
日本 EMDR 学会第 12 回学術大会及び継続研修のご案内 

第 2 号通信(参加者募集のお知らせ) 

 

第 12 回学術大会と継続研修のご案内の第 2 号通信をお届けします。 

 

＜学術大会＞ 

テーマ：つながる 

内容：一般演題，シンポジウム，特別講演 

【シンポジウム】 ①「関係性と EMDR」  

②「トラウマ反応の心理教育」  

③「医療領域における EMDR の可能性」 

【特別講演】 「複雑性トラウマを抱えた子どもへの EMDR」 講師：Ana Gomez MC, LPC 

日時：2017 年 8 月 4 日（金） 9:30～18:00（受付 9:00～） 

場所：明治大学中野キャンパス 5 階 

〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1 

定員：300 名 

学術大会参加資格：日本 EMDR 学会会員 

非会員枠のご案内：学術大会では非会員の参加枠を 30 名設けています（参加資格は精神科医，心療

内科医，小児科医，臨床心理士，臨床心理士養成大学院在学の大学院生）。非学

会員の大会参加にはメール（info@emdr.jp）での事前審査の申し込みが必要とな

ります。氏名，住所，電話番号，所属，参加費内訳を明記の上，参加申込をお願

いいたします。携帯メールをご使用の方は，emdr.jp からのメールを受信できる

ように必ず設定してください。審査の結果，参加の可否が決まってから，期日ま

でにご入金をお願いいたします。振込期日までにご入金が確認できなかった場合，

参加費は当日料金となりますので予めご了承ください。また，非会員枠の当日申

込は受付けておりませんので，必ず事前にお申込みください。 

＜継続研修＞ 

内容：「世代間トラウマ：愛着理論に基づく親と子への EMDR」 講師：Ana Gomez MC, LPC 

日時：2017 年 8 月 5（土）～6 日（日） 9:00～17:00（受付 8:30～） 

場所：明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン 3階 アカデミーホール 

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1   

定員：300 名 

継続研修参加資格：Weekend 1（Part 1, Level 1） トレーニング修了以上の方 

＜懇親会＞  

日時：2017 年 8 月 4 日（金） 18:30～ 

会場：Spanish wine shop & Restaurant Madrid（NAKANO CENTRAL PARK サウス１F） 

会費：5000 円（税込） 

  ※ 懇親会の申込状況により当日受付ができない場合があるのでなるべく事前にお申込ください。 

mailto:info@emdr.jp


参加申込 

申込方法：EMDR 学会ホームページ（https://www.emdr.jp/meeting2017/）から手続きをした後に，

参加費をご入金ください。 

【参加費】                                   

*1 割引後価格 

*2 事前審査を経た方のみ 

 セット割引  

  学術大会と継続研修会双方にお申し込みの方に限り，通常 38,000 円のところ，特別料金 33,000 円で

ご参加いただけます。懇親会費は別途必要になります。 

学術大会（6,000）＋継続研修（32,000）＝ 38,000 円  割引後 33,000 円 5000 円 OFF! 

【振込先】 みずほ銀行 立川支店 普通口座 口座番号：1973886 

      名義：日本 EMDR 学会第 12 回学術大会（ﾆﾎﾝｲｰｴﾑﾃﾞｨｰｱｰﾙｶﾞｯｶｲﾀﾞｲ 12 ｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲ） 

【期 限】 

申込締切：2017 年 7 月 10 日（月） 

振込期限：2017 年 7 月 20 日（木） 

注：振込期限を過ぎますと，事前のお申込みはキャンセルとなります。当日改めてお申込みください。

その際，参加費は当日料金となります。 

注：学術大会は「臨床心理士の継続研修」，継続研修は「臨床心理士の継続研修」及び「日本精神神

経学会の精神科専門医」のポイントを得る機会に設定されています。 

  注：宿泊はご自身で手配ください。 

   お願い：お手元に名札ケース（名刺サイズの名札が入る大きさ，他団体のロゴや名前が入っていないもの）  

  がございましたらご持参ください。ご協力よろしくお願いいたします。 

【キャンセル規定】一旦支払われた参加費は，当学会側の事情により開催中止となった場合を除き，理

由の如何に関わらず返金できませんので，予めご了承ください。 

【問い合わせ先】 

兵庫教育大学発達心理臨床研究センター 市井研究室内 日本 EMDR 学会事務局   

〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1 Tel & Fax：0795-44-2278  e-mail：info@emdr.jp 

注：会場へのお問い合わせはご遠慮ください。 

学術大会 継続研修 懇親会  会員 
非会員 

（社会人） 

非会員 

（学生） 
当日参加 

● ● ● → 38,000*1 ―― ―― 会員のみ 40,000*1 

● ●  → 33,000*1 ―― ―― 会員のみ 35,000*1 

 ●  → 32,000 ―― ―― 会員のみ 33,000 

●  ● → 11,000 ―― ―― 会員のみ 12,000 

●   →  6,000 ―― ―― 会員のみ 7,000 

●  ● → ―― 

―― 

 12,000  10,000 非会員*2（社会人）13,000 

非会員*2（学生）11,000 

●   → ―― 

―― 

  7,000   5,000 非会員*2（社会人）8,000 

非会員*2（学生）6,000 

mailto:info@emdr.jp


日本 EMDR 学会第 12 回学術大会プログラム 

8 月 4 日（金） 明治大学中野キャンパス 9:30-18：00 

 
5階　ホール 5階　515 5階　516 4階　413

（60分） （60分） （30分） （60分）
演者：森　ゆみ・森　貴俊
座長：

演者：仁木　啓介
        浅山　耕介
        益田　充 演者：大河原　美以
        小林　正幸 演者：深谷　篤史 （30分）         鈴木　廣子
座長： 座長： 演者：菊池　安希子 座長：

座長：

（60分） （30分） （30分） （60分）
演者：山内　美穂 演者：市井　雅哉
座長： 座長：

演者：鈴木　廣子
演者：天野　玉記 （60分） （30分）         大河原　美以
座長： 演者：森　美栄子 座長：

座長：

（30分） 演者：三宅　維生 （30分） （30分）
演者：杉山　登志郎 座長： 演者：福井　義一 演者：岡田　太陽
座長： 座長： 座長：

（60分）

（90分） （90分） （90分）

シンポジスト シンポジスト シンポジスト
　植村　太郎 　新井　陽子 　緒川　和代
　大河原　美以 　紀平　省悟 　白川　嘉継
　田中　ひな子 　福井　義一 　出口　靖之
指定討論者 指定討論者 指定討論者
　市井　雅哉 　太田　茂行 　仁木　啓介

（150分）

講師
Ana Gomez MC, LPC

18：30‐

9:30‐
10:00

子殺し事例へのEMDR
～包括的治療の一部と

して～

潜在ランク理論による
解離性体験尺度（DES）の

順序的評価

10:05‐
10:35

10:40‐
11:10

11:15‐
11:45

11:50‐
12:20

脳研究を基盤としたEMDR
の治療メカニズムとトラウマ

治療の臨床応用

出生時のできごとを
ターゲットにEMDRを実施し

た30代女性の事例

日本人のための
EMDRセラピー（2）

―色彩感覚を利用したリ
ソーシング―

11:50‐
12:20

9:30‐
10:30

10:40‐
11:40

複雑性PTSDの親子に対
するパルサーを用いた

EMDRの実際

学校トラウマを抱えた
Gifted ChildへのEMDR

聴覚的両側性刺激の
効果の検討

EMDRが奏効した
嘔吐恐怖症の1例

9:30‐
10:30

9:30‐
10:30

10:40‐
11:40

10:40‐
11:10

11:15‐
12:15

11:50‐
12:20

熊本地震における、
JEMDR-HAPの心のケア

対策

休憩（10分） 休憩（10分）

対人関係、感情受容、
ボディイメージと摂食行動

に伴う不快感情などにおい
て変化が見られた女性の

症例報告
―心理教育を通したEMDR

セッション―

休憩（10分）

休憩（15分）

休憩（5分）

休憩（5分）

休憩（5分）

休憩（5分）

休憩（5分）

日本人のための
EMDRセラピー（1）

―マインドフルネス編み込
みの重要性―

準備段階に焦点を当てた
EMDR初学者の試み

肯定的記憶に対する
様々な刺激の効果
―メタ分析から―

休憩（10分） 休憩（10分） 休憩（10分）

休憩（15分）

総会

休憩（10分）休憩（10分）

12：30‐
13：30

―
（学会員のみ参加可能。お
弁当とお茶をご用意いたし
ます。）

13：45‐
15：15

13：45‐
15：15

13：45‐
15：15

―

休憩（15分）

シンポジウム シンポジウム シンポジウム

「関係性とEMDR」 「トラウマ反応の心理教育」
「医療領域におけるEMDR

の可能性」

「複雑性トラウマを抱えた
子どもへのEMDR」 ―

懇親会

15：30‐
18：00

特別講演

 

※座長は一部、調整中のため全て空欄で表示しております。 



学術大会シンポジウムのご案内 

8 月 4 日（金）13:45～15:15 (於：明治大学中野キャンパス) 

1. 関係と EMDR 

シンポジスト：植村太郎（神戸労災病院精神科） 

大河原美以（東京学芸大学総合教育科学系教育心理学講座） 

 田中ひな子（原宿カウンセリングセンター） 

指定討論者：市井雅哉（兵庫教育大学） 

2. トラウマ反応の心理教育 

シンポジスト：新井陽子（公益社団法人被害者支援都民センター） 

 紀平省悟（和歌山つくし医療・福祉センター） 

福井義一（甲南大学） 

指定討論者：太田茂行（生活心理相談室ナヌーク） 

3. 医療領域における EMDR の可能性 

シンポジスト：緒川和代（独立行政法人 岐阜県総合医療センター） 

       白川嘉継（福岡新水巻病院周産期センター小児科） 

出口靖之（社会医療法人北斗会さわ病院） 

指定討論者：仁木啓介（ニキハーティーホスピタル） 

（五十音順，敬称略） 

継続研修「世代間トラウマ：愛着理論に基づく親と子への EMDR」 

講師：Ana Gomez MC, LPC 
日時：8 月 5 日(土)～6 日(日) 9:00～17:00（受付 8:30～） 
場所：明治大学駿河台キャンパス 

アカデミーコモン 3階 アカデミーホール 

司会：市井雅哉(兵庫教育大学） 

通訳：大澤智子(兵庫県こころのケアセンター） 

菊池安希子(国立精神･神経医療研究センター） 

2 日間の継続研修では Ana Gomez MC, LPC 先生によるワークショップ「世

代間トラウマ：愛着理論に基づく親と子への EMDR」を開催いたします。 

 Ana Gomez 先生は，20 年にわたり，トラウマや逆境体験の影響を受けた子どもや若者，成人の臨床に関

わっている心理療法士であり，トレーニングで見るジャスミンのビデオのセラピストとして覚えていらっし

ゃる方も多いと思います。10 ヶ国，40 都市以上で複雑性トラウマ，愛着の傷つき，解離を持つ子ども及び

若者への EMDR と関連する技法について講演を行っており，2017 年 EMDR Europe では基調講演も務め

る予定です。2012 年に「EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children: Complex Trauma, 

Attachment, and Dissociation」を出版し，日本でも 2012 年に「こわかったあの日に バイバイ! : トラウ

マと EMDR のことがわかる本」が翻訳出版されています。

 



会場案内 

学術大会会場と継続研修会場が異なりますのでお気をつけください。 

 

8月 4日（金） 

学術大会会場：明治大学中野キャンパス 5階  

 

8月 5，6日（土，日） 

継続研修会場：明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン 3階 アカデミーホール   

 

 

※会場の温度制御が難しく，寒い場合があります。各自羽織るものなどをお持ちください。 

※フレグランスフリーのお願い：参加者の方々には，様々な過敏症などの方もいらっしゃいます。香水

等のご使用はご遠慮ください。 

【所在地】〒101-8301 

東京都千代田区神田駿河台 1-1 

【アクセス方法】 

●JR 中央線・総武線、東京メトロ丸

ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分 

●東京メトロ千代田線／新御茶ノ水

駅 下車徒歩 5 分 

●都営地下鉄三田線・新宿線、東京

メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒

歩 5 分 

 

【所在地】〒164-8525 

東京都中野区中野 4-21-1 

【アクセス方法】 

●JR 中央線快速・総武線、東京メトロ

東西線／中野駅 北口より徒歩 8 分 


