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理事長就任のご挨拶
理事長

東京成徳大学

井上忠典

このたび 10 月 27 日付けで理事長に就任しました東京成徳大学の井上忠典です。この会報で初めて理
事長の交代を知る会員の皆様も多いと思いますので、その経緯について簡単にご説明させて頂きます。
本来、理事長など役員の任期は 3 年ですので、その改選は来年度の予定でした。今年の 7 月の常任理
事会で笠井仁前理事長が一身上の都合で辞任をお申し出になりました。9 月の理事会でその辞任が承認
され、総会において報告されました。同時に、理事長選挙についての手続きについても承認、報告され
ました。その議にもとづいて、9 月に大山みち子先生(武蔵野大学)を委員長とする選挙管理委員会が立
ち上げられ、10 月に理事 20 名の互選により理事長選挙が実施されました。その結果、私、井上が理事
長に選出されました。任期は前理事長の残り期間であり、来年度開催される大会までとなります。
今回の理事長の交代は、任期途中での理事長の辞任を受けて、新しい理事長の選挙を行うという異例
のことでした。ですので、役員や総会に出席された会員の皆様には、事前にお知らせできたのですが、
それ以外の会員の皆様にはこの会報で結果だけをお知らせすることになり、誠に申し訳ございません。
改選まで 1 年しかないこと、理事長不在期間をできるだけ短くすることを考え、理事による互選だけを
実施するという今回のような手続きをとらせて頂きました。ご理解頂きますよう、お願い致します。
さて、経緯がどうであるにしろ、理事長に任じられましたので、この 1 年はその責務を全うしたいと
思います。本学会では、年に 1 回学術大会を開催して、催眠についての研究交流や技能研鑽の場として
います。また、編集、広報、企画・教育、倫理、国際交流、研究、資格認定に関わる委員会によって様々
な事業が展開されていますし、会務を担当する事務局がそれらを支えています。それらの一つ一つが機
能していれば、催眠についての研究や臨床がさらに発展していく筈です。
本学会の歴史は古く、昨年の大会が第 60 回大会でしたので、人間で言えば還暦を過ぎたところです。
ちょうど世代交代の時期にあたり、学会も生まれ変わろうとしていると感じています。ただ、本格的な
始動は、来年度、役員の改選がありますので、それ以降になるでしょう。この 1 年はその準備期間であ
り、基本的には従来の路線を継承して、これまで行ってきた活動を地道に続けていくことが肝要と考え
ています。
その基本的なことをやり続けるにも、大変なｴﾈﾙｷﾞｰがいります。会員の皆様の力が是非とも必要です。
大会への参加や研究・事例の発表、学会誌への投稿、催眠技法研修会への参加、認定催眠士の資格取得
申請など、会員一人一人の活動が学会全体のｴﾈﾙｷﾞｰになります。学会の活性化にご協力下さい。宜しく
お願い致します。
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第 61 回 大 会 を終 えて

立場であり、大変多忙ではありましたが、諸先生や大学院
生、顧問をしていた少林寺拳法部の学生たちとともに大会

楠本

恭久

（第 61 回大会大会長 日本体育大学）

を作り、運営した楽しさを覚えています。今回は立場をか
えて開催することとなり、大会長という立場の責任の重さ
と大変さを痛感致しました。
今回の大会におきましては、特に笠井理事長をはじめ、

第 61 回大会を 2015 年 9 月 4 日から 6 日にかけて日本体

学会常任理事の諸先生方にいろいろな面で助けて頂きま

育大学世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽにおいて開催致しました。9 月 4 日の

した。先生方の手助けなくして今回の大会は成り立たなか

催眠技法研修会、その後の学術大会での特別講演「2020

ったと実感しております。本当にありがとうございました。

年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」、学会企画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「“催眠の定義”をめ

多くの方への感謝とご縁とで開催できた大会が、皆様にと

ぐって」、大会企画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「ｽﾎﾟｰﾂﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと催眠」、

りまして実り多い機会であったならば幸いに思います。

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ｽﾎﾟｰﾂと催眠」、口頭・ﾎﾟｽﾀｰによる研究発表、

さて、今回は「催眠とｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」という大会ﾃｰﾏを掲げさ

懇親会と多くの皆様にご参加頂き、誠にありがとうござい

せて頂きました。2020 年に 2 度目の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催が決

ました。諸事情により当初の予定から演者等の変更が生じ、

まり、催眠とｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、ｽﾎﾟｰﾂとの関係を改めて検討したい

また日本産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ学会の大会と開催期間が同じであ

という思いで企画させて頂きました。今回の企画で催眠の

ったため、いろいろとご不便をおかけしたと思います。会

ｽﾎﾟｰﾂへの適用可能性が広がったと感じて頂けた方がほん

員の皆様のご協力により、無事に終えることができました。

の数人でもいらっしゃいましたら、企画が成功したのでは

心より感謝申し上げます。

ないかと感じております。第 48 回大会を経験した本学の

今からさかのぼること 13 年前の 2002 年 9 月 20 日から

関係者は数人でしたので、今回の大会で本学のみならず若

22 日にかけて、第 48 回大会（長田一臣大会長）を同じ日

手の研究者たちが、催眠とｽﾎﾟｰﾂに対して興味と関心を向

本体育大学世田谷校舎で開催させて頂きましたが、当時参

けるきっかけになった大会であると実感しております。

加された方は一新した校舎に驚かれたのではないでしょ
うか。思い起こすと、第 48 回大会で私は大会事務局長と
して関わらせて頂きました。当時は、大学の助教授という

今後ともなにとぞ宜しくお願い申し上げます。
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ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ賞 を受 賞 して
長谷川

ます。今回の受賞を励みに、若い彼らの興味を育てるよう

千洋

（神戸学院大学人文学部人間心理学科
医療心理学領域教授

臨床心理士）

な研究をこれからも報告できれば、一研究者として非常に
嬉しく思います。最後になりましたが、研究参加して下さ
った協力者の皆様、賞の選考の労をお取り頂いた諸先生方、
そして催眠医学心理学会に心より感謝と御礼を申し上げ
ます。

第 61 回日本催眠医学心理学会における口頭発表「観念
運 動 活 動 と 催 眠 感 受 性 に 関 す る 検 討 － Chevreul ’ s
Pendulum は催眠感受性を測る為の予測的指標となりうる
か－」が､ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ賞を受賞したというお知らせが、
先日事務局から届きました。本学会には 2 年前に入会し、

催 眠 技 法 研 修 会 （初 級 ・入 門 ・基 礎 ｺｰｽ）
に 参 加 して
金子

昨年の第 60 回大会で催眠を用いた fMRI 研究に関する口頭
発表を初めて行ったばかりです。催眠の研究は手探り状態

栄美

（天理大学体育学部学生相談室）

であった為、今回の受賞のお知らせに大変驚き、また非常
に名誉なことと感激致しました。
この研究は元々、「ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ催眠感受性尺度 C 形式
（SHSS-C）を実験参加者に施行する前に、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ的に
Chevreul’s Pendulum[以下 CP と略]だけで催眠感受性を
ある程度把握できないか。」という観点で始めたものです。
試に学生に CP を実施してみると、大きく振り子が動く者
やそうでない者、直に動き出す者と時間がかかるがよく動
き出す者など、様々な行動が観察されました。調べてみる
と、CP の研究は非常に古く、時代とともに研究の位置づ
けも変遷してきたことがわかりました。このように、臨床
現場では誘導の際によく用いられている CP が、実験心理
学的にもとても興味深い現象であることに気づき、催眠医
学心理学会の先生方からのご教授を頂きたく、今回発表さ
せて頂いた次第です。
ところで、私の専門は神経心理学です。主に脳損傷患者
さんの心理検査ﾃﾞｰﾀを調べたり、認知機能を測る実験等を
実施したりして、健常者ﾃﾞｰﾀや他の疾患と比較する研究手
法を取ります。認知心理学や実験心理学的な基盤で研究を
行ってきた為、催眠は比較的最近になって共同研究者の神
経内科医から教わり、本学会においても 3 年前に研修を受
けましたが、誘導については未だ勉強中です。しかし、試
行錯誤しながらも催眠誘導を行う中で、催眠状態の実験参
加者が手を動かせなくなったり、幻聴を報告したりする姿
を見て驚愕致しました。これはまさに“virtual brain
damage”であり、人間の脳とは、暗示によってこうも簡単
にだまされてしまうのかと衝撃を受けました。関連文献を
読み進めるうちに、催眠状態の方の協力があれば、従来の
研究領域では解明されなかった様々な脳機能も明らかに
なる可能性があると、強く思うようになりました。ご存知
のように、催眠を用いた脳画像研究はこの数年間で急激に
注目されています。今後は、催眠の科学的なｴﾋﾞﾃﾞﾝｽが数
多く報告され、臨床や精神保健により一層寄与できる日も
遠くはないと思われます。
私の大学の所属は医療心理学領域という珍しい部署で
す。脳と心を学ぶ学生の多くは催眠に非常に興味を持ち、
催眠実験を楽しんでくれます。更に、臨床心理学を学ぶ大
学院生も臨床現場での手法として催眠に興味を示してい

この春に入会させて頂き、初めて催眠技法研修会に参加
しました。私は大学の学生相談室で学生ｱｽﾘｰﾄを対象に主
に動作法を用いた心理相談を行っています。成瀬先生の近
著「動作療法の展開:こころとからだの調和と活かし方」
を読んで催眠について勉強したくなり、またｱｽﾘｰﾄを援助
する上でﾒﾝﾀﾙﾘﾊｰｻﾙやｲﾒｰｼﾞを活用できるようになり自分
の援助の幅を広げたいと思い入会させて頂きました。
最初の講義「催眠の基礎理論と倫理」をお聞きして、催
眠を定義することの難しさを知りました。催眠の臨床的介
入技法としての有効性や可能性を知ると、歴史的な経緯や
舞台催眠など臨床の場以外での一般の人への露出度が高
いが為に偏見や誤解が根強く広まっている現状は大変残
念なことだと思いました。催眠の有効性は両刃の刃であり、
適切に用いられて治療効果をもたらせるかどうかはｾﾗﾋﾟｽ
ﾄの技量もさることながら援助者としての姿勢が一番の問
題であるからこそ「催眠をかける」のではなく「ｸﾗｲｴﾝﾄ
が催眠に入るのを援助する」という援助者の姿勢の大切さ
が強調されたのだと思いました。
１ｺﾏ目の実習は「催眠の基礎・導入」ということで後倒
法を二人組になって練習しました。動作法の経験から身体
の力を抜くことはできると思っていましたが、意外と思わ
ぬ部位に力を入れてしまい身をまかせることの難しさを
感じ、援助者の手の当て方や支える姿勢、暗示の言葉が微
妙に違うと被催眠者の体験が変わってしまうということ
を実感しました。２ｺﾏ目も誘導の練習を引き続き行いまし
たが、相手の動きを細かく観察しつつ、それを元に暗示の
言葉を出そうとしてもなかなか口からｽﾑｰｽﾞに出てこなく
て、その所為で被催眠者役の方もうまく催眠に入っていけ
なかったのではと思いました。
最後の全体での事例検討会では、催眠下での暗示の影響
力を考えた時、暗示の言葉の持つｲﾒｰｼﾞの重要性を思いま
した。研修会全体を通して倫理の問題について強調されて
いたのが大変印象に残りました。そして、ﾗﾎﾟｰﾙ、倫理、
言葉の持つｲﾒｰｼﾞの重要性など催眠を用いるかどうかに関
わらず臨床を行うものとして大切な基本について再認識
させられました。昼食休憩をはさんで 8 時間半の研修は長
いと参加前には思っていたのですが、実際にはｱｯという間
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に終わり、もう少し実習をしたかったのでもっと長くても

JSH 総 会 に参 加 して

よかったかなと思った位でした。

立石

催 眠 技 能 研 修 会 に参 加 して

（長崎北徳洲会病院

小松

竜平

（秋田大学大学院教育学研究科）

紀昭

心療内科）

今年は楠本恭久先生の主宰で東京深沢の日本体育大学
で開かれました。内容の詳細は学会誌か、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ報告さ
れると思いますので私の個人的感想を書かせてもらいま

9 月 4 日から 6 日にかけて行われました日本催眠医学心
理学会第 61 回大会について、その中でも催眠技能研修会
について、稚拙な文ではございますが、私が研修会で感じ
たことをまとめさせて頂きます。
催眠技能研修会に参加するのは今回で 2 回目です。今回
初めて、中級ｺｰｽを受講しました。講義では、
「催眠の臨床
適応の工夫」ということで、面接で Cl.から催眠の使用の
同意を得ることや催眠を使用する際の注意点（偽記憶の問
題など）、臨床催眠の適応領域について、田中先生・松原
先生よりお話を頂きました。私はまだ、催眠を臨床という
場で使ったことはありませんでしたが、将来、催眠を一つ
の技法として利用できるようになりたいと思っています。
今回の講義は、将来、私が催眠を使用する時に、Cl.にど
のように伝え、同意を得るかということやどの症状に使用
するかということなどを考える為の指針の一つになりそ
うです。その後の笠井先生と松原先生が担当された実習で
は、同ｺｰｽに参加されていた方たちとｸﾞﾙｰﾌﾟを組み、指定
ｲﾒｰｼﾞを用いた催眠を行ったり、自律訓練法を体験したり
しました。催眠の実習では、松原先生のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを拝
見後に、実際に催眠を行いました。催眠をかける側になる
と、相手の動きに沿うことの難しさや、うまく誘導できて
いるのか？という不安や焦りからくる緊張を感じました。
私はまだまだ催眠をかけることになれていないようです。
ｸﾞﾙｰﾌﾟになった方たちからも私の催眠誘導の仕方や催眠
中の関わり方についてｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂きました。他の方に自
分の催眠誘導であったり、催眠中の関わり方であったりを
観察されることはそう多くないことだと思います。研修会
の中で、他の方の様子を観察したり、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂いたり
することは、自分の癖などが発見でき、私にとって、とて
も刺激的なことでした。最後の事例検討は臨床で催眠がど
のように使われているかを学ぶ上で興味深く聞かせてい
ただきました。
催眠と一言で言っても、伝統的な技法であったり、ｴﾘｸ
ｿﾝが用いた技法であったりと催眠者によって催眠の使い
方には多かれ少なかれ違いが出てくると思います。催眠技
能研修会は、自分が普段用いている催眠が何を指していて、
Cl.とどういった関わりをしているのか、催眠という大き
な庭のどこに位置しているのかを再確認する為の場なの
かなと思いました。これからも催眠技能研修会に参加し、
実習を積み、催眠について理解を深めたいと思います。

す。まず主宰された楠本先生には、懇親会でも私まで飲み
物や食べ物を気づかって頂き感激しました。このような気
配りの中で、絵画、彫刻、書道とたくさん展示されたきれ
いな校舎で行われ、ｽﾀｯﾌの対応とともに、清々しい感じで
したが、参加者が 70～80 名と少なかったことは残念でし
た。
研修会の実習は、３人一組で、ｸﾗｲｱﾝﾄ、施行者、観察者
と役割分担し、それをそれぞれ交代するものでした。自分
としてはｽﾑｰｽﾞに施行できて満足でした。観察者の意見を
述べるところでは、未熟な私が意見を言ってしまった後で
後悔したものです。
今回の研修の中で私の心に残ったことは、他の、行動療
法などの併用の可能性を語られたことが更に催眠が身近
になった感じでした。催眠の効果があるのは乗り物酔いと、
夜尿症というｺﾒﾝﾄがあり、びっくりしたものですが、後か
ら、その発言された先生に聞いてみると、純粋な催眠に限
定しての話だと、自分もｴﾘｸｿﾝなどの催眠療法を使ってい
ると聞いて安心しました。
学会では「催眠とｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」がﾃｰﾏで、ｽﾎﾟｰﾂﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
指導士の役割が大きいこと、その数が少ないこと、女性の
指導士はさらに少ないこと、が訴えられました。多くの実
際的な方法や、理論が語られ、山中寛先生のｲﾝﾀﾋﾞｭｰで「自
分がやらないといけないことを自分がやらないといけな
いと」と言われたと楠本先生から報告がありました。その
中で自律訓練法が有効に使われ、改良型 OAT「長田式自律
訓練法」も多いに使われ、自由に工夫されているという話
で、私自身も型通りに縛られないで自由にやれるのだと、
これも再び見直すことになりました。
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟのもう一つで、「催眠の定義」がﾃｰﾏでした。ｱ
ﾒﾘｶ催眠学会での催眠の定義の歴史的な変遷と 2014 年の
改変が紹介されました。私としては、定義は定義として、
ｺﾒﾝﾃｰﾀの鶴光代先生、中島央先生の催眠の実際での中身を
話され、理解を深めたところでした。坂入洋右先生の話の
中に、ﾌﾛｰ、ｿﾞｰﾝということが出て．立谷泰久先生のｽﾎﾟｰ
ﾂﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞには哲学がいるという話など、たくさんの話
があり、書けないほどで、大いに勉強になりました。
今回は、私としては河野良和先生に自律訓練に中断が多
い面を尋ね、動機づけを大事にしないといけないと教授し
て頂きました。
更に雑談になりますが、斎藤稔先生とは３日目の昼食が
一緒で、先生が武蔵小路流のお茶をやっておられるとの話
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を聞いて、ｽﾎﾟｰﾂ心理の話で出た、繰り返しの動作（ﾙｰﾁﾝ）

いる。わが国の催眠研究がこうした流れから取り残されて

の必要性と共通するものだと、おもしろく思ったものでし

しまうのはあまりに惜しい。催眠は、催眠現象やそれに伴

た。

う脳神経学的変化、変性意識状態自体が研究対象ともなり
得るばかりでなく、催眠を用いてある状態像を作り出すと
いう別の研究の有効な手段としても用いることが可能で
ある。

委員会報告

研究委員会として、研究奨励の為に、更に何らかの手立
てを取るべきであるとは思うが、まずはご自身で最新の情
報をｷｬｯﾁ・ｱｯﾌﾟしてみて欲しい。これは面白そうという題

催 眠 研 究 の すすめ

材が見つかるかもしれない。研究は何も特別なことではな
く，何気ない興味・関心から始まっている。臨床家は、日々

福井
（研究委員長

義一

の催眠臨床の中で得られた工夫をｶﾝﾌｧﾚﾝｽや学会で発表す

甲南大学）

るうちに議論が深まって，論文化に至るかも知れない。催
眠に携わる中でふと感じた疑問や、学会で聞いた発表、学

日本の催眠関連の学術団体（本学会と臨床催眠学会）に
おいて、学会誌の刊行の遅れが目立っている。各学会の編
集委員長の名誉の為、怠慢でないことははっきりと証言し
た上で、わが国の催眠研究を盛り上げていく為にできるこ
とを考えてみよう。そもそも、こうした地盤沈下には、学

会誌の論文などがきっかけで、興味や関心が開かれるかも
しれない。筆者自身も、講演や研修会、学術大会などで聞
いた話の中から、いくつかの新たな研究ﾃｰﾏが開かれてい
った。そんな刺激を与えられる学会運営を期待しつつ、皆
様の催眠研究熱が高まるような企画を練っていきたい。

会のﾏﾝﾊﾟﾜｰや事務局機能の低下など些末な要因も寄与し
ているが、催眠研究自体の沈滞が著しいことが主要な原因
の一つであることは疑う余地がない。両学会ともに、論文

倫理委員会から

の新規投稿がほとんどなく、前年度の学術大会の講演やｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑなどを論文化して凌いでいるのが現状である。
ここで、会員の皆様には、本学会の研究会助成と研究助

阿部
（阿部真里子

真里子

臨床心理ｵﾌｨｽ）

成について紹介し、皆様からのご応募を奨励したい。この
一年間、研究委員長として、まずは研究会助成の制度を改
革し、新たな募集を始めることができた。改革のﾎﾟｲﾝﾄは、
応募が年 2 回になったことである。秋の学術大会時に開催
される常任理事会での審議と、約半年ごとの年度替わりの
4 月初旬の常任理事会での審議の合計 2 回のﾁｬﾝｽがある。
HP にも新しい制度の要項が掲載されているので、ご覧頂
きたい。残念ながら、第一回の締め切りには応募はなく、
これで本制度ができて以来、一件も応募がない状態が続い
ている。今後も広報に力を入れつつ、更なる改革を進めて
いく所存である。
次に研究助成については、制度化はされながらも、第一
回には応募がなかったそうで、そのまま流れた状態になっ
ていたが、今年度にようやく引き継ぐことができた。2015
年度のうちに、必要があれば制度を見直し、新たな研究助
成制度として再開したい。こちらは、研究会助成とは違っ
て、額もやや大きくなっている。催眠研究に関心のある方
は、HP をﾁｪｯｸして頂きたい。
世界的には、催眠が見直され、臨床領域でも基礎の領域
でも、催眠研究は比較的盛んであると言える ASCH の学会
誌である American Journal of Clinical Hypnosis では、
毎号、催眠の臨床適用の刺激的な特集が組まれ、ISH の学
会誌である International Journal of Clinical and
Experimental Hypnosis でも一方の領域だけにとどまらず、
基礎と臨床が融合した興味深い論文が次々と公刊されて

早いもので、倫理委員会の長として任命を受けてから約
1 年半を経過しています。この間、会員の皆さまからも、
学会からも特に、倫理関係の解決困難な事案が挙がってき
たことはなく、少しほっとしています。東京銀座で開業さ
れている弁護士の先生（ｺﾓﾝｽﾞ綜合法律事務所

桃谷

恵

弁護士）を本学会の顧問としてお願いして、事案が挙がっ
てきたら、いつでも相談できる体制を作りましたので、大
変心強く思っています。私は開業の傍ら、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとい
う仕事にも 30 年近くにわたって従事してきましたが、勤
務している学校の先生方から「実際に相談しに行かなくて
も、いつでも何かあったら、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰに相談できると思
うだけで、大変心強い」という言葉を頂くことがよくあり
ます。それと同様に、いつでも法律的な問題その他が生じ
たときに、法律の専門家に相談できると思うと、実際に相
談する機会がなかったにせよ安心していることができま
す。現在、日本も欧米と同じように、もめごとが生じたと
きに、訴訟問題に発展することが少なくない時代となりま
した。今後も引き続き、臨床活動の中で会員の皆さまが
様々なﾄﾗﾌﾞﾙや危機に直面した時にはご遠慮なく、ご相談
頂ければと思います。会員の皆さまが安心で安全に研修を
受けることができるように、また、学会活動を行うことが
できるようにﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟをさせて頂きたいと思います。今や、
本学会をここまで築いて下さり、長年にわたり、ご指導を
仰いできましたﾏｽﾀｰ･ﾋﾌﾟﾉｼｽﾄ

の先生方もご高齢になら
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れました。今後、しっかりとその意志や役割を引き継いで、

のは時代を超えて貴重な素晴らしいことだと思います。私

学会を盛り立てていかなければならないという思いを強

自身、催眠を心理臨床に生かすようになってからは一段と

くしています。この伝統のある、日本催眠医学心理学会と

早く確実にｸﾗｲｴﾝﾄさんの回復を助けられるようになり、自

いう土壌で長年培われてきた貴重な催眠についての技能

信を持ってこの仕事に携わる事ができるようになりまし

や、心理臨床の方法論を若い臨床家にしっかりと伝承して

た。今後は、その恩返しも含めて、後輩の皆さまが臨床に

いく事が、今後の重要な課題であると思われます。催眠や

催眠を生かせるような、お手伝いをさせて頂ければと思っ

心理臨床の技法が脈々と、未来に受け継がれていくという

ています。

編集後記
今回は、第 61 回催眠医学心理学会、研修会、総会の総括の号として企画されました。大会長の楠本恭久先生には大会
の主催者側の総括を、金子栄美、小松竜平、立石紀昭

各先生には研修会並びに総会を受講しての感想文を書いて頂きま

した。また、第 60 回大会で創設され、今回初めてﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝに選考された長谷川千洋先生には、受賞しての感想文
を書いて頂きました。福井義一研究委員長には催眠研究の勧めについて、阿部真里子倫理委員長には委員長に就任しての
決意を書いて頂きました。今回笠井理事長の突然の辞任後の混乱を避ける為、急遽理事により互選された井上忠典先生に
は、理事長就任に当たっての決意を述べて頂きました。皆様、お忙しい中、原稿を書いて頂き、本当に有難うございまし
た。しかしながら、原稿執筆を快諾しておきながら、何度ﾒｰﾙを差し上げてもお返事と原稿が頂けなかった役員がいたこ
とは誠に残念に思います。今後も会員の皆様、当学会の発展の為宜しくお願い致します。
（編集：飯森洋史）

