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公認心理師の実習のための
せんだんホスピタル紹介



せんだんホスピタル



病院の理念は？

• 良質で安全な医療を提供します
• 一人ひとりの権利を尊重します
• こころ豊かな生活を支援します



どんな病院なの？

• 許可病床数：144床
すべて閉鎖病棟

• 3病棟構成：各48床
急性期病棟／静養病棟／児童思春期病棟

• 診療科目：精神科・児童精神科・内科など

• 入院形態：任意入院・医療保護入院・措置入院
（措置は仙台市の指定で指定病床数は10床）



さまざまなスタッフ
～チーム医療～

メディカルスタッフ

• 医師（精神科医，内科医）
• 看護職
• 薬剤師

コメディカルスタッフ

• 臨床心理士
• 公認心理師
• 精神保健福祉士
• 作業療法士
• 臨床検査技師
• 診療放射線技師
• 管理栄養士
• 介護福祉士



実習の特色

• チーム医療
• リハビリテーションと多職種連携
• 児童思春期精神疾患への対応
• 青春期デイケア
• 院内学級とのコラボ
• 地域連携―ACT、家族教室



実習期間と時間 （2021年度）

• 週1日／約6か月間
• 8時30分から17時15分まで



ある日の実習生のスケジュール

• ８：１５ 着替え

• ８：３０ 病棟申し送りに参加

• ９：００ 心理検査の指導を受ける

• １０：００ 病棟のグループワークに参加

• １２：１５ お昼休憩

• １３：００ デイケアのプログラムに参加

• １６：００ カンファレンス、記録作成

• １６：３０ 実習指導者とふりかえり

• １７：１５ 実習終了



エントランスホール



待合



相談室



デイケア室



プレイルーム



病棟看護室



食堂（ホール）



病棟の学習室



学内実習機関
【東北福祉⼤学臨床⼼理相談室】紹介

2021年度⼤学院説明会



1. 東北福祉⼤学臨床⼼理相談室の歴史
2. 臨床⼼理相談室とはどんなところか
3. 臨床⼼理相談室における院⽣の訓練

実習機関説明の概要

19



2000年 臨床⼼理相談室を開室
2001年 ⽇本臨床⼼理⼠資格認定協会より

指定⼤学院として認定される
―東北６県内で初めての指定制⼤学院―
2021年 22年⽬を迎える

１. 東北福祉⼤学臨床⼼理相談室の歴史
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●地域創⽣推進センターに所属

●来談者は⼀般市⺠。学内からの相談は秘密保持や多重
関係回避のため原則的には受け付けていない

●臨床⼼理学分野の⼤学院⽣の教育・訓練をおこなう
＝⼤学院⽣が来談者の⼼理⾯接を担当（ケース担当）

２. 臨床⼼理相談室とはどんなところか

21

地域貢献 研修機関



２. 臨床⼼理相談室とはどんなところか
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●所在地
国⾒キャンパス
７号館

パンフレット →



２. 臨床⼼理相談室とはどんなところか
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〇開室曜⽇・時間
⽕曜ー⾦曜 10︓00〜18︓00
⼟曜 10︓00〜17︓00

〇料⾦
初回⾯接 4,000円
（継続⾯接）
個⼈⾯接 3,000円 家族⾯接 3,000円
親⼦並⾏⾯接 3,000円
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２. 臨床⼼理相談室とはどんなところか
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【相談室スタッフ】
室⻑ １名
臨床⼼理実習指導教員 １名
⾯接指導相談員 2名（⾦曜・⼟曜）
受付専任職員 1名



２. 臨床⼼理相談室とはどんなところか
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―部屋の構成―
事務兼相談員室 １室
⾯接室 ３室
プレイルーム ２室
カンファレンスルーム １室
倉庫 ２室

⾯接室

プレイルーム



3. 臨床⼼理相談室における院⽣の訓練
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□実習期間等 M1夏休み頃〜︓相談室（実践）実習，
(例年のモデル) インテーク陪席 等

M1後期〜修了︓ケース担当
□実習形態 ケース担当，インテーク陪席，相談室実践実習
□受⼊⼈数等 院⽣全員
□実習の特徴 臨床現場における実践活動
□意 義 実践の場での体験を通して知識と臨床を結びつ

ける



3. 臨床⼼理相談室における院⽣の訓練

28

【ケース担当での学び】
● 院⽣は主に相談員とペアを組み、親⼦並⾏⾯接の⼦ども
担当者としてケースを担当する

● ケース終了後に担当相談員と振り返りを⾏い、ケースの
課題・⽬標について理解を深める

● 毎週３時間開かれるケース・カンファレンス（「臨床⼼
理実習Ⅱ」）において事例検討をおこなう

● 相談室内のカンファレンスルームにてケースの記録とケ
ース・カンファレンス資料の作成をおこなう



3. 臨床⼼理相談室における院⽣の訓練
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どんなケースを担当するのか︖
―主に幼児から⾼校⽣くらいまで―

・不登校，登校渋り ・無気⼒、引きこもり
・いじめ ・友⼈関係
・習癖,チック,夜尿 ・問題⾏動,⾮⾏
・拒⾷,過⾷ ・家庭内暴⼒
・その他



3. 臨床⼼理相談室における院⽣の訓練
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【相談室実践実習での学び】
●ケース担当等に向けて相談室を理解し、体験を通
して慣れる。

●臨床現場において来談者とのかかわりを体験的に
学ぶ。
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＜相談室実践実習での学び＞
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詳細につきましては当相談室ホームページを
ご覧ください。

東北福祉⼤学臨床⼼理相談室ホームページ
https://www.tfu.ac.jp/ps/index.html

https://www.tfu.ac.jp/ps/index.html


教育分野での実習・福聚幼稚園

2021年７月１４日（水）14：20～
大学院説明会にて



www.fukujyu.ed.jp/
2021年7月1日閲覧

本園は、東北福祉大学の関連法人であり、
昭和２８年開園以来、６０年以上もの伝
統と歴史を持つ仏教精神に基づいた幼稚
園です。

平成２６年度には、認定こども園 ふく

じゅ保育園を開園し、幼保連携型認定こ
ども園としてあたらしい歩みをはじめま
した。（関澄子園長）



学校法人福聚幼稚園
〒981-0943仙台市青葉区国見四丁目5-1
TEL：022-234-7754 FAX：022-234-1348

ふくじゅ保育園
〒981-0943 仙台市青葉区国見四丁目６-３
TEL：022-234-7757 FAX：022-234-7781

交通機関
仙台市営バス：
１．貝ヶ森一丁目直通経由青陵校行
２．貝ヶ森中山台実沢営業所行
JR東北福祉大駅前下車徒歩１分
JR仙山線：
東北福祉大前駅下車徒歩1分

www.fukujyu.ed.jp/
2021年7月1日閲覧



実習先名称・分野・実習期間・頻度、時期

学校法人 福聚幼稚園

教育分野

月曜日から金曜日までの間

週に1回 同じ曜日の 9時～15時

5月～翌3月（1年間・幼稚園開園時期）



実習形態（ケースまたは見学、など）
実習先で受入可能な実習生数人数

ケース

院生1人が1～2人子どもを担当

実習先で受入れ可能な人数・・・5人
昨年度はM１学生４人



実習の特徴

３歳から6歳までの多くの健康な子どもに接することができる。

集団での活動や個別の活動の両方を見ることができる。



実習生にとっての意義

３歳～6歳までの子どもの言語、遊び、子ども同士のかかわりなど
その年代の子どもの様子を実際に見ることができる。

1年間、週に1回いくことによって子どもの変化や成長を見ること
ができる。

⇒特定の子どもを担当することによって、その子どもとどう関係を
作っていくかを考え、悩み、実践することができる。



その他

〇現在は、公認心理師の移行措置中であるため、

ベテラン幼児教諭が実習担当になっている。

〇教育分野は、実習先が少ない。

そのために、福聚幼稚園は、実習先としては貴重である。


