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目次  
 
 
学会・研究会・ワークショップ開催のお知らせ   
	 第 14回日本実存療法学会 
	 第 4回日本心体美学会 
—————————————————————————————————————————————————— 
巻頭言  
  永田勝太郎 
—————————————————————————————————————————————————— 
温泉療法〈第 11回日本実存療法学会／シンポジウム〉 
 植田理彦 
 
統合医療とカウンセリング〈第 11回日本実存療法学会／シンポジウム〉 
 杉渓一言 
 
我が国初の総合的ペインクリニックの経験から〈第 14回こころとからだの痛み研究会／特別講演〉 
 佐々木泰道 

—————————————————————————————————————————————————— 
総説  
統合医療と健康創成論 
 橋爪	 誠 
 
SOCの現状とスピリチュアル教育の意味 
 カール・ベッカー 
 
Salutogenesis（健康創成論）と沖縄の長寿研究 
 石津	 宏 
 
Existential approach in treatment of pain –a viewpoint of chronic pain- 

 Yukio Aoyama, et al 
—————————————————————————————————————————————————— 
症例報告  
慢性疼痛に対するサルトジェネシス（健康創成論）的一考察―線維筋痛症の治療を通じて 
 青山幸生・他 
 
慢性歯痛と筋筋膜性疼痛症候群—サルトジェネシス的視点から 
 大島克郎・他 
 
治療を目的としたピアノコンサートの精神生理学的評価 
 店村真知子・他 

—————————————————————————————————————————————————— 
原著  
海洋性 undenatured Type 1 collagen の QOLならびにストレスホルモンに対する効果の検討 
 永田勝太郎・他 

—————————————————————————————————————————————————— 
W.H.O. Lecture series   

Prospects of psychosomatic medicine 
 Amarendra N. Singh, Katsutaro Nagata 

—————————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴 
日本実存療法学会会則 
投稿規定 
編集後記 
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目次  
 
 
開催案内 
	 第 15回日本実存療法学会 
	 第 21回こころとからだの痛み研究会 
—————————————————————————————————————————————————— 
 巻頭言 
第 13回日本実存療法学会を終えて  
喜山克彦 

—————————————————————————————————————————————————— 
学会報告 

Psychosomatic disorders and logotherapy and existential analysis  - The great life and work of Viktor Frankl -〈第
12回日本実存療法学会／教育講演Ⅰ〉 
Harald Mori 

 
健康創成論とアーユルヴェーダ〈第 14回日本実存療法学会／シンポジウム：各領域における実存療法の実際〉 
柴田高志 
 
リハビリテーションと実存療法	 ―終末期のリハビリテーション―〈第 14回日本実存療法学会／シンポジ
ウム：各領域における実存療法の実際〉  
水島繁美 

 
ペインクリニックにおける慢性疼痛の治療  — 神経因性疼痛の治療を通じて〈第 14 回日本実存療法学会
／シンポジウム：各領域における実存療法の実際〉 
青山幸生・他 
 
矛盾相即的精神療法〈第 14回日本実存療法学会／シンポジウム：各領域における実存療法の実際〉 
安松聖高 

 
—————————————————————————————————————————————————— 
総説 
	 Chronic pain control from a viewpoint of comprehensive medicine 
	 Yukio Aoyama, et al 
 
—————————————————————————————————————————————————— 
症例報告 

Salutogenesisの観点からみた水俣病体験を受けとめる過程についての事例研究  
宮部修一 
 
音楽療法（個別的ピアノコンサート）に対し、乖離的心理反応を示した 1例  
店村眞知子・他 
 
エーラス・ダンロス症候群の疼痛管理経験  
青山幸生・他 

 
—————————————————————————————————————————————————— 
WHOレクチャーシリーズ  
	 Hippocratic medicine and humanities  
  Spyros G. Marketos, et al 
—————————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴 
日本実存療法学会会則 
投稿規定 
倫理要項 
編集後記 
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目次  
 
開催案内 
	 第 17回日本実存療法学会・第 24回日本疼痛心身医学会のご案内 
 
—————————————————————————————————————————————————— 
 巻頭言 
ロゴセラピーを学ぶ  
水島繁美 
 

—————————————————————————————————————————————————— 
学会報告 
全人的医療の必要性から考案された「熟練喘患者による患者指導」〈第 15回日本実存療法学会／講演 1〉 
灰田美知子 

 
原状復帰ではなく「回復」〈第 15回日本実存療法学会／講演 2〉  
葛西賢太 
 
乳がん患者におけるグループ療法〈第 15回日本実存療法学会／特別講演〉  
保坂	 隆 

 
いのちと実存―医療と教育の現場から〈第 16回日本実存療法学会／シンポジウム〉 
井上	 惠 

 
—————————————————————————————————————————————————— 
症例報告 
	 CRPSの全人的医療の経過  
	 青山幸生・他 

 
患者自身が症例検討会に参加して著明な改善を認めた口腔顔面痛の 1例  
三浦一恵・他 

 
	 実存的アプローチが奏功した線維筋痛症の 1例  
	 長谷川拓也・他  
 
—————————————————————————————————————————————————— 
短報 
	 慢性疼痛患者の治療における光線療法（キセノン光）の試み  
	 青山幸生・他 
	  

—————————————————————————————————————————————————— 
WHOレクチャーシリーズ  
	 橋田邦彦教授の側面観  
  本多和雄 
 
—————————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴 
日本実存療法学会会則 
投稿規定 
倫理要項 
編集後記 
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目次  
 
 
開催案内 
	 国際実存療法士 資格認定ワークショップおよび第 3回講習会のご案内 
 
巻頭言 

RIL（国際実存療法士）の認定とビクトール・フランクル記念論文賞について  
永田勝太郎 

————————————————————————————————————————————— 
原著 
	 働く人のこころとからだの早期健康チェック	 （Comprehensive Health Check for Workers, DHCW）  
 質問紙の新規開発  
	 津田 彰・他 
————————————————————————————————————————————— 
総説 
	 慢性痛の全人的医療の試み―目標設定による治療  
	 湯澤則子・他 
 
  サルトジェネシスとパソジェネシス―慢性疼痛の治療を通じて  
	 青山幸生・他 
	  
	 サルトジェネシスと心身医学	  
	 青山幸生・他 
	 	  
	 線維筋痛症に対する K点ブロックの有用性  
	 白石尚基・他 
————————————————————————————————————————————— 
症例報告 
線維筋痛症（FMS）への統合医療の 1症例―鍼の効果と鍼灸師の役割（治療的自我）  
廣門靖正・他 

————————————————————————————————————————————— 
WHOレクチャーシリーズ  
	 愛、超越、スピリチュアル・ケア―スピリチュアル・ケア、自然科学、ロゴセラピー  
  ロルフ・ヴェレス 
 
	 ロゴセラピーとは―ロゴセラピーの哲学とその技法  
	 アマレンドラ・シン	 他 
————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴・日本実存療法学会会則 
日本疼痛心身医学会大会履歴・日本疼痛心身医学会会則 
投稿規定 
倫理要項 
編集後記 
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目次  
 
 
開催案内 
	  第 27回日本疼痛心身医学会	 	 第 20回日本実存療法学会 
	  国際実存療法士資格認定講習会・ワークショップ	 	 第 2回マイクロコーンケア研究会 
————————————————————————————————————————————— 
巻頭言 

	 日本実存療法学会創立 20周年を祝し 思い出と今後への期待 
	 松永一郎 

————————————————————————————————————————————— 
特集／学会認定 国際実存療法士（RIL）  
資格取得に寄せて（第一期生から）	 	 資格のご案内 

————————————————————————————————————————————— 
原著 

	 緩和医療における実存分析の役割と実存的転換の条件 

	 永田勝太郎 
————————————————————————————————————————————— 
総説 
食・こころ・体といのちから成る新・統合医療四面体モデル	  
渡邊	 昌 

 
我が国の麻薬行政の動向  

	 箭内博行 
 
	 医療とヘリコプター	 ～機械と人間の間～  
	 長島知有 
 
	 交流分析とロゴセラピー  
	 元吉正幸 
 
	 オーラソーマとロゴセラピー  
～治療者と CRPS患者である両方の自分に課せられた使命との狭間で～  

	 土田くみ 
 
————————————————————————————————————————————— 
WHOレクチャーシリーズ  

  慢性疼痛の特徴と治療戦略－パソジェネシスとサルトジェネシスの統合を中心に－  

	 青山幸生・他 
————————————————————————————————————————————— 
学会報告 
  第 26回日本疼痛心身医学会・第 19回日本実存療法学会 
————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴・日本実存療法学会会則 
日本疼痛心身医学会大会履歴・日本疼痛心身医学会会則 
投稿規定 
倫理要項 
編集後記 
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目次  
 
 
開催案内 
	  第 28回日本疼痛心身医学会	 	 第 21回日本実存療法学会および第 3回国際全人医療学会 
	  国際実存療法士資格認定講習会・ワークショップ 
————————————————————————————————————————————— 
巻頭言 

	 フランクルの在り方	 生き方  

	 井上	 恵 
————————————————————————————————————————————— 
特集／学会認定 国際実存療法士（RIL）  
資格取得に寄せて（第 2期生 4名）	 	 認定制度のご案内   

————————————————————————————————————————————— 
原著 
音楽の構成要素が脳血流と自律神経系に与える影響  

 	 店村眞知子・他 
————————————————————————————————————————————— 
総説 
なぜ精神療法は効果があるのか―解明のプロセスとその結論  

	 渡辺久雄 

	  

  実存療法との出会いからカウンセリングのコツを考える  

	 千村孝峰 
 

  痛みの逆探知―新デルマトームの作成と応用，ツボとの関係  
	 伊藤樹史 

 
マイクロコーンによる疼痛緩和の神経性機序  
堀田晴美 

————————————————————————————————————————————— 
症例検討 
	 身体因性偽神経症と考えられた下肢痛の1例―全人的医療の視点から  
	 高橋和矢・他 
	  
  心因性疼痛に対して身体的アプローチおよび実存的アプローチが有効であった 1症例  
	 青山幸生・他 
————————————————————————————————————————————— 
WHOレクチャーシリーズ  

	 ロゴセラピーによる痛みのコントロールと音楽療法が与える影響 

	 ハラルド・モリイ 
————————————————————————————————————————————— 
学会報告 
  第 27回日本疼痛心身医学会・第 20回日本実存療法学会および第 2回国際全人医療学会 
————————————————————————————————————————————— 
 
日本実存療法学会大会履歴・日本実存療法学会会則・認定制度規則 
日本疼痛心身医学会大会履歴・日本疼痛心身医学会会則 
投稿規定 
倫理要項 
編集後記 
 


