
2020 年度日本産業心理職協会 研修会・事例検討会開催日程のご案内 

 

5 月 31 日（日）  

第１回 2020 年度研修（全 8回シリーズ） 

労働安全衛生総論 

産業領域において健康管理活動のベースとなる労働安全衛生法や、連携が必要となる産

業医との役割分担の在り方等、職域における産業保健活動の基本事項を学びます。 

講師： 株式会社 OHコンシェルジュ 代表取締役 東川麻子（産業医） 

場所： 都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中  

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

 

 

6 月 28 日（日） 

第２回 2020 年度研修（全 8回シリーズ） 

１部：産業医から見た、企業における人事管理・労務管理 

２部：企業人事から見た、人事・労務管理・産業医との協働の仕方 

講師：１部：株式会社 OHコンシェルジュ 代表取締役 東川麻子（産業医） 

    ２部：社会医療法人 北九州病院 総務人事部 メンタルサポート室 

打和 登（臨床心理士・公認心理師）  

場所： 都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中  

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 



7 月 19 日（日） 

第 3回 2020 年度研修（全 8回シリーズ） 

１部：労働衛生の動向 

２部ハラスメント対策の実際 

講師：１部：中山労務安全衛生管理事務所 所長 

      独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健アドバイザー 

      中山 篤  

    ２部：株式会社 クオレ・シー・キューブ 代表取締役会長 岡田康子 

場所： 都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

 

 

9 月 27 日（日） 

事例検討会（第１回） 

PCAGIP 事例検討法を用いて実施します。事例提供の事前準備等はありませんので、初め

ての方もお気軽にご参加ください。一人で企業に所属している心理職も多く、日頃の業務の

悩みを相談しあうなど、情報交換の場としても活用いただいています。 

講師： さくら心理事務所 代表 高橋由紀子（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中 

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員限定  

受講費： 3,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

  



10 月 18 日（日） 

第 4回 2020 年度研修（全 8回シリーズ）  

１部：産業心理職の役割 

近年心理職は様々な領域で活躍していますが、産業領域と他領域での相違点、対応時の注

意点、産業領域で関わるスタッフとの連携などを通し、産業心理職の役割を考えます。後半

は、フリートークの時間を設け、すでに産業領域で業務を行っている方と問題解決のヒント

を話し合います。 

２部：発達心理の視点から働く人を診る（前半） 

人々が生涯にわたって立場や役割の中で、自己と働くことを関係付け、意味付けながら、

知的・身体的能力や情緒的な特徴、価値観などを一人一人の生き方というプロセスから診て

いきます。 

講師：１部：日本産業心理職協会 代表理事 森崎美奈子（臨床心理士） 

    ２部：杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室  

非常勤講師 松井知子（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前



11 月 15 日（日） 

第 5回 2020 年度研修（全 8回シリーズ）  

１部：産業でのアセスメント 

心理的支援を展開していくうえで、アセスメントが重要となる場合があります。見落とし

がちな側面や観点について解説しながら、産業心理職にとって重要となるアセスメントに

ついて考え方や実践を学びます。 

２部：発達心理の視点から働く人を診る（後半） 

人々が生涯にわたって立場や役割の中で、自己と働くことを関係付け、意味付けながら、

知的・身体的能力や情緒的な特徴、価値観などを一人一人の生き方というプロセスから診て

いきます。 

講師：１部：東京理科大学工学部准教授 松浦真澄（臨床心理士・公認心理師） 

    ２部：杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室  

非常勤講師 松井知子（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

  



12 月 13 日（日） 

事例検討会（第 2回） 

PCAGIP 事例検討法を用いて実施します。事例提供の事前準備等はありませんので、初めて

の方もお気軽にご参加ください。一人で企業に所属している心理職も多く、日頃の業務の悩

みを相談しあうなど、情報交換の場としても活用いただいています。 

講師：法政大学 キャリアデザイン学部教授 廣川進（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中 

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員限定  

受講費： 3,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

 

 

1 月 10 日（日） 

第 6回 2020 年度研修（全 8回シリーズ）  

キャリア発達、キャリア開発 

講師：法政大学 キャリアデザイン学部教授 廣川進（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

  



2 月 21 日（日） 

第 7回 2020 年度研修（全 8回シリーズ）  

１部：研修の進め方（メンタルヘルス・人材育成） 

 ２部：研修の進め方（キャリア・人材育成） 

講師：１部：三菱マテリアル株式会社 ガバナンス統括本部安全・環境部 安全衛生室 

       藤里智子（臨床心理士・公認心理師・保健師） 

２部：帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 教授 

       馬場洋介（臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタント） 

場所：都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中  

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 

 

3 月 14 日（日） 

第 8回 2020 年度研修（全 8回シリーズ）  

公務員のメンタルヘルスを考える（ミニシンポジウム） 

講師：杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室  

非常勤講師 松井知子（臨床心理士・公認心理師） 

   Mental Health & Human Support With You  

代表 川上晃代（臨床心理士・公認心理師） 

   さくら心理事務所 

代表 高橋由紀子（臨床心理士・公認心理師） 

場所：都内調整中  

定員： 20 名  

時間： 10：00〜16：00  

条件： 会員以外の方も参加できます。  

受講費： ①全 8回一括申し込み＜会員のみ＞ 40,000 円（優先受付） 

②単回申し込み（①が定員に満たない場合に限り受付） 

会員：8,000 円 ／ 非会員：10,000 円  

研修申込： 受付中 

申込期日： 土日祝日を除く 5日前 


