工場保健会 理事

『組織心理コンサルテーションの技術』

組織で生じる様々な問題に対して、心理的な観点からコン
サルテーションを行っていくための基本的な技術につい
て、演習を含めながら解説する。

松本 寿弥：名古屋大学 学生支援センター 講師

『産業心身医学』

職場におけるストレス関連疾患の心身医学的理解および

マインドフルネスなど心身両面からのアプローチを学ぶ。

山本 和美：医療法人弘正会西京都病院心療内科 臨床心理士

『職場のメンタルヘルス対策』

産業分野に関わる心理臨床家に求められる役割や事業場におけ
るメンタルヘルス対策の変遷を整理し、メンタルヘルス対策の進
め方のポイントや自殺予防対策について事例を通して検討する。

山根 英之：一般財団法人 京都工場保健会 専任カウンセラー

『サーヴェイ・リサーチ技法論』

企業におけるメンタルヘルスの実情を調査するための技

術や結果の報告技術について検討する。

大庭 さよ：VISION PARTNER メンタルクリニック四谷 アドバイザー

『メンタルヘルスのための職場環境改善』

健康でいきいきとした職場づくりを目指す取り組み事例を

紹介するとともに、参加型職場環境改善の演習を通して、

集団への関わり方について検討する。

山根 英之：一般財団法人 京都工場保健会 専任カウンセラー

『ストレスチェック論』

労働安全衛生法の改正により、50人以上の事業場においてはストレス
チェックの実施が義務付けられている。産業心理臨床家はストレスチェック
にどのように関わっていけばよいのか。必要なスキルと実際について学ぶ。

大庭 さよ：VISION PARTNER メンタルクリニック四谷 アドバイザー

『グループワーク技法論』

メンタルヘルス研修など、企業での研修は集団で実施さ
れることが多い。それらに必要となるグループワークの技
法を習得する。

辰巳 朋子：京都産業保健総合支援センター 産業保健相談員

『エグゼクティブ・カウンセリング論』

経営トップに対するカウンセリングに必要となる知識技術

を解説する。

市川 佳居：（一社）国際EAP 協会日本支部 理事長

『復職支援プログラム論』

復職者をどのように受け入れ、復帰を支援するのか、様々

なプログラムの例を挙げながら解説する。

片桐 陽子：栄仁会 京都駅前メンタルクリニック 臨床心理士

『 事 例 演 習 』 　事例演習を通して適切な支援や人事労務対策のあり方を習得する。

『企業研究基礎論』
藤原 淳二：産業メンタルヘルス研究所 元副所長
藤村 正弘：藤村マネージメントサポート 代表
企業を理解するために、成り立ち、組織風土、経営などについて概説

する。そして、中小企業における今日的経営課題について解説する。

『認知行動療法』

認知行動療法の基本理念を概説したうえで、実際にセル
フモニタリングやロールプレイの経験を通して、アセスメ
ントの技法について学ぶ。

正木 大貴：京都女子大学 現代社会学部 教授

『産業・組織心理学』

産業・組織領域における活動に不可欠な産業・組織心理

学の基礎的な知識を学ぶ。

金井 篤子：名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 教授

『EAP展開技術論』

EAP（Employee Assistance Program）を実際に展
開するために、どのように事業を展開していけばよいの
か、起業モデルを提起する。

市川 佳居：（一社）国際EAP 協会日本支部 理事長

『産業精神医学』

産業心理臨床に必要な精神医学の知識について概説す
る。難しい領域だが5事例から、ポイントをわかりやすく説
明し、現場で活用できるようにする。

夏目 誠：大阪樟蔭女子大学 名誉教授

『職場で活かせる芸術療法』（九分割統合絵画法）

職場で役立つ心理技法として、筆者が開発した「九分割統合絵画
法」を紹介する。自己紹介、ストレス、パワハラ、過去のまとめ、将来
のビジョン設計、家族関係など工夫次第で多彩に応用できる。

森谷 寛之：京都コラージュ療法研究所長

『産業心理職の役割』

産業心理職に必要な法規やスキルを紹介する。又、事例を
通じて、職場のメンタルヘルス活動での心理職の役割を
学ぶ。

森崎 美奈子：産業メンタルヘルス研究所 元所長

『コーチング論』

コーチングを心理療法との連続体で考えるExecutive 
Coachingの考え方をもとに、演習を交えながら実践の在
り方を学んでいただく。

川畑 直人：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

『キャリアデザイン論』

外的キャリアや内的キャリア、キャリアアンカー、職業適性
などキャリア心理学の観点からメンタルへルス問題を検討
する。

伊東 眞行：関西大学臨床心理専門職大学院 講師

『管理監督者への研修・コンサルテーション』

この講座では、管理職研修とコンサルテーションを例に、
管理監督者への関わり方について座学と演習で学ぶ。

種市 康太郎：桜美林大学 リベラルアーツ学群 教授

『産業領域における高次脳機能障害学Ⅱ』

高次脳機能障害を神経心理学視点から理解することで、職場復帰に必要な知識
から適切な環境調整への介入が可能となる。Ⅱでは、高次脳機能障害にはどのよ
うな障害があるか、それぞれの障害特性を理解し支援する方法について学ぶ。

中島 恵子：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

『障害を持つ労働者と職場への支援』

障害（身体・内部・知的・精神・発達）をもつ労働者の就

労支援と、雇用している組織への定着支援について、心理

職の役割を学ぶ。

三宅 美樹：（株）トヨタ車体研究所 臨床心理士／公認心理師

『危機介入の組織的対応』

災害、自殺、惨事ストレスなど職場で起こる危機状況にど

のような心理的援助が可能なのかを検討する。

廣川 進：法政大学 キャリアデザイン学部 教授

『力動的組織病理論』

機能不全を引き起こす組織の病理をどのように理解する

ことができるのか、基本的枠組みを提供する。

川畑 直人：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

『企業におけるハラスメントの現状と対策』

企業におけるハラスメントの実態と動向を学び、発生時の
対応や予防教育についてさまざまな事例を参考にしなが
ら防止対策を考える。

稲尾 和泉：（株）クオレ・シー・キューブ 執行役員

※講師が変更になることもあります。講師の所属・職名は、2021年1月現在。

『身心相関とストレスマネジメント』
濱野 清志：京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 教授

東洋の伝統的身体技法を用いて心の健康管理、ストレ
スマネジメントに不可欠な身心相関について体験的に
学ぶ。



ワークディスカッショングループ研究協力者募集のお知らせ 

 

研究実施者：橋本貴裕（帝京大学 心理臨床センター専任教員） 

 

ワークディスカッションは、イギリスの NHS（国民保健サービス）の機関であり、心理職をはじめとする

臨床家へのトレーニングコースを提供している、Tavistock Clinic で開発されたもので、ヨーロッパの心

理職大学院で取り入れられているプログラムです。ウィーン大学大学院の調査では、全カリキュラムで最も

重要と学生に評価されたプログラムです。 

このプログラムの目的は，臨床実践場面（実習場面）を振り返り、グループメンバー同士で様々な視点か

ら事例等を見ることによって、心理士としての視点を増やし、対人交流の理解を豊かにし，観察力や感受性、

他者との円滑なコミュニケーション能力など心理職に必須のスキルを向上することです。 

プログラムの内容としては、心理療法の事例に限らず、デイケアや SC等のすべての臨床実践（実習も可）

での対人交流場面（1時間程度）を発表してもらい、そこで何が起きているのか、どういった支援が考えら

れるかなどを多角的にディスカッションします。通常のグループ SV や事例検討会との違いは次のページで

お伝えします。 

今後日本での積極的な導入を進めていく上で、オンラインでのグループに参加し、研究に協力してくださ

る方を募集します。研究として、質問紙による効果測定、体験後のインタビューなどにご協力いただく予定

です（研究結果は個人が特定されない形で学会発表・論文投稿を予定しております。また、グループに参加

せず、質問紙のみのご協力、あるいはグループに参加し、インタビューには協力しないことも可能です）。

ご興味をお持ちになった方やご参加希望の方を対象に Zoom によるオンライン説明会を行います。本研究と

ワークディスカッションについてご説明し、ご質問にお答えします。説明会に参加されない方でも、プログ

ラムへの応募は可能ですが、個別に説明させていただく時間を設けさせていただきます。 

 

【研究協力者対象】 臨床心理系大学院生修了後 3年以内（年齢は問いません）  

【定員】 10～12名 （5,6名 1グループ） 

【費用】 1回 1000円 【謝礼】 研究にご協力いただいた方には 5000円、謝礼として差し上げます。 

【回数・頻度】 隔週 10回 

【実施日時】 水曜 20時～、土曜 20時～（協力者のご要望によっては変更の可能性有り） 

【オンライン説明会】 2月 24日（水）20時、 2月 28日（日）20時 

※オンライン説明会に参加ご希望の方は、https://ux.nu/ENMA6 をクリックしてご記入をお願いいたします。 

※ご質問 は hashimoto@main.teikyo-u.ac.jp にまでお願いいたします。 

 

【グループ・リーダー】 

〇 橋本貴裕（帝京大学 心理臨床センター専任教員、臨床心理士） 

上智大学博士後期単位取得退学。これまで、精神科、心療内科、大学学生相談センター、私設相談機関にて勤

務。2014 年～2018 年タビストック・クリニック成人部門留学。帰国後、現職。 

 

〇 吉沢伸一（ファミリーメンタルクリニックまつたに、臨床心理士） 

青山学院大学博士前期課程修了。公立小・中学校の SC、適応支援教室、不登校児への訪問相談、専門学校の学

生相談、精神科病院、思春期デイケア、私設心理相談室などの勤務経験がある。2017 年 日本精神分析学会奨励

賞 山村賞受賞。2019 年 子どもの精神分析的心理療法士（認定 NPO 法人子どもの心理療法支援会）取得。 



グループスーパービジョンや事例検討会との違い 

 

１．上下関係ではなく対等に近い関係で、 安心して話せる場所 

通常の事例検討やグループスーパービジョンでは、上下関係があり、思ったことも素直には話しにくいと

ころもあるかもしれません。ワークディスカッショングループは、同年代でのピアグループ（先生がいない

グループ）に近い感覚で話せる場に設定しています。リーダーも参加者に近い姿勢にいます。 

みなさんも大学院で同期と話すときの方がいろんなことが話せたり、整理できた経験はないでしょうか？

気楽に話せる雰囲気の中で検討することによって、自分の感覚や考えを洗練しやすく、またお互いの意見を

話し合うことで、相互交流の楽しさを感じられることがあると思います。そこには批判されることのない、

安心感があると思います。安心感があることによって、連想が広がりやすくなります。ワークディスカッシ

ョンはそういう場になるよう心掛けられています。 

またわからないこともお互いに伝えることで、自分だけがわかっていないわけではないとほっとするこ

とも少なくないと言われています。安心したグループになることでより、心に余裕ができ、自分の視点を広

げやすくなるかと思います。そして定期的に同じ職種のメンバーと話す場所があることで、仕事の支えにな

ることもあるかと思います。 

 

２．自分で考える力を身につける 

グループ SVでは、先生から教えてもらうことで知識を増やし、視野を広げるということがメインとなり

やすくはないでしょうか。一方で、間違ったことを言ってはいけない、あるいは恥ずかしいという気持ちに

なって、どういうことを言うのが正解だろうか、などと考えたりしてあまり発言できないことはないでしょ

うか？ 

臨床実践では、“自分の心を道具とする”と言われるように、クライエントの方に共感的態度で接したり、

自分一人でどういった支援を行うかを考える必要がありますが、それには自分の感じていることや考えて

いることを自覚し、言葉で伝える作業が必要になります。しかし、どう考えたらいいかわからない、うまく

言えないことも少なくないでしょう。 

ワークディスカッションは、１セッションのみについて検討するため、ゆっくり考えたり、お互いに意見

しながら考えを広げていく時間があります。ワークディスカッションは、そういった、内から、自分の感覚

や考えを大事にしながら、専門性を高める訓練となっています。1，2 回で身につくものではないですが、

教えてもらうことよりも、自分で、みんなで考えていける力、現場に強い力を身につける場になるような設

定になっています。 

 

３．グループの中で発言できる機会が多い 

グループ SVや事例検討会だとそれほど何度もコメントする機会もないかもしれませんし、するのにも緊

張するかもしれません。ワークディスカッションは、1セッションのみの発表なので、検討できる時間が長

く、まとまっていない意見でもあったり、ちょっとしたことでも話せる場になっています。 

また、自分の考えを話そうとすると、自分の感覚もより精密になり、臨床に必要な内省力や観察力も高まる

と言われています。そして、自分が話したことはエピソード記憶として記憶に残りやすく、1回 1回の学び

が深まりやすくなります。 

グループの中で話すということは、チーム医療やチーム学校など多職種連携がより重視されている昨今、

心理職においてもとても重要な仕事となりました。今後キャリアアップしていくためには必要なスキルと

なります。まずは心理職の若手同士のグループで慣れていくことは大きなステップとなるでしょう。 



４．グループでの対話で視点の広がり、深まるを体験する 

少し重複しますが、コメントできる時間が多く、一つの意見について、より深めるやり取りができます。

それによって、お互いに以前には思いつかなかったことが思いついたり、連想が膨らんだりする体験できる

のではないかと思います。意見を一方的に聞いたり、主張するだけでなく、話し合いの中で考える視点が増

え、多面的に理解するための視野が広がっていく経験は、実際の臨床場面にも生きてくると言われていま

す。 

 

５．心理療法ケース以外でも発表・検討できる 

グループでは、心理療法ケースだけではなく、デイケアや SCなど構造化されていない場面でのやりとり

や、現場の組織や集団力動の性質も検討することができます。また、他のメンバーが発表する臨床現場は、

今の時点では自身にとってあまり関心のない領域と感じるかもしれません。心理職にとっては、どんな場面

の臨床であっても心理なりの視点で見て考える力をつけていくことは、チームの中で専門性を発揮するた

め、あるいは心理療法で難しい場面を乗り越えるため、ひいては自らの心理士としてのキャリア形成にとっ

ても重要となってくると思います。 

 

６．リーダーの役割 

リーダーはメンバーが話しやすい場になるよう心掛け、メンバーからの意見について、より深く臨床的に

見ていくことをサポートしたり、それらの意見が力動的な視点でみてどういう意味があるかを探索する手

助けをします。グループの集団力動についてコメントすることもあり、自分自身も含めた集団力動がどう展

開していくのかを考えていくことを手助けします。 

グループスーパービジョンと比べると、「こうしたほうが良い」というような具体的なアドバイス等はそれ

ほど多くないかもしれませんが、自分なりに臨床的な現象を多面的に捉えるという、長期的な観点では心理

職に必須の力を伸ばすことをお手伝いします。 

 

７．発表形式 

発表していただくのは、例えば心理療法ケースであれば、ケースの簡単な概要と、逐語記録あるいはそれ

に近い様式の１セッションの記録のみです。他の臨床場面であれば、検討したいある一場面の逐語記録ある

いはそれに近い様式の記録のみです。その分、じっくりと考えて話し合う時間があります。何気ないやりと

りだとしても、そこにどのような心と心の交流が起きている可能性があるのだろうか、あるいはその交流は

別の領域の思いもよらないところから圧力がかかっているのではないか、などを検討していく時間になり

ます。参加メンバーの探索的なコメントを踏まえ、発表者もその時は気づかなかった様々な情緒や考えを持

てることを目指します。このグループの体験を通して、１セッション・一場面の中でもいろんな視点で見れ

ることに徐々に気づいてく経験となるでしょう。 

 

 

これまでワークディスカッショングループに参加された方の感想 

 

Aさん 

Cl のことをどう理解していいかわからず、やっていけるか不安だったが、メンバーがたくさんの視点を

くれた。一対一の SVだとどうしても思考が限られるからかもしれないが、SVとは違う体験だった。 

 



Bさん 

みんなが気楽に自分の意見を出し合って、その雰囲気につられて、自分の感じたこと、考えたことを話し

た。事例検討会に比べてディスカッションの時間が長く、そのおかげで次々と違う視点や意見が出てきて、

ケースや Clに対して新たな認識や見解が生まれた。互いに違う意見や考えを自由にぶつけ合うことってこ

んな気持ちいいんだと感じた。 

 

Cさん 

普段の事例検討会よりも情報量が少なかったが、思っていたよりも色々と想像したり考えることができ

たように感じた。１セッションの内容だけでもいろいろな仮説が浮かんだり、他の人の意見や考えから新た

に浮かぶこともあったりして、楽しく感じた。まっさらだった Cl像がどんどん肉付けされていく感じや、

見えてきたりする中で、新たに想像していくプロセスは、意見が出る環境だからこそ生じることだと思っ

た。 

 

Dさん 

事例検討会では、自分がおかしなことを言ってはいないかなど考え、率直な意見というものは言いづらか

ったように思う。このグループでは、感じたこと、疑問に思ったことをそのまま言葉にでき、そうすること

で、自分がどんな視点から物事を見るクセがあるのか、どこに着目しやすいのかなどを改めて認識すること

ができた。私にとって、新しい学びで、自己理解にもつながると感じた。 

 

 

 

最後までご覧いただきましてありがとうございました。 

研究協力へのご検討をよろしくお願いいたします。 

 

 

橋本貴裕（帝京大学 心理臨床センター専任教員） 

お問合せ：hashimoto@main.teikyo-u.ac.jp 



2021年度 KIPP精神分析的心理療法家養成プログラム（オンライン対応）第 9期生募集 

 

一般社団法人京都精神分析心理療法研究所事務局です。2021 年度 KIPP 精神分析的心理

療法家養成プログラム（オンライン対応）第 9 期生募集に関する説明会を以下の通り開催

いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

2021 年度 KIPP 精神分析的心理療法家養成プログラム（オンライン対応）第 9 期生募集 

説明会（オープンハウス） 

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

第 1 回 2021 年 3 月 20 日（土）16:00～17:30 申込締切：3 月 19 日（金）17 時まで 

第 2 回 2021 年 4 月 11 日（日）14:00～15:30 申込締切：4 月 10 日（土）17 時まで 

※参加費無料 

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

KIPP 精神分析的心理療法家養成プログラムは、対人関係論に基づく精神分析的心理療法

家を養成するための、４年コースの訓練プログラムです。訓練の内容は、120 時間以上の個

人心理療法、120 時間以上のスーパーヴィジョン、120 コマのコースワーク（講義・演習）

を、KIPP 訓練委員を中心とする講師陣から受けるという高度なものです。2003 年度に開

設して以来、隔年で訓練生を募集してきました。欧米の精神分析研究所のスタイルを引き継

ぎつつ、日本の実情に合わせた教育環境を整えており、様々な領域でお仕事をされる臨床心

理士、医師の方々に受けていただいています。 

この度、新型コロナウィルスの流行に伴い、対面での授業が難しくなる中、これまでの教

育内容を、すべてオンラインで受講できる形に工夫いたしました。これまで、遠方のため、

応募を断念されてきたか方も、奮って応募いただければ幸いです。 

 

プログラムの詳細につきましては、ホームページ（https://www.kippkyoto.org/）をご確

認ください。 

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

申込方法： 期日までに下記の申込フォームからお申し込みください。 

https://ws.formzu.net/dist/S10835519/ 

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

一般社団法人京都精神分析心理療法研究所事務局 

お問い合わせ先： info@kipp-u.co.jp 

ホームページ: https://www.kippkyoto.org/ 



一般社団法人パーマネントクリエイティブマインド：オンライン研修会 

 

このたび、3 月 13 日(土)に、熊本大学大学院人文社会科学研究科准教授 高岸幸弘先生

をお招きし、子どもの性的問題行動に対する治療教育に関するオンライン研修を開催いた

します。 

本研修会は、前回チケットが完売し、大変ご好評をいただきましたため、第 2 回目を開催

させていただくこととなりました。 

つきましては、研修会情報をホームページや、メーリングリスト等でご紹介していただけま

すと幸いです。 

 

本研修では、米国で長年実践され、その治療・教育効果が目覚ましいことで注目されてい

る、「バウンダリー・プロジェクト」と言う介入法の概説と演習を行います。介入の基礎と

なる理論的側面の解説と、アセスメントの在り方についてもご紹介いたします。 

 

研修後、受講生には、子どもの性的問題行動に対するバウンダリー・プロジェクトモデル

研修初級講座終了証を発行いたします。 

 

お申し込みは下記の URLより、よろしくお願いいたします。 

https://peatix.com/event/1792952?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium

=%3A%3A%3A0%3A1792952&utm_campaign=search 

 

-- 

一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド 

研修担当 湯田-eureka- 

http://eureka-himeji.jimdo.com/ 



専門職のための 産業メンタルヘルス通年セミナー 

 

第 11 回セミナー  

★★【ストレスチェックの基礎知識と活用】★★ 

＜オンラインセミナー＞ 

ストレスチェックが義務化されて 5 年目を迎えました。産業保健職として知っておきたい、 

ストレスチェック制度の基礎知識と組織での活用方法を学びます。 

 

詳細は，こちらから 

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

 

◆日時 2021 年 3 月 27 日(土）10:00 ～16:00（9:45 開場）   

    【終日参加】または【午前参加】または【午後参加】 

    午前 10:00～12:30  知識編 

    午後 13:30～16:00  実践編 

     

◆会場 オンライン（ZOOM）（ZOOM 使用方法のレッスンあり）  

     

◆講師 

近藤雅子 

（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 

 

◆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（終日参加のみ） 

 

◆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（年会費無料キャンペーン中） 

   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。 

   申し込み画面 https://stressrelief-project.com/mlist/register.php ） 

 



◆お申し込みはこちらから 

【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/ 

 上部にあるアイコン「最新セミナー」をクリックしますと、お申し込みボタンに飛びます。 

 

◆こんな方におススメです 

・初めて実施者になる方。 

・ストレスチェックに関心がある方。 

・ストレスチェックの結果の見方が良く分からない方。 

・すでに実施者の方でも、困っている方などにも。 

 

◆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 



【ご案内】 
アンガーマネジメントオンライン基礎研修 

 

集合研修の風景 

 

 皆さま 

アンガーマネジメントジャパンは、コロナ禍に

おきましても、一人でも多くの方がご参加でき

るように、オンライン研修を行っています。 

現在、北は北海道、南は沖縄と幅広い地域

より臨床心理士の皆様が研修会にご参加く

ださり、アンガーマネジメントを学校に、様々

な職場に活かしていただいております。ストレ

スの多い現在、様々な領域でアンガーマネジ

メントが求められています。一人でも多くの方

のご参加をお待ちしております。 

 臨床心理士資格更新のポイント（第 2条 

4 項ワークショップ）を取得できます！ 

【今後の基礎研修の日程】   

◼ 4月：2021年 4月 18日（日）・25日（日） 

◼ 5月：2021年 5月 23日（日）・30日（日） 

◼ 6月：2021日 6月 20日（日）・27日（日） 

◼ 7月：2021年 7月 31日（土）・8月 7日（土） 

◼ 8月：2021年 8月 22日（日）・29日（日） 

◼ 9月：2021年 9月 19日（日）・26日（日） 

＊オンライン研修は 10:00～16:00（途中休憩あり・昼休み 45分）となります。 

＊基礎研修では、研修 2 日目は翌月の 2 日目に振替が可能です。 

 

 一般社団法人アンガーマネジメントジャパン 

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2106-5-301 

TEL：042-401-5880 E-mail：info@amjapan.or.jp   URL:https://amjapan.or.jp 
 

ワークやロールプレ

イもオンラインでや

っていますよ。 

研修のお申込み

や最新情報は HP

をご覧くださ

い。 

教育、医療・福祉、産業分野で活かそう！ 

mailto:info@amjapan.or.jp

	県士会事務局からのお知らせ
	学校臨床心理士委員会からのお知らせ
	高齢者支援委員会からのお知らせ
	医療保健領域委員会からのご報告
	文献を読む会からのお知らせ
	NAPI精神分析間主観性研究グループからのご案内
	こども・思春期精神分析研究会からのお知らせ
	産業心理臨床家養成プログラムのご案内
	ワークディスカッショングループ研究協力者募集のお知らせ
	KIPP精神分析的心理療法家養成プログラムのご案内
	パーマネントクリエイティブマインドオンライン研修会のご案内
	産業メンタルヘルス通年セミナーのご案内
	アンガーマネジメントオンライン基礎研修のご案内

