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団体名 備考(区分）

「臨床心理士のための新型コロナウイルス感染症への対応」（動画） 支援者

新型コロナウイルスをふせぐには（ＰＤＦ） 一般

感染症対策下における子どもの安心・安全を高めるために（ＰＤＦ） 一般

【すべての皆様へ】もしも「距離を保つ」ことを求められたなら：あなた自身の安全のために 一般

【すべての皆様へ】社会的距離を保つよう，感じよくお願いする方法 一般

【すべての皆様へ】新型コロナウイルス(COVID-19)に関わる偏見や差別に立ち向かう 一般

【すべての皆様へ】お子さんとコロナウイルスについて話しましょう 一般

【すべての皆様へ】新たにテレワーク（在宅勤務）をする人へ，心理学者からのアドバイス 一般

【心理職の皆様へ】遠隔心理学 (Telepsychology) 支援者

日本心理臨床学会（ＨＰ） コミュニティの危機とこころのケア 支援者・一般

新型コロナウイルス対策 支援者・一般

一般

日本認知・行動療法学会（ＨＰ） 支援者

日本健康心理学会（ＨＰ） 支援者

日本トラウマティック・ストレス学会

（ＨＰ）
支援者

日本学校心理士会（ＨＰ） 新型コロナウィルスを乗り切るために 一般

日本学生相談学会（ＨＰ） 新型コロナウィルス関連情報 学生相談において、遠隔相談(Distance Counseling)を導入する際の留意点 支援者

日本産業衛生学会（ＨＰ）
新型コロナウイルス感染症情報 －企業と個人に求められる

対策等

新型コロナウィルス感染の拡大およびそれに関連した社会情勢がもたらす労働者の心理面への影響に関して、産業保健職が

留意すべき事項（ＰＤＦ）
支援者

一般

一般

日本産業カウンセラー協会（ＨＰ） 一般

子ども情報ステーション（NPO法人

ぷらすあるふぁ）（ＨＰ）
新型コロナウイルス関連の情報とアイテム集 一般

NPO法人こどもの心理療法支援会

（サポチル）（ＨＰ）
支援者

日本医師会（ＨＰ） 一般

日本精神神経学会（ＨＰ） 一般

日本児童青年精神医学会（ＨＰ） 支援者・一般

日本小児科学会（ＨＰ） 一般

日本精神科救急学会（ＨＰ） 一般

日本内科学会（ＨＰ） 一般

日本環境感染学会（ＨＰ） 一般

日本感染症学会（ＨＰ） 一般

日本集中治療医学会（ＨＰ） 一般

日本精神保健看護学会（ＨＰ） 新型コロナウイルス感染症とメンタルヘルスの情報 COVID-19 の対応に従事する医療者を組織外から支援する人のための相談支援ガイドライン（PDF） 支援者

コロナ専門家有志の会（ＨＰ） 一般

一般

一般

支援者

福島県立医科大学（ＨＰ） 支援者

コロナウイルスのアウトブレイクにおける隔離の心理的影響：医療従事者が知っておくべきこと（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症の発生時における患者の心の健康のケア：臨床医向けガイド （ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の感染症アウトブレイク中における医療従事者の健康維持（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症のアウトブレイクにおける家族のケア（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新たな公衆衛生上の脅威直面時のリーダー用リスクコミュニケーションガイド （ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症発生に対する準備と対応のためのメンタルヘルス・行動マニュアル （ＰＤＦ） 支援者

筑波大学付属病院（ＨＰ） 支援者・一般

一般

一般

一般

①ご家族向けリーフレット（一般編）（ＰＤＦ） 一般

②親子でできるストレスコーピング編（ＰＤＦ） 一般

③子どもとできるセルフケア編（ＰＤＦ） 一般

④リラクゼーション編（ＰＤＦ） 一般

⑤お子さんの成長に応じたケア 編（ＰＤＦ） 一般

日本児童青年精神科・診療所連絡協議

会（ＨＰ）
支援者

新型コロナウイルス感染症関連情報（千葉県公認心理師協会調べ：2020年5月23日現在）
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日本臨床心理士会（ＨＰ）

日本心理学会（ＨＰ） 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連ページ

ストレスマネジメント学会

（ＨＰ） 新型コロナウイルスに負けるな！　みんなでストレスマネジメント

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応についての情報提供コーナー

こども環境学会（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの心身の健康のバランス  その１～子どものこころや体のためにできること（ＰＤＦ）

新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの心身の健康のバランス  その２～パパ・ママ・保護者へのメッセージ（ＰＤＦ）

新型コロナ・ウィルス感染症（COVID-19）パンデミック下におけるこどもと家族の心理臨床ガイドライン（ＰＤＦ）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報について

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する状況下における心理士のための指針

 新型コロナウイルスによる不安やストレスなどの心の問題に対処するために

国立精神・神経医療研究センター（Ｈ

Ｐ）

医

療

系

団

体

感染症関連情報～新型コロナウイルス感染症

COVID-19関連情報

新型コロナウイルス関連情報

COVID19に関して

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

全世代の皆様へ

災害対策委員会作成コロナウィルス関連情報のリソース集（アメリカ疾病予防管理センターや米国心理学会資料の翻訳）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

日本赤十字社（ＨＰ）

新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！負のスパイラルを断ち切るために

「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズ

新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために

IASC「新型コロナウイルス流行時のこころのケアver.1.5」日本語訳版

 Center for the Study of

Traumatic Stress（ＨＰ）

COVID-19 PANDEMIC RESPONSE RESOURCES（日本

語）

【行動医学研究部】コロナに負けない：不安とのつきあい方

国立成育医療研究センター（ＨＰ） 新型コロナウイルスと子どものストレスについて

新型コロナウイルス（COVID-19）に関するこころのケアについて

【睡眠・覚醒障害研究部】COVID-19緊急事態宣言のため自宅でお過ごしの皆様へ（睡眠健康を保つために）

【知的・発達障害研究部】COVID-19の子どもたちへの影響、そして私たちにできること

新型コロナウイルスに対する学校でのメンタルヘルス支援パッケージ

医

療

研

究

機

関

new

new

new

new

new

new

https://vimeo.com/412185833
https://www.jsccp.jp/
http://www.jsccp.jp/userfiles/news/general/file/20200219120752_1582081672858352.pdf
https://www.jsccp.jp/
http://www.jsccp.jp/userfiles/news/general/file/20200302174321_1583138601335720.pdf
https://psych.or.jp/special/covid19/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/special/covid19/Lets_Stay_Safe/
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/special/covid19/combating_bias_and_stigma/
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/special/covid19/talking+to+children/
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/special/covid19/tele_work
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/special/covid19/telepsychology
https://www.ajcp.info/
https://www.ajcp.info/heart311/
https://plaza.umin.ac.jp/jssm-since2002/category/covid19/
https://plaza.umin.ac.jp/jssm-since2002/covid-19/
http://jabt.umin.ne.jp/index3.html
http://jabt.umin.ne.jp/j/headline/200402.html
http://jahp.wdc-jp.com/index.html
http://jahp.wdc-jp.com/news/covid.html
https://www.jstss.org/
https://www.jstss.org/
https://www.jstss.org/ptsd/covid-19/
http://schoolpsychology.jp/
http://schoolpsychology.jp/info/info_covid.html
http://schoolpsychology.jp/info/info_covid.html
http://www.gakuseisodan.com/
http://www.gakuseisodan.com/?page_id=3836
http://www.gakuseisodan.com/?page_id=3758
https://www.sanei.or.jp/
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/Information_JSOH-OMH.pdf
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/Information_JSOH-OMH.pdf
http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/?action=common_download_main&upload_id=675
http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/
http://www.children-env.org/jo5r7c7ix-148/?action=common_download_main&upload_id=667
https://www.counselor.or.jp/
https://www.counselor.or.jp/covid19/tabid/505/Default.aspx
https://kidsinfost.net/
https://kidsinfost.net/
https://kidsinfost.net/2020/03/01/pulusu-4/
https://sacp.jp/
https://sacp.jp/
https://sacp.jp/wp-content/uploads/2020/04/d8041e75ab798a7ce53bdcedd0c03cc8.pdf
http://www.med.or.jp/index.html
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/
https://www.jspn.or.jp/
https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=78
http://child-adolesc.jp/
http://child-adolesc.jp/proposal/20200507/
https://www.jpeds.or.jp/
https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333
https://www.jaep.jp/index.html
https://www.jaep.jp/covid19.html
https://www.naika.or.jp/
https://www.naika.or.jp/activity/covid-19/
http://www.kankyokansen.org/
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328
http://www.kansensho.or.jp/
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
https://www.jsicm.org/
https://www.jsicm.org/covid-19.html
https://www.japmhn.jp/
https://www.japmhn.jp/a/905
https://www.japmhn.jp/doc/remotePFAguide.pdf
https://note.stopcovid19.jp/
https://note.stopcovid19.jp/n/n384496a8bc8d
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html
http://www.jrc.or.jp/
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html
http://www.jrc.or.jp/
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html
https://www.fmu.ac.jp/
https://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/topics/20200330.html
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN_Psychological_Effects_of_Quarantine_Providers.pdf
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN_Caring_for_Patients_Mental_WellBeing_During_Coronavirus.pdf
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN-_Sustaining_WellBeing_Healthcare_Personnel_During_Coronavirus.pdf
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN_Taking_Care_of_Your_Family.pdf
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN_Leaders_Guide_Risk_Communication_Coronavirus.pdf
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_JPN_Mental_Health_Behavioral_Guidelines_Preparedness_Response_Coronavirus.pdf
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/care.html
https://www.ncnp.go.jp/nimh/sleep/message.html
https://www.ncnp.go.jp/
https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiteki/message.html
https://www.ncnp.go.jp/
https://www.ncnp.go.jp/nimh/behavior/anxiety/index.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/dd84f28dbe11f027103bd3e89cb329a547cfac36.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/0acf48f6afa2b9af77e971502f2091248666607b.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/6faff78c4550746f93e6425d8b4d572773f4bb77.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/a3a812f385f7a4d77fa4f8c0bb30d77ec846d36f.pdf
https://jascap.info/
https://jascap.info/
https://jascap.info/2020/03/11/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98/
https://www.jsccp.jp/
https://psych.or.jp/
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://plaza.umin.ac.jp/jssm-since2002/covid-19/
http://jahp.wdc-jp.com/news/covid.html
http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/
http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/?action=common_download_main&upload_id=675
http://www.children-env.org/jo5r7c7ix-148/?action=common_download_main&upload_id=667
https://sacp.jp/wp-content/uploads/2020/04/d8041e75ab798a7ce53bdcedd0c03cc8.pdf
https://www.jstss.org/ptsd/covid-19/
http://jabt.umin.ne.jp/j/headline/200402.html
https://www.counselor.or.jp/covid19/tabid/505/Default.aspx
https://www.ncnp.go.jp/
https://www.ncnp.go.jp/
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/
https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=78
https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333
https://www.jaep.jp/covid19.html
https://www.naika.or.jp/activity/covid-19/
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
https://note.stopcovid19.jp/n/n384496a8bc8d
http://child-adolesc.jp/proposal/20200507/
https://www.jsicm.org/covid-19.html
http://www.jrc.or.jp/
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html
https://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/topics/20200330.html
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.cstsonline.org/covid-19/covid-19-fact-sheets-in-other-languages/japanese
https://www.ncnp.go.jp/nimh/behavior/anxiety/index.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/care.html
https://www.ncnp.go.jp/nimh/sleep/message.html
https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiteki/message.html
https://jascap.info/2020/03/11/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98/
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新型コロナウイルス感染症関連情報（千葉県公認心理師協会調べ：2020年5月23日現在）

サイト及び資料名

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

経済産業省（ＨＰ） 情報（政府）

文部科学省（ＨＰ） 情報（政府）

情報（健康）

情報（健康）

情報（一般）

情報（経済）

千葉県（ＨＰ） 情報（県）

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

厚生労働省（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症関連経済産業省の支援策

新型コロナウイルス感染症について

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症）

社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧（新型コロナウイルス感染症）

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

情

報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）一般向け特設ページ

NHK特設サイト新型コロナウイルス（ＨＰ）

Money Forward 新型コロナウイルス支援情報まとめ（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関係者向け特設ページ
WHO（ＨＰ）

政

府

関

連

e-Gov 電子政府の総合窓口「新型コロナウイルス感染症対策関連の情報」（ＨＰ）

首相官邸（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症に備えて～一人ひとりができる対策を知っておこう～

生活と雇用を守るための支援策のページ

新型コロナウイルス感染症～ご利用くださいお役立ち情報　 医療・健康情報／生活情報

内閣官房～新型コロナウイルス感染症対策（ＨＰ）

new

https://www.e-gov.go.jp/announcement/coronavirus.html
https://www.e-gov.go.jp/announcement/coronavirus.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
http://www.kantei.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
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