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日本自律訓練学会第 41 回大会は、筑波大学大学会館
（ 茨 城 県 つくば市 ） において開 催 いたします。 日 程 は、

2018 年 10 月 19 日（金）から 21 日（日）の 3 日間です。
前号でお知らせした日程から変更がありますので、お間違
いのないようお願いいたします。

今大会のテーマは「日常実践からエビデンスを構築す
る」といたしました。プログラムの概要と参加および発表
申込期限につきましては、下記および同封しました大会 2
号通信を御覧ください。学会 HP も随時更新予定です。多
くのみなさまのご参加とご発表をお待ちしております。ど
うぞよろしくお願いいたします。

日本自律訓練学会第41回大会のご案内
杉江　征
大会長／筑波大学人間系・保健管理センター

日本自律訓練学会第41回大会

会　期

会　場

テーマ

プログラム

お申込み

振込先

締　切

事務局

19日金 受付
12：30開始

オープニング・セッション、企画型実践研究発表、学会認定ワー
クショップ、有資格者相互研修会、AT実践Q＆A

20日土 受付
8：30開始

ポスター発表、シンポジウムⅠ、評議員会・総会、特別講演、シン
ポジウムⅡ、情報交換会

21日日 受付
9：00開始 基礎講習会、アドバンスト研修会

2018年10月19日金・20日土・21日日

右記大会Webサイトより申込みできます　http://www.jsoat/41st/

発表申込締切 8月20日月　　予約参加登録締切 9月28日金
銀 行 名：常陽銀行（0130） 
支 店 名：研究学園都市支店（104） 
口座番号：3938815（普通講座） 
口座名義：日本自律訓練学会第41回大会準備委員会

日本自律訓練学会事務局 
〒305-8574　茨城県つくば市天王台1-1-1　筑波大学体育系　坂入研究室　気付　E-mail：at41@jsoat.jp

「日常実践からエビデンスを構築する」

筑波大学 大学会館　（茨城県つくば市天王台1-1-1）
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日本自律訓練学会第 41 回大会の基礎講習会におけるイ
ンターン（指導補助者）を募集します。

インターン制度は、有資格者（主に基礎資格取得者）が
基礎講習会で指導補助を行い、指導実績を積むための制度
です。指導補助を行うことで、AT 指導者としての専門性を
高めること、さらに指導者育成の経験を積んでいただくこ
とを目的としています。指導補助を行う事により上位資格
取得時に求められる『論文』の要件と替えることが出来ま
す。

インターンの募集は、年次大会時に実施される基礎講習
会に合わせて行います。申請することが出来るのは、本会
の自律訓練法専門指導士・専門指導医あるいは自律訓練法
認定士・認定医の資格を既に有している方です。普段は患
者さんをはじめとする初心者に AT を指導することが多いと
思いますが、インターンでは講師陣に混じって学会員（受
講者）への指導を行い、AT 指導者養成を手伝っていただき
ます。

そのためインターンには、AT に関する深い知識と、それ
を伝える技能を養っていただきます。また上位資格を有す
る講師陣の技能を、教える側から見聞きすることで、新た
な気づきにつながることも期待しています。

日本自律訓練学会第 40 回大会における基礎講習会では、
2 名の方にインターンとして基礎講習会における指導補助
に従事していただきました。初の試みでしたが有意義なイ
ンターンになったものと思われます。講習会当日における
インターン内容や講師とインターンとの連携の在り方につ
いては今後さらに検討して、より意義のあるインターン制
度にしていきたいと考えております。

このプログラムが「AT 指導者を養成することができる人
材を育成する」ことにつながり、同時に上位資格を受験す
る会員が増えることを願っております。一人でも多くの方
に手を挙げていただきますよう、お願いいたします。

日本自律訓練学会第41回大会
基礎講習会 インターン募集
杉江 　征　教育研修委員会委員長

小池 一喜　資格試験・認定委員会委員長

申請方法
年次大会での基礎講習会のプログラムが決定した後、教育研修委員会委員長より有資格者全員に募集の案内を
郵送いたします。
インターンでの参加を希望する方は、期日までに希望する旨を電子メールまたは郵便にて連絡してください。
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心身医療の中で用いられている心理療法には、「心から体
に働きかける治療法」と「体から心に働きかける治療法」
があり、自律訓練法は後者に当たる。演者は東北大学で絶
食療法や温泉療法を学び、その研究、実践および普及を続
けてきたが、自律訓練法を併用することにより、相乗効果
が認められている。

心療内科の普及については、時間と努力を要した。35 歳
で東京の中小病院の院長に迎えられたが、心療内科の標榜
は認められていない時代であり、一般内科診療の中で心身
医療を実践することを心がけた。プライマリケア医として
実践した心身医療は自律訓練と交流分析であった。通常の
内科診療に、自律訓練法を教示したのである。定期的に集
団自律訓練法を実践し、地域のコミュニティでの啓発活動
を行った。このような心身医療の実践により、10 年間赤字
経営であった病院が 1 年後には黒字経営になった。そのこ
とが日経メディカルで「瀕死の中小病院が心療内科で蘇っ
た」というタイトルで紹介された。

2017 年度のアドバンスト研修会では、集団自律訓練法
（集団 AT）についてお話し致しました。AT には心身のリラ

クセーションと変性意識状態（自律状態）によりさまざま
な効果が期待されます。私の臨床現場である病院の心療内
科では、緊張緩和による効果や身体感覚・感情への気づき
の高まり、身体症状との関わり方などへの効果を期待して
AT が治療法として用いられます。

それを集団で行うことで、より多くの患者に AT を届ける
ことが出来ます。8 週間のプログラムで 8 割以上の患者が
重温感を習得し、5 割以上の人が 6 公式を習得しました。
症状のコントロール感と抑うつ感、不安感の改善、薬物の
減量などの効果がありました。こうした効果は AT 自体の効
果の他に、集団 AT の中で扱われた様々な話題が為になっ
たとか、他の患者がいたことで励みになるとか、他の参加
者と話ができたこと、などが良い方向に働いたことが窺わ

開催報告
アドバンスト研修会
「心身医療と自律訓練法～私の実践を通して～」
山本 晴義　横浜労災病院　勤労者メンタルヘルスセンター

開催報告
アドバンスト研修会の報告
富岡 光直
九州大学大学院医学研究院心身医学

このようにして心療内科が世間で認知されるようになっ
たが、何をおいても私の心身医療の原点は池見酉次郎先生
である。東京セルフ研究会での池見先生の啓発活動にお手
伝 いできたのは私 の財 産 であり、 自 己 調 整 法 の普 及 は

「シュルツやルーテの自律訓練法」に囚われない先生の心
身医療の普及の精神を学んだ。

現在勤務する横浜労災病院に移って 27 年が過ぎ、臨床
部門の心療内科と予防医療のメンタルヘルスセンターの両
輪で、地域医療と勤労者医療を実践している。この間、第
23 回本学会大会長を務めたが、70 歳の現在まで現役心療
内科医として働けているのは、自律訓練法の他、マインド
フルネス、呼吸法、アロマセラピー、温泉療法、交流分析、
内観法、対話療法、運動療法、音楽療法、食事療法などの
心身医学的健康法を自ら実践しているからだと思っている。
今後も実践第一で心身医療と自律訓練法のさらなる発展に
貢献したい。

れました。集団 AT では指導者と複数の参加者という状況
になり、コミュニケーション複雑化します。そのことによ
り混乱を招くということ以上に、緊張が和らぐとか話を聞
く余裕が生まれるといった肯定的側面を顕在化させるよう
です。

とはいっても集団 AT には、参加者の多さから対応に苦
慮することが多々あります。集団 AT の指導を始めようと
すると、その点が二の足を踏ませてしまうことになるでしょ
う。私自身も初期は 4 割ものドロップアウトを出すほどで
した。参加者や参加者を紹介していただく主治医の先生方
の意見や忍耐力に支えられながら、ノウハウを蓄え奏功す
る確率を上げられるようになってきたのではないかと思い
ます。研修会に参加の先生をはじめ多くの先生が、集団 AT
を参加者とともに体験していただけたらと願っております。
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ド イ ツ の Dr. Schulz が 1932 年 に発 表 した自 律 訓 練 法
（Autogene Training 以下 AT と略す）を、わが国に紹介し

たのは佐 藤 幸 治 先 生、 井 村 恒 郎 先 生、 笠 松 章 先 生 で、
1950 年代のことである。そして、1959 年に成瀬悟策先生
によって「自律訓練法」という訳語が用いられた。しかし、
これがわが国で知られて活用されるようになったのは、
1960 年代である。笠松先生は東大分院の精神科教授で先
生の著書『臨床精神医学』を学生時代（1950 年代）に教
科書として使っていたので、AT のことを知ってはいた。

しかし、私が本式に AT と出会ったのは、心療内科を志
しながらも、当時東大にはなくて唯一九大のみにあったの
で、九大心療内科に国内留学した 1970 年であった。日本
自律訓練学会が発足する 1978 年より 8 年も前のことで、
九大にも AT は導入されたばかりであった。しかし、池見酉
次郎教授は入局者の全てに、自己分析と AT の習得（お蔭
さまで、その後、約 50 年にわたり実践している）を義務
付けておられた。そのようにして、治療的自己の成長を図
られたのであろう。そうして、1976 年までの足掛け 7 年間
九大にいたが、そのころ Dr. Shultz のもとで教育を受けた
Dr. Luthe が九大に来ていて、直接に指導を受けたり、厳し
い試験を課されたりした。

九大には AT の第一人者の佐々木雄二先生がおられた。
彼は九大出身であるが、私と卒業は同じ 1961 年で、いろ
いろ教えていただいた。佐々木先生のご著書『自律訓練法
の実際』は東大心療内科の医局員にも、患者さん方にもテ
キストとして薦めた。その巻末に「カセット申込券」が付
いていて、そのカセットテープも患者さんによく利用して
いただいた。患者さんの中には、「末松先生の声のテープが
欲しい」という方がいて、私の声でテープを作成した。た
だ、佐々木先生の声はドスの効いたバスであるが、私は合
唱部でもテナーだったので、バックグラウンド・ミュー
ジックでカバーしようとした。そこで、定番の G 線上のア
リアの他に、当時飼っていた鈴虫の鳴き声を使った。私と
しては「涼しげでよし」と思っていたが、患者さんの中に
は「雑音が入っていたので、消しました」という人がいて、
がっかりした。佐々木先生のビデオはさる「やんごとなき
お方」にもお薦めした。

自律訓練法（の歴史）と私
末松 弘行
名誉会員、元・東京大学心療内科教授、名古屋学芸大学名誉教授

佐 々 木 先 生 主 催 の第 8 回 AT 学 会 の際 に指 名 されて、
1987 年に第 10 回 AT 学会を主催させていただいた。その
シンポジウムのテーマは「わが国の AT の歴史と展望」で、
内科、精神科、歯科、産婦人科、プライマリーケア、看護、
教育などの各分野から演者をつのって議論していただいた。
また、私の会長講演は「ドイツにおける AT」で 1973 年と
1986 年にドイツを訪れた際の話をした。つまり AT はドイ
ツで始まったが 1973 年当時は Dr. Langen が行っていた。
彼はマインツ大の心理療法科の教授で AT について熱心に
話してくれた。また、1986 年にはハイデルベルク大学の
マンハイム分校に 2 か月滞在したが、そこでは入院患者に
AT を適用して、看護師が 5 ～ 6 人の患者に週 3 回集団指導
していた。それは、“Ich bin ganz ruhig”. （とてもおちつい
ている）という言葉をしばしばはさむ Dr. Schulz の古典的
な方法であったが、主任の Dr. Schepank は「それほど効果
を期待していない」ということであった。しかし、個人の
精神科開業医が用いたり、臨床心理士が学生の時に AT の
単位をとったり、カルチャーセンターのようなところで習
えるので、一般人にも興味を持っている人が多いとのこと
であった。その後、佐々木先生や笠井仁先生のご報告を
伺っても、現在でもそのような状況のようである。

近年では 2012 年の中村延江先生主催の AT 学会で「Dr. 
Schulz　『自律訓練法』出版 80 周年」鼎談を笠井先生、
佐々木大輔先生とさせていただき、過去の歴史を回顧した
上で、今後の実践と研究の展望について語りあった。（この

『原著』を大事に所蔵している。）
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学術大会及び基礎講習会について
本年度（平成 30 年）の第 41 回大会（10/19 ～ 21）

は、筑波大学　大学会館（会長：筑波大学 杉江 征 教

授）で開催されます。また，学術大会最終日（10/21）

には、基礎講習会が同会場でおこなわれる予定です。学

会ホームページに掲載される情報を随時ご確認いただき、

多くの方にご参加いただければと思います。

会員情報変更について
住所変更などがあった場合は、学会 Web サイト

（http://www.jsoat.jp/）から会員情報の変更をおこ

なってください。

「Top ページ」→上側メニューにある「メンバーズ

ページ」へとアクセスください。

※ 会員番号は手元に届いた封筒のタックシール（氏名の

右隣り）に記載されております。

お問い合わせ
入退会及び会費納入のご確認などがありましたら、学

会事務局までE メール（jimu@jsoat.jp）等でお問い合

わせください（担当：小坂）。

●お問い合わせ先

日本自律訓練学会事務局
〒305-8574　茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学体育系　坂入研究室内
E-mail：jimu@jsoat.jp　FAX：029-853-7517
ホームページ：http://www.jsoat.jp/

編集後記
前号に引き続き、ニューズレターの編集を担当させていただきました。ご寄稿くださいました先生方、ありがとうござい

ました。今号は、第 41 回大会のご案内、第 40 回大会の開催報告、末松先生の随筆企画で構成されています。みなさまのお
力添えがあり、大変充実した内容となっております。ぜひご覧ください。

10 月 19 ～ 21 日には筑波大学で学術大会が開催されます。多くのみなさまとお会いできることを楽しみにしております。
ニューズレターは今後も様々な企画、構成を検討していきますので、ご意見、ご要望、ご感想などがございましたら、お

知らせいただけますと幸いです。 （編集担当：堀田　亮）

E-mail. jimu@jsoat.jp　FAX. 029-853-7517
〒 305-8574　茨城県つくば市天王台 1-1-1　筑波大学体育系　坂入研究室内

事務局便り
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