
オンデマンド配信プログラム一覧

オンライン会場1 オンライン会場2 オンライン会場3 オンライン会場4 オンライン会場5 （お好きな時間帯にご視聴いただけます）

8:00

8:10 特別講演1（75分）

8:20 テーマ：アディクションアプローチ　～その基礎から応用まで～

8:30 講師：信田さよ子（日本公認心理師協会会長／原宿カウンセリングセンター）

8:40 司会：臼井麻子（山口県公認心理師協会／国立病院機構関門医療センター）

8:50

9:00 オープニングイベント(9:00～9:10(10分))　総合司会：松尾尚子 特別講演2（60分）

9:10 （休憩10分） (入室) (入室) (入室) (入室) テーマ：事例理解と支援を深めるためのアセスメントの臨床的活用

9:20 基調講演(9:20～10:20(60分)） 口頭発表10「公認心理師の意義と実践」 口頭発表1「教育領域」 口頭発表2「医療領域」 口頭発表3「家族・子育て」 講師：木谷秀勝（山口大学）

9:30 テーマ：多様性と協働　その先へ (9:20～10:20(60分)） (9:20～10:20(60分)） (9:20～10:20(60分)） (9:20～10:20(60分)） 司会：春日由美（山口県公認心理師協会／山口大学）

9:40 司会：津川律子（日本大学） 座長：元永拓郎（帝京大学） 座長：高田晃（宇部フロンティア大学） 座長：梨谷竜也（馬場記念病院） 座長：永冨徹志（山口県公認心理師協会）

9:50 講師：桝本俊哉（大会長／宇部フロンティア大学） 演者1：小林丈己（2004） 演者1：中山浩行（2005） 演者1：岩垣千早（2050） 演者1：澤聡一（2016） 特別講演3（60分）

10:00 演者2：坂本憲治（2017） 演者2：宮本純子（2015） 演者2：岡村佳子（2051） 演者2：上野永子（2052） テーマ：心理専門職に求めるられる傾聴とは？

10:10 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 演者3：岩田光宏（2048） 演者3：石川悦子（2034） 演者3：堀川悦夫（2059） 演者3：小黒明日香（2057） 講師：大石英史（宇部フロンティア大学）

10:20 　(休憩10分) 　(休憩10分) (休憩10分) (休憩10分) (休憩10分) 司会：林光玉（山口県公認心理師協会）

10:30 招待講演1(10:30～12:00(90分)) 山口県公認心理師協会30周年記念講演会(10:30～12:00(90分)) 自主企画シンポジウム 自主企画シンポジウム 自主企画シンポジウム

10:40 テーマ：複雑性PTSDの理解と支援 (10:30～12:00(90分)) (10:30～12:00(90分)) (10:30～12:00(90分)) 山口県公認心理師協会30周年記念　市民公開対談（60分）

10:50 講師：原田誠一（原田メンタルクリニック） テーマ：語りたくなる物語　聴きたくなる物語

11:00 司会：山野上典子（山口県立総合医療センター） 講師：石隈利紀（日本公認心理師協会副会長・東京成徳大学） 語り手：万城目学（小説家）

11:10 司会：松尾尚子（山口県公認心理師協会副会長） 聴き手：桝本俊哉（大会長／山口県公認心理師協会会長）

11:20 30年の歩み紹介：武田朋昭（山口県公認心理師協会事務局長） 代表：三原聡子 代表：石川悦子 代表：森秀都

11:30 祝辞：桝本俊哉（山口県公認心理師協会会長）

11:40 No.3008 No.3003 NO.3005

11:50 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50 自主企画シンポジウム 自主企画シンポジウム 自主企画シンポジウム

13:00 招待講演2(13:00～14:30(90分)） 市民公開講座(13:00～14:30(90分)） (12:50～14:20(90分)) (12:50～14:20(90分)) (12:50～14:20(90分))

13:10 テーマ：日本版WISC-Vの誕生 テーマ：仲良くなるための心理学

13:20 　              ―知能発達のアセスメントはどう変わるか― 講師：坂本真佐哉（神戸松蔭女子学院大学）

13:30 講師：大六一志（放送大学） 司会：木元卓也（宇部フロンティア大学）

13:40 司会：永冨徹志（鼓ヶ浦こども医療福祉センター） 代表：大澤功 代表：梶原都香紗 代表：三好真人

13:50

14:00 No.3006 No.3000 No.3007

14:10

14:20 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 (休憩10分) (休憩10分) (休憩10分)

14:30 　(休憩10分) 　(休憩10分) 口頭発表4「発達支援」 口頭発表5「こころの健康」 口頭発表6「心理職養成」

14:40 大会企画シンポジウム1(14:40～16:40(120分)) 大会企画シンポジウム3(14:40～16:40(120分)) (14:30～15:30(60分)） (14:30～15:30(60分)） (14:30～15:30(60分)）

14:50 テーマ：「公認心理師に求められる組織臨床・組織支援」 座長：木村太一（福岡大学） 座長：野村れいか（九州大学） 座長：岩滿優美（北里大学大学院）

15:00 司会：篠田光臨（武田薬品工業光工場） 演者1：守野剛史（2027） 演者1：山下京子（2013） 演者1：稲垣綾子（2036）

15:10 司会：黒田美保（帝京大学文学部） 指定討論：坊隆史（東洋学園大学） 演者2：岩山孝幸（2032） 演者2：木野内南（2019） 演者2：矢島潤平・宮崎圭子（2055）

15:20 話題提供：小林真理子（山梨英和大学） 話題提供：高原龍二（大阪経済大学経営学部） 演者3：濱田里羽（2037） 演者3：宮城聡（2020） 演者3：藤城有美子（2058）

15:30 話題提供：別府悦子（中部学院大学） 話題提供：亀田高志（株式会社健康企業：医師） (休憩10分) (休憩10分) (休憩10分)

15:40 話題提供：小野純平（法政大学） 話題提供： 打和登（社会医療法人北九州病院） 口頭発表7「地域支援」 口頭発表8「依存症・認知」 口頭発表9「心理職養成・実習」 ご案内

15:50 話題提供：成田有里（埼玉県立小児医療センター） 話題提供：杉浦崇仁(合同会社 Fox Lee) (15:40～16:40(60分)） (15:40～16:40(60分)） (15:40～16:40(60分)）

16:00 指定討論：藤野博（東京学芸大学） 座長：大石英史（宇部フロンティア大学） 座長：三原聡子（久里浜医療センター） 座長：佐藤由佳利（北海道教育大学）

16:10 演者1：星野秀治（2041） 演者1：押切久遠（2011） 演者1：加藤佑佳（2003）

16:20 演者2：小松光友（2044） 演者2：大井円香（2054） 演者2：岡部佳世子（2006）

16:30 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 演者3：宮﨑博子（2049） 演者3：堀匡（2009）

16:40 　(休憩10分) 　(休憩10分) (休憩10分) (休憩10分) (休憩10分)

16:50 大会企画シンポジウム2(16:50～18:20(90分)) パネルディスカッション(16:50～18:20(90分)) 自主企画シンポジウム 自主企画シンポジウム

17:00 テーマ：山口県公認心理師協会の事業と特色～山口県のいいところ～ (16:50～18:20(90分)) (16:50～18:20(90分))

17:10 司会：高田晃（山口県公認心理師協会顧問／宇部フロンティア大学）

17:20 司会：藤城有美子（駒沢女子大学）・福田由利（大石記念病院） パネリスト：山口県公認心理師協会の各委員会理事

17:30 シンポジスト：稲田尚子（帝京大学） 　　　　　　医療・教育・福祉・産業・災害支援等

17:40 シンポジスト：花村温子（埼玉メディカルセンター） 指定討論： 代表：長崎勤 代表：瀧一世

17:50 シンポジスト：元永拓郎（帝京大学） 平安良次（沖縄県公認心理師協会前会長）

18:00 指定討論：小林清香（埼玉医科大学）・小林仁志（松原病院） 香野毅（静岡県公認心理師協会副会長） No.3004 No.3002

18:10 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。 ＊後日、オンデマンド配信でも視聴できます。

18:20 　(休憩10分)

18:30 ライブ配信クロージングイベント（18：30～18：50（20分））

18:40 総合司会：松尾尚子（山口県公認心理師協会副会長）

テーマ：「医療機関における公認心理師が行う心理支援の実態調

査」の結果報告と展望

＊「口頭発表」は12/11当日のライブのみで配信されるプログラムです。後日学術集

会の会期中のオンデマンド配信はありませんのでご注意ください。

第2回公認心理師学会学術集会　山口大会(2022/12/11)　オンライン会場時程表

(入室)8:30～

医療現場と教育現場における心理アセスメントの

実施と解釈

テーマ：心理職の過去、現在と未来　～ヒューマン・サービスからパート

ナーシップへ

　(12:00~13:00  休憩60分)

テーマ：こどもまんなか社会の実現のために公認心理師に期待され

ること

【教育分野委員会企画】学校における自殺予防教

育の広がりと深まりに向けて

医療機関における公認心理師の職場教育

教育分野における多様なニーズへの取り組み：適

応・教育相談と特別支援教育の連携

　(12:00~12:50  休憩50分)
　(12:00~13:00  休憩60分)

 LGBTQの心理的支援について　～セクシュアリ

ティの多様性を理解する視点～

【アディクション臨床委員会企画】親のアディク

ションが子どもに与える影響

教師が心理師資格を持つことの意味 ~教育分野活

動モデルからの検討~

　(12:00~12:50  休憩50分)

ポスター発表（大会ホームページのポスター発表会場をご覧ください）

　(12:00~12:50  休憩50分)

公認心理師と当事者コミュニティの協働関係

＊大会企画プログラム（左記、オンライン会場1および2の背景が緑色のプログラム）

については、12/11当日にリアルタイム配信した内容を収録し、後日学術集会の会期

中はオンデマンドでお好きな時間帯にもご視聴いただくことができます。ただし、公

認心理師の専門認定制度に関する単位はライブでご視聴された場合にのみ付与される

ものがあります。詳しくは、大会ホームページの「単位取得について」のページをご

確認ください。

＊「自主企画シンポジウム」は12/11当日のライブのみで配信されるプログラムで

す。後日学術集会の会期中のオンデマンド配信はありませんのでご注意ください。


