
 

１ 豪華な顔ぶれ  

家族支援のリビングレジェンド、牛島定信先生、 

ジョン・ローランド先生、フロマ・ウォルシュ先生

の他、国内外の数々の先生方にご登壇いただく予定

です。乞うご期待！ 

２ 交流会無料 

今年は、交流会は無料でどなたでもご参加いただけ

ます。(大会への参加申し込みは必要です) 

３ プレコングレス 

7 月 24 日（金）までに参加登録くださった方向け

に、7 月 28 日（火）19 時から、渡辺俊之会長、田村

毅理事、上別府圭子大会長による、Zoomによる鼎談

「オンライン大会の可能性（仮）」を開催いたします。 

４ 一部繰り返し視聴可能 

いつもなら聞くことのできない、同時進行で行われ

ている他の発表も、学会後、一定期間視聴できます。

聞き逃したところを、聞き返すことも可能です。 

  

 

今すぐ、参加登録！ 

（参加登録締め切り 8月 7日正午） 

通常と異なり、当日を含めて、期日以降の 

参加申し込みはできません 

日本家族療法学会第 37回大会に 

オンラインで参加すべき 

８の理由 
お得・楽々・盛り沢山 
2020 年 9 月 4～6 日に開催される日本家族療法

学会第 37回大会は、初めてのオンライン開催。

その魅力をご紹介します。 

 

５ 同時通訳 

逐次通訳では、聞く内容は半分ですが、今回はオン

ラインになったため同時通訳が可能になり、時間の

100%を使って話していただきます。英語・日本語、

どちらかお好きな方で聞いていただけます。 

６ 自宅にいながら参加可能 

移動時間もなく、交通費や宿泊費も不要で、楽々＆

超お得です！ 

７ ZOOM 参加サポートも万全の体制 

初めての方にも安心してご参加いただけるよう、

数々のサポート体制をご用意しています。 

初めての方には、ZOOM デビューを果たす最大のチャ

ンスです！ 

８ 学会初のオンライン大会 

本大会は、家族療法学会で、初めてのオンライン大

会です。2020 年、歴史に残る第 37 回大会に、是非

ご参加ください！ 



～家族支援のリビングレジェンドをお迎えしてお話しいただきます～ 

 

 

 

 

 

She is a leader in the field of family therapy and 

the foremost international expert on family 

resilience. Dr. Walsh, a Clinical Psychologist, is 

Past Editor, Journal of Marital & Family 

Therapy; Past President, American Family 

Therapy Academy; and recipient of many 

professional awards. With over 120 publications, 

her recent books, widely translated, include 

Strengthening Family Resilience. 

Froma Walsh, PhD: Co-Founder and Co-Director, Chicago Center for 

Family Health and Firestone Professor Emerita, University of Chicago.  

John Rolland, MD, MPH：Professor of Psychiatry at Northwestern University 

Co-Founder and Executive Co-Director, Chicago Center for Family Health  

Widely recognized for his conceptual model and 

clinical work with couples and families facing 

serious health conditions. A past president of the 

American Family Therapy Academy. 

Distinguished Life Fellow of the American 

Psychiatric Association. A recipient of numerous 

awards, highly regarded international speaker 

and consultant on family-oriented approaches to 

major health conditions. 

牛島 定信 医学博士  

市ヶ谷ひもろぎクリニック 東京慈恵会医科大学 客員教授 

Co-Founder and Co-Director, Chicago Center for Family Health and 

Firestone Professor Emerita, University of Chicago.  
医学者・精神科医・精神分析家として、東京慈恵会医

科大学精神科主任教授や日本精神分析学会会長を

歴任。長年パーソナリティ障害や思春期の臨床に携

わる。精神医学分野で長い間課題とされてきた力動

精神医学的視点、特に精神分析療法、対象関係論の

第一人者として、多くの専門家の育成に貢献するとと

もに、精神療法家として多くの弟子を輩出してきた。 



～“ZOOM は初めてで不安だ”という皆様のために～ 

ご安心ください。万全のサポート体制を用意しております。 

 

いつでも、大会ホームページの「会場アクセス（オンライン会場「Zoom」のご案内）で、Zoom の設定方法、

当日の操作方法についての説明をご覧いただくことができます。http://square.umin.ac.jp/jaft2020/ 

  

 

●事前に参加してみる プレコングレスで学びながら、試していただけます！ 

オンラインでの大会参加を事前にご経験いただくために、早めに参加登録くださった方向けに、 

7 月 28 日（火）19 時から、プレコングレスとして、Zoom による鼎談「オンライン大会の可能性（仮）」を

開催いたします。7 月 24 日（金）17 時までに参加登録くださった方へ、案内をお送りします。 

 

●直接尋ねる 大会前の特別練習サポート 個別に対応します！ 

8 月 31 日（月）～9 月 3 日（木）9 時～14 時に、スタッフサポートの下で Zoom 操作の練習をしていただ

ける場所（オンライン）を用意いたします（詳細：http://www.fn.m.u-tokyo.ac.jp/jaft/concept/）。参加登録

をされた方、登壇者の方はどなたでも利用可能です。直接スタッフに、Zoom 操作に関する相談や質問がで

きます。Zoom が初めての方、操作にご心配やご不明点がある方は、是非、この機会をご利用ください。 

 

●メールで問い合わせる 大会前も大会中もスムーズです！ 

【大会前】 

大会本部（family02-office@umin.ac.jp）にいつでもお問合せいただけます。 

さらに 8 月 31 日（月）～9 月 3 日（木）の間は集中サポート期間として、迅速に回答します。 

【大会開催中】 

大会当日に、Zoom の不具合・疑問がある場合には、大会前と同様に、大会本部（family02-

office@umin.ac.jp）にいつでもお問合せいただけます。そのほか、Zoom 問い合わせ窓口または参

加者用ラウンジにお気軽にお問い合わせいただくことができます。（詳細は、大会ホームページに記載） 

今すぐ、ご登録ください！http://square.umin.ac.jp/jaft2020/ 

（参加登録締切 8 月 7 日正午）通常と異なり、当日を含めて、期日以降は申し込めません！ 

http://square.umin.ac.jp/jaft2020/
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