2015 年 6 月

日本催眠医学心理学会第 61 回大会のご案内
（第 2 号通信）
大会テーマ

「催眠とオリンピック」

日本催眠医学心理学会第 61 回大会のお世話を承ることになりました。今からさかのぼるこ
と 13 年前、2002 年 9 月 20 日から 22 日の間、日本催眠医学心理学会第 48 回大会（長田一臣大
会長）が日本体育大学世田谷校舎で開催されました。その当時はエレベーターもなく旧態然とし
た古い校舎での開催ということもあり、参加して下さった先生方にはご不便をおかけしました。
本大会は全て一新した校舎での開催となります。
本 61 回大会では例年行われている催眠技法研修会、一般の口頭発表に加え、ポスター発表を
準備したいと考えております。そして、シンポジウムとして｢催眠とスポーツ｣というテーマのも
と成瀬悟策先生、坂入洋右先生、山中寛先生にご登壇願いご自身の経験、これからの催眠の方向
性について語っていただければと考えております。また、本学理事長松浪健四郎の特別講演を予
定しています。
催眠に興味をお持ちのできる限り多くの皆様にご参加頂けるよう願っております。
日本催眠医学心理学会第 61 回大会 大会長 楠本恭久

本通信の同封物
①第 2 号通信「日本催眠医学心理学会第 61 回大会のご案内」
（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

１．開催概要
（１）会 期：2015 年 9 月 4 日（金）～6 日（日）
催眠技法研修会 9 月 4 日（金）
大会 9 月 5 日（土）
・6 日（日）
（２）会 場：日本体育大学 世田谷キャンパス 教育研究棟（4 日：3 階 5 日・6 日：3 階・5 階）
〒158-8508 東京都世田谷区深沢 7-1-1（日本体育大学ホームページ http://www.nittai.ac.jp/）
（３）大会スケジュール
10:00～18:30
4日
（金）

催眠技法研修会
9:30～11:30

5日
（土）

口頭発表
9:30～11:00

6日
（日）

口頭発表
ポスター発表

11:40～12:30
総会
11:10～12:30
大会企画
ワークショップ

12:30～13:20
昼休み
12:30～13:20
昼休み

13:30～16:00
シンポジウム
13:30～14:50
学会企画
ワークショップ

16:10～17:40
特別講演

18:00～20:00
懇親会

（４）大会の内容
＜シンポジウム＞ 9 月 5 日（土）13:30～16:00
演 題：
「スポーツと催眠」
特別発言

オリンピックと催眠：成瀬悟策（九州大学名誉教授）

シンポジスト 催眠によるスポーツ選手のメンタルサポート：坂入洋右（筑波大学）
スポーツと催眠について考える：山中 寛（鹿児島大学）
司 会：楠本恭久（日本体育大学）

＜特別講演＞ 9 月 5 日（土）16:10～17:40
演 題：
「レスリング・文化人類学・政治・オリンピック、そして催眠」
演 者：松浪健四郎（学校法人日本体育大学理事長）
司 会：楠本恭久（日本体育大学）

＜大会企画ワークショップ＞ 9 月 6 日（日）11:10～12:30
演 題：
「スポーツメンタルトレーニングと催眠」
演 者：立谷 泰久（国立スポーツ科学センター）
司 会：三村

覚（大阪産業大学）

指定討論：荒木 正見（九州大学哲学会会長）

＜学会企画ワークショップ＞ 9 月 6 日（日）13:30～14:50
演 題：
「
“催眠の定義”をめぐって」
進行・話題提供：笠井

仁（静岡大学・日本催眠医学心理学会理事長）

指定討論：鶴 光代（東京福祉大学）
中島 央（向陽台病院院長）

＜研究発表＞9 月 5 日（土） 9:30～11:30

6 日（日）9:30～11:00

①形態

研究発表は、口頭発表とポスター発表で行います。

②条件

研究発表者（連名発表者）は、大会前日（9 月 3 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

口頭発表の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。ポスター発表は 60 分の在籍時間を予定しています。

④使用機器

口頭発表の際、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配布資料

当日の配布資料は、各自ご用意ください。

※今大会では、優秀なご発表に対して、ベストプレゼンテーション賞の表彰を予定しております。

２．催眠技法研修会について
（１）日 時：2015 年 9 月 4 日（金）10:00～18:30
（２）会 場：日本体育大学教育研究棟 3 階
（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
３．懇親会について
（１）日 時：2015 年 9 月 5 日（土）18:00～20:00
（２）会 場：日本体育大学 N レストラン
（３）参加費：一般 6,000 円 大学院生 5,000 円（予約）
４．諸費用について

会員

非会員

大学院生

￥8,000（予約）
￥9,000（予約）
￥5,000（予約）
￥9,000（当日）
￥10,000（当日）
￥6,000（当日）
￥6,000（予約）
￥6,000（予約）
￥5,000（予約）
懇親会
￥7,000（当日）
￥7,000（当日）
￥6,000（当日）
￥15,000
￥18,000
￥12,000
催眠技法研修会
（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。
大会参加費

５．今後の予定

研究発表・演題申込み締切り

7月18日（土）当日消印有効

研究発表・抄録原稿締切り

7月31日（金）必着

大会参加申込み・諸費用払込み締切り

8月7日（金）必着

催眠技法研修会参加・予約申込み締切り

8月7日（金）必着

プログラム・抄録集発送

8月中旬予定

６．参加申込みについて
（１）大会・研修会への参加申込み
・大会参加申込書にご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/）
・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、お申し込みください。
・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。
（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。同封の振込取扱票を利用して、ゆうちょ銀行（郵便局）から
お振込みください。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】００１１０－１－４８６４３６
【口座名称】日本催眠医学心理学会第６１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】０４８６４３６
※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：日本体育大学世田谷キャンパス
〒158-8508 東京都世田谷区深沢 7-1-1 教育研究棟
（２）大会会場へのアクセス

○東急田園都市線「桜新町」駅からのバス
１．
「黒０７ 系統 目黒駅行」
（のりば２）
２．
「都立０１ 系統 都立大学駅北口行」（のりば３） いずれも「日本体育大学前」にて下車
○東急大井町線「等々力」駅からのバス
１．
「等１２、用０６ 系統

成城学園前駅行」（のりば１） 「日本体育大学前」にて下車

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 61 回大会事務局
〒158-8508 東京都世田谷区深沢 7-1-1
日本体育大学体育学部 スポーツ心理学研究室
電子メール：jsh61th@gmail.com

TEL & FAX：03-5706-0939

saitou.ma@nittai.ac.jp（上記、電子メールの
アドレスに送信できない場合はこちらにお願いします）

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/

