
 

 

 

 

 

一般社団法人日本精神保健看護学会 2019年度定時学会総会議事録 

日時：2019年 6月 8日（土）16時 10分～17時 00分 

場所：愛知県産業労働センター『ウインクあいち』 大ホール  

書記：足立 円香 会員(岐阜県立看護大学)  

小宮 浩美 第 3期前期総務委員会委員、理事(千葉県立医療保健大学)  

    (定款第 47条、定款施行細則第 8条) 

出席した正会員の概数：約 90名 

 

１． 開会宣言：荻野 雅 第 3期前期理事(総務委員会委員長、全体総合司会)      

２． 理事長挨拶：永井第３期前期理事長                       

３． 議長の選出および書記の紹介：荻野雅 第 3期前期理事(総務委員会委員長)       

定款第 46 条に基づき、第 29 回日本精神保健看護学会総会議長として、香月 富士日

氏（名古屋市立大学）が選出された。また、定款第 47条に基づき、書記が紹介された。 

４． 議事                                        

１） 報告事項 

定款第 43条に基づき、永井第３期前期理事長より、以下についてパワーポイン

トの資料に沿って報告された。パワーポイントの資料は紙媒体で配布せず、WEB等

で周知する。 

（１） 2018年度事業・決算および監査報告  

（２） 2019年度事業計画および予算 

（３） 第 30回および第 31回学術集会会長の選出結果 

（４） 名誉会員の紹介 

（５） 第 3期後期役員の紹介 

２） その他会員の意見 

参加者からの質問や意見はなかった。 

５． 第 10回(2019年度)日本精神保健看護学会研究助成金贈呈書の贈呈  

2019年度の研究助成として、研究題目「看護職者のワークエンゲイジメントおよび職業

性ストレスに関係する職場環境要因に関する研究」、研究代表者 高谷 新氏(社会医療法

人 二本松会 さくら町病院)に、永井第 3 期前期理事長より研究助成金贈呈書が贈呈され

た。 

６． 出席名誉会員の挨拶                        

阿保順子名誉会員、藤野ヤヨイ名誉会員から挨拶がなされた。 

７． 第 3期後期理事長挨拶 

第 3期後期理事長 萱間真美氏より挨拶がなされた。   

８． 第 30回学術集会会長挨拶およびご案内 

2020年 6月 13日（土）、14日（日）開催の第 30回学術集会長会長 白石 裕子氏(国

際医療福祉大学 福岡看護学部)より挨拶がなされた。 

９． 閉会宣言：荻野 雅 第３期前期理事(総務委員会委員長)             



2019年度定時学会総会 

日時：令和元年6月8日（土）16時10分～17時10分  

場所：愛知県産業労働センター「ウインクあいち」 大ホール 
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会員の方は会場前方に、非会員の方は会場後方にご着席ください 



理事長挨拶 
 

第3期前期理事長    永井 優子 
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議長・書記 

議長(定款第46条) 

第29回学術集会会長  
香月 富士日 代議員(名古屋市立大学教授) 

書記(定款第47条) 

足立 円香 会員(岐阜県立看護大学) 

小宮 浩美 理事(千葉県立保健大学) 
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定時学会総会 議事 

学会総会の目的(定款第43条) 

本会運営上の重要事項について、 

理事会に対し意見を具申すること 
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報告事項 
2018年度 
事業報告 
決算報告・監査報告 

2019年度 
事業計画 
予算 
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2018年度 事業報告 
理事会・定時代議員会・定時学会総会報告 
学術集会の開催 
学会誌の編集・発行 
研究助成活動 
教育活動 
学術連携に関する活動 
広報活動 
災害対策 
総務・会計 
第3期後期理事および第3期補欠監事の選出選挙 
 その他 
会勢報告 
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2018年度 事業報告 

理事会・定時代議員会・定時学会総会報告 

理事会   6回開催 

2018年5月27日、6月22日、9月23日、11月18日 

2019年1月13日、3月24日 

定時代議員会 

2018年6月22日(金) 18時~20時30分 

アットビジネスセンター池袋駅前別館 705号室  

第28回定時学会総会 

2018年6月23日(土) 13時~14時 

国立看護大学校 講堂 
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2018年度 事業報告 規程等の整備 

 (一社)日本精神保健看護学会定款施行細則 
旧:同定款運営細則 

委員会構成:委員長(理事)・副委員長・委員 
全委員会に代議員および会員の参画 

常置委員会と時限を定めた特別委員会に整備 

代議員会および学会総会の議事録をweb等により周知 

名誉会員に関する申し合わせ事項の改正 

代議員・役員選出に関する規程の改正 

自然災害等の不測の事態への対応 

災害等による会費等の減免に関する申し合わせ 
激甚災害に被災から1年以内に1回に限り会費等を減免 8 



2018年度事業報告 学術集会の開催 

第28回開催 
共生社会をひらく 精神保健看護の力-語る力 受ける力 つくる力- 

2018年6月24日・25日 国立看護大学校(東京都清瀬市) 
学術集会会長 森 真喜子(国立看護大学校 教授) 

 理事会企画ワークショップ 行動制限最小化に関する動向と取組み 

第29回開催準備 
参加費の値上げ:非会員事前登録＋1000円、当日参加費＋2000円  
理事会企画① (学術連携委員会) 
精神疾患と糖尿病をあわせもつ人の看護の現状と課題 
-今後の診療報酬要望に向けて-  

理事会企画② (第28回からの継続テーマ) 
身体拘束を行わない看護実践のために本会ができること 
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2018年度事業報告 学会誌の発行/研究助成 

学会誌の編集・発行 

第27巻第1号・第2号の発刊 

第28号第1号の発刊準備 

J-stageへの掲載:第26巻第1号、第2号 

編集委員会 メール審議2回 

研究助成活動 

第9回研究助成の募集・審査・結果通知 

1研究に助成(研究助成金贈呈時に紹介) 

助成した研究の学会発表、論文投稿の推進 
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2018年度事業報告 教育活動 
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教育活動 

研修会の開催 4回 

1.演劇集団Arte e Salute劇団員との対話(名古屋市 10月) 
275名(うち会員約20名):広報委員会との合同企画 

2.トラウマインフォームド・ケアの理念と基礎知識(札幌市 12月) 
32名(うち会員22名) 

3.精神障がい者の就労支援における看護の役割(名古屋市12月) 
18名(うち会員18名) 

4.オープンダイアローグとリフレクティング(仙台市3月) 
100名(会員33名) 

研修会に関する広報(会員への一斉メール配信) 



2018年度事業報告 学術連携に関する活動 

診療報酬の評価に向けた要望関係 
 うつ病と糖尿病が併存する患者への看護介入に関する実
態調査の実施・文責 

 看保連(看護系学会等社会保険連合) 
 社員総会・臨時社員総会 
 診療報酬体系のあり方に関する検討委員会 

 理事会企画②の準備 

専門職団体との連携 
精従懇(精神保健従事者団体懇談会) 
 定例会 年6回(5月,7月,9月,11月,1月,3月) 
 シンポジウム「精神保健従事者として身体拘束を考える」 

(1918年3月16日 品川区、企画・運営) 

学術連携委員会開催 3回 
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2018年度事業報告 広報活動 

ニュースレターの発行(82,83:電子配信,84号) 

インターネットによる広報活動 

ホームページの更新、FaceBook、Twitter 

広報委員会 年2回 

ホームページの活用促進戦略の整理 

ニュースレター電子化への課題整理 

関連分野出版社の問い合わせ対応 

学術集会における広報デスクの検討 
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2018年度事業報告 総務会計・他 
 30周年記念事業プロジェクトの立ち上げ 
 災害対策 

日本学術会議「防災減災学術連携委員会」主催シンポジウム 
日本看護系学会協議会災害支援委員会 

 会員管理・業務委託内容の整備 
 適切な予算執行の推進・会計申し合わせの整備 
 その他整備・検討 

諸規定・書類諸式・保管様式の整備 
将来構想の具体化 
学術集会の充実 
学術集会時の自然災害等不測の事態への対応 
災害被災者への会費減免措置 
代議員会資料・議事録のweb公開 

 他団体の事業等への名義後援 13件 
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2018年度事業報告 第3期後期理事等選出選挙 

選挙管理委員会 

  森真喜子(委員長)、江波戸和子、小高恵美 

第3期後期(2019年6月8日~2021年代議員会)
理事12名の選出 

第3期補欠監事(~2021年代議員会) 

  任期満了前の退任の意向の表明による1名の選出 

選挙日程 公示 2019年1月30日、 

   締め切り   2月22日 

選挙人 第3期代議員46名 

投票数 36(78.3%) 
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2018年度事業報告 会員数の動向 

正会員, 1419 

正会員, 1386 

正会員, 1396 

名誉会員, 2 

名誉会員, 5 

名誉会員, 5 

1 

1 

1 

0 500 1000 1500

2016年度末 

2017年度末 

2018年度末 

正会員 名誉会員 賛助会員 

16 

新入会 129 
退会 97 

新入会 115 
退会 105 

2019年6月7日現在 会員数1414人 
(正会員1405、名誉会員8、賛助会員1) 



2018年度決算報告 
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2018年度監査報告 2019年4月22日  
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監査の方法(監事:武井麻子 田上三千佳) 
理事会等への出席と理事からの報告 
決裁書類の閲覧 
業務報告及び財産の状況の調査 
会計帳簿等の調査  



2019年度事業計画 
1. 理事会年6回・定時代議員会・定時学会総会の開催 

2. 学術集会の開催  29回開催、30回・31回企画・準備 

3. 学会誌の編集・発行 第28巻第1号・第2号 

4. 研究活動推進事業 第10回研究助成・表彰制度 

5. 教育の質向上事業  精神看護学教育の動向・課題の整理 

6. 実践の質向上事業  研修会年2回 

7. 政策・学術連携に関する活動 

 診療報酬の評価に向けた研究、看保連・精従懇への参加 

8. 広報活動   ニュースレター85/86/87号 

9. 社会貢献活動  非会員向け情報発信、市民公開講座 

10. 災害対策活動  災害連携会議への参加 

11. 倫理・利益相反事業  利益相反指針等規程の策定 

12. 30周年記念事業  会員交流会、シンポジウム等の企画 

13. その他 
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2019年度予算
(2019.4.1.~2020.3.31) 

科        目 予算額 前年度予算額 増  減 
Ⅰ 一般正味財産増減の部       
  １．経常増減の部    
    (1) 経常収益    
        経常収益計 24,601,000 22,926,000 1,675,000 
    (2) 経常費用    
        経常費用計 25,789,000 23,026,456 2,762,544 
          当期経常増減額 △ 1,188,000 △ 100,456 △ 1,087,544 
  ２．経常外増減の部    
    (1) 経常外収益    
        経常外収益計 0 0 0 
    (2) 経常外費用    
        経常外費用計 0 0 0 
          当期経常外増減額 0 0 0 
          税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,188,000 △ 100,456 △ 1,087,544 
          法人税、住民税及び事業税 170,000 170,000 0 
          当期一般正味財産増減額 △ 1,358,000 △ 270,456 △ 1,087,544 
          一般正味財産期首残高 21,568,475 17,233,143 4,335,332 
          一般正味財産期末残高 20,210,475 16,962,687 3,247,788 
Ⅱ 正味財産期末残高 20,210,475 16,962,687 3,247,788 

(単位 円) 2018年度決算正味財産合計 21,438,609 



学術集会会長 
第30回<令和2(2020)年度> 

 白石 裕子 代議員 
 国際医療福祉大学 福岡看護学部 教授 

第31回<令和3(2021)年度> 

 安保 寛明 理事 
山形県立保健医療大学 保健医療学部 教授 
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新名誉会員 阿保 順子 先生 

名誉教授:北海道医療大学(2010年-)長野県看護大学(2017年-) 

 会員歴:1990年1月～2016年9月 

 第4代(第5期)理事長、第6期監事 

 第15回学術集会会長(2005年6月4・5日 札幌市) 

テーマ「変容する精神保健問題への看護職のチャレンジ～医療・司法・看
護の重なり中で～」 

第14回学術集会基調講演(2004年6月12日、新潟市) 
「精神看護の近未来～二極化現象を超えて～」 

第16回学術集会シンポジウム司会(2006年6月18日 栃木県) 
「人と病院、地域、法とのつながりとはざま～ケアの可能性を探る～」 

他 著書・論文等多数 
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新名誉会員 南 裕子 先生 
 会員歴: 1990年1月～2007年6月 
 設立準備委員、第1期理事 
 学術集会等 
設立発起人会フォーラム特別講演 (1990年9月22日)  
「リエゾン精神看護の役割と今後の課題」  

第1回対談「いま、なぜ精神看護学なのか」(1991年7月6日、渋谷区) 
第26回基調講演 (2016年7月2日、滋賀県) 
第27回市民公開講座講師「災害におけるこころの健康と看護」(2017年6月25日、札幌市) 
「災害からの復興と心のケア－新たなパラダイムの予知」 

ワークショップ等企画:第1回「リエゾン精神看護」 (1991)第3回「リエゾン精神看護・学習会」
(1993) 

祝辞 (設立20周年記念誌、2012年3月) 「学会創立20周年をお祝いして」 

 その他 
第43回フローレンス・ナイチンゲール記章（2011）、日本看護協会会長 (1999-2005)・
名誉会員（2010）、世界看護科学学会理事長（2009-）、第1回世界災害看護学会
大会長（2010)、日本看護科学学会理事長（2005-2009)、国際看護師協会会長
（2005-2009)、日本看護学教育学会理事長（1997-2000） 

他 著書・論文等多数 
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新名誉会員 外口 玉子 先生 

社会福祉法人かがやき会理事長・地域ケア福祉研究所長
(1986年～) 

会員歴 なし 
第6回学術集会講演(1996年) 

「ケアの時代に求められる看護婦の能力」 
精神保健看護学の発展に関する貢献 
 (財)東京都精神医学総合研究所 医療研究室研究員

(1973年～1989年) 

 衆議院議員(社会労働委員会・厚生委員会等、1990
年2月18日～1993年7月18日) 

他 著書・論文等多数 
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名誉会員 
稲岡 文昭 先生 

池田 明子 先生 

横田 碧   先生 

柴田 恭亮 先生 

藤野 ヤヨイ 先生 

阿保 順子 先生 

南   裕子 先生 

外口 玉子 先生 
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第3期後期役員のご紹介  
役職 氏名 所属 

理事長 萱間 真美 聖路加国際大学 
副理事長 森 千鶴 筑波大学 

監事 
多喜田 恵子 愛知医科大学 

田上 美千佳 東都大学 
理事       (編集委員長) 畦地 博子 高知県立大学 

(教育の質向上委員会) 甘佐 京子 滋賀県立大学 
(社会貢献委員会) 安保 寛明 山形県立保健医療大学 
(災害対策委員会) 宇佐見 しおり 四天王寺大学 

(実践の質向上委員会) 岡田 佳詠 国際医療福祉大学 
(研究活動推進委員会) 寶田 穂 武庫川女子大学 

(広報・情報委員会) 寺岡 征太郎 和洋女子大学 
(倫理・利益相反委員会) 永井 優子 自治医科大学 

(学術集会担当) 松下 年子 横浜市立大学 
(総務委員会:会計) 宮本 有紀 東京大学 

指名理事(総務委員会) 
岡本 典子 常葉大学 

船越 明子 神戸市看護大学 26 



質問・意見交換 
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   第10回研究助成 紹介 
 看護職者のワークエンゲイジメント及び  
 職業性ストレスに関係する職場の環境要因   
 に関する研究 

○高谷新、佐藤大輔、新宮洋之 
（社会医療法人二本松会 山形さくら町病院） 
安保寛明（山形県立保健医療大学） 

研究助成額：300,000円 
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ご出席いただいた名誉会員のご紹介 

 阿保 順子先生 

藤野 ヤヨイ先生 
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第3期後期理事長 挨拶 

萱間 真美 先生 

(聖路加国際大学) 
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第30回学術集会会長 挨拶 

白石 裕子 氏 
国際医療福祉大学  
福岡看護学部 教授 
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2019年度定時学会総会 

閉会 

イブニングセミナーのご案内 
時間:17：20～18：35  会場:2 階 大ホール 

映画上映「夜明け前～呉秀三と無名の精神障害者の 100年）」 
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