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2019年 4月 

 

会員各位 

                                                    大阪府臨床心理士会会長  加藤 敬 

                       

 

大阪府臨床心理士会第 27回総会・研修会のご案内 

 

 

大阪府臨床心理士会第 27 回総会・研修会を下記の通り開催いたします。ご多忙の時期とは存じま

すが、皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

午前中の全体会では、元吉忠寛先生（関西大学）をお迎えし、「災害時における臨床心理士の役割」

をテーマにご講演いただきます。フロアの皆様とご一緒に理解を深めることができればと考えており

ます。また、午後は７つの分科会を開催します。会員の皆様には、積極的にご参加いただければと願

っております。 

 

１．日時：2019年 6月 9日（日） 9：30 ～ 17：00 〔受付は 9：00より開始します〕 

２．場所：大阪府立国際会議場 グランキューブ大阪〔会場案内図参照〕 

〒530-0005 大阪市北区中之島 5‐3‐51 

３．スケジュール 

9：00 ～  9：30   受付開始（ 場所：10階 ） 

9：30 ～ 9：35   会長挨拶 

9：35 ～ 11：35  全体会：講演 

   11：35 ～ 11：40  事務局からのお知らせ 

11：40 ～ 12：45   昼食・休憩 

12：45 ～ 13：45   総会 

13：45 ～ 14：00   休憩・分科会会場へ移動（ 会場は当日ご確認ください ） 

14：00 ～ 17：00   分科会 

 

※これまで研修会後に開催していました会員相互の交流会は、運営スタッフ以外の参加が少なかった

ため今年度は開催いたしません。今後については、研修当日のアンケートをもとに改めて検討して

参りたいと存じます。 

 

４．研修内容 

 ◇◆◇ 全体会 ◇◆◇ 

「災害時における臨床心理士の役割」 

昨年、大阪府では大阪北部地震をはじめ、大雨や台風により甚大な被害を受けました。全国各地に

おいても地震や台風、大雨による被害は多発しており、誰もがいつ被災者になってもおかしくない状

況にいます。そうした自然災害が生じた際、臨床心理士はどのような点に留意して被災者に対応すれ

ばよいのか、また災害時、人はどのような心理状態に陥りやすくどのようなことに備えておくべきで

あるのか、さらには、心理支援だけに留まらず、どのようなことに注意し支援体制を整えるか等、災

害心理学や防災、リスクマネジメントをご専門とする関西大学社会安全学部の元吉忠寛先生をお招き

し、災害時における臨床心理士に期待される役割等について、ご講演いただきます。 

 
企  画：研修委員会 

講  師：元吉 忠寛（関西大学） 

司  会：二見 真美（司法心理研究所）
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 ◇◆◇ 分科会 ◇◆◇ 

≪Ａ分科会≫ 新人研修会 ～学校では教えてくれない心理臨床のポイントとコツ～ 

「こんなん大学院で習ってへん！」と現場に出て驚かれた経験はありませんか？臨床心理士と

して社会に貢献していくにあたり、現場に出てから初めて気づく心構えや注意点はたくさんあり

ます。本研修は、当会の仕組み、社会人マナー、自身のメンタルヘルス、倫理など、経験の浅い

今だからこそ知っておいて欲しい内容を凝縮したワークショップです。どの領域にも共通した基

本的で大切なポイントを伝えていきます。この研修を受けた翌日から、援助者として、あるいは

社会人として新たな働き方ができるかもしれません。資格取得後 3 年以内の方々のご参加をお待

ちしています。 
 
企  画：理事会 

講  師：川端 康雄（当会副会長） 

講  師：坊 隆史（当会常任理事） 

 

≪Ｂ分科会≫ 虐待を受けた子どもの心理的アセスメント 

虐待を受けた子どもへの支援では、家族背景、社会的環境、子ども自身の状態像などの総合的

なアセスメントが求められます。一方で、状態像 1 つとっても表れ方は多種多様であり、広い視

点での見立てが必要とされます。同時に、子どもは被虐待体験やそれにまつわる感情を容易には

話さないという現実的な問題があります。本研修では、被虐待児の心理的アセスメントについて

取り上げます。まずは子どもが置かれている虐待状況の程度と重症度、押さえるべき心理的影響

についてのポイントを概観します。その後、架空事例を用いて、生育歴、生活の様子、心理療法

のアセスメントセッションからみえてくる状態像について検討をしていく予定です。最後に、鵜

飼奈津子先生による講義とまとめを通じて、アセスメントから支援への手がかりを模索していき

ます。 
 
企  画：福祉部会 

講  師：鵜飼 奈津子（大阪経済大学） 

話題提供：服部 隆志（大阪府中央子ども家庭センター） 

話題提供：冨成 達也（大阪西本願寺常照園） 

司  会：井上 博晶（公徳学園） 

 

≪Ｃ分科会≫ 臨床に活かすポジティブ心理学 

私たち臨床心理士は、対象（個人や集団）の見立てや支援の際に、その「問題点」ばかりを見

てしまい、「欠点を治す」「問題を修正する」式の考え方をしがちではないでしょうか？近年「レ

ジリエンス」「エンゲイジメント」などのキーワードとともに注目されているポジティブ心理学は、

治療という観点ではなく、個人や集団がどうすればもっと「幸福」に過ごせるか、対象者の心の

強み（ストレングス）を発見して育てることに支援の力点がおかれています。今回の研修では、

ポジティブ心理学に基づく介入について豊富な経験をお持ちの島井哲志先生、津田恭充先生を講

師にお迎えし、ポジティブ心理学の基礎、対象の強みを見立てや支援に活かすコツについて、ご

教授いただきます。体験ワークを通じて実際的に学べる機会ともなっていますので、ぜひご参加

ください。 
 
企  画：医療保健部会 

講  師：島井 哲志（関西福祉科学大学） 

講  師：津田 恭充（関西福祉科学大学） 

司  会：花輪 祐司（八尾こころのホスピタル) 
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≪Ｄ分科会≫ 学校臨床の基礎知識－福祉編 ～児童相談所の実際～ 

学校臨床において子どもの包括的支援を考えるとき、医療・福祉分野との連携は欠かせません。

しかし、近年の社会変化に伴う福祉のシステムや機能の実際について知る機会はあまりありませ

ん。今回は福祉編として児童相談所について取り上げ、その機能や子どもに関連する福祉施設・

サービス等を学び日々の活動に役立てたいと思います。また、相談の実際については架空事例を

もとにグループ討議を行い、児童相談所での相談の流れをイメージしながらスクールカウンセラ

ーが果たす役割についても考えてみたいと思います。 
 
企  画：教育部会 

講  師：福田 滋（大阪府中央子ども家庭センター） 

司  会：福岡 明子（大阪府・大阪市スクールカウンセラー） 

 

≪Ｅ分科会≫ 臨床心理士として知っておきたいサイバーセキュリティの実態  

NIT 情報技術ネットワーク株式会社を立ち上げられた篠原嘉一先生はサイバーセキュリティの

エキスパートとして全国の企業や学校を廻り講演・指導をしておられます。誰もが陥りやすい、

インターネットや SNS の問題（依存や犯罪、ハラスメントに巻き込まれる、詐欺被害に遭う等）

の実態をあきらかにし、被害に遭わないための啓蒙活動に尽力されておられます。 

今回の研修会では、第一に相談場面でインターネットや SNS 上の犯罪被害の予防・解決に役立

てるために、第二に臨床心理士自身が個人情報管理を適切に行うために、SNS の安全な利用法に

加えて、電子機器・電子媒体に保存した場合の安全な管理、取扱い方に関してもご教示頂きます。

参加される皆様の日頃から感じている疑問にもご対応をお願いしています。 
 
企  画：私設相談部会 

講  師：篠原 嘉一（NIT情報技術ネットワーク株式会社） 

司  会：浦 伸子（うらのぶこカウンセリングオフィス） 

 

≪Ｆ分科会≫ 体内調整は自分でできる？ 病態の治療・予防だけでなく普段使いまでできる 

バイオフィードバック 

体温など調整することが不可能と考えられてきた体内の諸機能の調整は、適切な測定とフィー

ドバックで意識できるようにすることにより、一部意識的に調整可能となることが知られていま

す。この技術・現象を総称してバイオフィードバックとされますが、その活用範囲は広範にわた

ります。医療、スポーツ、福祉など既に活用されています。しかし、バイオフィードバックは、

特別な工学的な機材が必要で、導入が難しいと思いませんか。職場や日常生活で手軽にできると

良いと思いませんか。今回は東邦大学心身医学講座から都田淳医師をお招きし、バイオフィード

バックで用いられる生理的指標や測定方法と、職場・日常生活でできる手軽なバイオフィードバ

ックについて講義いただきます。 
 

企  画：産業部会 

講  師：都田 淳（東邦大学） 

司  会：阿部 桂大（ティーペック株式会社） 

 

≪Ｇ分科会≫ 明日から使える！Myマインドフルネス ～臨床で活用するために～ 

ここ数年でよく聞かれる「マインドフルネス」。確かに耳にしたことはあるけど、実際にどんな

ことをするのか、また臨床場面ではどのように使えるのか…。そこで、マインドフルネスの基本

から入り、効果のエビデンスを交えて、臨床でどのように使えるかまでをひもといていきます。

知識の習得だけでなく、簡単なワークで実際に体験をしていただきます。講師は、マインドフル

ネスのエビデンス研究から体験コースの講師まで豊富な経験のある林紀行先生です。もしかする



 4 

と、食わず嫌いであった「マインドフルネス」を学ぶことで、臨床心理士自身のセルフケアから、

クライエントへの応用まで、臨床のヒントになれば幸いです。この機会に、ぜひご一緒にマイン

ドフルネスを初歩から学んでみませんか。 
 
企  画：医療保健部会 

講  師：林 紀行（ほうせんか病院） 

司  会：桑田 直弥（藤井寺特別養護老人ホーム） 

 

 

５．諸手続き：参加希望の方は、同封の郵便振替払込用紙にて、諸費用を納入してください。 

 

費 用 

★参 加 費 
会 員 

予約参加：5月 10日締切 3,000円 

※ 5月 11日以降の振込（当日参加扱い） 
4,000円 

当日参加 

非会員 （他府県臨床心理士会会員） 5,000円 

 

 

■ 参加申込については、以下の点にご注意くださいますようお願い申し上げます ■ 

 

① 参加申込の締め切りは、5 月 10 日（金）です。5 月 11 日以降の振込は当日参加扱いに

なりますので 4,000円を納入下さい。振込不足金が生じた場合は、不足分を当日お支払

いください。 

② 同封の振込用紙に参加希望分科会をご記入下さい。未記入の場合、参加希望人数によっ

ては、こちらから指定の分科会に参加していただく場合があります。 

③ 「払込金受領証」を領収証とします。特に別途必要な方は、総会当日にお申し出下さい。 

④ 5 月下旬に「参加証」をお送りしますので、当日忘れずにご持参ください。ネームホル

ダーは当日お貸しします。 

⑤ 遅刻・早退の場合は、日本臨床心理士資格認定協会の研修ポイントが認められません。

ご了承ください。〔 30分以内を限度 ／ ※研修参加は 2ポイント取得：領域② 〕 

⑥ 当日参加の場合は、「臨床心理士登録証明書（IDカード）」をご持参下さい。本人確認と

臨床心理士番号が必要になります。なお、分科会については定員に達している時は、ご

希望に添えないことがございます。 

⑦ 一度納入された費用は返金できません。ご了承ください。 

 

 

 

６．今回同封されているものは、①総会案内状、②郵便振替払込用紙 （必要事項をご記入くださ

い）、③ニュースレター、④事務局からのお知らせ、⑤各部会からの研修案内、⑥託児サービ

スの案内の 6点です。 

 

 

 

 

 

７．託児サービスのご案内 

 小さなお子様のいる方でも当日、安心してゆっくりご参加いただけるよう、託児サービスをご
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用意しております。 

 

利用可能時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

対象年齢 1歳以上 6歳まで（未就学児に限ります） 

定員 15名（先着順） 

託児場所 大阪国際会議場内（申し込まれた方に後日お伝えします） 

利用料金 2,000円（他府県会員も同じ） 

利用方法 予約制 

託児形態 託児サービスは株式会社ポピンズに委託して実施します。 

利用申込・お問い

合わせ 

同封の案内チラシをご確認いただき、利用申込書に必要事項をご記入の

うえ、株式会社ポピンズまで FAXにてお申し込みください。 

 

株式会社ポピンズ大阪支社 チャイルドケアサービス部 

担当：竹内・平尾  電話 06-6367-2100 FAX 06-6367-2105  

その他 
保育に配慮が必要な場合は、ご予約時にお申し出ください。 

詳細は同封の案内チラシを御覧ください。 
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8．会場へのアクセス 

・JR、阪神「福島駅」から徒歩 15 分。 

・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩 5 分。 

・JR「大阪駅」駅前バスターミナルから 大阪市営バス 53 系統 船津橋行き、または幹 55 系統 

鶴町四行き、約 15 分「堂島大橋」下車。 

 

■お問い合わせは、大阪府臨床心理士会事務局まで Fax かメールでお願いします。10 日以内に

返答がない場合、Fax あるいはメールが本会へ届いていない可能性があります。再度お問い

合わせ下さいますようお願い致します。 

大阪府臨床心理士会事務局   Mail：osakacp@osccp.jp 

Fax：06-6942-5110 

Home page：http://www.osccp.jp/ 


