
一般社団法人日本精神保健福祉学会 2016 年度定時社員総会の報告 

 

2016 年 6 月 24 日（金）、沖縄大学にて、2016 年度定時社員総会が開催されました。 

総会では、会員の皆様に事前に郵送した議案書をもとに審議し、全て提案内容の通り承認されました。 

当日配布資料にもとづいて審議し、承認を得た内容を中心に、その後の動きも含めて報告します。 

 

 

 

役員及び事務局体制が、下記の通り変わりました。 

事業計画に沿って、学会活動に着実に取り組んでいきます。 

 

一般社団法人 日本精神保健福祉学会 役員体制 

【任期：2016 年度総会（2016 年 6 月 23 日開催）～2018 年度総会まで】 

No 氏名 所属 
新体制 【参考】旧体制 

役割 担当 役割 担当 

1 田中 英樹 早稲田大学 会長  副会長 研究 

2 荒田 寛 龍谷大学 副会長 渉外 副会長 渉外 

3 白石 弘巳 東洋大学 副会長 研究 理事 渉外・学会機関誌 

4 青木 聖久 日本福祉大学 理事 学術研究集会 理事 学術研究集会 

5 池邉 敏子 千葉科学大学 理事 研究 理事  

6 岩崎 香 早稲田大学 理事 

事務局長（窓口となる学

会事務局・学会機関誌編

集委員会事務局担当） 

理事 
事務局次長（窓口となる

学会事務局担当） 

7 菅野 庸 
医療法人 

菅野愛生会 
理事 広報 理事 広報 

8 金子 努 県立広島大学 理事 総務（理事会・総会担当） 理事 事務局長 

9 坂本 智代枝 大正大学 理事 研究 －  

10 半澤 節子 自治医科大学 理事 研究・学会機関誌 理事 研究・学会機関誌 

11 鈴木 孝典 高知県立大学 理事 

総務（会計・法人登記・

事務局サーバー・ML 等担

当） 

－ 

事務局次長（会計・法人

登記・事務局サーバー・

ML 等担当） 

12 中村 和彦 北星学園大学 理事 学会機関誌（編集委員長） 理事 学会機関誌 

13 松本 すみ子 東京国際大学 理事 
学会機関誌 

（編集委員長代行） 
－  

14 石川 到覚 大正大学 監事  会長  

15 岡村 正幸 佛教大学 監事  監事  

役員数 理事 13 人、監事 2 人 理事 14 人、監事 2 人 

（注）藤井達也理事、松為信雄理事、丸山裕子理事、助川征雄監事は退任。 

 

一般社団法人 日本精神保健福祉学会 事務局体制 

【任期：2016 年度総会（2016 年 6 月 23 日開催）～2018 年度総会まで】 

No 氏名 所属 
新体制 【参考】旧体制 

役割 担当 役割 担当 

1 岩崎 香 早稲田大学 理事 

事務局長（窓口となる学会事

務局・学会機関誌編集委員会

事務局担当） 

理事 
事務局次長（窓口となる学会

事務局担当） 

2 鈴木 孝典 高知県立大学 理事 

総務（会計・法人登記・事務

局サーバー・メーリングリス

ト等担当） 

－ 

事務局次長（会計・法人登記・

事務局サーバー・メーリング

リスト等担当） 

3 金子 努 県立広島大学 理事 総務（理事会・総会担当） 理事 事務局長 

4 越智あゆみ 県立広島大学 － 事務局次長（理事会・総会担当） － 事務局次長（理事会・総会担当） 

事務局数 ３か所 ４か所 

（注）機関紙編集委員会発足に伴い、中村和彦理事・中村卓治事務局次長は事務局から退任。 

精神保健福祉学会ニュース VOL２

２ 

１．役員及び事務局体制が変わりました 

http://www.irasutoya.com/2012/09/blog-post_7.html
http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_9632.html


 

 

 学会機関誌「精神保健福祉学」の編集体制整備のため、編集委員会が発足しました。 

 

一般社団法人 日本精神保健福祉学会 学会機関誌編集委員会 

【任期：2016 年度総会（2016 年 6 月 23 日開催）～2018 年度総会まで】 

No 氏名 所属 
新体制 【参考】旧体制 

役割 担当 役割 担当 

1 中村 和彦 北星学園大学 理事 学会機関誌（編集委員長） 理事 学会機関誌 

2 松本 すみ子 東京国際大学 理事 学会機関誌（編集委員長代行） －  

3 半澤 節子 自治医科大学 理事 研究・学会機関誌 理事 研究・学会機関誌 

4 岩崎 香 早稲田大学 理事 

事務局長（窓口となる学会

事務局・学会機関誌編集委

員会事務局担当） 

理事 
事務局次長（窓口とな

る学会事務局担当） 

5 淺沼 太郎 帝京科学大学 － 編集委員 －  

6 大島 千帆 埼玉県立大学 － 編集委員 －  

7 坂入 竜治 武蔵野大学 － 編集委員 －  

8 中村 卓治 広島文教女子大学 － 編集委員 － 事務局次長（学会誌担当） 

9 山口 創生 
国立精神・神経医

療研究センター 
－ 編集委員 －  

  担当者数 
理事 3 人、事務局 1 人、 

編集委員 5 人 

 理事 4 人、 

事務局次長 1 人 

 

 

 

 2016 年 7 月に、日本学術会議協力学術研究団体として承認されました。 

 2011 年 6 月の設立から満 5 年。学術団体としてさらに発展していけるよう、皆様のご協力をお願いします。 
 

 
 

研究助成事業「精神保健福祉学の重要な概念・用語の表記のあり方に関する調査研究」に取り組みます。 

総会での承認後、公益社団法人社会福祉振興・試験センターに研究助成金を申請し、交付が決定しました。 
 
 
 
学会広報のため、公益社団法人日本精神科病院協会が仙台市で開催する日本精神科医学会学術大会に参加します。 

ポスター発表の演題は「精神保健福祉領域における新たな展開－日本精神保健福祉学会の活動を通して－」です。 

発表日時は 2016 年 11 月 16 日（水）13 時 10 分～、場所は仙台国際センター 展示棟 展示室です。 
 
 
 
 来年度の定時社員総会・学術研究集会を、2017 年 9 月 17 日（日）に神戸学院大学有瀬キャンパスで開催します。 

日頃の実践活動、教育・研究活動の成果を報告し、共有を図る自由研究発表にも、是非ご応募ください。 

現在、企画内容の検討を進めているところです。皆様のご参加を、お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．精神保健福祉学の重要な概念・用語の表記に関する研究に取り組みます 

５．日本精神科医学会学術大会に参加し、ポスター発表を行います 

６．2017年度定時社員総会・学術研究集会の開催日程・会場が決まりました 

２．学会機関誌編集委員会が発足しました 

３．日本学術会議協力学術研究団体として承認されました 

◆発行： 一般社団法人日本精神保健福祉学会 会長 田中英樹 

◆学会事務局： 〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15 

  早稲田大学人間科学学術院 岩崎研究室 

◆学会代表 E-mail アドレス：  mail@jassmhsw.jp 

◆学会ホームページ：  http://www.jassmhsw.jp/ 

【事務局からのお願い】 
◎ご所属や連絡先等に変更がある場合、学会代表 E-mailアドレスまでお知らせください。 
◎平成 28 年度学会年会費の納入がまだの方は、納入をよろしくお願いいたします。 

菅野庸理事（医療法人菅野愛生会）が、顕著な功績が認められ、平成 28年度精神保健
福祉事業功労者として、平成 28年 10月に厚生労働大臣表彰を受けられます。 

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3243.html
http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_6.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_9647.html
http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_4306.html
http://www.irasutoya.com/2012/09/blog-post_2.html

