セラピューティック・ケアで、すべての人々のメンタルケアを
CT はこのようなところで
活躍しています
●九大病院心療内科 細井昌子先生監修 MBC 福岡セラピューティック・ケア・サロン

Complementary Therapist 資格取得講座のご案内
コンプリメンタリー・セラピスト（補完心身医療療法士）

「マインド・ボディ・センター（MBC）福岡」は九州大学病院 心療内科における痛み診療の全人的
医療「臨床の知」から生まれたプライベートな心と体の痛みをケアするサロンで、サービスの一つと
して、秋吉理事長ほか CT 資格取得講座第 1 期生 3 名がセラピューティック・ケアを提供しています。
マインド・ボディ・センター福岡セラピューティック・ケア・サロン
福岡市東区馬出 1 丁目 2-21 岡部ビル２F
＊JR 吉塚駅から徒歩 3 分 ＊🅿2 台（先着順）

毎週 2 回 月・土

9：30～16:30 営業 ／ 女性限定・完全予約制

🏠 http://www.mbcfukuoka.com
監修：細井昌子先生
九州大学病院 心療内科

講師 診療准教授。九州大学医学部卒業後、麻酔科・ペインクリニック、内科・

心療内科領域で研修。脳科学・疼痛学・心身相関医学における研究を継続中。米国国立衛生研究所（NIH)で
の脳科学的研究（5 年間）を経て一般住民における養育環境・感情調整と慢性疼痛の有症率についての研究
と難治化した慢性疼痛の心身医学的治療の開発を行っている。

⚫企業の福利厚生サービスに導入していただいています

鈴木登美子さん（2017 年 CT 取得）

S 社（企業）と契約し、福利厚生の一環として、毎週金曜日の 12～
14 時、社員食堂にて職員・スタッフ対象にセラピューティック・ケアで

7 月 14 日（土）・15 日（日）9:30～17:30

2018 年

福岡開催

癒しのひとときを提供しています。

会場：福岡センタービル 10F 会議室（福岡市博多区博多駅前 2-2-1）＊博多駅徒歩 3 分
講師：山下 なぎさ先生（ロータスウェルネス鍼灸院 院長）

2014 年の労働安全衛生法改正により、従業員 50 人以上の会社は

「東洋医学的観点から学ぶセラピューティック・ケア施術のポイントと効果」（仮）

2015 年から、従業員へのストレスチェックが厚生労働省労働基準局安

平原 由香氏（グループホームさわやかテラス春日／小規模多機能型居宅介護さわやか憩いの家

全衛生部 により義務づけられました。

春日」統括責任者）

薬剤や洋服の着脱が不要のため特別な設備が要らず、昼休みの 15 分程度で心身のストレスが軽減

「セラピューティック・ケアによる在宅ケアと看取り、グリーフケア」（仮）

他

されリラックスするセラピューティック・ケアは企業にとっても導入しやすいストレスケアであり、
S 社ではハローワークでの求人にも「癒しのセラピューティック・ケアを導入している」とＰＲされ
ているそうです。入社された皆さんが喜んで下さるよう、心を込めてセラピューティック・ケア

をさせていただいております。

2018 年

東京開催

9 月 29 日（土）・30 日（日）9:30～17:30

会場：東京都内
講師：山口 創先生（桜美林大学リベラルアーツ学群教授）
「心身が目覚めるタッチの力 セラピューティック・ケアで生まれる幸福」（仮） 他

認定 NPO 法人

日本セラピューティック・ケア協会

福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

〠818-0125

TEL:092-928-1546（平日 10:00～17：00）FAX:092-555-9401

✉info@therapy-care.net

🏠 http://therapy-care.net

認定 NPO 法人 日本セラピューティック・ケア協会

受講内容

協会理念「すべての人々に尊厳と幸せを」の実現に向けて

講座内容

専用テキストでの事前学習、講座 2 日間での理論

日本セラピューティック・ケア協会理事長

及び傾聴の実習、計測機器を使っての実技

秋吉 美千代

指導、認定試験（筆記と実技）
講師：秋吉 美千代 、協会講師、外部講師

「心の健康」は、今日の社会における重大な課題となっています。
コミュニティの変容とともに、かつて“向こう三軒両隣”と呼ばれた人間関係は失われ、人々の

テキスト内容と執筆陣

孤立化を招きました。
「うつ」
「ストレス」や「自殺」などの単語がメディアの話題に上らない日

心身医学、うつの方への対応／久保千春（九州大学

はないと言っても過言ではありません。そして、そのような時代だからこそ、英国赤十字社の

総長）
、セロトニンとオキシトシン／有田秀穂（東

心身のケア「セラピューティック・ケア」が、いま広く求められているのではないかと考えます。

邦大学医学部 名誉教授）
、産前産後の母子対応／橋

「セラピューティック・ケア」は、スピリチュアリティの部分にアプローチして自ら生きる意欲

本武夫（社会福祉法人若楠 副理事長）
、呼吸法／秋

を引き出し、心身の健康を取り戻すお手伝いができます。Complementary Therapist に求めら

吉美千代（日本セラピューティック・ケア協会 理

れるのはまさにそういう役割であり、セラピューティック・ケアに取り組まれている方にとって、

事長）
、セラピューティック・ケアを効果的にするた

これ以上ないキャリアアップになると思います。ご受講を心よりお待ちいたしております。

めのコミュニケーション技法（傾聴）／福島健司

9:00～9:30

9:30～12:00 実技（N＆Sケア・H&Aケア）
12:00～13:00
1
日 13:00～14:30
目

昼食
外部講師を招いての講習会

14:30~14:40

小休憩

14:40～17:00

実技確認（指先皮膚温装着）

17:30～

交流会(療法士として活動している会員との意見交換）

9:00～10:00

生活支援支術としてのセラピューティック・ケア論

10:00～12:00

実技レッグケアの活用・N＆Sケア・H&Aケア

12:00～13:00

昼食

2
日
13:00～14:30
目

14:30～17:00

外部講師を招いての講習会
筆記テスト（約50分）
実技テスト（総括）

（FFA フォロアーシップ協会 会長)、音楽療法／鏑

木陽子（東京純心大学看護学部 教授）
、色彩心理学とカラーコーディネイトの基礎知識／山澤かおる（switch

■Complementary Therapist (補完心身医療療法士）とは
セラピューティック・ケアのスキルに優れ、さらに心のケアを深く学んだスペシャリストとして、
サロン等で、施術料をいただいて施術ができる上級セラピストです。癒しを必要とする不特定多数

colors 代表）、基礎経営学／栗谷利夫（近経ファーム CEO)、行政の基礎知識とリスクマネジメント／野田昌利
（福岡県行政書士会 会長)、がん患者の方へのケア（事例）
、看取り（事例）
、茶香炉のストレス軽減効果

の方にセラピューティック・ケアを提供することで、社会問題となっているメンタルヘルスの問題
の解決に寄与することを使命としています。

理事長挨拶（CTとは、CTの目指すもの）

受講料と

＊人材育成（教授・指導）はできません。

申込方法

⚫資格取得方法：2 日間の資格取得講座を受講し、試験に合格すること

＊認定証発行

＊事前振込（入金確認後、受講に必要なテキストを送付します）

⚫お申込：メールまたは FAX にて下記まで申込書をお送りください。

⚫受講資格：当協会のセラピスト以上の資格を保有し、セラピューティック・ケアの高いスキルと施
術経験を有する会員及び準会員

⚫受講料：100,000 円（テキスト・消費税込）

📥 info@therapy-care.net

FAX: 092-555-9401

⚫申込締切：2018 年 7 月（福岡）開催分 … 6 月 11 日（月）到着分まで

＊日総研通信講座セラピューティック・ケアセラピストの方は協会入会が必要です（別途、入

2018 年 9 月（東京）開催分 … 8 月 28 日（火）到着分まで

会金 5,000 円および年会費がかかります）
。

⚫資格の更新：2 年ごとにセミナー受講による更新

受講後の

個人によるサロン経営（自宅・オフィス）でのケア提供
個人宅を訪問してケアを提供する（在宅看護・介護）

活動例

有料老人ホーム等施設と契約し、施設のサービスの一環としてケアを提供

講

ご入金

講

お

確認後、

・

申

教材送付

込

自宅学習

Complem

再

受
験

＊施術料は協会規定に準じます。

合 格

受

受

不合格

試
験

合格

entary

VOICE

梅村純恵さん（2017 年 CT 取得）

Therapist

受講者の声

私は助産師として、自身の出産や育児の経験を活かしつつ、ママに寄り添う助産を

資格取得

目指して日々奮闘しています。産後うつからうつへの移行や核家族で孤立する産後
のママのサポートに国レベルで焦点を始めている中、CT のカリキュラムがマッチしている
なと関心を持ち受講しました。まだ定期的にケアをしているわけではありませんが、日々の勤務の中で、

< 資格取得までの流れ >

暖かい手で「がんばってるね、ひとりじゃないよ」と伝えられるようなケアができるよう、産科的には“愛
情ホルモン”オキシトシンがたくさん出るような「お手あて」をしていきます。

