Japanese Positive Health Psychology Society

日本抗加齢医学会認定単位3単位（受験用・更新用）

第2回

会期

会長

日本ポジティブサイコロジー
医学会学術集会

2013年10月18日（金）

リステル猪苗代（福島県）

会場

（土）特別企画RBRプログラム
※19日

佐久間 啓（あさかホスピタル院長）

〒969-2696 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク

参加費

会員

5,000 円

非会員

8,000 円

※懇親会：3,000円 特別企画：5,000円

プログラム

12:50 ～ 13:00 開会挨拶

14:40 ～ 15:20 Poster Viewing Time
15:20 ～ 16:30 招待講演

13:00 ～ 13:40 ランチョンセミナー

「Positive Wellbeing and Physical Health」※逐次通訳付き
演者：Andrew Steptoe (University College London)

「ポジティブ思考と現代型のうつ病について」
演者：徳永雄一郎（不知火病院） 共催：持田製薬株式会社

16:40 ～ 17:30 会長講演

13:40 ～ 14:10 講演 1

「幸せな地域社会を目指して」
演者：佐久間 啓（あさかホスピタル）

「Positive 情動の認知神経科学」
演者：高橋 英彦（京都大学医学部附属病院精神科神経科）

17:30 ～ 18:00 講演 3
「ちょっと見方を変えてみませんか ～リンゴは丸い ?! ～」
演者：村田真由美（RBR）

14:10 ～ 14:40 講演 2
「若者たちがこれからの人生を成功させるこつはこれだ！」
演者：須賀 英道（龍谷大学保健管理センター）

18:00 ～ 18:05 閉会挨拶
19日（土）9:30～15:00

演題登録・参加登録はこちら

特別企画RBR プログラム「See with Your Fresh Eyes! -Nothing is Impossible」
講師：岸 美佐子（RBR 講師 東京芸術大学卒）
対象・定員：第2回学術集会参加者、30名（先着順）

http://jphp.jp/
連絡先

日本ポジティブサイコロジー医学会 事務局
107-0052 東京都港区赤坂8-5-40-513

Phone: 03-5775-2075 Fax: 03-5775-2076 E-mail: info@jphp.jp

10月18日
（金）
プログラム
12：50～13：00

開会挨拶（理事長：大野

13：00～13：40

ランチョンセミナー「ポジティブ思考と現代型のうつ病について」
演者：徳永雄一郎（不知火病院理事長）
座長：佐久間 啓（あさかホスピタル院長）
共催：持田製薬株式会社

13：40～14：10

講演1「Positive 情動の認知神経科学」
演者：高橋 英彦（京都大学医学部附属病院精神科神経科准教授）
座長：宮岡
等（北里大学医学部精神科学主任教授）

14：10～14：40

講演2「若者たちがこれからの人生を成功させるこつはこれだ！」
演者：須賀 英道（龍谷大学保健管理センター教授）
座長：堀越
勝（国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター研修指導部長）

14：40～15：20

Poster Viewing Time

15：20～16：30

招待講演「Positive Wellbeing and Physical Health」※逐次通訳付き
演者：Andrew Steptoe (Professor, University College London)
座長：坪田 一男（慶應義塾大学教授、SFC 研究所ヘルスサイエンスラボ代表）

16：30～16：40

小休憩

16：40～17：30

会長講演「幸せな地域社会を目指して」
演者：佐久間 啓（あさかホスピタル院長）
座長：大野
裕（国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センターセンター長）

17：30～18：00

講演3「ちょっと見方を変えてみませんか ～リンゴは丸い? !～」
演者：村田真由美（株式会社RBR代表取締役）
座長：海原 純子（日本医科大学特任教授）

18：00～18：05

閉会挨拶（会長：佐久間

18：30～20：00

懇親会

裕、会長：佐久間

啓）

19日
（土）
9:30～15:00
特別企画RBR プログラム「See with Your Fresh Eyes! -Nothing is Impossible」
講師：岸 美佐子
（RBR 講師 東京芸術大学卒）
対象・定員：第2回学術集会参加者、30名
（先着順）
事前課題：Ａ４のコピー紙に鉛筆で簡単にご自分の「手」
を描いてきてください。
1、2分間で簡単に書いてきていただいて構いません。
「手」のポーズはどのような
形でも結構です。

啓）

参加申し込み ※特別企画は定員制です。定員になり次第、申し込みを締め切ります。
Webでのお申し込み

参加費のお支払い

本学会ホームページからご登録をお願いします。

お申し込み後、下記口座に参加費をお振り込みください。
お振り込みが確認できた時点でお申込み完了となり、参加証をお送り
いたします。

http://jphp.jp/shukaisemi.html
FAX・E-mailでのお申し込み
下記必要事項を明記いただき、FaxまたはE-mailにてお申し込みください。
Faxの場合は、下欄にご記入の上、切り取らずそのまま送信してください。

FAX:

03-5775-2076

E-mail:

info@jphp.jp

【お振込み口座】

東邦銀行 郡山営業部

普通

2317154

第2回日本ポジティブサイコロジー医学会 学術集会

大会長 佐久間啓

【お申し込み内容】該当の□にチェックを入れてください。

□①会員参加費………………………………………………………………
□②非会員参加費……………………………………………………………
□③日本ポジティブサイコロジー医学会入会希望
（2013年度年会費）……
□④特別企画RBR プログラム参加費
（材料費含む）………………………

5,000円
8,000円
3,000円
5,000円

※本学会への新規入会を希望の方は、左記③にも
チェックを入れてください。今回ご入会された
方は、学会会員特別価格で参加可能です。

参加申込書
年

（フリガナ）

齢

※医療従事者のみ

業

男 ・ 女

歳

お 名 前
専門分野

職

医師・歯科医師（基本分野：

）例：内科

医療従事者

）例：看護師

（専

門：

所属先

会

□

員／一

般 （チェックを入れてください）

日本ポジティブサイコロジー医学会会員

□一

般

部署・科

連 絡 先

住

所

〒

チェックを
入れてください

□自

宅

□ 勤務先

TEL
E-mail

（

）

FAX

（

）

＠
上記個人情報につきましては、日本ポジティブサイコロジー医学会事務局にて管理し、第三者へ譲渡することは一切ございません。

