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巻頭対談 〜山梨の地域性と心理臨床〜
編集「第 22 号、巻頭対談企画として、山梨県臨床心理
士会会長設樂友崇さんと、山梨県臨床心理士会代議員
の吉川眞理さんに「山梨の地域性と心理臨床」という
テーマで対談お願いします。まず、設樂会長山梨の地
域性と心理臨床ということで、日頃、どんなことをお
感じになっておられますか︖」
設樂「地域性と聞いてまず思うのは、気候でいえば特
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ず、山梨は安定しているなと思うことが多いです。以
前は広島に住んでいました。来た当初は山梨の年間通じた乾燥の強さ、特に冬場の寒さは痛いとさえ感じて堪
えたのですが、高い山並みに囲まれ大きな天災にも見舞われないという土地柄はとても安定し落ち着いた場所
だという安心感を感じます。また、人でいえば名字の偏りが多いです。県外ではそれほど多く聞かない名字でも、
県内には沢山いらっしゃる。おかげで、メディアに登場する人の名前を見て、ひょっとしてこの人は山梨出身
かなと思うようになりました。人の流動性が少ない歴史が長かったのかなぁと想像しています。さらに、これ
も人の流動性かもしれませんが、人間関係が密で、となり組や無尽のような昔ながらの地域組織が生活に根付
いているのも驚きました。心理臨床は安定の中である種の変化を志向する、あるいは逆に変化の中に安定を見
出す営為だと思うのですが、私たちが出会う方々の背景にあるこういった環境変化の少なさは意識しておきた
いと、個人的には感じています。」
吉川「私は京都から山梨に移り住んだのが 30 年前になります。すでに人生の半分を山梨県民として過ごした
ことになります。確かに山梨の地は、山に囲まれてお鉢の中にいる気分です。人の流れ、時の流れがゆっくりで、
人間関係が密という印象に賛成ですね。カウンセリングをするときに、ます確認しておくのが、出身が県外か、
県内かということです。それによって、山梨ライフの体験が全く異なります。県外出身者は、何年たっても、
県内出身の人の輪に入れないように感じます。そこに目に見えない壁がある感じです。そうはいっても、異邦
人としての山梨の暮らしもなかなか良いものです。コロナでリモートワークの良さにめざめた職業人が、これ
からどんどん山梨に移住されるのではないかと思います。夏は 40 度超え、冬は零下 6 度の厳しい気候ですが、
湿気が少ないのでしのぎやすいです。何より、富士山、南アルプス連山、八ヶ岳と山の美しい姿に癒されますね。
でも県内の人は、富士山なんか見向きもされません。あって、あたりまえ、って感じでしょうか。さて、心理
臨床で感じる地域性ですが、いろんな意味で「守られている」ために、小、中学生が自立に向かいにくいとこ
ろがあるかもしれませんね。地域活動が活発で、少年スポーツも熱心です。そこで大人たちが丁寧に子どもた
ちを育てていくことは、もちろん素晴らしいことなのですが、子どもたちの野生味が薄まっているような気が
します。高齢者のコミュニティも活発で、元気なおじいちゃん、おばあちゃんがよく子どもたちの面倒を見て
くれています。おだやかな風土の中で大人たちに手をかけてもらうためにどこかで大人の期待を背負い込んで
しまう子どもたちが多いような気がします。」
設樂「世話された相手の期待に応えようとする循環の強さは、私も日々の臨床で感じます。誰かに世話しても
らったらその分別の誰かを世話してあげればいいじゃない、と個人的には思うのですけれど、どうもそういう
ことでもないらしい。また、期待を背負い込むということに関連して非常に重要だと私が感じているのは、山
梨には伝統的な男女役割の根強さが目に見えて残っていることです。例えば、葬儀の際に親族の男衆と女衆が
左右に分かれて座っています。私が経験してきたのは故人との近しさに応じて家族単位で座るという在り方だ
けでしたので、山梨で初めて参列したときに非常に驚いたのですが、県内の方にはその驚きが新鮮に聞こえる
ようです。しかし、男女の大学進学率の差や女性県議の少なさでは全国有数であること、進学等で県外に出た
女性の U ターン率が男性に比べて低いことなども考えると、特に女性にとっては多様な生き方がしづらい面が
あるのだろうという危惧を抱いています。」
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吉川「確かに。山梨で臨床していて感じるのは、女性が、いくつになっても良い娘でいなければならないと
いうご自身の思い込みのために、親の為に、自分らしい生き方を犠牲にする事例にしばしば出会います。親
に孝行することを何より大事に考えている女性に多く出会ってきました。よく考えるとこれは女性に限りま
せん。退職後に親の介護を引き受ける男性も多いです。親と子の縦の絆の強さを感じさせられますね。この
絆の絡みの中で、いかに個としての人生を生きていくのかが、これからの日本文化の課題であると感じてい
ます。一方で歴史をひもとけば、武田信玄公とその父晴信との関係には、すさまじい葛藤が渦巻いていました。
絆はいつもポジティブとは限りません。いずれにしても、家族の中の感情の渦を体験する臨床が多いように
感じます。」
設樂「最後の点は私も同じ実感を持っています。特に、このコロナ禍ではなかなか絆の外、渦の外の誰かに
出会うことが難しくなりましたよね。絆の強い社会にあって三密を避けよという別の社会的圧力があり、勢
い絆の外と内の境界が硬くならざるを得ない。境界の内側で弱い立場の人たち、境界間際にいる人たちにとっ
ては、特にきつい今なのではないかと思います。都内の知人などと話していると思うのですが、身近な人に
うつさないよう自分が罹ってはいけない、最初の一人になってはいけないという緊張感や不安は、むしろ県
内の方が高いのではないでしょうか。異邦人の私にはわかり得ないぐらいのことではないかと感じていま
す。」
吉川「確かに、規制がなくてもニュースの数値に反応して人出がぱたっと減ってしまう用心深さの背景に、
そんな不安がありそうですね。」
編集「県外出身のお二人の目に、山梨の人々がそんな風に映っているんだ、と新鮮に感じました。富士山と
一緒で、いつも身を置いていると、あたりまえになっていることがありますよね。これからもお二人が山梨
での心理臨床を活性化し、深めてくださることを期待しています。」

医療保健領域委員会

委員長

清水 隆善

医療保健領域委員会は、精神科医療領域で心理職として活動している会員及び医療・保健領域に関心を持っ
ている会員の集まりです。歴史を紐解くと、山梨県精神科病院協会の会員は県臨床心理士会が開設される以
前より、会員相互の学習の場として、理論・技術・技能を高めるために研鑽・研修を目的として、定期的に
研修会を開催していました。また、合宿研修、県外研修等により情報交換や仲間意識が深められました。病
院内では少数派であり、ともすれば孤立や孤独を味わっていたが、例会で仲間から支えられ、励まされ、徐々
に腕をあげ成長し、認められる、信頼される存在になってきました。諸先輩の地道な努力を受け継ぎ、県士
会開設後は、山梨県精神科病院協会臨床心理部会を核として、現在は、山梨県臨床心理士会医療保健領域委
員会として活動しています。
年間事業としては、会員病院持ち回りの定期研修会（5 回）、外部講師を招聘しての合同研修会（１回）、
日本臨床心理士会・医療保健領域委員会のアンケート調査「保険点数改定等」、「全国医療保健領域委員会担
当者研修会参加」などです。保険点数改定に関しては、日本臨床心理士会と協働して会員のために活動して
います。
ここ 2 年間は、新型コロナウイルス感染症感染予防のために、参集での研修会は残念ながら開催されず、
事務局の多大な協力によるオンライン研修（zoom 使用）に切り替えて開催。中々会うことのできない、デ
イスプレイに映る会員の笑顔を眺め安堵したところです。
今年度の研修のテーマは①「災害時における精神医療チームの支援について」②「新棟移転に伴うデイケアの
取り組みについて」③「事例を通して考える児童虐待の理解と支援」④「いつもそこにいる心理職としての意
味」⑤「他職種連携における心理士のふるまい」特に、災害支援、児童虐待の理解と支援、他職種連携には、現在、
心理職が抱えているトピックステーマを取り上げ、心理職としての役割、機能と限界、如何に関係性を作り
連携していくのかなど重要な課題であり、レポーターに対しては、サポーティブに接し、意見交換や情報の
共有が得られ、参加者一同は有意義な体験・時間を過ごされたと推察されました。
最後に 3 年越しになりましたが、3 月６日に、合同研修会・松原由枝講師による「ソンディ・テストを学
ぶ―無意識への１つのアプローチ」が 1２名の参加により開催され、新たな学びを得ることができました。
今後とも定例研修会、合同研修会には多数の会員の参加を望みます。
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産業領域委員会

委員長

佐野 孝枝

—「産業領域について『語ろう会』～連携について～」を開催して—
今年度の産業領域委員会の活動の目玉として、7 月 1 日に表題の会を開催しました。福祉、教育、医療、
産業の４領域の代表会員にパネラーとしてご登壇頂き、その後フロアとディスカッションするという形式
で、「連携」というテーマについて、現場に即して深く切り込んで学ぼうという委員会始まって以来の企
画です。例年開催している「語ろう会」は、同じ領域の同業者が苦労を分かち合う場という位置づけですが、
今回は領域を飛び越え、他領域の心理士がどのように現場で連携を考え実践しているかについて知るだけ
でなく、自由な意見交換を通して見識を深めるという大変貴重な機会となりました。参加者はパネラー含
め 9 名とアットホームな雰囲気でしたが、ご参加下さったパネラー会員が専門領域のプロフェッショナ
ルなだけあって非常に濃密な、参加しないのが勿体ないと感じる勉強会となりました。
以下、この会で学んだこと、課題となったことなどについて書いてみます。連携が必要な場合、領域に
限らず①連携の目的は何か。②誰と連携するか（領域によってもケースによっても相手が違う）。
③誰がコー
ディネーターになるのか。④連携のタイミングをいつにするのか。⑤守秘義務をどう設定するか。⑥心理士
の果たす役割は何か。など。連携の度に、これらのことをまず考える必要が出てくる。連携相手との専門
性の違いから、使う言葉も考え方も違うが、
「心配のレベルをどう共有するか。ここがまさに『連携』」
。（パ
ネラーの名言︕）
領域ごとの課題としては、【医療】通院入院により関係者が変わり、家族機能によっても心理士の支援
の方策が変わる。【福祉】市町村などの地域性の違いや社会資源がどう活用されているかにより心理士の
動き方が変わる。当事者を見る関係者の見方がバラバラだったり、誰かが強くサポートしようとすると、
他の人が安心して手を引いてしまうという残念なこともある。【学校】学内の連携と学外の連携があるが、
SC は外部とは間接的連携が多い。教師へのコンサルテーションはとても大事。組織の違いをアセスメン
トすると連携しやくなる。【産業】組織の意識の在り方が個人にも影響する。組織により心理士の立ち位
置が違うが、中小企業では社長と直に連携できる良さがある。どんな連携先があるのか、予め知っておく
ことが大事。
最後にもう一つパネラーの名言。「連携とは、チームの分業。チームが集まるとシステムになる」。

被害者支援委員会

委員長

比志 真美

被害者支援委員会には『災害支援部門』と『犯罪被害者支援部門』があり、それぞれのテーマのもとに、
定例会や研修会を行っています。
災害支援部門では、自然災害などによる被災者支援と、その体制づくりに取り組んでいます。日本臨床
心理士会における災害支援体制づくりの取り組みにおいては、中部ブロックに属し、年 2 回の会議に出
席しています。Microsoft Teams を使ったオンライン会議が行われており、今後はその実践を更に重ね
ていく方向で進んでいます。また、ブロック内では、各県主催で行われる災害支援研修会への相互参加が
盛んに行われており、様々な形で日ごろから連携を深めています。2022 年夏のブロック会議では、山梨
県が運営を担当し、Teams を使った、災害時の本部立ち上げシミュレーションを行う予定です。
犯罪被害者支援部門では、G-TEP RISC(EMDR 早期トラウマプロトコル ) 研修をオンライン開催する
など、専門的技能の獲得に力をいれています。オンライン研修は、対面研修に比べるともどかしいことも
ありますが、遠方におられる講師の参加が容易になるなど良い面もあるため、今後も活用していけると考
えています。2016 年 12 月に制定された犯罪被害者等基本法で、初めて“被害者の権利”が認められて以降、
今ではだいぶ浸透してきました。2021 年 4 月から施行された第 4 次犯罪被害者等基本計画では、インター
ネット上の誹謗中傷への対応が盛り込まれています。地方における支援を目的とした条例（特化条例）の
制定もすすめられており、きめ細かい支援が必要とされています。今後も、より一層の被害者支援制度の
拡充、充実のため、被害者支援センターなどの関係機関と連携しながら取り組んでいきたいと思います。
被災者・被害者の傷つきは、その方が生活しているコミュニティや普段接
する人の無理解や、SNS などによる誹謗中傷による影響が少なくありません。
二次被害を軽減することは、傷ついた方がその人らしく人生を送ることがで
きる社会を作ることにつながります。私たち臨床心理士も被害者の現状を正
しく理解し、専門家としての技能を日々磨いていくことが大切です。今後も
活動を継続していきたいと思います。
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高齢者支援委員会

委員長

三澤 知恵

高齢者支援委員会は、
「心身の機能や、関係性の喪失」といった悲観的なイメージを抱きがちな高齢期を「生
涯発達の一段階」ととらえ、高齢者なりに心理的に健康な部分や、積み上げられた技能・経験の伝承など、「高
齢期だから出来ること」を、維持促進するために必要な心理支援を検討する委員会です。
この度、（公財）日本臨床心理士会資格認定協会の「新型コロナ危機から立ち上がる臨床心理士のこれからを
創新するための援助金助成事業」より助成を受け、「コロナ禍において高齢者を支援する心理専門職への役割
期待はどのように変化したか－山梨県での実態調査による高齢者支援の展望－」との調査研究を進めておりま
す。新型コロナウィルス感染者が判明してから 2 年が経過し、
「新しい生活様式」
「3 密」も懐かしい響きとなっ
ています。しかし、変異株による感染拡大の波は続き、介護・福祉施設でのクラスターが繰り返し報告される
など、高齢者を支援する環境は緊張や苦痛を強いられています。災害時ともいえる状況において、高齢者のよ
うに平常時より支援を要する方々にとっては、日常の支援を継続することに加えて、緊急事態に対応するため
に手厚い支援が求められます。
山梨県においては、すでに高齢化率 30％を超え、人口減少も進み、日本の未来の縮図となっています。コ
ロナ禍で生じた困難に対する心理支援の必要性を調査することは、今後の日本における緊急時や社会不安の増
大に対する心理支援を考えるうえでおおいに参考となるものと考えています。山梨県内における高齢者の心理
支援の実際を把握するとともに、これからの超高齢化社会に臨床心理士がどのように貢献できるのか新たな可
能性を検討したいと考えています。
老いはだれにでも訪れます。高齢者をさまざまな視点から捉え、ひとつひとつの課題について共に検討する
ことは、私たちの将来や生き方を見つめる事にもつながるのではと思います。よりよい高齢者支援の実践に結
びつけられるよう、今後も活動していきます。

Book Review

『心はどこへ消えた？』（東畑開人著・文藝春秋）

学校臨床心理士委員会 田 中 彩 乃

コロナ禍になり、行動が制限されるという辛さ、人と対面で話したいという欲求、やり場のない憤りなどを
感じている方も多いのではないだろうか。今まで当たり前だったことが当たり前ではなくなり、私たちの心が
脅かされる事態となった。子育て世代の私にとって憩いの場であった公園でさえ、安心できる場ではなくなっ
てしまった。誰もが必死にもがいている状況の中で、心というものに意識を向ける瞬間は少なくなっているの
ではないだろうか。しかし、心は変化に弱く、繊細なものである。気づかないうちに私たちの心は疲れてしまっ
ている可能性もある。ここで考えられるのは、私たちの周りに存在した心理的な辛さを抱えている方々のこと
だ。そのような方々は私たちが安全・安心を感じられていた世界で、それを感じることができていなかった。
今このような状況の中で、私たちに出来ることはどのようなことだろうか。
本書は、心とは何か、という根本的な問いから始まっている。以下に本書で取り上げられているエッセンス
を少しだけ紹介する。筆者は、心とは「私」の中の鍵のかかる個室のようなものであり、その心は周囲から脅
かされることなく安心していられる時のみ可能になるものだと述べている。しかし、私たちの日常は様々な出
来事が生じ、安全で安心できる時ばかりではない。だからこそ、心は見失われる瞬間が多い。さらに、心とは
頻繁にかき消され、それをもう一度見つけ出すものだと述べている。これは人が生きていく中で何度も何度も
繰り返されるものだとしている。そしてまた、心には心を使うしかなく、心を見えるものにするには言葉を使
うしかないとしている。
これだけを紹介してもよくわからないだろう。本書ではこれらについてユーモアさを交えながらエピソード
を説明し、それを通してさまざまな心に触れることが出来る。コロナ禍で憩いの場を失ったと感じられる方、
心理的な辛さを抱える方と接している方、この本を手に取ることで、今一度立ち止まって、心を再発見してみ
てはいかがだろうか。

●編集後記●
コロナ禍の中二度目の春を迎え、なかなか対面で会うことも難しい中、ニューズレター 22 号
を上梓できたこと、改めて感慨深いものがあります。また、個人的に同時並行作業でしたが、当
会のホームページがリニューアルしました。こちらの方も、合わせてご覧いただけたら幸いです
山梨県臨床心理士会 事務局・広報班：今村、齊藤、田中、廣瀬

M a i l ：ps y c hoy a ma koho@y a hoo.co.j p
U RL：h t t ps:/ / y a ma na shi- sccp .j p /
※会員以外の方は、リニューアルされた当会ホームページのお問い合わせサイトよりご連絡をお願いいたします。
2022 年 4 月吉日 発行
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