
 

 

公認⼼理師過去問詳解 
 2020 年試験 完全解説版 
  
はじめに〜本書の特徴 
 
 
2020 年 12 ⽉ 20 ⽇試験についての詳細かつ正確な解説
 
本書は，⾠已法律研究所と京都コムニタス（URL：https://www.sinri-

com.com/）が協⼒して作成した，2020 年 12 ⽉ 20 ⽇試験についての詳
細かつ正確な解説書です。 
 
問題・解説表裏⼀体型
 
これは，⾠已法律研究所が法律系資格の本試験の解説本で 30 年以上

⾏ってきた⽅式であり，これにより問題を解くことに集注できるとして
受験⽣に好評を得てきた⽅式です。 
 
必要⼗分な分量の解説
 
解説では，必要⼗分な分量の解説を掲載しています。また，⽂献情報

を掲載しています。 
 

全受験者数 13,629 ⼈中 1,703 ⼈の解答再現 Data に基
づく正答率と肢別解答率データ 
 
解説編の各問に⾠已法律研究所と京都コムニタスが協⼒して実施し

た出⼝調査（全受験者 13,629 ⼈のうち 1,703 ⼈の受験者の解答データ）
に基づく正答率と肢別解答率データを掲載しています。ぜひ参考にして
勉強してください。 
 
 

 



 

 
難易度表⽰ 
 
京都コムニタスの責任において難易度表⽰を付けました。各解説の冒

頭のパネルの左側に記載されています。ランク付けは以下の通りです。 
 
難易度 1（全 89 問） 

基本的な出題。この問題は基本的な知識が問われていたり，選択肢において⽐

較的迷わずに正答できるようになりましょう。 

難易度 2（全 41 問） 

選択肢の絞り込みはできるが，残りの 2 択，3 択で正答に迷う問題。この難易

度の問題は解けるようになりましょう。 

難易度 3（全 24 問） 

正答を導き出すのが難しい問題。かなり細かい知識が問われていたりするので，

なかなかここまで勉強しておくのは難しいかもしれない問題。 
 
体系⽬次と正答率⼀覧
 
冒頭には，⽬次のほか，体系⽬次（問題を体系順に並べた⽬次）と正

答率⼀覧を掲載しています。問題を体系的に学習したり，正答率の⾼い
問題（いわゆる落とせない問題）を選んで学習したりすることができま
す。ぜひご活⽤ください。 

 
 

令和３年５⽉ 
京都コムニタス 
⾠已法律研究所 
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本書の構成・使い⽅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 要⽀援者と公認⼼理師の関係について，適切なものを１つ選べ。 
① ⼼理療法の⾯接時間は，要⽀援者のニーズに合わせてその都度変

えるのが良い。 
② 投薬が必要となり，精神科に紹介したケースも，必要であれば⼼

理的⽀援を継続する。 
③ 知らない⼈に対して気後れして話ができないという友⼈の⺟親の

カウンセリングを引き受ける。 
④ ⼤学附属の⼼理相談室で新規ケースのインテーク⾯接を⾏う場

合，受理するかどうかは⾃分⼀⼈で決める。 
⑤ 学校内で⾃殺者が出た場合の緊急介⼊時には，事実を伝えるのは

亡くなった⽣徒と親しかった少数のみに限定するのが原則である。 
 

問題ページ 

問１（配点：１） 【公認⼼理師法系】 
⽉ ⽇

⽉ ⽇
 

あなたが問題を解いた⽇，及び正
解に達したかなどを残す欄です。
○×△を書き込むなどして，⾃由
にお使いください。

第３回公認⼼理師試験（12/20 実施）の問題番号と配点です。
右側には，領域・職域を掲載しています。 
学習しやすいように，問題と解説の表裏⼀体形式にしています。
問題を解いてから，解説をご覧ください。 
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問１ 
【公認⼼理師の職責】 

保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，
産業・労働との連携 

肢別解答率 正答率 93.8% 

 ① ② ③ ④ ⑤ 

難易度 1 正解：② 全体 3.5% 93.8% 0.2% 0.6% 1.8% 

 
①不適切。 ⼼理療法の⾯接時間は，１回 50 分などに設定して毎回⾯接を⾏う⽅

が良い。これは治療構造と呼ばれるもので，時間に限らず，場所や料⾦，⾯接
頻度なども⾯接開始時に設定し，基本的には設定した枠組みを維持することが
公認⼼理師には求められる。⾯接時間を要⽀援者のニーズに合わせてその都度
変えていると，要⽀援者が⾯接時間をコントロールするようになり，いつも２
〜３時間話そうとする，他の要⽀援者のニーズとの兼ね合いで⾯接時間がいつ
もより短いときに「他の⼈を優先している」などの否定的な感情を抱かせてし
まうといった可能性もある。ただし，要⽀援者が重度のうつ病で 50 分の⾯接時
間が負担になる場合は⾯接時間を短くしたり，要⽀援者の⾃殺のリスクが⾮常
に⾼い場合はリスクマネジメントとして⾯接頻度を増やすこともあるが，これ
らの場合にもおいても，要⽀援者のニーズに合わせて⾯接時間や⾯接時間を変
えることはしない。 

 
②適 切。 投薬が必要な要⽀援者を精神科に紹介するなど，他機関につなぐこ

とをリファーと呼ぶ。精神科に紹介したケースについても，公認⼼理師法第 42
条（連携等）第２項の「公認⼼理師は，その業務を⾏うに当たって⼼理に関す
る⽀援を要する者に当該⽀援に係る主治の医師があるときは，その指⽰を受け
なければならない。」に基づき，紹介した主治医の指⽰を受け，必要であれば⼼

解説ページ 

科⽬・項⽬（本問の
テーマ）と正解欄
です。 

⾠已法律研究所が京都コムニタスと協⼒して実施した
出⼝調査（全受験者 13,629 ⼈のうち 1,703 ⼈の受験者の解
答データ）に基づく正答率と肢別解答率データを掲載し
ています。出⼝調査に協⼒していただいた受験⽣全体
の正答率のデータと肢ごとの解答率です。 

解説の重要部分を⻘⾊・太字化し
強調しています。 

京都コムニタスの責任において難易度表⽰を付けました。
各解説の冒頭のパネルの左側に記載されています。 
ランク付けは以下の通りです。  
難易度 1（全 89 問） 

基本的な出題。この問題は基本的な知識が問われていたり，選択肢に
おいて⽐較的迷わずに正答できるようになりましょう。 
難易度 2（全 41 問） 

選択肢の絞り込みはできるが，残りの 2 択，3 択で正答に迷う問題。
この難易度の問題は解けるようになりましょう。 
難易度 3（全 24 問） 

正答を導き出すのが難しい問題。かなり細かい知識が問われてい
たりするので，なかなかここまで勉強しておくのは難しいかもしれ
ない問題。 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  第   回公認⼼理師試験 

2020 年 12 ⽉ 20 ⽇実施 

問題と解説 

３
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 要⽀援者と公認⼼理師の関係について，適切なものを１つ選べ。 
① ⼼理療法の⾯接時間は，要⽀援者のニーズに合わせてその都度変え

るのが良い。 
② 投薬が必要となり，精神科に紹介したケースも，必要であれば⼼理

的⽀援を継続する。 
③ 知らない⼈に対して気後れして話ができないという友⼈の⺟親のカ

ウンセリングを引き受ける。 
④ ⼤学附属の⼼理相談室で新規ケースのインテーク⾯接を⾏う場合，

受理するかどうかは⾃分⼀⼈で決める。 
⑤ 学校内で⾃殺者が出た場合の緊急介⼊時には，事実を伝えるのは亡

くなった⽣徒と親しかった少数のみに限定するのが原則である。 
  

問１（配点：１） 【公認⼼理師法系】 
⽉  ⽇

⽉  ⽇
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問１ 
【公認⼼理師の職責】

保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，
産業・労働との連携 

肢別解答率 正答率 93.8% 

 ① ② ③ ④ ⑤ 

難易度 1 正解：② 全体 3.5% 93.8% 0.2% 0.6% 1.8% 

 
①不適切。 ⼼理療法の⾯接時間は，１回50分などに設定して毎回⾯接を⾏う⽅が良い。

これは治療構造と呼ばれるもので，時間に限らず，場所や料⾦，⾯接頻度なども⾯接
開始時に設定し，基本的には設定した枠組みを維持することが公認⼼理師には求めら
れる。⾯接時間を要⽀援者のニーズに合わせてその都度変えていると，要⽀援者が⾯
接時間をコントロールするようになり，いつも２〜３時間話そうとする，他の要⽀援
者のニーズとの兼ね合いで⾯接時間がいつもより短いときに「他の⼈を優先している」
などの否定的な感情を抱かせてしまうといった可能性もある。ただし，要⽀援者が重
度のうつ病で 50 分の⾯接時間が負担になる場合は⾯接時間を短くしたり，要⽀援者の
⾃殺のリスクが⾮常に⾼い場合はリスクマネジメントとして⾯接頻度を増やすことも
あるが，これらの場合にもおいても，要⽀援者のニーズに合わせて⾯接時間や⾯接時
間を変えることはしない。 

 
②適 切。 投薬が必要な要⽀援者を精神科に紹介するなど，他機関につなぐことをリ

ファーと呼ぶ。精神科に紹介したケースについても，公認⼼理師法第 42 条（連携等）
第２項の「公認⼼理師は，その業務を⾏うに当たって⼼理に関する⽀援を要する者に
当該⽀援に係る主治の医師があるときは，その指⽰を受けなければならない。」に基づ
き，紹介した主治医の指⽰を受け，必要であれば⼼理的⽀援を継続することは求めら
れる。 

 
③不適切。 これは多重関係に該当する内容である。たとえ友⼈の⺟親で出会ったこと

がない⼈であったとしても，友⼈の⺟親のカウンセリングを引き受けることで，その
カウンセリングがうまく進展しないといった状況次第では，友⼈との関係に不利益が
⽣じる可能性もあるため，不適切である。 

 
④不適切。 これは，問題⽂の「要⽀援者と公認⼼理師の関係」についての内容とも⾔い

難い選択肢であるが，⼤学付属の⼼理相談室では多くの場合，インテーク会議や受理
会議と呼ばれる会議で新規ケースを受理するか，誰が担当するかを決定するため，⾃
分⼀⼈で決めるということはしない。 

 
⑤不適切。 学校内で⾃殺者が出た場合においては，報道などで知っている⽅も多いと

思われるが，学校として保護者会を設定する。⽂部科学省 平成 22 年３⽉ ⼦どもの⾃
殺が起きたときの緊急対応の⼿引き ４ 保護者への説明 において「保護者に正確な情
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報を伝えることで，憶測に基づく噂が広がることを防ぎます。また，学校と保護者と
の協⼒関係を維持してください。」「保護者会（全校か当該学年だけか）を開くつもり
で早めに準備してください。ただし，事実の説明についてはあらかじめ遺族の意向を
確認してください。」（p.７）とあり，選択肢の「事実を伝えるのは亡くなった⽣徒と親
しかった少数のみに限定するのが原則」は不適切である。 
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 統合失調症の症状が増悪したクライエントへの公認⼼理師の介⼊につ
いて，適切なものを１つ選べ。 
① 症状増悪時は，⼼理的⽀援を⾏わない。 
② 幻聴に関して，幻覚であることを⾃覚させる。 
③ 緊張病性昏迷では，⾝体管理が必要となる可能性があることを家族

に伝える。 
④ 作為体験によるリストカットは，ためらい傷程度であれば特に緊急

性はない。 
⑤ 服薬を拒否するクライエントに対して，薬は無理に服薬しなくてよ

いと伝える。 
  

問２（配点：１） 【健康・医療／精神疾患】
⽉  ⽇

⽉  ⽇
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問２ 
【精神疾患とその治療】 

統合失調症 
肢別解答率 正答率 80.6% 

 ① ② ③ ④ ⑤ 

難易度 1 正解：③ 全体 16.6% 1.7% 80.6% 0.6% 0.3% 

 
①不適切。 統合失調症者に対する⼼理的⽀援は，⼼理療法や⼼理教育，⽣活技能訓練，

包括的地域⽣活⽀援，デイケア，ナイトケア，オープン・ダイアローグなど多岐にわた
り，クライエントの状況に応じて様々な介⼊が⾏われる。特にオープン・ダイアロー
グは統合失調症の急性期に対する介⼊技法であり効果が⽰されている。つまり，症状
増悪時においてもアセスメントを⾏い，それに応じた適切な⼼理的⽀援を⾏っていく
ことが必要となる。よって，症状増悪時は⼼理的⽀援を⾏わないという公認⼼理師の
介⼊は不適切である。 

 
②不適切。 幻覚は「対象なき知覚」とよばれ，実際には存在しない外的刺激を知覚した

ものとして体験することである。幻視，幻聴，幻臭，幻触，幻味と五感すべてで起こり
うるが，統合失調症においては幻聴が起こりやすい。もし，クライエントが幻聴を⾃
覚している場合は，幻聴を対象とした認知⾏動療法において，「幻聴によって聞こえる
声が⾔っていることは意味がなく，影響もない」と認知できるようになれば，その幻
聴がクライエントの⾏動に影響を及ぼしにくくなる。しかし，幻聴が幻覚であること
を⾃覚していないこの問題のようなクライエントの場合に，公認⼼理師が幻覚である
と⾃覚させようとすることは，そのクライエントからすると，「実際に聞こえているの
に分かってもらえない」「その声を聞いていないからそんなことが⾔えるんだ」という
思いを抱く可能性がある。そのため，本選択肢の公認⼼理師が“幻覚であることを⾃覚
させる”介⼊は不適切である。 

 
③適 切。 緊張病はカタトニアとも呼ばれ，様々な状態を呈する症候群である。以前

は統合失調症の症状の１つと考えられていたが，現在では統合失調症だけではなく，
解離性障害など種々の精神疾患で⽣じると考えられている。主な特徴は多動と無動で
ある。多動は，常同症や外的刺激によらない興奮，反響⾔語や反響動作などである。無
動は，昏迷，カタレプシー，無⾔症などである。つまり，緊張病性昏迷は緊張病に伴っ
て⽣じる昏迷のことを指す。これは，意識はあるが，動作性が低下している状態で，話
しかけられても反応に乏しいという特徴を⽰す。症状が重い場合，全く⾝動きが取れ
ない可能性もあるため，⾝体管理が必要であることを家族に伝えるという本選択肢は
適切である。 
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④不適切。 作為体験とは，させられ体験とも呼ばれ，⾃分の思考や着想，⾏為などが，
⾃分以外の他者の⼒によって⼲渉されている，または妨害されていると感じる体験で
ある。統合失調における⾃殺率は健常者に⽐べて⾮常に⾼いことが知られており，本
設問のように症状の悪化に伴う作為体験によるリストカットはためらい傷程度であっ
たとしても緊急性が⾼いと判断できる。 

 
⑤不適切。 本設問で問われているのは，公認⼼理師のクライエントへの介⼊である。

服薬指導は医師でないと⾏えないため，本選択肢のような介⼊は不適切である。 
 

【⽂献情報】 
 ・⼦安増⽣監（2020）公認⼼理師のための精神医学 精神疾患とその治療 p.23，24 ⾦芳堂 
 ・松崎朝樹（2020）精神診療プラチナマニュアル第２版 p.61，62 メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル 
 ・下⼭晴彦ら編（2019）公認⼼理師技法ガイド p.560-565 ⽂光堂 
 

  



10 

 

  



11 

 

 
 
 
 ⾃殺予防や⾃殺のリスク評価について，正しいものを１つ選べ。 
① ⽂化的・宗教的な信条は，⾃殺のリスクに関連しない。 
② ⾃殺念慮に具体的な計画があると，⾃殺のリスクが⾼い。 
③ 家族や⾝近な⼈に⾃殺者がいても，⾃殺のリスクが⾼いとは⾔えない。 
④ ⾃殺予防のための情報提供などの普及啓発は，⾃殺の⼆次予防とし

て重要である。 
⑤ ⾃殺⼿段や⾃殺が⽣じた場所について繰り返し詳しく報道すること

は，⾃殺予防になる。 
  

問３（配点：１） 【公認⼼理師法系】 
⽉  ⽇

⽉  ⽇
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問３ 
【公認⼼理師の職責】 

⾃殺の予防 
肢別解答率 正答率 96.2% 

 ① ② ③ ④ ⑤ 

難易度 1 正解：② 全体 0.5% 96.2% 0.9% 2.3% 0.1% 

 
①誤 り。 ⽇本精神神経学会 精神保健に関する委員会編著 ⽇常臨床における⾃殺予

防の⼿引き 平成 25 年３⽉版 において，⾃殺の危険因⼦の社会⽂化的因⼦の１つとし
て，「特定の⽂化的・宗教的な信条（例えば，⾃殺は個⼈的葛藤に対する崇⾼な解決⼿
段だとする信念）」（p.７）が挙げられており，⾃殺のリスクに関連する。 

 
②正しい。 上記⽂献において，⾃殺の計画性の有無，計画性がある場合にその計画が

どの程度具体的かが⾃殺の切迫度を評定する際に重要なポイントとなり，「⾃殺念慮の
具体的計画性，出現時期・持続性，強度，客観的観察，他害の可能性を評価し，いずれ
か⼀つでも存在する場合はリスクが⾼いと考える」（p.13）とある。 

 
③誤 り。 上記資料において，⾃殺の危険因⼦の個⼈的因⼦の１つとして，「家族の⾃殺

歴」（p.７）が挙げられている。他にも，個⼈的因⼦として，「過去の⾃殺企図」「精神疾
患」「アルコールまたは薬物の乱⽤」「絶望感」「孤⽴感」「社会的⽀援の⽋如」（p.７）な
どが挙げられている。 

 
④誤 り。 厚⽣労働省 ⾃殺総合対策⼤綱 〜誰も⾃殺に追い込まれることのない社会

の実現を⽬指して〜 において，⾃殺対策における当⾯の重点施策の１つとして，「国
⺠⼀⼈ひとりの気づきと⾒守りを促す」ことが挙げられており，「⾃殺に対する誤った
認識や偏⾒を払拭し，命や暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて，⾃分の周りにいるかもしれな
い⾃殺を考えている⼈の存在に気づき，思いに寄り添い，声をかけ，話を聞き，必要に
応じて専⾨家につなぎ，⾒守っていくという⾃殺対策における国⺠⼀⼈ひとりの役割
等についての意識が共有されるよう，教育活動，広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。」（p.10）とある。しかし，⼀般の国⺠に対する普及啓発活動は⼀次予防であるた
め，「⼆次予防として重要である」という部分が誤りである。 

 
⑤誤 り。 World Health Organization（WHO）訳 ⾃殺総合対策推進センター ⾃殺対

策を推進する為にメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識 2017 年最新版 におい
て，⾃殺に関する報道としてやってはいけないことの項⽬として，「⾃殺の報道記事を
⽬⽴つように配置しないこと。また報道を過度に繰り返さないこと」「⾃殺に⽤いた⼿
段について明確に表現しないこと」「⾃殺が発⽣した現場や場所の詳細を伝えないこと」
（p.06）が挙げられている。また，「⾃殺リスクの⾼い⼈は，メディアの⾃殺報道の後
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に模倣⾃殺を起こしてしまう危険性がある」（p.01）ともあり，⾃殺予防になるどころ
か⾃殺の危険因⼦になる。 

 
【⽂献情報】 
 ・宮脇稔ら編（2018）公認⼼理師カリキュラム準拠 健康・医療⼼理学 p.12，13 医⻭薬出版株式

会社 
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