
会員各位 

 

日頃お世話になっております。県士会事務局です。 

今年度の会員名簿を配信します。 

会員ページから別途ご覧ください。 

パスワードは、2022meibo です。 

取り扱いには、くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

会費未納の方にお願い 

これをお持ちになって郵便局へ！ 
新年度になりましたので、お早目の会費納入をお願いします。  

〔会費〕  必ずご本人の名でお振込ください。  

準会員：4000 円    正会員 (有資格者 )：6000 円   

〔会費振込先〕  郵便貯金総合通帳預金口座  記号 10880 番号 7321171  

山梨県臨床心理士会事務局  

＊入金の際に発行される「ご利用明細票」を領収書とします。  

振り込みでお願いします（持参はご遠慮ください） 
 

 

 

 

 

 

山梨県臨床心理士会  
psychoyamanashi@yahoo.co.jp 

いますぐ

ぐ！  
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2022年 6月幹事会議事録 

 

日時：2022年 6月 25日(土) 9時～9時 40分 

於：ウェブ会議、サテライト会場（山梨県立大学） 

書記担当：事務局長 

出席委員会：会長（研修）、事務局長、学校、子育て、被害者、医療、産業、高齢者、倫理、福祉臨床 

欠席委員会：倫理委員会 

陪席：代議員 会計班 広報班 

 

Ⅰ 2022年度総会次第について 

  小野事務局長が、2022年度総会成立を報告した。 

  小野事務局長が、次第について資料に基づいて提案し、これを承認した。 

 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会希望者 加藤千晶さん 正会員 福祉臨床発達委員会 

 退会希望者  なし 

 これを、承認した。 

 

 

Ⅲ 設樂会長より、山梨県臨床心理士会の ZOOM運用の変更について説明があり、これを承認した。 

 

 

■次回幹事会日程：2022年 7月 21日（木）  １８時３０分から 書記：会計班 

書記輪番表 ： 産業→高齢者→（研修）→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報で輪番）→学校

→子育て→福祉臨床発達  ＊会長を除く 

 

../../令和4(2022)年度総会/総会資料最新版.pdf
../../令和4(2022)年度総会/県士会zoom運用変更案.docx








山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会

２０２２年度

［日時］ 第3水曜日
18:00～20:30

［場所］ 山梨県青少年センター会議室
またはオンライン開催

2022年度は
調査実施・集計・考察を

すすめていきます

登録委員
募集中

山梨県臨床心理士会高齢者支援委員会事務局

お問合せ yamaageing@gmail.com

第1回 4/20
2022年度計画
確認

第7回 11/18
心理職向け調査
終了

第2回 5/18 調査用紙など発注 第8回 12/21
心理職向け調査
集計

第3回 6/15
文献の共有，心理職
向け調査内容の検討

第9回 1/18 考察

第4回 7/20 〃 第10回 2/15 考察

第5回 9/21
専門職向け調査
集計

第11回 3/15
考察
次年度計画

第6回 10/19
心理職向け調査
開始

済

済

済



高齢者支援委員会 2022年度第 3回例会 2022年 6月 15日(水) 18:30～２０:15 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，土橋，細川 

 

⚫ 調査依頼および調査用紙配布開始 

６月１５日（水）に，委託業者より発送完了の連絡があった。 

内藤委員より，関係各所へ電話にて調査協力の依頼をし，概ね快諾していただいたと報告が

あった。 

⚫ 今後の予定の確認 

専門職向け調査…７月末締切 

CP向け調査（オンライン回答のみの予定）…１０月～１１月の予定 

⇒ ７月，９月の例会（８月はなし）で CP向け調査内容の検討 

   専門職向け調査の集計と考察に必要な文献集め 

⚫ 専門職向け調査の集計について 

大半はオンライン回答と予測 

紙ベースの集計をどうするか？ → 各事業省１通として６００までは委員で対応 

1,000近くなら人件費を出して手伝いを募集予定 

（その場合はお盆前を目安に関係個所に依頼予定） 

⚫ 改めて調査研究の仮説の確認 

高齢者支援の中での心理支援とは？ 

→ 心理職が現在実践している心理支援（心理療法，カウンセリングなど，洞察や内省を促

す働きかけ，臨床心理学的アセスメントに基づいた全人的理解） 

   介護や医療で実践されている心理支援（不安の軽減が主な目的？） 

⇒ 心理職と非心理職で想定する「心理支援」の齟齬，ズレがある可能性 

   現場から求められるニーズと提供できるもののズレ 

   心理職が高齢者支援に役立つと思っていても，現場で認められない，活躍できない，ひ

とりよがりと思われてしまう可能性(リスク) 

＊ 高齢者支援における心理支援の現状やニーズを把握し，心理職の活躍の可能性を検討

することが本調査の目的。 

⚫ 委員長からお知らせ 

6月25日（土）山梨県臨床心理士会総会がオンラインで開催。初めての試みなので，可能な

限りご参加いただき，改善点など意見を挙げていただきたい旨，お願いがあった。 

 

 

＊ 次回 7月 20日（水）18:30～ 開催方法については事前にお知らせします。 



© 学校臨床心理士委員会 2022年 7月 15日付 
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1. 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会は、県士会外部講師として山梨英和大学の

佐藤みのり先生をお迎えし、『ヤングケアラー支援の取り組みのために —研究・臨床における

課題と展望—』をテーマに、対面・オンラインのハイブリッド形式にて 6月 26日㈯に開催い

たしました。調査研究に裏付けられた佐藤先生のお話からは、私達心理臨床家ですら誤解し

ている可能性があることが浮き彫りとなりました。一例を挙げるなら、ケアラー自身は「可

愛そうな子」と言われることに自他の分断を感じ厭忌していることや、ケアラーが携わるケ

アが時間や量で切り分けることができないものもある、といったことなどです。正確な知識

のもと、「バックアップしつつ、ケア量を減らす」ことを私達は実践しなければならないこ

とを、再認識させていただきました。先生がお使いになっている『えらい けど えらい』と

いうフレーズは、山梨県民からすると、ヤングケアラーの二つの側面——称賛に値すると同

時に、疲弊することでもある——をキャッチ―かつ的確に言い表している名言ですね。 

 最新の研究成果など、今後も佐藤先生のお話が聴ける機会を設けたいと思っております。 

 

2. 第 3 回(7 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 来たる 7月 30日㈯ 午後 2時～4時、第 3回(7月)のスクールカウンセリング研究会を

開催いたします。事例検討会のため、対面形式のみとなります。参加をご希望されるかたは、

お早目の申し込みをお願い致します。 
 

第 3 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 4年 7月 30日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：山梨県立青少年センター（甲府市川田町 517） 本館 3階 第 3会議室※ 

    ※会場は定員 17名で、先着順となります。 

 ・事例検討：浅川香織 SC（学校臨床心理士委員会 役員） 

 ・事例：『様々な身体症状を次々と訴える女子高校生』 

   自身が抱えている事例を検討してもらいたいけど、事例を出すのは抵抗を感じる、恥ず

かしい、厳しい指摘を受けるのではないかと不安、などと踏みとどまる方が多いのでは

ないでしょうか。今回の研究会では、村上正治先生が考案された PCAGIP を用いた事

例検討会を実施致します。事例発表者が安心して発言できる雰囲気の中で、スクールカ

ウンセリングでの事例を検討し、明日からの実践に役立つヒントを共有しましょう。 

 ・参加費：無料（非県士会員：500円） 

 ・申込方法：後続に掲載されているチラシの URLあるいは QRコードからお申込みだ

さい（申込締切：7月 28 日㈭ 正午まで）。 

 

学校臨床心理士委員会通信 7 月号〔2022 年度〕 



 

 

 

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３回スクールカウンセリング研究会 

PCAGIP を用いた事例検討会 
 

PCAGIPとは？Person Centered Approach Group  Incident Process の略であり、 

「簡単な事例検討資料を基にファシリテーターと参加者が協力して参加者の力を最大限に引き出し、 

その経験と知恵から事例提供者に役立つ新しい取り組みの方向や具体的なヒントを見出していく 

プロセスを学ぶグループ体験である」と定義されています。 

2022年７月３０日(土) ㏘２：００～４：００ 

 

会場 

山梨県立青少年センター 

（甲府市川田町 517）本館３階 

 第３会議室（先着１７名） 

対象山梨県臨床心理士会会員、 

山梨県の SC 

参加費無料(山梨県臨床心理士会 

非会員 500 円) 

 

申込締切 

2022年７月２８日(木) 

正午まで 

★QRコードまたは URLからお申込みください 
 
URL➡https://forms.gle/CrSL8ihzR3rGA8YR6 
 
お問合せ：学校臨床心理士委員会 研修担当 

Mail：scyamanashi@yahoo.co.jp 

事例提供 

浅川 香織  SC 
 

事例 

 

自身が抱えている事例を 
検討してもらいたいけど、 

事例を出すのは抵抗を感じる、 
恥ずかしい、厳しい指摘を受けるのではないか 
と不安、などと踏みとどまる方が多いのでは 

ないでしょうか。 
今回の研究会では、村上正治先生が考案された 
PCAGIP を用いた事例検討会を実施致します。 
事例発表者が安心して発言できる雰囲気の中で、 
スクールカウンセリングでの事例を検討し、 

明日からの実践に役立つヒントを 
共有しましょう。 

申込 QRコード 

https://forms.gle/CrSL8ihzR3rGA8YR6


山梨県臨床心理士会

学校臨床心理士委員会主催

日程 内容 話題提供者

第１回 ５月２８日（土） 今年度のSC事業
保坂チーフSC
大塚チーフSC

第２回 ６月２５日（土） ヤングケアラー
佐藤みのり先生
（山梨英和大学）

第３回 ７月３０日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

浅川香織SC

第４回 ８月２７日（土） 学校の先生のニーズ
現職教員
（調整中）

第５回 ９月２４日（土） フリースクール
現職職員
（調整中）

第６回 １０月２９日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

事例提供者
募集中

第７回 １１月２６日（土） 放課後等デイサービス 松野友香先生

第８回 １２月１７日（土） 特別支援教育 大塚チーフSC

第９回 １月２８日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

（調整中）

第１０回 ２月１８日（土）
いじめ事案対応

（山梨県弁護士会との共催）

弁護士
（調整中）

【補足事項】
※研修日程・内容・講師は変更になる場合もあります。
※研修時間は基本的に14:00～16:00を予定しております。
※研修会の会場は青少年センターを予定しております。



「専門職における心の健康の保持増進に関するアンケート」ご協力のお願い 

 

皆さまにおかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。突然のメールを差し上げる失礼をお許しく

ださい。当方は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の心理系の加藤佳子・山根隆宏・伊藤俊樹と申します。 

 

心理支援については、近年より一層その重要性が高まっている一方、支援を行う専門職は、支援を進める中で

固有の重篤なストレスに直面し、専門職自身の心の健康を害する可能性があります。このことから、専門職が疲弊

することなく持続的に支援を行うためには、自身の心の健康の保持増進に努める必要があります。このことを鑑み

て、私たちは特に心理職に焦点を当てて、心の健康の保持増進に関する調査を計画しています。この調査などによ

って心理職の心の健康の保持増進モデルを構築することは、心理職の心の健康に寄与すると考えられます。 

 

つきましては、ご多用の折に大変恐縮ではございますが、先生方にアンケート調査のご協力をお願いしたいと思

い、ご連絡させていただきました。下記リンクよりアンケートに回答いただくことができます。回答所用時間は 20 分

ほどで、調査へのご協力はみなさまの自由意思に委ねられており、協力しない、あるいは回答途中での中断や撤

回によって何らかの不利益を被ることはありません。また、調査冒頭の「同意する」の選択によって、本調査への協

力にご同意されたものとさせていただきます。 

 

お忙しい中、お手数おかけしてしまい大変申し訳ございませんが、心理職の心の健康のためにご協力賜れます

と幸甚です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

◆「専門職における心の健康の保持増進に関するアンケート」 

https://jp.surveymonkey.com/r/_peace 

 

研究計画の内容に関する問い合わせ先 

研究実施責任者： 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻心理系 

准教授 山根 隆宏（Tel: 078-803-7703, Mail: yamane@pearl.kobe-u.ac.jp） 

研究代表責任者： 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻心理系 

教授 加藤 佳子（078-803-7737, ykatou@crystal.kobe-u.ac.jp） 

https://jp.surveymonkey.com/r/_peace
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