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理事・監事・評議員 一覧 [計60名]

理事30名 （50音順）

氏名 職種 所属

稲垣　正俊 医師 島根大学医学部精神医学講座 001

稲村　茂 医師 メンタルクリニック秋田駅前 002

井上　猛 医師 東京医科大学精神医学分野 003

ウェザロール　ウィリアム 羊舎研究所 004

事務局長* 大塚　耕太郎 医師 岩手医科大学神経精神科学講座 005

大西　秀樹 医師 埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科 006

大野　裕 医師 一般社団法人 認知行動療法研修開発センター 007

大山　博史 医師 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 008

* 影山　隆之 教員 大分県立看護科学大学精神看護学 009

川島　義高 臨床心理士 明治大学文学部心理社会学科臨床心理学専攻 010

副理事長* 河西　千秋 医師 札幌医科大学神経精神医学講座 011

岸本　年史 医師 奈良県立医科大学精神医学講座 012

金　吉晴 医師 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 013

近藤　毅 医師 琉球大学医学部精神病態医学分野 014

阪中　順子 教員 奈良女子大学大学院 非常勤講師 015

里村　淳 医師 みずほ台病院 心療内科 016

島薗　進 上智大学グリーフケア研究所 客員所員、大正大学 客員教授、東京大学 名誉教授 017

白川　治 医師 医療法人尚生会 湊川病院 018

杉山　直也 医師 公益財団法人 復康会 沼津中央病院 精神科、心療内科 019

竹島　正 医師 川崎市保健福祉局総合リハビリテーション 推進センター 020

* 太刀川　弘和 医師 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学 021

理事長* 張　賢徳 医師 一般社団法人日本うつ病センター 六番町メンタルクリニック 022

中村　純 医師 医療法人社団新光会 不知火クリニック 023

橋本　治 学校心理士 日本学校心理士会岐阜支部「いじめ問題担当」 024

堀井　茂男 医師 公益財団法人慈圭会 慈圭病院 025

* 丸田　敏雅 医師 聖徳大学保健センター 026

三宅　康史 医師 帝京大学医学部 救急医学講座 027

* 森山　花鈴 教員 南山大学社会倫理研究所 028

山田　和夫 医師 横浜尾上町クリニック 029

吉内　一浩 医師 東京大学医学部附属病院 心療内科 030

*常務理事

監事2名 （50音順）

氏名 職種 所属

飯森　眞喜雄 医師 いいもりこころの診療所 031

水野　康弘 臨床心理士 文教大学人間科学部臨床心理学科 032
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評議員28名 （50音順）

氏名 職種 所属

相羽　美幸 教員 東洋学園大学人間科学部 033

赤平　美津子 保健師 岩手医科大学医学部災害・地域精神医学講座 034

池下　克実 医師 医療法人一尚会いちメンタルクリニック日本橋 035

石井　貴男 医師 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 036

市来　真彦 医師 東京医科大学精神医学分野 037

伊藤　高章 臨床スピリチュアルケア 立正佼成会附属佼成病院 038

井上　佳祐 医師 医療法人北仁会 旭山病院 039

氏原　将奈 保健師 淑徳大学看護栄養学部 040

衞藤　暢明 医師 福岡大学医学部精神医学教室 041

遠藤　仁 医師 岩手医科大学神経精神医学講座 042

小田原　俊成 医師 横浜市立大学保健管理センター 043

玄　東和 医師 医療法人社団清愛会 七生病院 精神科 044

小泉　範高 教員 安田博愛会安田病院 精神科 045

小山　達也 看護師 聖路加国際大学大学院看護学研究科 046

齋藤　多佳子 社会福祉士 岩手県こころのケアセンター 047

白鳥　裕貴 医師 筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学 048

髙橋　あすみ
臨床心理士・
公認心理師

北星学園大学文学部 049

竹内　浩 医師 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 精神科 050

立花　良之 医師 国立成育医療研究センター こころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療科 051

田中　治 医師 青森県立精神保健福祉センター 052

智田　文徳 医師 未来の風せいわ病院 053

中川　敦夫 医師 聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室 054

橋本　聡 医師 国立病院機構熊本医療センター 精神科 055

稗田　里香 教員 武蔵野大学人間科学部社会福祉学科 056

藤澤　大介 医師 慶應義塾大学医学部医療安全管理部 057

藤瀬　昇 医師 熊本大学保健センター 058

堀江　宗正 教員 東京大学死生学・応用倫理センター 059

米本　直裕 教員 国立精神・神経医療研究センター 060
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