
 1

2011 年 8 月 

日本臨床催眠学会第 13 回大会のご案内 
（第 2 号通信） 

 
大会テーマ「臨床催眠、来し方行く末」 
 

 
 

１．開催概要 
（１）会期：2011 年 10 月 8 日（土）～10 日（月・祝） 
（２）会場：東洋学園大学 本郷キャンパス 4・5 号館 

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-26-3 東洋学園大学ＨＰ（http://www.tyg.jp） 
（３）大会、初級・中級研修、事例検討会のスケジュール 

 
・10 月 8 日（土） 

8:30 9:00 12:30 13:30 17:00 17:30 19:30 

受付 初級研修 昼休憩 初級研修 事例検討会 

 
・10 月 9 日（日） 

8:30 9:00 12:30 13:30 14:30 15:15 18:00 18:30 20:30 

受付 口頭発表 総会 会長講演 特別講演 シンポジウム 懇親会 

 
・10 月 10 日（月・祝） 

 8:45 9:00 12:30 13:30 17:00 

受付 中級研修 昼休憩 中級研修 

 
＊会場の都合で、初日が初級研修、中日が大会、最終日が中級研修となりました。 

どうぞくれぐれもご注意下さい。 
＊発表数などの都合で、今後口頭発表の時間などの変更の可能性もございます。その際には、 

３号通信（大会プログラム）にてお伝え致します。 
 
 

 
3月11日の東北関東大震災以後４ヶ月あまりが経過しておりますが、未だその復旧、復興が進んだとは言えず、被災地では

多くの未知数の問題を抱えながら、猛暑の中での生活を余儀なくされているものと推察致します。被災者の皆様には、謹んで

お見舞い申し上げます。 

このたびは、２号通信を発送させていただきました。予定よりも発送が随分と遅くなってしまい、ご心配、ご迷惑をおかけして

申しわけございません。 

本年の日本臨床催眠学会第13回大会は、2011年10月8日（土）から10日（月）の３日間、開催されます。大会テーマの「臨床

催眠、来しかた行く末」に即して、その方面に造詣の深い先生方を招いてのシンポジウム、特別講演などを企画し、旧きを見据

えると同時に、未来への臨床催眠のあり方に光を投げかけられるような大会にしたいと考えております。 

大会は9日（日）に行い、8日(土)には初級研修、10日（月）には中級研修を予定しております。今後の大会までの予定は、下

記の通りです。多数の皆様の御参加と研究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申し上げます。 

日本臨床催眠学会第 13 回大会 
大会準備委員長 川嶋新二 
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２. 大会 
（１）日 時：2011 年 10 月 9 日（日）  9：00～18：00（受付開始 8：30） 
（２）会 場：東洋学園大学 本郷キャンパス 
（３）プログラム 

 
＜特別講演＞  10 月 9 日  14：30～15：00 
演  題：「臨床催眠、来し方行く末」（仮題） 
演  者：高石 昇（高石クリニック・日本医科大学） 
座  長：飯森洋史（飯森クリニック） 

 
＜会長講演＞  10 月 9 日  13：30～14：20 
演  題：「ピエール・ジャネの催眠療法における貢献」（仮題） 
演  者：川嶋新二（東京医科大学茨城医療センタ−） 
座  長：未定 

 
＜シンポジウム＞  10 月 9 日  15：15～18：00 
テーマ ：「臨床催眠、来し方行く末」 

 ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：福井義一（甲南大学文学部人間科学科）、鈴木廣子 (すずきひろこ心理療法研究所)、 
山口久恵（飯森クリニック） 

 座  長：大谷 彰（米国メリーランド州 Spectrum Behavioral Health） 
 
＜口頭発表＞  10 月 9 日  9：00～12：30 
なお、発表においては以下の点にご留意下さい。 
①形態 研究発表は、全て口頭発表で行います。 
②条件 口頭発表者（連名発表者）は、大会当日（10 月９日）時点で会員として認められていることが条

件です。 
③発表時間 発表時間は、質疑応答を含めて 30 分～60 分を予定しております。発表数や内容によって変更する

ことがあります。 
④使用機材 発表の際、Microsoft Power Point(2007)を使用することができます。機器を使用したい場合、申

込時に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・患者も了解を得たうえで、発表に際しては

個人情報の保護を徹底し、表現に対し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。 

 
（４）参加費：  

正会員： 8,000 円（予約） 9,000 円（当日） 
大学院生会員： 6,000 円（予約） 7,000 円（当日） 
非会員参加： 10,000 円（予約） 11,000 円（当日） 
非会員大学院生参加： 8,000 円（予約） 9,000 円（当日） 
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３．初級研修会について 
（１）日 時：2011 年 10 月 8 日（土）  9：00～17：00（受付開始 8：30） 
（２）会 場：東洋学園大学 本郷キャンパス 
（３）内容：未定 
（４）参加費：会員 15,000 円  ビジター参加 16,000 円  学生・大学院生 10,000 円 （先着 80 名） 
（５）参加申し込み締め切り：9 月 9 日（金） 

*定員になり次第締め切ります。 
 
４．中級研修会について 

（１）日 時：2011 年 10 月 10 日（月）  9：00～17：00（受付開始 8：45） 
（２）会 場：東洋学園大学 本郷キャンパス 
（３）内 容：未定  
（４）参加費：15,000 円（先着 80 名） 
（５）参加申し込み締め切り：9 月 9 日（金） 

*定員になり次第締め切ります。 
 
５．事例検討会 

（１）日 時：2011 年 10 月 8 日（土）  17：30～19：30 
（２）会 場：東洋学園大学 本郷キャンパス 
（３）事例提供：飯森洋史（飯森クリニック） 
（４）参加費：2,000 円（当日、予約、会員、非会員とも） 

 
６．懇親会の参加について 

（１）日 時：2011 年 10 月 9 日（日）  18：30～20：30 
（２）場 所：東洋学園大学 本郷キャンパス 
（３）参加費：6,000 円    

 
７．諸費用のまとめ 

（１）大会参加費 
正会員： 8,000 円（予約） 9,000 円（当日） 
大学院生会員： 6,000 円（予約） 7,000 円（当日） 
非会員参加： 10,000 円（予約） 11,000 円（当日） 
非会員大学院参加： 8,000 円（予約） 9,000 円（当日） 

（２）初級研修会 
正会員： 15,000 円（予約参加のみ） 
大学院生：  10,000 円（予約参加のみ） 
ビジター参加者：  16,000 円（予約参加のみ） 

（３）中級研修会 
正会員：  15,000 円（予約参加のみ） 
大学院生：  10,000 円（予約参加のみ） 
 ＊研修のビジター参加は初級のみで、１人１回のみです。 
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（４）事例検討会： 2000 円（予約、当日、会員、非会員とも） 
（５）懇親会： 6,000 円（予約、当日とも） 
 

8．今後の予定 
 

大会発表演題申し込み締め切り 9 月 7 日（水）当日消印有効 
大会発表抄録集原稿締め切り 9 月 14 日（水）必着 
大会事前参加および入金申し込み締め切り 9 月 9 日（金） 
初級・中級研修会参加予約および入金締め切り 9 月 9 日（金） 

＊初級・中級研修会は、定員（それぞれ 80 名）になり次第閉め切りますので、早めにお申し込み下さい。 
 
9．参加申込について 
（１）大会・研修会への参加申込 

・大会、初級・中級研修会とも、本学会のホームページ（www.hypnosis.jp/）よりお申し込みください。 
・大会当日の研修会への参加申込はお受けできませんのでご注意ください。 
・ご都合の変更等により、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しかねます 

のでご了承ください。ご記入漏れや金額のお間違い等がございませんよう、ご確認ください。 
＊１号通信では、大会・研修会の参加申込書を同封する予定でしたが、諸事情で 

ホームページからの申し込みのみとさせていただくことになりました。何卒ご容赦ください。 
 
（２）口頭発表の申込 

２号通信に同封致しました「日本臨床催眠学会第 13 回大会口頭発表申込書」に必要事項をご記入の上、下記まで

ご送付ください。発表申込者（責任発表者）には追って「大会発表抄録原稿作成要領」をお送りしますので、要領

に沿って原稿提出締切期日までに原稿をお送りください。 
 

 
 
 
 
 
 
（３）昼食について 

会場近くの飲食店案内用のランチマップを用意させていただきますので、ご利用ください。 
 

（４）参加費等の振込先 
参加費等の振込先 参加費等の振込先は以下の通りです。なお、振込手数料は各自ご負担ください 

 
 
 
 
 

〒315-0116 
茨城県石岡市柿岡 3787   丸山荘病院気付 
日本臨床催眠学会第 13 回大会準備委員会事務局  川嶋新二 
E-mail：jsch108@aol.com 

 

【郵便局からのお振込】 口座番号：01710-1-133946 加入者名：日本臨床催眠学会 
 
【銀行からのお振込】 金融機関名：ゆうちょ銀行 店舗名：一七九（イチナナキユウ）店 

預金種別：当座 口座番号：0133946 口座名義：日本臨床催眠学会 
 



 5

10．会場へのアクセスについて 
 ＊http://www.tyg.jp/tgu/access/index.html もご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・上野 →（京浜東北線 5 分）→ 秋葉原 →（総武線 4 分）→ 
・渋谷 →（山手線 7 分）→ 新宿 → （総武線 13 分）→ 
・東京 →（中央線 5 分）→ 御茶ノ水 →（総武線 2 分）→ 
 
・東京 →（丸ノ内線 7 分）→ 
・飯田橋 →（都営大江戸線 4 分）→ 
・新御徒町 →（都営大江戸線 4 分）→ 
 
・渋谷 →（銀座線 9 分）→ 溜池山王 →（南北線 10 分）→ 
・池袋 →（丸ノ内線 7 分）→ 
 

 
ＪＲ総武線「水道橋駅（東口）」、都営三田線「水道橋駅（Ａ６出口）」より、徒歩 7 分 
東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「本郷三丁目駅（3 番出口）」より、徒歩 5 分 
東京メトロ丸ノ内線、南北線「後楽園駅（Ａ１出口）」より、徒歩 10 分 

 

本郷三丁目駅 

後楽園駅 

水道橋駅 

＜会場＞ 
東洋学園大学 
本郷キャンパス 
4・5 号館 
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11．大会に関する照会・連絡先 
ご連絡・お問い合わせは、E-mail にてお願い致します。 

 
 
 
 
 
12．学会入会等に関する連絡先 

学会全体の運営に関る事項や入会・大会等の詳細については、下記にお問い合わせください。 
 
 
 

日本臨床催眠学会 第 13 回大会準備委員会事務局 
E-mail：jsch108@aol.com 

 

日本臨床催眠学会事務局 
（株）毎日学術フォーラム  
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル２Ｆ 

TEL:03-6267-4550    FAX:03-6267-4555     E-mail : info@hypnosis.jp 


