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要 望 書  
 

『心理師（仮称）』の国家資格制度を創設して下さい 

 

一 要望理由 

今日、国民のこころの問題（うつ病、自殺、虐待等）や発達・健康上の問題（不登校、

発達障害、認知障害等）は、複雑化・多様化しており、それらへの対応が急務です。しか

しこれらの問題に対して他の専門職と連携しながら心理的にアプローチする国家資格が、

わが国にはまだありません。国民が安心して心理的アプローチを利用できるようにするに

は、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要です。 

 

二 要望事項 

１．資格の名称：心理師（仮称）とし、名称独占とする 

 

２．資格の性格：医療･保健、福祉、教育･発達、司法･矯正、産業等の実践諸領域におけ

る汎用性のある資格とする。 

 

３．業務の内容：①心理的な支援を必要とする者とその関係者に対して、心理学の成果

にもとづき、アセスメント、心理的支援、心理相談、心理療法、問題解決、地域支援等

を行なう。②①の内容に加え、国民の心理的健康の保持及び増進を目的とした予防並び

に教育に関する業務を行なう。 

 

４．他専門職との連携：業務を行なうにあたっては、他専門職との連携をとり，特に医

療提供施設においては医師の指示を受けるものとする。 

 

５．受験資格：①学部で心理学を修めて卒業し、大学院修士課程ないし大学院専門職学

位課程で業務内容に関わる心理学関連科目等を修め修了した者、②学部で心理学を修め

て卒業し、業務内容に関わる施設において数年間の実務経験をした者も受験できる。 

 



【資料】 

１．三団体の構成団体 

臨床心理職国家資格推進連絡協議会（21団体＋2団体） 

 

（正式加入団体） 

(社)日本臨床心理士会 

＊(社)日本心理臨床学会 

＊日本人間性心理学会 

＊日本家族心理学会 

＊日本箱庭療法学会 

＊日本ブリーフサイコセラピー学会 

＊日本遊戯療法学会 

＊日本臨床動作学会 

＊日本催眠医学心理学会 

＊日本リハビリテイション心理学会 

＊日本カウンセリング学会 

＊日本学生相談学会 

日本心理劇学会 

西日本心理劇学会 

日本学校メンタルヘルス学会 

日本芸術療法学会 

日本精神分析学会 

日本電話相談学会 

日本ロールシャッハ学会 

包括システムによる日本ロールシャッハ学会 

日本描画テスト・描画療法学会 

 

（連絡団体） 

＊日本産業カウンセリング学会 

日本精神衛生学会 

 

（注）＊；日本心理学諸学会連合所属 

 

 

医療心理師国家資格制度推進協議会(25団体) 

 

＃日本精神神経学会 

＃精神医学講座担当者会議 

＃国立精神医療施設長協議会 

＃全国自治体病院協議会・精神科特別部会 

＃(社)日本精神科病院協会 

＃日本総合病院精神医学会 

＃日本精神神経科診療所協会、 

全国保健・医療・福祉心理職能協会 

日本教育カウンセラー協会 

＊(社)日本健康心理学会 

日本作業療法士協会 

日本児童青年精神医学会 

日本小児科学会 

日本心身医学会 

＊(社)日本心理学会 

日本心療内科学会 

日本精神科看護技術協会 

日本精神保健福祉士協会 

日本認知療法学会 

日本病院地域精神医学会 

＊日本臨床心理学会 

リハビリテーション心理職会 

ＳＳＴ普及協会 

＊日本行動療法学会 

日本医師会 

 

（注）＃；精神科七者懇談会所属団体  ＊；日本心理学諸学会連合所属 

 



日本心理学諸学会連合(45団体) 

 

（注）理事数；日本心理学諸学会連合の理事数 

 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

２．三団体による会談：平成 21年 2月 15日より平成 23 年 10月 2日まで計 14回開催 

 

 

 

医療心理師推進協 

 

臨床心理職推進連 

 

 

日本心理学諸学会連合 

 

学会名 

 

会員数 

 

理事数 

 

学会名 

 

会員数 

 

理事数 

産業・組織心理学会 999 1 日本生理心理学会 664 1 

日本応用教育心理学会 247 1 日本動物心理学会 406 1 

日本応用心理学会 1,151 2 日本特殊教育学会 3,777 2 

日本カウンセリング学会 5,451 3 日本人間性心理学会 979 1 

日本学生相談学会 1,068 2 日本認知心理学会 797 1 

日本家族心理学会 912 1 日本パーソナリティ心理学会 880 1 

日本感情心理学会 410 1 日本バイオフィードバック学会 265 1 

日本基礎心理学会  695 1 日本箱庭療法学会 2,054 2 

日本キャリア教育学会 954 1 日本発達心理学会 4,177 3 

日本教育心理学会 6,722 3 日本犯罪心理学会 1,317 2 

日本グループダイナミックス学会 707 1 日本ブリーフサイコセラピー学会 722 1 

(社)日本健康心理学会 2,000 2 日本マイクロカウンセリング学会 129 1 

日本交通心理学会 720 1 日本遊戯療法学会 675 1 

日本行動科学学会 160 1 日本リハビリテイション心理学会 829 1 

日本行動分析学会  896 1 日本理論心理学会 105 1 

日本行動療法学会 1,675 2 日本臨床心理学会 266 1 

日本催眠医学心理学会 523 1 日本臨床動作学会 670 1 

日本産業カウンセリング学会 1,500 2 日本ストレスマネジメント学会 340 1 

日本社会心理学会 1,809 2 日本質的心理学会 997 1 

日本自律訓練学会 1,152 2 日本学校心理学会 651 1 

（社）日本心理学会 7,474 3 一般社団法人日本 LD学会 6,809 3 

（社）日本心理臨床学会 21,452 4 日本 K-ABCアセスメント学会 617 1 

日本青年心理学会 475 1 合 計 87,278 68 

 



３．三団体の役員 

●臨床心理職国家資格推進連絡協議会 

 会長    鶴 光代 （社）日本心理臨床学会理事長 

 事務局長  奥村茉莉子（社）日本臨床心理士会専務理事 

 

 事務局 〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-14山崎ビル501 

       （社）日本心理臨床学会内 

     Tel：03-3817-5851/Fax：03-3817-7800 

      

 

● 医療心理師国家資格制度推進協議会 

 会長    織田正美 （社）日本健康心理学会理事長 

 副会長   林 道彦 （社）日本精神科病院協会常務理事 

 副会長   宮脇 稔  全国保健・医療・福祉心理職能協会会長 

 事務局長  藤本 豊  日本臨床心理学会運営委員長 

 事務局次長 松野俊夫  全国保健・医療・福祉心理職能協会副会長 

 

 事務局 〒113-8610 板橋区大谷口上町30—1  

          日本大学医学部一般教育学系心理学分野内 

     Tel：03－3972－8111（内線2325） 

 

●日本心理学諸学会連合 

 理事長   子安増生  日本発達心理学会理事長 

 副理事長  織田正美 （社）日本健康心理学会理事長 

 副理事長  鶴 光代 （社）日本心理臨床学会理事長 

 事務局長  大熊保彦  日本家族心理学会会長 

 

 事務局 〒113-0033 文京区本郷5-26-5 扇屋ビル901号室  

      Tel:03-6658-4585／Fax: 03-6658-4585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


