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グループで体験する
精神分析

ラカン（再）入門
ーWhat are different 
in Lacanian School?

ワーク・ディスカッション
work discussion method
犯罪被害者との情緒的
交流を探索する

自閉スペクトラムを持つ
成人との精神分析的心理療法

精神分析的な視点の
活用・応用に先立つ
基礎としての
“精神分析的観察”の意義

講師：西村 馨 講師：立木 康介 講師：鈴木 誠、上田 鼓 講師：平井 正三 司会：藤森 旭人
話題提供者：
袴田 奈津菜、安達 洋助、
林 秀樹、久永 航平

指定討論者：武藤 誠

会員企画分科会２ 会員企画分科会３ 研究発表 研究発表 研究発表

A21教室 A22教室 A23教室 A32教室 A31教室

司会　武藤 誠 司会　今江 秀和 司会　宮田 智基

Goal Based 
Outcomes Measureの
活用可能性と
心理療法の効果

精神分析的心理療法に
おける「症状」のゆくえ.
 ——心理療法家と
哲学者の対話（2）

研究発表１：
精神科急性期病棟での
精神分析的心理療法の可能性

研究発表４：
精神分析的心理療法における
現実的な相互交流の用い方
―治療的柔構造を用いた1例 ―

研究発表７：
身体医療において、患者、家族、
医療者の体験を理解することの治
療的重要性について

司会： 鵜飼 奈津子
指定討論：藤森 旭人

企画者・発表者：
塩飽 耕規

発表者：木下 直紀 発表者：清川 雅充 発表者：田村 雄志

発表者： 堀内 瞳、
松崎 佑亮、横田 侑佳

発表者：飛谷 渉
研究発表２：
死にゆく患者の尊厳を支える
“受け皿”としての精神分析

研究発表５：
週1回以下の面接で
精神分析的に会うことへの
挑戦と限界

研究発表８：　
対話的心理療法における自己と他
者：自死をめぐって

企画者・指定討論：
上尾 真道

発表者：山村 真 発表者： 若佐 美奈子 発表者:手束 邦洋　

指定討論：稲垣 諭

研究発表３：
総合病院における
短期集中型心理療法の可能性
－その設定と限界－

研究発表６：
雑多なものを取り扱うこと
−学生相談と精神分析的
心理療法−

発表者：今出 雅博 発表者：渡邊 則子

6月16日　(土)

♦プログラム♦

13時30分～16時

10時～12時30分



大会企画分科会 会員企画分科会４ 研究発表 研究発表

A34教室 A22教室 A23教室 A32教室

司会 金沢 晃 司会　広瀬 隆

週1回の面接の中で
here and nowの解釈を
どう生かすのか

初心者のセラピストと
脆さを感じさせる
クライエントとの
心理療法初期における
困難さ

研究発表９：
構造化した「授業観察」
という精神分析的実践を
通した援助の可能性

研究発表１１：
自閉症スペクトラム障害と
診断されたきょうだいをもつ
大学生の支援

企画・司会：武藤 誠
指定討論者：鈴木 誠
司会：深見 博輝

発表者：太田 静男 発表者：中村 曜子

シンポジスト：
飛谷 渉、岡田 暁宜、
崔 炯仁

発表者：仙波 あゆみ、
松崎 佑亮、横田 侑佳、
西村 翔

研究発表１０：
精神病から神経症への移行
――K. AbrahamとS. Radóの
精神病治療の先駆的試み――

研究発表１２：
変化をもたらす家族相談に
向けて

発表者：藤井　あゆみ 発表者：井元 健太
研究発表１３：場面緘黙の症
状形成の力動についての一考
察

発表者：宿谷 仁美、
        渡邉 志帆

16時30分～19時

🍻6月16日(土)19時30分～懇親会を行います。参加費1000円　要予約。ご参加お待ちしております。



大会企画分科会
連動事例検討
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A21教室 A22教室 A23教室 A32教室 A31教室

週1回の心理療法における
転移、解釈の扱いを
考える

“わからなさ”
について考える
−タビストック方式
乳児観察の経験から−

臨床心理士指定大学院
附属相談室における
精神分析的設定での
ケース実践について④

ネットツールと
精神分析的関わり

フェレンツィと
ドルトにおける生と死

司会：宮田 智基
事例提供：馬場 天信

発表者：濵田 亜貴子、
        武田 和士

―精神分析的設定は
訓練として多様な事例にも
貢献しうるか―

司会・発表者：
人見 健太郎

発表者：竹内 健児、
春木 奈美子、森 茂起

講師：仙道 由香、
安村 直己、山本 昌輝

司会者：小畔 美弥子
指定討論：平井 正三、
　　　　　鵜飼 奈津子

司　会　者：林 秀樹
発表者：中澤 幸恵
指定討論者：上田 順一

発表者：菱川 祐歌、
定守 加奈子、市政 萌、
金澤 泰子

指定討論者：武藤 誠、
            藤森 旭人

 

A22教室にて総会を行います。 会員の方はぜひご出席ください。

 

シンポジスト：平井 正三、鈴木 誠、上田 鼓

指定討論：森 茂起、藤森 旭人

6月17日（日）

10時～12時30分

第7回大会　シンポジウム　 A34教室

　現代精神分析の挑戦

企画：平井 正三　　司会：鵜飼 奈津子

13時30分～17時

12時40分～


