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 （催眠技法研修会・学術大会）
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 いわき明星大学 心理相談センター

後　援◆いわき市医師会
共　催◆いわき明星大学

The 54th Meeting of
The Japanese Society of Hypnosis



The 54th Meeting of

The Japanese Society of Hypnosis

日本催眠医学心理学会
第54回大会プログラム

大会
テーマ 催眠 ― 心身一如の再考 ―

学会主催催眠技法研修会 11月1日土～2日日
第54回学術大会 11月2日日～3日 祝・月

 於  ◆ いわき明星大学
後援 ◆ いわき市医師会
共催 ◆ いわき明星大学



ご　挨　拶

日本催眠医学心理学会第54回大会
大会長・大会準備委員長

吉川　吉美　（いわき明星大学心理相談センター長）

　歴史ある日本催眠医学心理学会のいわきでの開催を心より歓迎し、また光栄に思います。

本大会会場であるいわき市は福島県の太平洋側最南端に位置し、いわき沖は黒潮と親潮が

ぶつかり合う潮目でもあります。はっきり分け隔てることのできない大海の中にある二つ

の潮流がぶつかり合うこのいわきの地で、催眠学という大海の中にある「こころ」と「か

らだ」の関係、一体性と、その狭間の深みを見てみようとの思いを込め、本大会のテー

マを「催眠 －心身一如の再考－」と設定いたしました。

　本学会では、これまでにも「こころ」や「からだ」にまつわる様々な議論がなされて

きました。医学においても心理学においても、長年の間「こころ」と「からだ」は切り

離されるようにして議論されることが多かったことへの反省が、年々高まってきているよ

うです。そこで、本大会では、本学会の日本の心理学界屈指の長きにわたる活動の歴史を

もう一度振り返りながら、「心身一如」を再考していきたいと考えます。

　ひとが生きるという活動の複雑さが如実に感じられるのが催眠学の面白さでありましょ

う。本学会を通して、ご参加の皆様方の活動の視野がさらに広がり、ひととひとのつなが

りが生まれ、学びの糧がそれぞれの現場に生かされていくことを願っております。

　一同、充実した大会になるよう準備運営を進めてまいりますが、至らぬところがござい

ましたら、スタッフにご遠慮なくお申し付けください。

　秋のいわきは透き通るような青空の晴天が続き、すがすがしさで一杯です。どうぞ、秋

の空気と秋刀魚をはじめとした海の幸を堪能し、心身を満たしお帰りください。
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■会　場：いわき明星大学　
〒970-8551 福島県いわき市中央台飯野５－５－１

いわき駅まで

■バス・自動車でのアクセス

・高速バス………東京駅･八重洲南口➡いわき駅（常磐自動車道経由）　［3時間］ 
※東武バスホームページにて時刻表等詳細を確認できます。
　http://www.tobu-bus.com/pc/kousoku/10.html

・自動車 …………常磐自動車道　三郷I.C. ➡ いわき中央I.C.（175km）　［2時間20分］ 

・高速バス………仙台駅東口➡いわき中央I.C.（東北･磐城自動車道経由）　［2時間40分］  
・自動車 …………東北自動車道　仙台南I.C. ➡ 磐越自動車道　郡山JCT ➡

いわきJCT ➡ いわき中央I.C.（182km）　［2時間20分］ 

・高速バス………郡山駅➡いわき駅（磐越自動車道経由）　［１時間30分］  
・自動車 …………磐越自動車道　郡山東I.C. ➡ いわき中央I.C.（68km） ［１時間］ 

東京から

仙台から

郡山から

東京から

仙台から

郡山から

■鉄道でのアクセス

・JR常磐線 （特急スーパーひたち）
　 ……上野駅➡いわき駅　［2時間6分］ 

・JR常磐線 （特急スーパーひたち）
　 ……仙台駅➡いわき駅　［1時間59分］ 

・JR磐越東線 （快速あぶくま）
　 ……郡山駅➡いわき駅　［１時間31分］

※列車ダイヤは変更になる場合があります。
最新の時刻表はJR各社でご確認ください。

　〈参考〉JRサイバーステーション  
　http://www.jr.cyberstation.ne.jp/

仙 台山 形

米 沢

相 馬

浪 江

福 島

福 島 県

JR仙山線

JR磐越西線

JR上越新幹線

JR磐越東線

J
R
常
磐
線

J
R
常
磐
線

JR東
北本線

東北新
幹線

JR奥羽本線
山形新幹線

郡 山
会津若松新 潟

高 崎
宇都宮

水 戸

いわき

東京圏内

福島空港

交通のご案内
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■自動車で …………国道49号 ➡ 平バイパス➡国道6号バイパス経由　［約30分］ 
※正門からお入りになり、来客・教職員駐車場をご使用ください（駐車料無料）。

■タクシーで………駅前にて「いわき明星大学正門前」と指定してください。　［約15分］

■バスで ……………いわき駅前バス 6番のりば（駅前のマクドナルド前）より　［約20分］ 
「明星大正門前」(下車すぐ)もしくは「中央台北中」(下車徒歩5分)で下車

●明星大学・中央台鹿島経由「いわきニュータウン」行き➡明星大正門下車
●高専前・明星大経由「いわき光洋高校」行き➡明星大正門下車
●鹿島SC経由「小名浜」又は「中央営業所」行き➡中央台北中下車
●飯野二丁目・中央台鹿島経由「いわきニュータウン」行き➡中央台北中下車
※次頁の時刻表をご活用ください。　

いわき駅から

49

6

6

至郡山・新潟

至
水
戸・東
京

至水戸・東京
勿来I.C.

至小名浜

至
相
馬・仙
台

いわき中央I.C.
JR磐越東線

平
バ
イ
パ
ス

県
道
小
名
浜
・
平
線

バ
イ
パ
ス

JR常磐線

常磐自動車道JCT

至郡山

21世紀の森公園

県立いわき公園

運動
公園

いわき駅

市民会館
●市役所●

ENEOS S.S.――●

福島高専●

マ
ル
ト
●

中
央
台
　
　

北
中
学
校
●

●―消防署

●

●

●
セブン・イレブン

●
セブン・イレブン

　ラパーク
●いわき

●平工業高校
八ツ坂トンネル

シュテルン
いわき

モトーレン
アイ＆エフいわき店

ココス●
ガスト●

いわき
明星大学

交通のご案内
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バス時刻表

11月1日土

11月2日日～ 3日 祝・月

出　発 降車停留所
いわき駅 中央台北中 明星大正門
10：05 10：20 10：22
10：30 10：45
11：00 11：15
11：25 11：41
11：45 12：00
12：15 12：30 12：32
12：30 12：45
12：50 13：05
13：10 13：25
13：30 13：45
13：55 14：11 14：13
14：10 14：25
14：30 14：45
14：50 15：05
15：05 15：20
15：20 15：35
15：40 15：56
16：05 16：21
16：25 16：41
16：40 16：56
17：10 17：29
17：25 17：44
17：35 17：53
18：05 18：21
18：25 18：41

出　発 降車停留所
いわき駅前 中央台北中 明星大正門
 8：20  8：33 8：35
 9：05  9：18
 9：15  9：28
 9：45  9：58
10：30 10：43
11：10 11：23
11：30 11：43
12：00 12：16
12：25 12：38
13：00 13：13
13：20 13：33
13：50 14：03
14：05 14：21
15：05 15：18
15：35 15：50
15：50 16：07
16：10 16：25
16：30 16：45
17：10 17：25
17：30 17：45
17：50 18：07
18：20 18：34
18：40 18：57

出　発 降車停留所
明星大正門 中央台北中 いわき駅

13：21 13：23 13：45
13：46 14：12
14：32 14：55

14：46 14：48 15：10
15：07 15：30

15：16 15：18 15：40
15：32 15：55
16：08 16：30

16：36 16：38 17：00
　 17：09 17：40

　　　 17：18 17：40
17：49 17：51 18：15
18：19 18：21 18：45
19：04 19：06 19：30
　 19：28 19：54

20：14 20：16 20：40
　 21：18 21：35

※ バス停中央台北中 ⇔ 明星大学の所要時間は徒歩 5分
ほどです。

出　発 降車停留所
明星大正門 中央台北中 いわき駅

 9：15  9：35
 9：56 10：15
10：21 10：43
10：31 10：50
10：56 11：15
11：21 11：40
11：41 12：00
12：21 12：40
13：01 13：20
13：21 13：40
13：46 14：08
14：21 14：45
14：56 15：22
15：21 15：40
16：26 16：52
16：46 17：05
17：07 17：37
17：42 18：12
18：11 18：35
19：06 19：27
19：26 19：48
21：00 21：18
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学友会部室

薬用植物園

学習センター

テニスコート
振動・制御
実験センター

科学技術系館

児玉記念講堂

来客・教職員駐輪場

図書館

体育館

人文系館

薬学部棟

西 門

北 門

南 門

正 門

バス停
来客・教職員駐車場

バス停
「明星大正門」

バス停「中央台北中」
次の交差点角にあり

いわき駅方面

駐輪場（バイク120台）

駐輪場（バイク90台）

人文系館別館（実験棟）

インフォメーションセンター

駐輪場（自転車600台）

陸上競技用グラウンド
大地震・地震警戒宣言時
の構内避難集合場所

第2学生駐車場（160台）

ＡＶ大講義室

講義館

本 館

厚生館（学生食堂）

地域交流館
（心理相談センター）

BA

C

D

E
地域交流館
（心理相談センター）
※大会本部
●催眠技法研修会
●ワークショップ
●理事会

本　館
（1F 教員談話室）
●懇親会
●企業展示スペース

講義館（1F～ 3F）
●研究発表
●総　会

ＡＶ大講義室
●対談講演　
●理事長講演
●シンポジウム

ご来場の際には
ここからお入りになると
便利です。

キャンパス案内図
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11月1日土 11月2日日 11月3日月
9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

 12：00～ 地域交流館
　 １F

研修会受付開始

 9：00～12：00 地域交流館

催眠技法研修会
①初級・入門コース

［３F プレゼンテーション室］

②初級・基礎コース
［３F 学友会室］

③初級・実験コース
［２F GSV室］

④中級コース
［１F グループ面接室］

 9：00～9：40 講義館 ２F
  204・205
研究発表A（演題A１～A２）

 9：45～10：25 講義館 3F
  301・302・303
研究発表B（演題B１～B３）

 10：30～11：10 講義館 ２F
  201・204・205
研究発表C（演題C１～C3）

 11：15～11：55 講義館 3F
  301・302・303
研究発表D（演題Ｄ１～Ｄ3）

 12：00～13：00 AV大講義室

理事長講演
催眠ブリーフセラピーの可能性

 12：00～14：00 講義館１Ｆ
  102教室

昼　食

 16：30～19：00 AV大講義室

対 談 講 演
(一般公開）

生きているということを
考える：

催眠学を視座にして

 19：30～21：00 本館 １F
  教員談話室

懇　親　会

 13：00～19：00 地域交流館

催眠技法研修会

①初級・入門コース
［３F プレゼンテーション室］

②初級・基礎コース
［３F 学友会室］

③初級・実験コース
［２F GSV室］

④中級コース
［１F グループ面接室］

 19：15～21：00 地域交流館
　 ２F ISV室

理　事　会

E

E

E C

C

C

C

C

B

B

D
E

会　場

AV大講義室

講 義 館

本 　 館

地域交流館

注）
ISV室＝個人スーパービジョン室
GSV室＝
グループスーパービジョン室

◎各会場の場所は、キャンパス案
内図を併せてご参照ください。

B
C
D
E

　　昼　食 講義館１Ｆ
  102教室

C

 14：00～16：20 地域交流館

ワークショップ
①自律訓練法実習
［３F 学友会室］

②催眠学研究の現在
［３F プレゼンテーション室］
③催眠誘導を考える
［２F GSV室］

E

E13：00～ 地域交流館
 １F

大会受付開始

 14：00～16：00 AV大講義室

シンポジウム

催眠の発展を探る：
心身一如の観点から

B

C 13：30～14：00 講義館１Ｆ
  102教室　　総　会

大会スケジュール
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E 地域交流館

受 付

3F

2F

1F ３階学生エリア
エントランス

心理相談センター
エントランス

多目的ホール

吹抜

吹抜

大学院生室 大学院
図書室

控室・応接室
心理相談
センター長室

個人スーパー
ビジョン室

グループスーパービジョン室

プレゼンテー
ション室

地域交流室学友会室産学連携
研究センター

ボランティア
ビューロー室

風除室
上部

倉庫

プレイルーム２

グループ面接室器具室 受付・
事務室

観
察
室
２

観
察
室
１

面
接
室
３

面
接
室
２

面
接
室
１

外
来
待
合
室

イ
ン
テ
ー
ク

面
接
室

プレイ
ルーム１

理事会

催眠技法研修会③
ワークショップ③

催眠技法研修会②
ワークショップ①

催眠技法研修会①
ワークショップ②

催眠技法研修会④

会場のご案内
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B C 講 義 館

3F

2F

1F

304
講義室

30５
講義室

30６
講義室

30７
講義室

大学院図書室へ続く➡

本館２Ｆへ続く➡

本館１Ｆへ続く➡

30３
講義室

30１
講義室

30２
講義室

２04
講義室

２0５
講義室

２0６
講義室

２0７
講義室

１０５
講義室

１０６
講義室

コンピュータ
自習室Ⅱ

２0１
講義室

１０２講義室
ＡＶ大講義室

用務
員室倉庫

準備室

２0２
講義室

研究発表 Ｂ・D

研究発表 A・C

講　演
シンポジウム

総会会場・休憩所

B

インターネットスペース

発表者・座長打ち合わせ会場
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催眠技法研修会参加者へのご案内（学会研修会担当より）

・ 研修会は、事前予約制（申し込み〆切：10月10日）です。当日の参加お申込みはご遠慮
いただきますのでご了承ください。

・ 研修会講師の先生方は、打ち合わせ会を行いますので、12時に本館（キャンパス案内図 D）
1F教員談話室にお集まりください。打ち合わせ時に昼食の用意を致します。事前に出欠
の有無を10月20日までに研修会担当者である長谷川明弘（hasegw_a@neptune.kanazawa-
it.ac.jp）までお知らせください。

・ 初日（11月1日）、参加者は、各自昼食をお済ませになってお越しください。

・ 地域交流館（キャンパス案内図 E）1Fエントランスに、受付を設置します。
 11月1日 （土） 研修会参加者用受付 12：00～14：00

 2日 （土） 研修会参加者用受付 8：30～10：30

　　　 参加者の皆様は、研修会両日ともに、朝の開始時間10分前までに受付を済ませてくだ
さい。初日は、受付を経て3Fプレゼンテーション室にお集まりください。研修会2日目は、
直接コース別の会場へお越しください。研修会を時間どおりに運営できるよう、ご協力
をお願いします。なお、両日ともに受付にて出席届けをされませんと研修修了証明書が
発行されませんのでご注意ください。

・ 研修総時間数は、8.5時間、理論分野4.0ポイント、実技分野4.5ポイントが付与されます。

・ 研修会開始時から終了時までの全ての課程への参加をもって研修修了証明書の発行とな
ります。1日だけの参加など、部分参加での修了は認められません。研修会2日目の全
体討論の際に配付場所をお伝えいたします。

・ 研修会期間中は、クロークを設けません。貴重品の管理は責任を負いかねますので、ご
自身での保管をお願いします。お荷物は会場にそのままお持ちになって結構です。館内
ではエレベーターをご利用いただけます。個別のご事情がおありの場合には、受付にて
ご相談ください。

・ 配付資料は参加者分しか用意しておりません。他のコースの資料を持ち帰るのはご遠慮
ください。

・ 研修会での録音・ビデオ撮影などの記録は主催者（ならびに講師）が行うものを除き、
ご遠慮ください。
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13：00～13:10
（10分）

13：10～14:40

（90分）

14：50～16:20

（90分）

16：30～19:00

（150分）

9：00～11:00

（120分）

11：10～11:50
（40分）

11：50～12:00
（10分）

14：40～14:50

16：20～16:30

11：00～11:10

11月1日土

11月2日日

《催眠の初歩》

初級・入門
３F：プレゼンテーション室

《催眠が使える》

初級・基礎
３F：学友会室

《催眠の実験適用》

初級・実験
２F：GSV室

《催眠を使いこなす》

中　級
１F：グループ面接室

オリエンテーション　（全受講者、３Fプレゼンテーション室にて）

全 体 討 論 （全受講者、３Fプレゼンテーション室にて）

今後に向けて (修了式に代えて)

休　　憩

休　　憩

休　　憩

事 例 検 討 （質疑応答など）
（全受講者、３Fプレゼンテーション室にて）
事例提供者：長谷川明弘(金沢工業大学)

「社会不安障害に対する催眠療法的アプローチ」
指定討論者：森山　敏文、宮田　敬一 ／司会：井上　忠典

【A-1】講　義

催眠の
基礎理論と倫理
笠井　　仁

【B-1】講　義

催眠の
臨床適用と倫理
鶴　　光代

【C-1】講　義

催眠の
実験適用と倫理
斎藤　稔正

【D-1】講義＆実習

臨床技法の
相互研修
森山　敏文
阿部真里子

【A-2】実　習

催眠の
基礎・導入
笠井　　仁
長谷川明弘

【B-2】実　習

種 の々
誘導技法
宮田　敬一
窪田　文子

【C-2】講義＆実習

実験催眠の
実際

田中　新正
松原　　慎

【D-2】講義＆実習

臨床適用の
工夫・コツ Ⅰ
松木　　繁
飯森　洋史

【A-３】実　習

基礎的な
誘導技法
鶴　　光代
窪田　文子

【B-３】講義＆実習

自律訓練法の
実際

佐々木雄二
笠井　　仁

【C-３】講義＆実習

実験研究の
紹介と実習
田中　新正
清水　貴裕

【D-３】実　習

臨床適用の
工夫・コツ Ⅱ
松木　　繁
長谷川明弘

研修会プログラム
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参加者へのご案内

受付・クローク
・ 地域交流館（キャンパス案内図 E）1Fエントランスにて、下記時間帯に受付を設置します。　　
 11月1日 （土） 研修会・大会参加者用受付 12：00～14：00
 11月2日 （日） 大会のみの参加者用受付 13：00～15：00
 11月3日 （祝・月） 大会のみの参加者用受付  8：30～13：00

  上記以外の時間帯での受付の際には、大会本部（地域交流館1F心理相談センター事務室）まで
お立ち寄りください。

・ 参加者の皆様は、会場到着時にまず受付にて手続きをお済ませください。会期中は、大学構内移動時、
常に受付にて渡されたネームプレートを着用していただけますようにお願いします。

・ 参加費にはプログラム抄録集1部が含まれます。プログラム抄録集のみの個人販売は受け付けてお
りませんのでご了承ください。

・ 大会参加費一覧

費　用 払込者 料金（円）
予約参加 当日参加

大会参加者

正・準会員 8,000 9,000

非会員 9,000 10,000

大学院生会員 1日：3,000 全日：5,000 1日：4,000 全日：6,000

学部学生当日会員 1日：3,000 全日：5,000

懇親会
会員・一般 5,000

院生・学部学生 3,000

催眠技法研修会

会員・一般 25,000

当日申込受付はなし院生・学部学生 20,000

非会員 27,000

弁当代 予約申込者のみ 1日分：700

・ 学術大会期間中（2日～3日）は、地域交流館（キャンパス案内図 E）1F大会本部にクロークを設置
いたしますのでご利用ください。ただし、貴重品の紛失・盗難には責任を負いかねますので、必ず
ご自身で管理をお願いします。

メッセージボードについて
・ 会期中の参加者呼び出し等には原則として応じかねますのでご了承願います。会期中は、地域交流
館（キャンパス案内図 E）1F大会本部付近にメッセージボードを設置いたしますので、参加者各位
の伝言板、研修機会情報の告知等にご活用ください。

・ 緊急連絡等のご事情が発生した際には、大会本部にてご相談ください。
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飲食・休憩所
・ 学術大会期間中（2日～3日）は、厚生館（キャンパス案内図 A）内コンビニエンスストア（セブン・
イレブン）が下記日程にて営業しておりますのでご利用ください。学生食堂は休日につき営業して
おりません。

・ 学術大会期間中（2日～3日）は、講義館1F 102教室（キャンパス案内図 C）を休憩所としてご用意
しています。お茶などもご用意いたしておりますので、飲食スペースとしてご利用ください。

・ あいにく、学外の徒歩移動圏内には、会期中営業している飲食店がほとんどありません（受付にて
配布の「周辺マップ」参照）。事前予約のお弁当のお申込みは、10月25日まで〆切を延長してお受
けいたしますので、ご検討ください。

喫煙所
・ 大学構内は、下記の指定された3箇所以外は終日禁煙となっておりますのでご協力ください。

 （学内喫煙所） 地域交流館（キャンパス案内図 E）　エントランスを出た塀の裏スペース
   講　義　館（キャンパス案内図 C）　前広場ベンチ付近
   本　　　館（キャンパス案内図 D）　1階

理事会について
・ 11月1日（土）19時15分より、地域交流館（キャンパス案内図 E）2階個人スーパービジョン室
（ISV室）にて理事会を開催いたします。理事の方は必ずご出席ください。

総会について
・ 11月3日（祝・月）13時より、講義館（キャンパス案内図 C）1F 102教室にて総会を開催いたしま
す。学会員の方はご参席ください。なお、飲食をしながらご参加いただけます。

宅急便・コピー・インターネットのご利用について
・ 厚生館内（キャンパス案内図 A）セブン・イレブンにて、宅急便の発送や資料のコピーを行うこと
ができます。セブンイレブンの営業時間は、以下のようになっています。終日営業ではございませ
んので、お間違えのないようご利用ください。なお、学外徒歩5分の距離にも、セブンイレブンが
あります。詳しくは、受付にて配布している周辺マップをご参照ください。

 セブンイレブン営業時間： 11月1日（土） 8：00～16：00
  11月2日（日）～3日（祝・月） 8：00～14：00

・ 学術大会期間中（2日～3日）は、講義館2F コンピュータ自習室Ⅱ（キャンパス案内図 C）にて、
インターネットのご利用ができます。教室内では飲食禁止ですので、ご協力願います。

託児室
・ 小学校6年生までのお子様のために、心理相談センタープレイルームをご用意いたします。いわき
明星大学心理相談センターのスタッフがお子様の託児を担当させていただきます。ご利用希望の方
は10月20日までに準備委員会事務局までお申込みください。
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 大会当日までのお問い合わせ・連絡先 
　1）大会に関して
 第54回大会準備委員会事務局
 　いわき明星大学心理相談センター （いわき明星大学地域交流館内）
 　　TEL：0246‒29‒7837／ FAX：0246‒29‒7841
 　　Mail： m‒health@iwakimu.ac.jp

　2）技法研修会に関して
 長谷川明弘（学会主催研修担当者）
 　金沢工業大学カウンセリングセンター　
 　〒921‒8501　石川県石川郡野々市町扇が丘7‒1
 　　TEL：076‒294‒6492／ FAX：076‒294‒6731
 　　Mail：hasegw_a@neptune.kanazawa-it.ac.jp

 会期中のお問い合わせ・ご相談窓口 
　　地域交流館1F心理相談センター事務室（キャンパス案内図 E）に大会本部を設置します。

研究発表者、および司会・座長の方々へのご案内

① 発表機材等
 ・ 会場で使用できるパソコンは、Windows のみとなります。Macintosh 仕様のものはご利用にな

れませんのでご注意ください。

 ・ 発表用データは、USBフラッシュメモリーまたはCD‒ROMに保存してご持参ください。

懇親会へのお誘い

・ 11月2日の19時30分より、本館1階教員談話室にて開催します（会場変更になりました）

・ いわきならではの豊富な海の幸をふんだんに使った数多くのおいしい品々を用意いたし
ております

・ 当日参加も受け付けておりますので、万障お繰り合わせの上、ふるってご参加ください。
ただし、人数には限りがありますので、できるだけ事前にお申込いただくことをお勧め
いたします

・ 当日参加をご希望の方は、懇親会受付にて参加費をお支払いください

・ 懇親会終了時には、いわき駅までの無料バスをご用意いたします。ご利用については、
会中にアナウンスいたします
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 ・ アプリケーションはMicrosoft Offi  ce 2007、Windows 版 Power Point2003以降でご作成ください。
それより古いバージョンでの作成は、映像に支障をきたしますので、ご遠慮ください。

 ・ 発表機材は、PCプレゼンテーション（1面映写）のみといたします。

 ・ 発表中の画像操作は、演台に置かれたモニターを見ながらご自身でマウスを操作して画面を進
めていただきますのでご了承ください。

② 配布資料
 〈 研究発表者各位 〉
 ・ 資料は、各40部をご自身で用意の上、ご持参ください。なお、資料の残部については各自でお

持ち帰りくださいますようお願いします。

 〈 ワークショップ・シンポジウムの話題提供者、および対談講師各位 〉
 ・ 配布資料がある場合には、開始30分前までに受付係員にお渡しください。準備委員会でコピー・

配布いたします。なお、資料の残部については、お申し出がない限り準備委員会にて会期終了
時シュレッダー処分いたします。

③ 打ち合わせ・当日準備
 〈 研究発表者、座長各位 〉
 ・ 発表当日は、セッション開始30分前から10分前までに会場にて動作確認をお願いします。

 ・ 発表当日は、発表時間の開始10分前までに会場にお集まりください。

 ・ 研究発表の1人の持ち時間は40分です。セッションでの進行の詳細（発表時間、質疑応答時間
の配分等）は自由です。スムーズな進行と活発な討議のために、座長の方との事前の打ち合わせ
をお願いします。

 ・ 座長との打ち合わせの場所として、講義館（キャンパス案内図 C）2F 202講義室を終日開放して
いますので、ご使用ください。目安として発表時間の30分前までの顔合わせをお勧めいたします。

 ・ 配布資料がある場合には、用意されたものを開始前に会場係員にお渡しください。

 〈 ワークショップ・シンポジウムの司会、話題提供者、および指定討論者各位 〉
 ・ 当日の昼食時間に、本館3F来賓室にて打ち合わせをいたしますので、お越しくださいますよう

お願いします。

④ 発表の変更と取り消し
 ・ 発表題目や発表者氏名の変更は、原則として受け付けません。プログラムに掲載されている発

表者が不測の事態により欠席せざるを得ない場合、会期前は大会準備委員会事務局に、会期中
は大会本部にご連絡ください。

 ・ 連名発表で責任発表者が欠席の場合には、大会委員長の承認を得た場合に限り、連名発表者1
名の代行をみとめます。

 ・ 発表取り消しになりましてもその後のプログラムの開始時間の繰上げは行いませんのでご留意
ください。
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研究発表プログラム

A-1 会場：204講義室 座長：阿部真里子（阿部真里子臨床心理オフィス）

  催眠療法と動作療法の併用で流涎、嚥下困難、奇異な動作等の症状が改善した 
統合失調症の一例
○山口　久恵1）、川嶋　新二1, 3）、飯森　洋史1, 2）、宮田　敬一1, 4）

1）国際心理社会実存医学研究所、2）飯森クリニック、3）東京医大霞ヶ浦分院、 
4）大阪大学人間科学部

A-2 会場：205講義室 座長：井上　忠典（東京成徳大学）

 医療費削減に貢献する催眠技法の一考察
○原　　聡子
埼玉県非常勤職員

B-1 会場：301講義室 座長：西田　紘一（日本歯科大学附属病院）

 わが国の戦後催眠研究の動向
○金子　　優1）、笠井　　仁2）

1）日本産業カウンセラー協会北関東支部、2）静岡大学人文学部

B-2 会場：302講義室 座長：中島　　央（熊本県精神保健福祉センター）

 試験恐怖に対する催眠療法加療中に自発的に禁煙に至った一症例
○川嶋　新二
東京医科大学霞ケ浦病院、国際心理社会実存研究所

B-3 会場：303講義室 座長：楠本　恭久（日本体育大学）

 自律訓練法上級練習におけるイメージの継時的変化
○鈴木　常元
駒澤大学文学部

C-1 会場：201講義室 座長：清水　貴裕（秋田大学教育文化学部）

 トランスの言葉と覚醒の言葉：臨床催眠における暗示の機能
○笠井　　仁1）、武内　祐子2）

1）静岡大学人文学部、2）NTT東日本関東病院
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C-2 会場：204講義室 座長：宮崎　　昭（山形大学大学院教育学研究科）

 催眠療法により短期間で改善した社会不安障害の一例
○飯森　洋史1, 2）、山口　久恵1）、川嶋　新二1, 3）、宮田　敬一1, 4）

1）国際心理社会実存医学研究所、2）飯森クリニック、3）東京医大霞ヶ浦分院、 
4）大阪大学人間科学部

C-3 会場：205講義室 座長：星野　公夫（沖縄国際大学綜合文化学部）

 ボディワーク体験によるトランス状態と心身への気づきに関する事例的検討
○高柳　茂美1）、松原　　慎2）

1）九州大学健康科学センター、2）新日鐵八幡記念病院

D-1 会場：301講義室 座長：今野　義孝（文教大学人間科学部）

  成人愛着スタイルと解離的体験、心理的健康の関連について 
― クラスタ分析によるサブタイプ抽出の観点から ―
○福井　義一
東海学院大学

D-2 会場：302講義室 座長：日野　宜千（栃木県カウンセリングセンター）

  クライエントの語る理想像を利用した催眠下エンパワーメント法について 
～不登校児童の事例から～
○秋山　邦久1）、石渡　淳嗣2）

1）文教大学人間科学部、2）聖徳大学大学院臨床心理学研究科

D-3 会場：303講義室 座長：大山みちこ（武蔵野大学人間関係学部）

 催眠面接によるトラウマ・ワークの臨床実践 ― Emotional Balloon Techniqueの活用 ―
○星　　健彦1）、飯森　洋史1， 2）、宮田　敬一2， 3）

1）飯森クリニック、2）国際心理社会実存医学研究所、3）大阪大学人間科学部



抄　録

対 談 講 演

理 事 長 講 演

シンポジウム

ワークショップ
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生きているということを考える：催眠を視座にして

司　会：鶴　　光代（跡見学園女子大学）

対談者：成瀬　悟策　九州大学名誉教授・吉備国際大学教授
　　　　内藤いづみ　ふじ内科クリニック 院長

企画趣旨（企画：吉川　吉美／いわき明星大学心理相談センター）

　本学会が発足して半世紀以上が経つが、この間、わが国の人が生きる営みを見つめ支える
仕事や技術は大きな変容と発展を遂げた。しかし現在、人口の少子高齢化や格差社会など、
社会はまた新たな「生きにくさ」を生む局面を迎えている。本学会発足当初と比べれば価
値観の多様性が認められるようになったといえるが、その分、人々の心の中には不安やスト
レス、悩みも増大している。このような現代社会の中で、人が生きるという営みにはどのよ
うな変容が生じているのだろうか。また、人が生きているということの不思議、豊かさには、
どのような普遍性が横たわっているのであろうか。
　本企画では、生きるいのちの豊かな営みの諸側面を見つめ、常に向き合ってこられたお二
方をお招きし、現代を生きていく中で私たちが直面する障がい・病・老いなどについてご対
談いただく。催眠学をより身近な人の営みの1つとして視座にしながら、大会テーマである
「心身一如」の共通認識の下に、「今を生きるいのち」の奥深さ、不思議を存分に語り合っ
ていただき、明日を生きる活力となることを願いたい。
　より多くの方と対談の場を共有するため、一般公開として企画した。

成瀬　悟策 内藤いづみ

岐阜県生まれ。
東京文理科大学心理学科卒業。催眠学、心理学の研
究に従事。独自の研究視点で医学博士を取得。脳性
まひ児への心理リハビリテーション臨床に携わる中、
独自の臨床動作学を生み出すに至る。臨床動作学に
基づく臨床動作法は、「こころ」の世界は「からだ」
を抜きにして捉えきれないということを提言するも
のであり、肢体不自由者だけでなく、精神障がい者、
発達障がい児・者に適用されるなど今なお発展しな
がら、国内外の臨床心理学の中でひときわ異彩を放
ち始めている。
九州女子大学学長を経て、現在、九州大学名誉教授、
吉備国際大学教授。最新著書は『動作のこころ』
など。

山梨県生まれ。
福島県立医科大学卒業後、東京女子医科大学内科等
に勤務。
1986年～92年、イギリスのプリンス・オブ・ウェー
ルズ・ホスピスにて研修を受ける。
1995年、山梨県甲府市にふじ内科クリニックを設
立、院長に就任。現在は、山梨県を中心に在宅ホス
ピス医として活動中。
NPO日本ホスピス・在宅ケア研究会理事。著書に『笑
顔で「さよなら」を』『あなたを家で看取りたい：
安らかで幸せな死を迎えるために』など多数。作
家等著名人との交流も広い。

対談講演（一般公開） 11月2日（日）　16：30～19：00／会場：AV大講義室
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理事長講演 11月3日（祝・月）　12：00～13：00／会場：AV大講義室

催眠ブリーフセラピーの可能性

司　会：荒　　征文（いわき明星大学大学院）

講　師：宮田　敬一　大阪大学人間科学部

【プロフィール】
1977年 九州大学大学院博士課程中途退学 

1986～1987年 ワシントン家族療法研究所に留学
  ジェイ・ヘイリー（Jay Haley）、クロエ・マダネス（Cloe Madanes）夫妻と共に、

ストラテジックアプローチの研究に従事し、本格的にエリクソン派の訓練を受けた。
  帰国後、日本に初めてミルトン・エリクソン（Milton Erickson）を紹介。

1995年～2001年 新潟大学教授

2001年～2005年 お茶の水女子大学教授 

2005年～現在 大阪大学大学院人間科学研究科教授 
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シンポジウム 11月3日（祝・月）　14：00～16：00／会場：AV大講義室

催眠の発展を探る：心身一如の観点から

司　会：星野　仁彦（元 福島学院大学）

1　松原　　 慎　新日鐵八幡記念病院心療内科

［ 医療の現場から：心身統一から心身調整へ ］

　池見酉次郎が日本の医学部に初めて心身医学の講座を開設したのは、1951年のことであ
る。その講座は最初は精神身体医学、後に心身医学、1953年には心療内科として発展する
ことになる。心身医学の黎明はまさに催眠によって作られたと言って良く、ウルシとハゼの
かぶれが微量物質ではなく、暗示によることの証明1）や、ストレス面接で胃・腸が収縮する
レントゲン透視像の開示2）などを次々と発表し、心身医学が興味深い学問であることを発信
してきた。教室からも前田重治、栗山一八など優れた臨床家を排出し、心理学の成瀬悟策一
門と並んで、九州大学の心療内科は催眠のメッカという一時代があった。しかし、その後、
池見は自律訓練学会を創設し、心身医学の三本柱3）を、自律訓練、交流分析、行動療法と言
い遺して去ってしまった。この遺訓は今でも心身医学において重要視されており、ともする
と催眠否定、自律訓練法推奨とも取られがちな文脈となっている。ゆえにその後、九大の心
療内科教室には催眠を真剣に臨床応用したり研究したりしようという者が殆ど絶え、筆者入
局時は非常勤講師をたまに招くという寂しい状態であった。
　ところが、その後の10年で状況はかなり変化した。翻訳や研修会によるエリクソン催眠
の本格的輸入や福岡催眠療法研究会や他の学会などによる学会認定研修機会の増加により、
普及機会が飛躍的に伸びた。さらには、本学会でも49回大会でメリーランド大学の大谷彰、
50回大会ではついにエリクソン財団の J. K. Zeig を招待し、本格的に最新の知見を取り入れ
ようとする動きが出て来、日本の催眠界は活力を取り戻しつつある。
　そのような普及と学びの中から、九州大学心療内科でも第49回大会が開催されるなど、
極めて久しぶりに催眠に光が当たった。その中で筆者は地道に心身医学における催眠に取り

シンポジスト： 1 松原　　慎　新日鐵八幡記念病院 心療内科
  「医療の現場から：心身統一から心身調整へ」

 2 田中　新正　大分大学教育福祉科学部

  「心理臨床における催眠体験」

 3 白石　　豊　福島大学人間発達文化学類

  「ヨーガセラピー：そのスポーツへの応用」

指定討論者：藤原　勝紀　京都大学名誉教授・放送大学京都学習センター 所長
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組んできた。
　催眠を再考するにあたり、心身一如の視点から医療現場を鑑みると、果たして現代の催眠
は、黎明期に比べてどう変わったのだろうか。
　本シンポジウムでは、心療内科における重要な心身症である過敏性腸症候群（以下 IBS）
のエビデンスと実際4）などとともに、現在、徐々に見直されつつある心身医学領域での催眠
に触れてみたい。
　医学研究のエビデンスの面からは IBSはWhorwell らマンチェスターグループの知見が
蓄積している。これについては当日触れる。
　IBSにおける一つの有効な自己催眠法として、数年前から筆者の提唱している「あるがま
ま」自己催眠法がある5）。S. Lanktonの漏斗誘導6）を日本風に改良したもので、あるがまま、
という言葉の中に、森田療法の「あるがまま」を入れている。
　S病院における外来での集団催眠療法の8週間プログラムにおいて、多くの患者の改善が
見られている4）。本シンポジウムでは若干の自験例を示し、その有効性を問い直したい。
　また、筆者は最近、松木の“共有空間としてのトランス”7, 8, 9）に影響され、来談の文脈を
読み取りながら、暗示を組み立てるというスタンスを取る努力を積み重ねる一方、中島の“エ
リクソンの催眠に関するひとつ推理”10）“ブリーフ催眠”11）などにも影響を受けて臨床を行っ
ている。臨床で催眠を始めた頃の、伝統的手法に直接暗示を多用する方法から、エリクソン
の見せた工夫を取り入れる努力をしつつ、上記の影響も受けている。そのため、現在の催眠
の方法は今なお改訂中といえ、毎月のように催眠の方法が変わっていっている。そのような
理由から、現在自分が医療の臨床現場でどのような催眠を用いているか、ということが発表
者自身定義しづらい状況となっている。打ち明けてしまえば、何かをつかみつつあるが、言
語化出来ないもどかしい状態と言える。
　このような状態で、発表を行うことは、発表者として一種の苦しみもある一方で、他のシ
ンポジストや討論者からの示唆が産婆術となって筆者の理解を促進してくれる可能性にも期
待したいと思っている。
　以上の現況を踏まえて、論を重ねるに当たり、現在、一般的に面接の中で気をつけているこ
とは、来談の文脈の読み取りと、治療者からの応答に文脈を編み込もうとする努力であり、伝
統的手続きによる催眠療法を行う前の前催眠暗示の段階で、クライアントの姿勢やファッショ
ン、話題の中の象徴から、連想を行い、連想の中から公約数的に文脈を読み取ろうという努力
である。そのような臨床行為の中で、ひたすら誘導・治療の安全性を高めようとしている。
　連想は主に、力動的であることもあるし、やまとことばの身体言語、いわゆる「からだ
ことば」12, 13）からのものであることもある。やまとことばと力動的連想から、公約数的に安
全性を高める努力をしながら来談文脈を読み取ろうとすると、クライアントの姿勢や動作が、
生き様や悩み方14）、人間関係、さらには解決の仕方と関連しているように多重な解決的メッ
セージとして読み取れる場合があり、暗示の有効性を高めるにはその多重メッセージに対し
て多重に有効なメッセージを送ることが必要だと感じ始めている。それを出来るだけ、暗々
裏に伝達するためには暗示の構成についての工夫が要るであろう。筆者が影響を受けた先達
においてはその確度は精密と言えるが、筆者は模索中である。



抄　録

 研究発表A 11月3日（祝・月） 9：00～9：40／会場：講義館2F

 研究発表B 11月3日（祝・月） 9：45～10：25／会場：講義館3F

 研究発表C 11月3日（祝・月） 10：30～11：10／会場：講義館2F

 研究発表D 11月3日（祝・月） 11：15～11：55／会場：講義館3F
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目　　的
　今日、専門家・学生向けの催眠の入門書
は少なく、興味本位の世俗本やメディアの
ショー催眠術など、誤解や偏見に基づく情
報が氾濫している。また、福来友吉の催眠
心理学（福来、1906）から始まったわが国
の催眠研究の歴史を体系的にまとめた文献
は極めて少ない。さらに、国内最大の和文
の学術論文検索機能を有する国立国会図書
館や学術論文検索（CiNii）には、1995年以
前の催眠関連学会誌の文献情報が僅かしか
登録されていない。わが国で伝統的な催眠
技法がどのようにして成立し、発展してき
たかの学術的な歴史を知ることは、催眠研
究や臨床催眠を学ぶ基礎として重要である
と考える。そこで、第二次大戦後のわが国
の催眠研究について、催眠研究会を経て日
本催眠医学心理学会が設立されてから今日
までの催眠研究の動向を、本学会への投稿
文献を中心に体系的にまとめて、今後の催
眠研究の展望に資する。

方　　法
　国立国会図書館、筑波大学大塚図書館、
駒澤大学図書館などで催眠関連の学術文献
を収集すると共に、関係者からの資料提供
を受けた。
　そして、第二次大戦後、成瀬・竹山・池
見・蔵内・前田らによる初期の催眠研究を
経て、1956年の催眠研究会設立後から今

日までのわが国の催眠研究の動向について、
日本催眠医学心理学会の投稿論文を中心と
して、催眠学講座1巻の天羽の分類（天羽、
1970）を参考に研究領域を次の11分野に
分けて整理し、1956年頃からの研究も含
めて、1950年代から10年単位で分類した
（1950年代は56年から60年まで）。分類
は①催眠の実験・理論、②催眠技法・面接
法、③教育・臨床心理、④内科・心身医学、
⑤産婦人科、⑥歯科、⑦神経症・精神科、
⑧リハビリテイションと動作法、⑨自律訓
練法、⑩人間関係、⑪その他　である。但
し、1956年から60年までは、九州神経精
神医学（九州精神神経学会）や精神分析研
究、精神身体医学を含めており、2000年
以降は、臨床催眠学と教育催眠学研究の掲
載文献も含めている。分類にあたっては、
論文の内容と著者の専門領域・所属機関等
も併せて考慮した。また、本学会大会の発
表演題数の推移を第53回大会まで調べた。

結果と考察
　1956年から2008年までの論文から催眠
研究の動向を分析・分類したものを表1に
示す。さらに、本学会大会の5年毎の発表
演題数の平均値を図1にまとめた。表1及
び図1から1950年代後半以降のわが国の
催眠研究は、概ね次のような道を辿ったと
考えられる。まず催眠研究会が発足して催
眠の科学的研究の助走期間であった50年

○金子　　優1）、笠井　　仁2）

1）日本産業カウンセラー協会北関東支部、2）静岡大学人文学部
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代は、心理学領域では催眠理論・現象に関
する基礎研究が行われ、医学領域では神経
症の治療に催眠療法が用いられていた。60
年代には成瀬・池見らの影響を受けた若手
研究者らも加わって、催眠研究が自律訓練
法の広がりと共に、基礎研究から応用研究
へと向かっていった。そして、70年代は
イメージ療法など臨床心理学領域の研究が

増え始め、心身医学領域などで自律訓練法
をはじめ適用範囲が拡大していった。その
後、70年代半ばから80年代半ばまで、長
期にわたって催眠研究は低迷するように
なった。その中で80年代に入ると、精神
科領域での研究が一段落し、イメージに関
する研究が増えており、臨床心理学領域の
事例研究も増えていった。そして、90年代

表1　わが国の戦後催眠研究の動向（1965～2008）

 年代
研究分野 50～60 61～70 71～80 81～90 91～

2000
2001～
2008 Total

1 催眠の実験・理論 21 14 22 18 52 24 151

2 催眠技法・面接法 2 2 8 9 6 7 34

3 教育・臨床心理 8 5 10 18 14 44 99

4 内科・心身医学 6 15 17 11 2 7 58

5 産婦人科 1 5 1 0 0 0 7

6 歯科 1 3 2 4 1 0 11

7 神経科・精神科 14 7 11 2 5 14 53

8 リハビリテーション 1 2 1 2 3 0 9

9 自律訓練法・自己催眠 1 13 13 11 8 15 61

10 人間関係 1 1 0 0 0 1 3

11 その他 5 4 1 11 23 22 66

Total 61 71 86 86 114 134 552

図1　日本催眠医学心理学会大会の発表演題数の推移
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