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2022年 4月吉日 

 

会員の皆様 

                                                     

大阪府臨床心理士会会長  梨谷 竜也 

                         

 

大阪府臨床心理士会オンライン第 30回総会・研修会のご案内 
 

 

大阪府臨床心理士会第 30回総会・研修会を下記の通り開催いたします。新型コロナウィルスの感染

拡大防止の観点から、オンラインで実施することといたしました。Web 会議システム Zoom を用いて行

います。 

オンラインでの総会・研修会は、何かと不手際等もあるかと存じます。ご理解ご承知のほどお願い申し

上げます。 

午前中の全体会では、昨今注目されています「メンタライジング」について、皆様と共有し、理解を深

める機会にしたいと思っております。また、午後は 6つの分科会を開催します。 

参加申込をされる場合は、同封の「オンライン研修会に関する注意事項」を必ず最後までお読みいた

だき、【4.申込手続き】に沿ってお申込ください。先着順にて受付いたします。 

 

 

※今回の研修会は、当会ＨＰの「2022年度＿総会研修会申込フォーム」からお申込いただきます。 

※事前申込制です。当日の参加はできません。 

※申込状況によりご希望の研修会に参加できないことがございますので予めご容赦ください。 

 

 

1．日時：2022年 6月 12日（日） 9：30 ～ 17：30 〔受付は 9：00より開始します〕 

 

2．スケジュール 

9：00 ～  9：30 (全体会 Zoom入室可能時間) 

9：30 ～  9：35   会長挨拶 

9：35 ～ 11：35  全体会：講演 

   11：35 ～ 12：00  全体会予備時間 

 

12：30 ～ 12：45  （総会 Zoom入室可能時間） 

12：45 ～ 13：45   総会 

          ※総会資料は、6月上旬頃、会員の皆様に郵送にてお送りします。 

           総会の出席方法は、総会資料に同封の案内に記載いたします。 

 

13：45 ～ 14：00  (分科会 Zoom入室可能時間) 

14：00 ～ 17：00   分科会 

17：00 ～ 17：30   分科会予備時間 

 

※総会・研修会開催１週間前から１カ月程度、オンラインの書籍販売を実施します。 

詳細は、当会 HP会員専用お知らせをご覧ください。 
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3．研修内容 

 ◇◆◇ 全体会 ◇◆◇ 

「メンタライジング・アプローチ入門」 

私たち臨床家は、人から愛されたいのにどのように振る舞えばよいのかわからない人や、説明困難な

衝動に突き動かされ、問題行動に走る人に出会います。彼らの苦痛を共有し、自他の気持ちを想像する

力（メンタライジング）を育み、外傷的な育ちに起因した衝動のコントロールを目指すメンタライジング・ア

プローチが注目されています。複雑性 PTSDやパーソナリティ障害など、メンタライジングに困難を抱え

ている人が多い昨今、この治療アプローチには大きな役割が期待されていますが、わが国では十分に共

有されていないのが現状です。今回、ご著書等でメンタライゼーションについてわかりやすく説明されて

いる崔炯仁先生をお招きし理解を深めたいと思います。 
 

企  画：研修委員会 

講  師：崔 炯仁（いわくら病院 医師） 

司  会：岸本 和子（京阪病院） 

 

 

◇◆◇ 分科会 ◇◆◇ 

≪A分科会≫ 起立性調節障害（OD）で困っている子どもたちへの理解と支援について考える 

起立性調節障害（以下、OD）は思春期に好発し、「朝起きられない」「めまい」などの自律神経系症状

が特徴的です。中学生の約 1割、不登校児の約 3割はODで登校しづらくなっているという報告もあり

ますが、十分に認知されていないのが現状です。また、症状が初期の不登校の訴えと似ており、心理的

問題と理解されたり、「さぼり」や「怠け」と誤解されたりすることも少なくありません。支援には登校のし

づらさの要因を正しく理解し、学校関係者等と病状や配慮事項の共通理解を得ることが必要となります。

今回、日本小児心身医学会で診断・治療ガイドラインの作成にも携わっておられる吉田誠司先生をお招

きし、ご講義いただきます。OD の発見と診断が目的ではなく、その先のより効果的な支援の出発点とし

て本研修をご活用いただければ幸いです。 
 

企  画：医療保健部会 

講  師：吉田 誠司（大阪医科薬科大学病院 医師） 

事例提供：八島 麻美子（八尾徳洲会総合病院） 

司  会：川端 康雄（大阪医科薬科大学病院） 

 

 

≪B分科会≫ 子どものトラウマ ～ポリヴェーガル理論から学ぶ～ 

ポリヴェーガル理論は多重迷走神経理論とも呼ばれ、1995 年にステファン・W・ポージェス博士によ

って発表された神経系に関する理論です。スクールカウンセラーとして学校に赴くと、強いストレスやトラ

ウマによる反応が想定される子どもたちに出会うことも少なくありません。身体の反応は自律神経と深

い関わりがあり、最新の神経学の理論を学ぶことは、教育の領域で働く心理職にも貴重な学びになると

思われます。本研修では、セラピールームを主宰され、トラウマ治療をご専門に公認心理師として活動さ

れている浅井咲子先生をお迎えし、ストレスやトラウマ、また愛着とも深い関係があるとされる“ポリヴェ

ーガル理論”の基礎についてご講義いただきます。そして、神経系から子どもたちの理解を深め、支援に

向けた関わりを考える機会にしたいと思います。 
 

企  画：教育部会 

講  師：浅井 咲子（セラピールーム art of therapy） 

司  会：岡田 信吾（大阪府公立学校スクールカウンセラー） 
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≪C 分科会≫ ヤングケアラーについて考える ～実態調査・当事者活動・当事者の語りから見えてくる

現状と課題～ 

昨今、メディアでヤングケアラーが取り上げられるようになりました。しかし、その定義・具体例・支援な

ど、詳細に関してはまだ周知されていないように感じます。 

そこで、ヤングケアラーへの支援と研究の第一人者である濱島淑惠先生に、その実態などに関して、

ご講演頂きます。先生はメディアへの出演だけではなく、当事者会の運営や有識者会議の座長なども務

められています。近著『子ども介護者－ヤングケアラーの現実と社会の壁』（角川新書 2021 年）も話題

になりました。 

『ヤングケアラーわたしのかたり』（生活書院 2020 年）の共著者の高岡里衣氏には、元当事者として

の思いを語って頂きます。語りを通じ、どのような葛藤を抱えてこられたかを知るとともに、今後に繋がる

支援や心理職として出来ることなど、学びを深めたいと思います。 
 

企  画： 福祉部会 

講  師： 濱島 淑惠（大阪歯科大学医療保健学部） 

話題提供：高岡 里衣（ふうせんの会） 

司  会： 髙塚 広大（相談支援事業所サルビアジュニア) 

 

 

≪D 分科会≫ 物理的な危険の回避に心理職は活躍できる！！ ～ヒューマンエラーによる事故防止

への取り組みに学ぶ～ 

“心理的安全性”とは、「自身の発言によって人間関係が悪化しない安心感」と説明もでき、心理職にとっ

てもなじみがある“安全”です。しかし我々心理職は、職場における一般的な“安全”について、どれ程の

ことを知っているのでしょうか。 

“安全“は「許容できないリスクがないこと」と定義され、リスクは「危害の発生確率及びその危害の程度

の組合せ」によって捉えられます。“安全”を確保し、事故を防止するためには、ヒューマンエラーの防止

や意思決定プロセスのような心理学的知見が数多く取り入れられていることをご存じでしょうか。 

“安全”はどのような職場でも求められるものです。あらためて基礎から学ぶことで、心理職として学ん

できた知見を、組織に貢献できるようアップグレードしてみませんか。 
 
企  画：産業部会 

講  師：鈴木 綾子（公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

司  会：村田 州央（三菱重工業株式会社） 

 

 

≪E分科会≫ 応用行動分析に基づく認知症ケアと多職種への教育的支援 

認知症ケアの現場で心理士は、神経心理アセスメントなどを用いて、主に認知症の方の認知機能の

評価を行っています。しかしアセスメントの結果が生活の場にどれぐらい役に立っているのか、行動・心

理症状（BPSD）の改善や予防に役立っているか、疑問に思うこともあります。本研修では、応用行動分

析やそれに基づくABC分析による BPSDのマネジメントを中心に、認知症ケアにおける心理士の視点

や役割について学びます。また認知症ケアスタッフに対する教育的支援の方法を通じて、多職種にコン

サルテーションを行う際のポイントや、アセスメントを生活の場に活かすコツなどについても理解を深め

ます。 

認知症ケアの現場でなくても、多職種連携や生活臨床への応用に悩む全ての心理士に役立つ内容で

すので、ぜひご参加ください。 
 

企  画：医療保健部会 

講  師：野口 代（東大阪大学短期大学部介護福祉学科） 

司  会：花輪 祐司（八尾こころのホスピタル） 
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≪Ｆ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～ 

「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。小グループに分かれて参加者同士でお話をする時間も設けたいと思います。自分以外の若手

はどうしてるんだろうと気になっている方も是非ご参加ください。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：梨谷 竜也（当会会長 / 馬場記念病院） 

講  師：二見 真美（当会研修委員長 / 司法心理研究所） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

4．申込手続き： 

※お申込は、当会ＨＰの「2022年度総会研修会申込フォーム」からお申込いただきます。 

昨年一昨年当会研修のお申込および参加費の収受に利用しておりましたイベントペイは、情報流出

の事案がございましたため、今回は利用いたしません。 

 

 

① 申込（入金）締め切り：5月 11日(水) 締切厳守 ※事前申込のみ 

 

② 参加費：大阪府臨床心理士会会員 3,000円 

非会員（但し、臨床心理士有資格者に限る）5,000円 

 

※入会希望の方は、5月 11日（水）までに入会をお済ませください。 

※入会申込から入会登録の完了まで、早くても 2週間程度は要します。 

※年会費を 2年以上滞納された場合、除籍となります。ご注意ください。 

 

※申込の前に、同封の「オンライン研修会に関する注意事項」をご一読ください。研修会の参加をもって

同意事項に同意されたことといたします。 

 

③ 参加ご希望の方は、当会ＨＰの「2022年度＿総会研修会申込フォーム」よりお申込ください。 

https://www.osccp.jp/113-informaiton/apply.html%3E%3E%3E 

 

                 

・申込フォームに従って、希望する分科会 1 つを選択してください。誤って選択されても、申込後の変更

修正ができませんのでお気をつけください。 

・申込フォームに入力されたお名前と、臨床心理士番号で当会の会員確認を行いますので、お間違えの

ないよう入力をお願いします。 

・入力されるメールアドレスが、osakacp@osccp.jpからのメールを受信するよう設定してください。

申込フォームの送信が完了しましたら、osakacp@osccp.jpより、【お申込みありがとうございます】 

という申込受付メールが届きます。 

・申込受付メールが届かない場合は、入力したメールアドレスが誤っている可能性がありますので、再度

申込フォームからお申込をしてください。 

・携帯電話端末向けに提供されているメールアドレス（キャリアメール）をお使いの場合、

osakacp@osccp.jpからのメールがエラーでも戻ってくることがございます。ご注意ください。 

https://www.osccp.jp/113-informaiton/apply.html%3E%3E%3E%3e
mailto:osakacp@osccp.jp
mailto:osakacp@osccp.jp
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④ 申込フォームでお申込の後、同封の払込取扱票を使用して参加費を払込ください。 

・参加費の払込をもって「参加申込完了」です。入金期限は 5 月 11 日です。期限内に入金がないと、申

込は自動的にキャンセルされますので、ご注意ください。 

 

・一度納入された費用は、いかなる理由があっても返金できません。ご了承ください。 

 

・非会員の臨床心理士の方は 4月下旬から（中旬以降）の受付になります。当会ＨＰにございます申込フ

ォーム【非会員用】からお申込ください。 

 

⑤ 6 月上旬頃に、osccponline@gmail.com より、午前の全体会・午後の分科会の ZoomURL と

研修資料の案内をメールでお送りします。ZoomURL と研修資料の案内は、申込フォームに入力さ

れたメールアドレスにお送りしますので、お間違えのないよう入力をお願いします。 

 

⑥ 万が一、6月 3日までに ZoomURLと研修資料の案内のメールが届かない場合、下記事務局まで

お問い合わせください。 

お問い合わせはお早めにお願い致します。前日や当日にお問合せ頂いても対応できかねます。 

 

⑦ 本研修は、日本臨床心理士資格認定協会の研修ポイント（2点：領域②）を申請予定です。 

※研修ポイントは変更になる可能性があります。日本臨床心理士資格認定協会 HP 等のお知らせ

をご参照ください。 

※研修証明書は、7 月中旬以降に、osccponline@gmail.com から添付ファイルでお送りします。 

退席（遅刻・早退を含む）は 30分以内を限度とします。 

 

5．問い合わせ先 

お問い合わせは、大阪府臨床心理士会事務局まで、メールまたは FAXでお願いします。 

2 週間以内に返答がない場合は、当会事務局へ届いていない可能性があります。再度お問い合せくだ

さいますよう、お願いいたします。 

携帯電話端末向けに提供されているメールアドレス（キャリアメール）でお問い合わせの場合、事務局

から返信しましても、エラーでも戻ってくることがございます。ご注意ください。 

 2 週間以内に返答がない場合は、当会事務局へ届いていない可能性があります。パソコンからのメー

ル（osakacp@osccp.jp）が受信可能なメールアドレスから、再度お問い合わせくださいますよう、お

願いいたします。 

 

 

 
大阪府臨床心理士会事務局 

Mail：osakacp@osccp.jp 

Fax：06-6942-5110 

Home Page：https：//www.osccp.jp/  

mailto:osccponline@gmail.com

