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日本臨床動作学会主催  

第 41 回  臨床動作法研修会   

ご 案 内 
 

日本臨床動作学会主催「第 41 回臨床動作法研修会」を，2022 年 11 月 27 日（日）に開催

致します。 

第 41 回研修会は，対面での開催ができるよう，準備を進めております。しかし感染状況に

よっては，対面開催からオンライン開催へと切り替えます。いずれかひとつの開催方法としま

すので，ハイブリッド開催ではありません。開催方法についてご納得の上，参加をご検討いた

だきますよう宜しくお願い致します。 

 

対面での開催については，感染予防対策の基本（密の回避，手洗いの励行，手指のアル 

コール消毒，不織布マスクの着用）を守ることに加え，学会主催研修会の開催スタイル自体

を，以下の通りと致します。 

 

１． 会場を東京，関西，福岡の 3 つとします。理論に関する講義はオンラインで 3 会場へ

同時に配信し，実技についてはそれぞれの会場で研修できるようにします。 

２． 各会場とも，参加者一人当たりの床の専有面積を，コロナ禍前の基準の倍以上とし，

十分なディスタンスを確保します。 

３． 実技実習において，手を添えて援助することがございます。ディスポーザル手袋を，援

助者ロールの方が希望する場合，または被援助者ロールの方が相手に装着を希望さ

れる場合にご使用ください。ディスポーザル手袋は研修会で準備致します。 

４． 近距離での声掛けもできる限り行わないよう実習していただきます。 

 

以上の感染対策を，講師及び運営スタッフが随時ご依頼致しますので，よろしくお願い致し

ます。 

なお，感染予防対策にご協力が得られない方に関しては，参加をお断りすることがござい 

ますのでご了承ください。 

 

また，オンライン研修となった場合には，Zoom による開催となります。会場に集うことなく，

それぞれの場所よりパソコンにて参加していただきます。 

 

多くの皆様と，対面あるいはオンラインで出会い，活気あふれる研修会となりますことを 

願い，ご案内させていただきます。 

 

日本臨床動作学会 

研修委員会  

委員長 藤吉晴美 

（九州産業大学） 

 

  



 2 

 

日本臨床動作学会主催  

第 41 回臨床動作法研修会  開催要項  
 

開催日時  2022 年 11 月 27（日) 10:00～17:00 

 

参加要件  ＊以下の 3 要件をすべて満たすことが必要です 

① 心理，教育，医療･保健，福祉，司法領域等における専門家及びその領域の大学院生。 

参加者には守秘義務が伴います。 

② 対面研修の場合には，3 回以上のワクチン接種を証明できるもの，あるいは PCR 検査結果の

陰性証明書（検体採取から 72 時間以内のもの）のいずれかを提示できる方 

＊「3 回以上のワクチン接種を証明できるもの」とは，「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」での

証明や，医療機関等で接種した際のワクチンのシールが貼られた書類を想定しています。 

③ オンライン研修に変更となった場合でも参加が可能な方  

＊「参加が可能な方」とは，研修会当日，他者の出入りのない場所（部屋）で，かつ，安定した通 

信環境のもと，守秘義務を守ることができるパソコンを自身で操作でき，オンライン会議システ 

ム（Zoom）を使って研修に参加できる方。マイクとカメラ機能を用いてパソコン操作ができる方。 

 

会場 

① 対面開催の場合 ＜申込時に希望会場を選択してください＞  

○東京会場   淑徳大学 （東京都板橋区前野町 2-29-3） 

○滋賀会場    滋賀県教育会館 （滋賀県大津市梅林 1-4-15） 

○福岡会場   九州産業大学 (福岡県福岡市東区松香台 2-3-1)   

 

② オンライン開催の場合 

Zoom 会議室 

 

開催方法の変更連絡 

   対面開催からオンライン開催に切り替える場合のみ，参加申込をされた方へ E メールにて 

ご連絡致します。11 月 6 日までにお知らせする予定です。 

 

研修コースと各コースへの参加条件 

○初級コース  臨床動作法の研修が初めての方，もしくは学会主催研修会参加 2 回以下の方

      ＊学会主催研修会参加が 3 回以上の方でもお申し込みいただけます。 

○中級コース  日本臨床動作学会主催研修会に 3 回以上参加された方 

○上級コース  日本臨床動作学会主催研修会に 6 回以上参加された方 

＊指導者研修を希望される方は，研修委員会に E メールでご連絡ください 

（online.dohsa@gmail.com 研修委員長 藤吉宛）。 

資格認定委員会と研修委員会で検討させていただきます。 

  

mailto:online.dohsa@gmail.com
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講師（予定） 

○東京会場     

清水 良三（明治学院大学） 

中島 健一（愛知学院大学） 

歳桃 瑞穂（東京カウンセリングセンター） 

大多和 二郎（サンテコンサル横浜）  

丸山 陽子（動作法ラボ M） 

倉田 知子（本郷メンタルサポートさぷる） 

○滋賀会場       

畠中 雄平（琉球大学） 

宮脇 宏司（ふぉりせ心理ストレス相談室） 

中尾 みどり（金剛こころの健康研究所）  

大石 敏朗（心理・教育相談室そふぃあ・らぼ） 

 

○福岡会場     

鶴 光代（東京福祉大学） 

針塚 進（九州大学名誉教授） 

田中 新正（大分大学） 

藤吉 晴美（九州産業大学） 

 

申込期間と参加費  ＊対面開催でもオンライン開催でも参加費は同額です。 

 

定員（予定） 
○東京会場   50 名（初級コース 20 名，中・上級コース 30 名）      

 

○滋賀会場    40 名（初級コース 20 名，中・上級コース 20 名） 

 

○福岡会場   40 名（初級コース 20 名，中・上級コース 20 名） 

 

受付最終締切  2022年10月17日(月) 

     （受付期間内でも，定員に達した場合には参加いただけないことがあります） 

 

研修ポイント 
   ・本研修会は，日本臨床動作学会認定の認定動作士，臨床動作士，臨床動作学講師の資格申請

要件におけるポイント，ないしは資格更新ポイントとして，6 時間 6 ポイントが認定されます。 

・臨床心理士資格更新ポイントとしては，2 ポイント認定されます。 

・なお，研修参加時間が 6 時間に満たない場合は，上記いずれのポイントも認定できませんので

ご了承ください。  

 

第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次

9/1～9/30 10/1～10/17 9/1～9/30 10/1～10/17 9/1～9/30 10/1～10/17 9/1～9/30 10/1～10/17

研修会費 9,000円 12,000円 5,000円 6,000円 11,000円 14,000円 6,000円 7,000円

会員 学生会員 非会員（一般） 非会員（大学院生）

申込期間
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申込みフォーム 

の QR コード 

申込方法   

手続き①と手続き②の両方を，完了させてください。 

 

手続き① 学会ホームページ（https://www.dohsa.jp/）の「第 41 回学会主催研修会案内」にある 

申込みフォーム https://forms.gle/nRZRC38jdJ2EDjPw6 または 

QR コードを読み取り，フォームに必要事項を入力後，送信してください。 

＊E メール送信または郵送をご希望の方は，事務局までご連絡ください。 

第 41 回学会主催研修会事務局 dohsa2022@outlook.jp 

手続き② 参加費を振り込みください。 

フォーム送信後 1 週間以内に参加費を振り込みください。 

＊振り込みが確認できた時点で受付が完了となります。 

1 週間以内に参加費の振り込みが確認できなかった場合には，  

キャンセルの扱いとなることがあります。 

 

参加決定通知   

上記の申込手続き①と②の完了を事務局で確認後，参加決定通知をEメールにてお送りします。 

＊dohsa2022@outlook.jpからのEメールを受け取ることができるようにしておいてください。

特にGmailをお使いになっている場合には，Bccで送られたEメールが迷惑メールフォルダ

に振り分けられてしまうことがあります。 

迷惑メールフォルダを確認するか，迷惑メールに振り分けられないように設定していた

だけますと幸いです（Gmailの場合は，大会メールアドレスを連絡先に追加していただくと，

Outlookの場合は，セーフリストに追加していただくと，迷惑メールの扱いにならなくなりま

す）。 

 

参加費の返金について   

送金いただいた参加費等は，ご自身のご都合によるキャンセルの場合は返金できませんので， 

ご承知おきください。ただし，申込みが定員を超えたために参加をお断りする場合，および，参加 

条件を満たしていないことにより参加をお断りする場合には，その旨をお知らせし，返金のための 

手続きについて事務局より連絡を差し上げます。 

 

研修会全般に関する連絡 

研修会についての連絡事項がある場合には，ホームページやEメールにて随時お知らせ致します。 

 

問合せ先    

日本臨床動作学会 第 41 回学会主催研修会事務局 

〒 174-0063   東京都板橋区前野町 2-29-3 

淑徳大学 武内智弥研究室内 

E-mail : dohsa2022@outlook.jp 

【振込先】 

＜郵便局口座ご利用の場合＞ 

加入者名：日本臨床動作学会  郵便口座番号：００９７０－３－１４７４７３  

 

＜他金融機関からご利用の場合＞ 

ゆうちょ銀行 〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９） 当座 ０１４７４７３ 

加入者名：日本臨床動作学会 

https://www.dohsa.jp/
mailto:dohsa2022@outlook.jp
mailto:dohsa2022@outlook.jp

