
22002211 年年度度第第 11 回回理理事事会会・・評評議議員員会会式式次次第第  
  

 
日時 2021 年 5 月 21 日 （金）18：30～   zoom 開催 
トピックス：2021 年度日本保健科学学会第 1 回理事会・評議委員会 
Zoom ミーティング 
https://zoom.us/j/98343981374?pwd=SVdnaS9BZ2VaS1NDdC92U29DTUN4UT09 
 
ミーティング ID：98343981374 
パスコード: Jvf0RH  

 
Ⅰ． 開会                            理事長 
 
Ⅱ． 議事録署名人の選出                     理事長 
 
Ⅲ． 議事                            議長（理事長） 
 
 
１． 報告事項 

                              

１) 2020 年度事業報告                         資料 1 
２）第 30 回（2020 年度）日本保健科学学会学術集会報告          資料 2 
３）編集委員会からの報告                       資料 3                                                         
４）第 31 回（2021 年度）学術集会進捗報告               資料 4  
 
２．審議事項 
 
１）役員選出について                          資料 5 
２）2020 年度収支決算案について                    資料 6 
３）2021 年度事業計画案について                    資料 7 
４）2021 年度予算案について                      資料 8 
５）研究助成金事業について                         資料 9 
 
３．その他 
 
 
Ⅳ．閉会 



資資料料 11  
  
  

22002200 年年度度事事業業報報告告  
 
 

１． 学術集会事業 
 

  第 30 回学術集会実施  2020 年 10 月 11 日（日） 
 
  演題数  口述発表 16 演題  ポスター発表 31 演題 合計 47 演題 
 
  参加登録人数 94 名 
 
 
２． 学会誌発行事業 

 
  年間 4 回発行 
  
  第 23 巻 1 号 ~ ４号発行 
 
  全 13 編 内  原著論文 10 編， 研究と報告 3 編 
 
 
３． 学会事務局の管理 

 
会員数  477 名    うち院生登録  53 名 

 
 
４．ホームページの運営 
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第第 3300 回回（（22002200 年年度度））日日本本保保健健科科学学学学会会学学術術集集会会報報告告  
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編編集集委委員員会会かかららのの報報告告  

  

投投稿稿シシスステテムムのの変変更更ににつついいてて  

藺藺牟牟田田洋洋美美  編編集集委委員員長長よよりり口口頭頭説説明明  

  

※※参参考考資資料料：：【【管管理理者者ママニニュュアアルル ver1(5)】】  
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第第 3311 回回（（22002211 年年度度））学学術術集集会会進進捗捗報報告告  

  

  

  

織織井井優優貴貴子子  学学術術集集会会長長よよりり口口頭頭説説明明  
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日日本本保保健健科科学学学学会会理理事事・・評評議議員員  案案  

  

  

 
 

理事長 渡邉 賢 
副理事長 新田 收 

 
理事 

網本和（東京都立大学） 

安達久美子（東京都立大学) 
安保雅博（東京慈恵会医科大学） 

飯村直子(秀明大学) 

石井良和（群馬パース大学) 

井上順雄（東京都立大学） 

大谷浩樹（帝京大学） 

長田久雄（桜美林大学） 

織井優貴子（東京都立大学） 

笠井久隆（東京都立大学） 

勝野とわ子（岩手保健医療大学） 

金子誠喜（東京医療学院大学）  

河原加代子（東京都立大学） 

斉藤恵美子（東京都立大学） 

    

                               

 

 

 

 

里村恵子（東京保健医療専門職大学） 

塩路理恵子 東京都立大学） 

繁田雅弘（東京慈恵会医科大学） 
篠原広行（東京都立大学） 
杉原素子（国際医療福祉大学） 

西村ユミ（東京都立大学） 
新田收（東京都立大学） 

福士政広（東京都立大学） 

古川顕（東京都立大学） 
丸山仁司（国際医療福祉大学） 
山田拓実（東京都立大学） 
米本恭三（東京慈恵会医科大学） 
渡邉賢（東京都立大学） 

渡邉修(東京慈恵会医科大学)  

 

監事 網本和（東京都立大学） 

福士政広（つくば国際大学） 

         

評議員 
浅川康吉（東京都立大学） 

飯塚哲子（東京都立大学） 

池田由美（東京都立大学） 

石井賢二（東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ） 

坂井志織（武蔵野大学） 

伊藤祐子（東京都立大学） 

井上一雅（東京都立大学） 

藺牟田洋美（東京都立大学） 

小倉泉（東京都立大学） 
小林法一（東京都立大学） 

 

齋藤宏（東京医療学院） 

習田明裕（東京都立大学） 

眞正浄光（東京都立大学） 

関根紀夫（東京都立大学） 

谷口千絵（神奈川県立保健福祉大学） 

寺山久美子（大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学） 
栃木捷一郎（東京都立大学） 

中山恭秀（東京慈恵会医科大学） 
根岸徹（東京都立大学） 
沼野智一（東京都立大学) 

 

野村亜由美（東京都立大学) 

福井里美（東京都立大学） 

藤井宜晴（HPS 大教センター） 

古川順光（東京都立大学) 

廣川聖子（東京都立大学） 
宮崎茂（小田原循環器病院） 
森島健（東京衛生学園） 
山田孝（日本人間作業モデル研究所） 

山本美智代（東京都立大学） 
結城美智子（北海道大学） 
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22002200 年年度度収収支支決決算算報報告告（（案案））  
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22002211 年年度度事事業業計計画画案案  

  

  

１．学術集会事業 

  第 31 回学術集会実施 

 

２．学会誌発行事業 

  第 24 巻 1 号 ～ 4 号 

 

３．学会事務局管理 

 

４．ホームページ運営 
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22002211 年年度度予予算算案案  

  

 
≪収入の部≫ 

 
≪支出の部≫ 

 
 

会費収入  3,000,000 8,000×480 名（大学院生優遇を含む） 
学術集会事業収入 400.000  
会誌発行事業収入 600,000 掲載料、会誌売上 
受取利息 100  
前年度繰越金 4,794,057  
収入 合計 8,794,157  

学術集会事業費 400,000  
会誌発行事業費 1,780,000  
管理費 2,030,000  
給与・手当 1,500,000  
通信費 150,000  
消耗品費 40,000  
会議費 100,000  
情報管理費  170,000  
雑費 70,000  
積立金 OA 積立 100,000  
研究助成金 400,000  
予備費 4,084,157  
支出 合計 8,794,157  
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⽇⽇本本保保健健科科学学学学会会会会員員のの皆皆様様へへ  
研研究究助助成成⾦⾦事事業業募募集集ののおお知知ららせせ  

 
 2021 年度より研究助成金事業を募集します．以下ご確認上，ご応募いただけますよう，お願

いいたします． 
 
１）事業概要 
  大学院生を含む全正会員を対象として，研究計画を募集し，領域のバランス（できるだけ

様々な領域が含まれるよう採用する）を考慮して複数件採用します． 
選考は，日本保健科学学会研究助成金選考委員会が行います． 
助成金 1 件¥100,000 とします． 
  

２）募集および審査手順 
 ①2021 年 6 月より，学会ホームページにて広報を開始します． 
  申請書式は，学会ホームページより，ダウンロードできます． 
  書式をご確認の上，書面にて申請してください． 
 
 ②申請期間は 2021 年 6 月から 7 月末日（消印有効）とします． 
  郵送にてご応募ください． 
  応募先：116-8551 荒川区東尾久 7-2-10 
      東京都立大学 健康福祉学部内  日本保健科学学会事務局 
 
 ③審査発表 

9 月に審査結果を学会ホームページにて公開（予定）するとともに，採用された方には

別途通知致します． 
 
 ④その他の応募条件 

＊研究期間は 2021 年 9 月から 2022 年 8 月の 1 年間とします 
＊2022 年 12 月末日締め切りで報告書をご提出頂きます． 
＊2023 年 3 月末日までに日本保健科学学会に論文投稿することを義務づけます． 

   
日本保健科学学会ホームページ 

http://www.health-sciences.jp/ 
2021 年 5 月 31 日 

日本保健科学学会 理事長 
渡邉 賢 
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日日本本保保健健科科学学学学会会誌誌  編編集集委委員員一一覧覧  



 
 

編集委員長   藺牟田 洋美（作業療法学） 
副編集委員長  河原 加代子（看護学） 
副編集委員長  小林 法一（作業療法学） 
副編集委員長  古川 順光（理学療法学） 
副編集委員長  張 維珊（放射線学） 
 
＜以下順不同＞ 

看護学 
河原加代子、福井里美、増谷順子、園部真美、廣川聖子 
 
理学療法学 
古川順光、山田拓実、来間弘展 
 
作業療法学 
藺牟田洋美、小林法一，塩路理恵子、井上薫，谷村厚子 
 
放射線学 

  張維珊、畑純一、高畠賢 
 
＜学外委員＞ 

米本 恭三（臨床医学） 
笠井 久隆（基礎医学） 
杉原 素子（作業療法学） 
丸山 仁司（理学療法学） 
篠原 広行（放射科学） 
井上 順雄（基礎医学） 
繁田 雅弘（臨床医学） 
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新新事事務務局局体体制制  
 
理事長 
渡邊 賢（作業） 

 
副理事長 
新田 收（理学） 

 
顧問 
米本恭三、笠井久隆、繁田雅弘 

 
事務局長 
根岸 徹（放射） 

 
会計 
飯塚哲子（看護） 

 
書記 
野村亜由美（看護） 
宇佐英幸（理学） 

 
事務局員 
儀間裕貴（理学） 

 
≪各種委員会≫ 
 
広報委員会委員長 
関根紀夫（放射） 

 
編集委員長 
藺牟田洋美（作業） 

 
 


