
一般社団法人日本心身医学会 各種委員会委員名簿 

（ 2022-23年度 ◎：委員長、〇：副委員長、◇特別委員、敬称略 ） 

1. 戦略・評価委委員会                                                        

◎福土   審 〇須藤 信行 吉内 一浩（若手ワーキンググループ担当） 浅川 明弘 

安藤 哲也 稲田 修士  端詰 勝敬 蓮尾 英明 久住一郎 （北海道支部） 

  金子   宏 （中部支部） 岡田 宏基 （中国・四国支部） 

≪ 若手ワキンググループ ≫  

◎山崎 允宏  網谷真理恵   乙成   淳  小山 明子 阪本   亮 島津真理子 

種本 陽子  野原 久司    濱田 一正 町田 知美  宮田 典幸  馬上 峻哉 

山根   朗      

2． 総務委員会                                                                       

◎佐藤   研 〇金子   宏    金澤   素  中島 弘徳  波夛 伴和   

3． 財務委員会                                                                     

◎中尾 睦宏  〇丸岡秀一郎  伊藤 克人  江花 昭一  菅谷   渚  橋爪   誠 

細谷 紀江        

4． 和文誌編集委員会                                                                       

◎端詰 勝敬  〇阿部 哲也 岡   孝和  奥見 裕邦  佐藤 康弘  深尾 篤嗣 

  細谷 紀江   村松 芳幸 本谷   亮 吉内 一浩   

≪ 編集同人・内部査読者 ≫  

安藤 哲也 安野 広三  石川 浩二 太田 大介  岡田 宏基  神原 憲治 

菊地 裕絵 久我原明朗 久住 一郎 高松   潔 竹内 武昭 羽白   誠 

 波夛 伴和 松岡 弘道 山下   真 瀧本 禎之 （倫理担当）  

5． 英文誌編集委員会                                                              

◎吉内 一浩  〇丸岡秀一郎 ◇小牧   元  石田 真弓  金子   宏 菊地 裕絵  

城月健太郎    菅谷   渚  細井 昌子     

6． 専門医制度委員会                                                        

◎吉内 一浩 〇端詰 勝敬  網谷真理恵  阪本   亮  庄司 知隆  髙倉   修 

蓮尾 英明  1山崎 允宏     

7． 教育研修委員会                                                          

◎須藤 信行 〇吉原 一文  阿部 哲也  網谷 東方 髙倉   修   

 

 



 

8． 医療対策・保険委員会                                                     

◎河合 啓介 〇山口   力   端詰 勝敬   吉内 一浩  

 

9． 将来計画・広報委員会                                                     

◎福永 幹彦 〇吉原 一文  網谷真理恵 大武 陽一  大谷   真   佐藤 康弘 

松田 能宣        

10． 用語委員会                                                             

◎岡田 宏基 〇岡本 百合  遠藤 由香 近喰ふじ子  瀧本 禎之   寺嶋 繁典 

  西山 順滋 穂坂 路男     

≪ 領域担当 ≫  

  小柳 憲司 （小児科） 相良 洋子 （産婦人科） 豊福   明 （口腔外科） 

羽白   誠 (皮膚科) 松野 俊夫 （心理）   

11． 会則委員会                                                             

◎久住 一郎 〇竹内 武昭   阿部 哲也   川原 健資   瀧本 禎之   田村 奈穂 

12． 倫理委員会                                                             

◎金光 芳郎 〇瀧本 禎之 江花 昭一   野村 恭子  細谷 紀江   

13． コ・メディカルスタッフ認定制度委員会                                       

◎原田 俊英 〇松野 俊夫  天保 英明  江花 昭一 大平 泰子  佐藤   研 

中島 弘徳 古井   景 細谷  紀江 松田 史帆  丸岡秀一郎  

14． サイコオンコロジー委員会                                                 

◎稲田 修士 〇所   昭宏  石田 真弓  石風呂素子 上村 恵一 大島   彰 

四宮 敏章 1嶋本 正弥  吉内 一浩    

15． 利益相反委員会                                                         

◎浅川 明弘 〇真島 一郎   網谷 東方  奥見 裕邦 金澤   素 堀   礼子 

 

 

 


