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2014 年 9 月 

日本催眠医学心理学会第 60 回・日本臨床催眠学会第 16 回合同大会のご案内 

（第２号通信） 
 

 

大会テーマ 「催眠研究と実践の展望」 
 

鹿児島以来の合同開催ということで大変準備が遅れ、皆様にご心配ご迷惑をお掛けしてお 

ります。日本催眠医学心理学会第60回大会と日本臨床催眠学会第16回大会の合同大会として、

2014年10月17日（金）から19日（日）までの３日間、東京で開催されます。 

大会テーマは、「催眠研究と実践の展望」です。二日目の午前に臨床ワークショップとし 

  て「催眠療法における観察(望診)」を企画中です。午後はシンポジウムとして「催眠研究と 

実践の未来」と題し、研究者、臨床家に問題提起をして頂き、未来への展望を模索したいと 

思っています。そして、米国スタンフォード大学 David Spiegel 先生には「催眠の実験的・ 

臨床的研究の最近の発展」と題した招待講演と、最終日には一日かけて「臨床催眠の実際」 

と題した特別ワークショップを行っていただく予定です。 

多数の皆様の御参加 と積極的な研究・症例発表を心からお待ち申し上げております。 

何卒よろしくお願い致します。 

日本催眠医学心理学会第60回大会 大会長 笠井 仁  

日本臨床催眠学会第16回大会 大会長 石井広志 

 

 

本通信の同封物 

①第２号通信「日本催眠医学心理学会第 60 回・日本臨床催眠学会第 16 回合同大会のご案内」 
（大会参加申込書） 

②催眠技法研修会のご案内（研修会参加申込書） 

③郵便振込取扱票 

④発表抄録原稿作成要領 

⑤日本催眠医学心理学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒﾝﾊﾞｰｴﾘｱについてのご案内（日本催眠医学心理学会会員のみ） 

 

１．開催概要 

（１）会 期：2014 年 10 月 17 日(金)～19 日(日) 

    催眠技法研修会 10 月 17 日(金) 

    合同大会 10 月 18 日(土)・19 日(日) 
（２）会 場：一橋大学一橋講堂（17 日：1 階特別会議室 18 日・19 日：2 階中会議場） 

    〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内 

    （一橋講堂ホームページ http://www.hit-u.ac.jp/hall/） 
（３）大会スケジュール 

9:30～10:50 11:00～12:20 12:30～12:50 13:00～13:20 13:30～14:20 14:30～16:20 19:00～21:00

12:30～13:30

昼休み

13:30～16:30

特別ワークショップ

18日

（土）

17日

（金）

19日

（日）

日本催眠医学
心理学会総会

日本臨床催眠
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研究発表
臨床

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

9:20～18:00

催眠技法研修会

特別ワークショップ

9:30～12:30

16:30～18:30

シンポジウム 懇親会
 特別功労賞

授賞式
招待講演
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（４）合同大会の内容 

＜臨床ワークショップ（JSCH 企画）＞10 月 18 日(土)11:00～12:20 
  被験者：中島 央（向陽台病院） 

  司会・企画：石井広志（JSCH16 大会長） 

 

＜特別功労賞授賞式（JSH）＞10 月 18 日(土) 13:30～14:20 
  受賞者：成瀬悟策（九州大学名誉教授） 

 
＜招待講演＞10 月 18 日(土) 14:30～16:20 
  演 題：「催眠の実験的・臨床的研究の最近の発展」 
  演 者：David Spiegel（Stanford University） 
  司 会：笠井 仁（JSH60 大会長） 
  通 訳：栗原幸江（がん･感染症センター都立駒込病院） 
 
＜シンポジウム＞10 月 18 日(土)16:30～18:30 
  演 題：「催眠研究と実践の未来」 

  シンポジスト 催眠研究と基礎研究の架橋：佐藤 徳（富山大学） 

                  催眠研究の未来：清水貴裕（秋田大学） 

                  催眠臨床の未来：仁木啓介（ニキハーティーホスピタル） 
  指定討論：松木 繁（鹿児島大学大学院） 

  司 会 ：笠井 仁（JSH60 大会長）・石井広志（JSCH16 大会長） 
 

＜特別ワークショップ＞10 月 19 日(日)9:30～16:30 
  演 題：「臨床催眠の実際」 
  演 者：David Spiegel（Stanford University） 
  司 会：笠井 仁（JSH60 大会長） 
  通 訳：栗原幸江（がん･感染症センター都立駒込病院） 
 

＜研究発表＞10 月 18 日(土) 9:30～10:50 
  ①形 態   研究発表は、すべて口頭発表で行います。 

  ②条 件   研究発表者（連名発表者）は、大会前日（10 月 16 日）時点で会員として認めら

れていることが条件です。 

  ③時 間   発表時間は質疑応答を含めて 20～60 分を予定しています。発表数や内容によって 
変更することがあります。 

  ④使用機器  発表の際、Microsoft Power Point を使用することができます。 

         機器を使用したい場合、申込書の所定欄にご記入ください。 

  ⑤倫理的配慮 事例発表においては、原則として事前にクライエント・患者に了解を得た上で、 

         発表に際しては個人情報の保護を徹底し、発表に対して倫理的配慮を十分に行う 

         ようにしてください。 

  ⑥配付資料  当日の配付資料は、各自ご用意ください。 

 

２．催眠技法研修会について 

（１）日 時：2014 年 10 月 17 日(金)9:20～18:00 
（２）会 場：一橋大学一橋講堂 

（３）内 容：①初級･基礎コース ②中級コース ③上級･実践コース ④指導者研修機会コース 

  ※いずれかのコースのみの参加となります。詳しいご案内については、別紙をご参照ください。 

（４）参加費：会員 15,000 円 非会員 18,000 円 大学院生 12,000 円 
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３．懇親会について 

（１）日 時：2014 年 10 月 18 日(土)19:00～21:00 
（２）会 場：一橋大学一橋講堂内（予定） 

（３）参加費：一般 5,000 円 大学院生 4,000 円（予約） 
 
４．諸費用について 

¥7,000 （予約） ¥8,000 （予約） ¥4,000 （予約）

¥8,000 （当日） ¥9,000 （当日） ¥5,000 （当日）

¥5,000 （予約） ¥5,000 （予約） ¥4,000 （予約）

¥6,000 （当日） ¥6,000 （当日） ¥5,000 （当日）

¥18,000 ¥20,000 ¥12,000

¥15,000 ¥18,000 ¥12,000

（予約参加のみ） （予約参加のみ） （予約参加のみ）

大会参加費

懇親会

特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

催眠技法研修会

会員 非会員 大学院生

（予約参加のみ） （予約参加のみ） （予約参加のみ）

 
  ※大学院生の場合は受付にて学生証を提示していただきますので、忘れずにお持ちください。 

 

５．今後の予定 

 研究発表・演題申込み締切り  9月15日(月･祝)当日消印有効

 研究発表・抄録原稿締切り  9月25日（木）必着

 大会参加・予約申込み締切り  9月30日（火）必着

 特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加・予約申込み締切り  9月30日（火）必着

 催眠技法研修会参加・予約申込み締切り  9月30日（火）必着

 諸費用払込み締切り  9月30日（火）

 第３号通信（プログラム・抄録集）送付  10月上旬予定
 

※第１号通信でご案内した期日に変更があります。 

 

６．参加申込みについて 

（１）大会・特別ワークショップ・研修会への参加申込み 

 ・大会参加申込書に希望内容をご記入の上、電子メールまたはファックス、郵送にて大会事務局ま 

  でお送りください。電子メールで送る際に、学会ホームページから大会・研修会参加申込書をダ 

  ウンロードできますので、ご利用ください。（日本催眠医学心理学会 http://www.jshypnosis.com/ 
 日本臨床催眠学会 http://www.hypnosis.jp/ ） 

 ・催眠技法研修会への参加を希望される場合には、参加資格を確認し、催眠技法研修会参加申込書 

  を大会事務局までお送りください。大会当日の催眠技法研修会への参加申込みはお受けできませ 
んのでご注意ください。 

 ・参加者ご自身の都合により、一度お振り込みいただいた参加費を返金してほしい等のご要望には 

  お応えできませんので、ご了承ください。記入漏れや金額の間違い等がございませんよう、ご確 
認ください。 
 

（２）研究発表の申込み 

 ・大会参加申込書の所定欄に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 ・発表抄録原稿作成要領にそって抄録原稿締切り日までに原稿をお送りください。 
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（３）参加費等の振込先について 

 ・参加費等の振込先は以下の通りです。同封の払込取扱票を利用して、ゆうちょ銀行（郵便局）か 
  らお振込ください。なお、振込手数料は各自でご負担ください。 
 

ゆうちょ銀行 当座預金 

【口座番号】００１１０－１－６３３９８８ 

【口座名称】JSH60回・JSCH16回大会事務局 

他行（一般銀行）等からお振込みされる場合は、以下のようになります。 

【店  名】〇一九（ゼロイチキュウ） 
【店  番】０１９ 
【預金種目】当座預金 
【口座番号】０６３３９８８ 

  ※ゆうちょ銀行か他行かによって口座番号の桁数が違いますが、手続きには支障ありません。 

 

７．会場および交通機関について 

（１）会場：一橋大学一橋講堂  

〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内 

（２）大会会場へのアクセス 

   ○電車 東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新宿線「神保町駅」（A9出口）徒歩4分 

        ※A8出口は工事中のため封鎖されています。 

東京メトロ東西線「竹橋駅」（1b 出口）徒歩 4 分 
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８．大会についての問合わせ・連絡先 
・ご連絡・お問合わせは、電子メールまたはファックスにてお願いいたします。 

 
日本催眠医学心理学会第60回・日本臨床催眠学会第16回合同大会事務局 

                  〒141-8602 東京都品川区大崎4-2-16 
                 立正大学心理学部 田村英恵研究室 
         Tel & Fax：03-5487-3274                  
                  E-mail    ：jsh60jsch16@gmail.com 

 

 

９．学会入会等についての連絡先 
・学会全体の運営や入会等の詳細については、下記にお問合わせください。 

 
 

日本催眠医学心理学会 事務局 

             〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル2階 

              (株)毎日学術フォーラム内 

             Tel：03-6267-4550 Fax：03-6267-4555 
             学会ホームページ http://www.jshypnosis.com/ 
 

 

       日本臨床催眠学会 事務局 

                 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター 

         Tel：03-5389-6237 Fax：03-3368-2822 
学会ホームページ http://www.hypnosis.jp/ 


