本学会の認定資格取得者は以下のとおりです。（ 2018年05月22日 現在 ）
氏名

所属先/事務所

秋田 巌

住所

メールアドレス

電話

FAX

京都文教大学臨床心理学部 〒611-0041

京都府宇治市槙島町千足80

i-akita1625@ae.auone-net.jp

0774-25-2400（代表）

0774-25-2477（直通）

足立 正道

足立分析プラクシス

〒101‐0021

東京都千代田区外神田2-17-6-1602

池上 司

池上クリニック

〒659-0093

石岡 弘子

医療法人 羽化会 ユング心理 〒036-8186
学クリニック
帝塚山学院大学/猪股分析プ 〒103-0023
ラクシス
入野分析プラクシス

青森県弘前市富田3丁目3-23

0172-38-3600

東京都中央区日本橋本町2-3-16 日本 wildschwein.t@gmail.com
橋室町Duplex Potion 1003号室
mirinopx@aol.com

03-5203-0533

島根大学人間科学部人間科 〒690-0823
学科
〒530-0043

島根県松江市西川津町1060

0852-32-6265(直通）

猪股 剛
入野 美香
岩宮 恵子
氏原 寛
老松 克博

郵便番号

03-5296-1825

兵庫県芦屋市船戸町5-28-A202

tsike@ikegamiclinic.com

iwamiya@hmn.shimane-u.ac.jp

大阪市北区天満2-6-3-514

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘1-2

備考

0797-35-2636

06-6354-0594

0172-38-3600

0852-32-6265(直通）
06-6354-0594
06-6879-8135

大場 登

PraxisOHBA

〒146-0091

東京都大田区鵜の木3-23-19-209

03-3756-2205

岡田 康伸

京都大学名誉教授

〒612-8081

京都市伏見区新町3丁目482

〒171-8588

東京都豊島区目白1-5-1

〒532-0011

大阪市淀川区西中島6丁目5-3 ｻﾑﾃｨ･ madoka_kawato@maia.eonet.ne.jp 06-6885-9278
ﾌｪｲﾑ新大阪303・305・307号
高槻市阿武野1丁目1番1号
n-kishimoto@takatsuki.jrc.or.jp 072-696-0571（代表）

y-okada@po.kbu.ac.jp

075-611-2859

075-602-2789

角野 善宏
河合 俊雄

kawai.toshio.6c@kyoto-u.ac.jp

川嵜 克哲
川戸 圓

川戸分析プラクシス

岸本 寛史

高槻赤十字病院緩和ケア診 〒569-1045
療科
北口分析プラクシス
〒530-0047

北口 雄一

06-6885-9278
072-696-1228

大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新

06-6311-1245

京都大学大学院 教育学研究 〒606-8501
科
東洋英和女学院大学大学院 〒106-8507

京都市左京区吉田本町

075-753-3027

075-753-3027

佛教大学教育学部 臨床心理 〒603-8301
学科

京都市北区紫野北花ノ坊町96

武野クリニック

〒162-0806

東京都新宿区榎町33-1 ｻﾞ・ｽｸｴｱｰ6F

03-3269-5581

03-3269-5581

スタジオ リカ クリニック

〒818-0024

福岡県筑紫野市原田7-5-11

廣瀨 清美

Analytical Praxis Rose

〒720-0814

広瀬 隆

北大阪こころのスペース

〒532-0002

広島県福山市光南町1-2-17 ﾊﾟﾗﾂｲｰﾅ kiyomi.ryo.ei@nifty.com
光南306
大阪市淀川区東三国3-9-22-405
info@kokorospace.com

06-6395-7709

06-6395-7709

弘中 正美

山王教育研究所代表

〒151-0053

東京都渋谷区代々木4-42-17-902

03-5358-4303

03-5358-4303

桑原 知子
小坂 和子

東京都港区六本木5-14-40

佐藤 ひろみ
鈴木 康広
高尾 浩幸
武野 俊弥

takaooffice3@gmail.com

田中 康裕
田中 理香

ysuzu@bukkyo-u.ac.jp

tanakays.praxis@gmail.com
092-926-8822

豊田 園子

船井 哲夫
前田 正

前田分析プラクシス（東京都
目黒区）

maeda910@muh.biglobe.ne.jp
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0848-45-0072

0848-45-0072

※なるべく午後10時以降

氏名

所属先/事務所

桝藏 美智子

①立命館大学 BKC学生サ
ポートルーム
②ぽこあぽこ分析オフィス
国立国際医療研究センター国 〒272-8516
府台病院 心療内科

町澤 理子

郵便番号

住所

メールアドレス

②京都・御所南

koganevitz@gmail.com

千葉県市川市国府台1-7-1

officemasakom.m@kve.biglobe.ne.
jp

電話

FAX

備考

03-6206-1906

宮野 素子
山口 素子

山口分析プラクシス

〒607-8080

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町56番地
エクセレント山科401号室

075-582-4550

山中 康裕

京都ヘルメス研究所

〒611-0021

京都府宇治市宇治宇文字27-2-408

0774-22-0680

0774-22-0680

横山 博

隈病院

〒650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通8-2-35 w5vpm@suite.plala.or.jp

078-371-3721

078-371-3645

深津 尚史
吉川 眞理

①医療法人 同心会 杉田病 ①〒464-0820 ①愛知県名古屋市千種区星が丘元町
②〒480-1195 16-20
院
②愛知県長久手市岩作雁又1-1
②愛知医科大学精神神経科
山梨箱庭研究所
〒400-0034 山梨県甲府市宝1-14-7
mariyoshikawa@joy.ocn.ne.jp

松本 憲郎

心理療法室カムイプヤラ

中井 由佳子

京都こころの相談オフィス

奥田 智香子

渡辺カウンセリングルーム

坂田 裕子
田熊 友紀子

武庫川女子大学・同短期大学
部
代官山心理・分析オフィス

東京都渋谷区

clinical@d-psychoanalysis.com

杉浦 郁子

杉浦心理相談オフィス

北海道札幌市

sugiura@nyc.odn.ne.jp

山下 雅也

栃木県栃木市

①052-781-0433
②0561-62-3311（代表）
055-223-5573

隈病院（木・土曜日）
※愛知医科大学は非常勤、
水曜日の外来のみ勤務

055-223-5573

山梨箱庭研究所（木・金曜
日）

kamuypuyar@gmail.com
yukakonki7@gmail.com

〒567-0031

大阪府茨木市春日2丁目1-12ラウンド
春日3階

072-622-7677
hiro714_saka@yahoo.co.jp

樋口 幸子

〒611-0041

前川 美行

東洋英和女学院大学／山王 〒140-0013
教育研究所

京都府宇治市槙島町千足80
東京都品川区南大井6-17-16 パーク
ウィンビル301

mkw-myk@toyoeiwa.ac.jp
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平日、土曜9時～13時

