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大会テーマ「臨床動作法の未来を拓く」

ごあいさつ

　第２回通信をお送りします。

　日本は新型コロナウイルス感染症の第２波に見舞われ、現在もその状況が続いています。沖縄で

は、現在、人口当たりの新規感染者数が全国一、高齢者の感染の増加、複数の病院におけるクラス 

ターの発生など、危機的な状況になっています。また、これらに対応する医療関係者や行政関係

者の心身の疲労は深刻です。このような時期だからこそ、心理療法としての臨床動作法について

議論し、研鑽する今回の学術大会および学会主催研修会を開催する意義があると思います。

　特別講演、教育講演、臨床研究支援セミナーについては、あらかじめ収録した動画を配信する 

方法、シンポジウムについては、遠隔リアルタイムで実施します。また、研究発表は、プログラム 

・発表論文集への誌上発表です。

　また学会主催研修会もWebで開催致します。今回の研修会は、感染症社会に対応した臨床動作法 

実践について触れることのできる学会初の研修プログラムです。一人でも多くの皆さまのご参加

をお待ちしています。

日本臨床動作学会第28回学術大会・第37回学会主催研修会

大会委員長　畠中　雄平

Ⅰ　会期　　第28回学術大会　　　　2020年11月７日（土）

　　　　　　第37回学会主催研修会　2020年11月８日（日）

Ⅱ　会場　　Web開催（Zoomを使用）（臨床動作学会2020沖縄大会実行委員会）

Ⅲ　後援　　沖縄県

Ⅳ　大会スケジュール（時間・プログラムにつきましては，今後変更になる場合があります）

◇11月７日（土）
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⼤会テーマ「臨床動作法の未来を拓く」 
 ごあいさつ 

 第 2 回通信をお送りします。 
 ⽇本は新型コロナウイルス感染症の第２波に⾒舞われ、現在もその状況が続いています。沖縄
では、現在、⼈⼝当たりの新規感染者数が全国⼀、⾼齢者の感染の増加、複数の病院におけるク
ラスターの発⽣など、危機的な状況になっています。また、これらに対応する医療関係者や⾏政
関係者の⼼⾝の疲労は深刻です。このような時期だからこそ、⼼理療法としての臨床動作法につ
いて議論し、研鑽する今回の学術⼤会および学会主催研修会開催される意義があると思います。 
 特別講演、教育講演、臨床研究⽀援セミナーについては、あらかじめ収録した動画を配信する
⽅法、シンポジウムについては、遠隔リアルタイムで実施します。また、研究発表は、プログラ
ム・発表論⽂集への誌上発表です。 
 また学会主催研修会も Web で開催致します。今回の研修会は，感染症社会に対応した臨床動
作法実践について触れることのできる学会初の研修プログラムです． 
⼀⼈でも多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 
  

⽇本臨床動作学会第 28 回学術⼤会・第 37 回学会主催研修会 
⼤会委員⻑ 畠中 雄平 

 
Ⅰ 会期  第 28 回学術⼤会  2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟） 
      第 37 回学会主催研修会 2020 年 11 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
Ⅱ 会場 Web 開催（Zoom を使⽤）（臨床動作学会 2020 沖縄⼤会実⾏委員会） 
Ⅲ 後援 沖縄県 
Ⅳ ⼤会スケジュール（時間・プログラムにつきましては，今後変更になる場合があります） 
◇11 ⽉ 7 ⽇（⼟） 
9:00        9:30      10:00        11:30    12:20              14:20 14:30        16:00         17:00 

学術⼤会 
総会 開会式 特別講演 昼休憩 シンポジウム  教育講演 臨床研究⽀援 

セミナー 
◇11 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
9：00     9:30                                 12:30      13:10                    16:10 

学会主催研修会 
受付 研修会（午前の部） 休憩 研修会（午後の部） 

9:00　　　   9:30　　     10:00 　   11:30　　　 12:20      14:20 14:30 　　 16:00 　　　   17:00

学術大会
総会 開会式 特別講演 昼休憩 シンポジウム 教育講演 臨床研究支援

セミナー



◇11月８日（日）

Ⅴ　プログラム

◇11月７日（土）

（１）特別講演　10：00～11：30

演題　　 学校生活の「できる」を支える身体・認知・精神機能の理解と，叶えるための 

チームアプローチ

講師　　仲　間　知　穂 先生（こども相談支援センターゆいまわる，

YUIMAWARU株式会社代表取締役）

司会　　藤　吉　晴　美 先生（吉備国際大学）

（２）シンポジウム　12：20～14：20

テーマ　様々な領域や専門性から見た動作法の可能性について

話題提供者　　金　城　　　昇 先生（琉球大学名誉教授）

　　　　　　　高　島　由　樹 先生（児童心理治療施設さざなみ学園）

　　　　　　　米　田　衆　介 先生（明神下診療所）

　　　　　　　伊志嶺　ユカリ 先生（宮古島徳洲会病院）

司会　　　　　畠　中　雄　平 先生（琉球大学）

（３）教育講演　14:30～16:00

演題　　 新型コロナウイルス感染症禍における学校現場の課題と支援者支援―臨床動

作法の活用

講師　　冨　永　良　喜 先生（兵庫県立大学）

司会　　野　村　れいか 先生（沖縄国際大学）

（４）臨床研究支援セミナー　16：00～17：00

講師　　藤　野　陽　生 先生（大分大学）

進行　　平　山　篤　史 先生（沖縄国際大学）

☆　 研究発表は，学術大会参加者に郵送される日本臨床動作学会第28回学術大会・第37回学

会主催研修会プログラム・発表論文集への誌上発表です．

◇11月８日（日）

第37回学会主催研修会プログラム

（１）臨床動作法講義　９：30～10:30

　　　　講師　　鶴　　　光　代（日本臨床動作学会理事長・東京福祉大学）

（２）オンライン臨床動作法の実際　10：30～11：30

　　　　担当　　宮　脇　宏　司（臨床動作学講師・ふぉりせ心理ストレス相談室）

（３）感染予防に配慮した臨床動作法　11：30～12：30

　　　　担当　　藤　吉　晴　美（臨床動作学講師・吉備国際大学）
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（４）触れない臨床動作法　13：10～14：10

　　　　担当　　清　水　良　三（臨床動作学講師・明治学院大学）

（５）健康動作法の体験　14：10～15：10

　　　　担当　　土　居　隆　子（臨床動作学講師・おふぃすどい）

（６）オンライン臨床動作法における留意点　15：10～16：10

担当　　大多和　二　郎（臨床動作学講師・サンテコンサル横浜）

　　　　小　山　真　弓（臨床動作士・成城心理オフィス　ぐろーいんぐ）

　　　　牛　山　卓　也（臨床動作士・聖みどり病院）

　　　　武　内　智　弥（臨床動作士・東京福祉大学）

Ⅵ　参加資格（PCなどの情報端末機器でZoom視聴ができることが前提です）

学術大会（11月７日）

　本会会員のほか，心理，医療，教育，福祉，司法・矯正等の領域において専門家として 

携わっている方，またはその教育課程に所属する大学院生．ただし，事例に関する情報の

取り扱いには，十分ご配慮願います．

学会主催研修会（11月８日）

　本会会員のほか，心理，医療，教育，福祉，司法・矯正等の領域において専門家として 

携わっている方，またはその教育課程に所属する大学院生．

　参加には，必ず事前のご予約が必要です．参加定員は200名です．予約参加申込み期間内

であっても，定員に達した場合は，締め切らせていただきます．お早めにお申し込みくだ

さい．

Ⅶ　参加申込みについて

　学術大会，および学会主催研修会のお申込み締切は，10月９日（金）です．

　今回は，大会ホームページからの事前のお申込みのみとなります（当日参加申し込みはご

ざいません）．大会ホームページ（http://www.2020dohsaokinawa.com）に入っていただき，

「参加申し込み」のところからお申し込みください．日本臨床動作学会ホームページ（https://

www.dohsa.jp/）からも大会ホームページに入れます．

　お振込みまで完了していただいた方に，後日，参加決定通知および当日の参加方法をお知ら

せいたします．なお，非会員のお申し込みの場合，こちらで参加資格を確認して参加をお断り

することがあることを予めご了承ください．

　参加諸費用，振込み口座について（※必ず事前にお申込みが必要です）

参加諸費用

学会員 非会員 会員院生 非会員院生
大会参加費 5,000円 6,000円 4,000円 5,000円
研修会費 4,000円 5,000円 2,000円 3,000円

※お振込の際は，メッセージ欄に「参加費として」「研修会費として」等ご記入ください．
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お振込先

口座記号番号：01790－７－152193番

口座名称（漢字）日本臨床動作学会2020沖縄大会

口座名称（カナ）ニホンリンショウドウサガッカイニセンニジュウオキナワタ

※他行からのお振込

銀 行 名：ゆうちょ銀行（金融機関コード：9900）

店　　名：一七九（イチナナキュウ）店

預金種目：当座

口座番号：0152193

口座名義：日本臨床動作学会2020沖縄大会

Ⅷ　問合せ先

〒903-0213　沖縄県中頭郡西原町字千原１番地　琉球大学保健管理センター　古川

　　　　　　FAX. 098-895-8148　e-mail:furukawa@lab.u-ryukyu.ac.jp
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