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1）学会からのお知らせ
http://jahp.world.coocan.jp/jahp/index.html
■アジア健康心理学会 日程変更のお知らせ
下記の通り日程が変更になっております。詳細はHPにてご確認くだ
さい。
The 5th ACHP（in Daejeon, Korea）2013年8月22日〜24日
http://www.achp2013.org/
■委員会ページが更新されました（2012.12.25）
国際委員会（第5回アジア健康心理学会の日程変更）
http://jahp-international.blogspot.jp/
■「英文誌発行に関する調査」へのご協力のお願い
本学会英文誌検討ワーキンググループと研究推進委員会では，
英文誌発行および英語論文投稿に関する会員の皆様のお考えをお伺い
するため，
アンケート調査を実施いたします。
お手数をおかけして恐縮ですが，多くの皆様のご協力をお願い申し上
げます。
調査実施期間：2013年1月21日〜2月4日
実施方法：Webによる回答（下記URL）
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFZlLXItLUs5Tk1PbFZhdkhKdDlHUHc6MQ
■第82回・83回研修会（健康心理士）のお知らせ
http://jahp.world.coocan.jp/jahp/kensyu2.html
場所：桜美林大学四谷キャンパス 4階Y405教室
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21
◎第82回研修会 2013年2月16日（土）
テ−マ：病床ケアの心理学
講師：木村登紀子先生（いちかわ野の花心理臨床研究所所長）
◎第83回研修会 2013年2月23日（土）
テ−マ：認知行動療法とストレスコーピング
講師：嶋田洋徳先生（早稲田大学教授）
お問い合わせ：
TEL：03-5389-3025 FAX：03-3368-2822
E-Mail：jahp-shikaku@bunken.co.jp

2）学会研究部会の紹介

その1

すでにお知らせした通り
研究推進委員会からの呼びかけに基づき申請のあった研究部会につい
て，
13の研究部会の設立が認められ，このうち6の研究部会については，
研究部会が行う研究集会等への補助金の助成が行われることになりま
した。
メールマガジンにおいて，各研究部会の内容のご紹介をいたします。
今回はまず，4つの研究部会についてご紹介いたします。
なお正式な部会名はそれぞれ，
「（社）日本健康心理学会＊＊研究部会」となります。

■国民の身体活動増進を考える研究部会（代表 文化学園大学 安永
明智）
本研究部会の活動目的は，わが国のあらゆる国民の身体活動の維持増
進，
座位行動の改善に役立つ科学的根拠に基づく情報を発信していくこと
です。
そして，その成果を健康づくりに関する政策の提言に結びつけていき
ます。
■認知行動療法による自殺予防研究部会（代表 早稲田大学 鈴木伸
一）
児童，青年，成人，および身体疾患に伴って発症したうつ病に対す
る，
認知行動療法に基づく治療と予防を通して，
自殺の予防方略について検討する研究部会です。
■メンタルヘルス・プロモーション研究部会（代表 山口大学 上地
広昭）
本研究部会では，メンタルヘルス問題を一次予防の観点で捉え，
人々が自身で実施できる予防行動，および管理者が他者に対して実践
できる予防的関与を
調査によって探り，それらを基に介入研究と普及啓発活動を行いま
す。
■禁煙研究部会（代表 立教大学 満石 寿）
健康心理士，医師，看護師，保健師，禁煙支援士を中心とした研究部
会です。
禁煙治療で今後必要と考えられる介入技法，アセスメントの開発や，
主に医療・教育現場での健康心理士の役割について討議します。

3）海外研究動向紹介 Health Psychology
32(1) 目次紹介
■健康心理学に関する最新動向をお伝えするため，不定期ですが
アメリカ心理学会が発行するHealth Psychology誌の目次紹介を配信
します。
The psychology of men's health: Maximizing masculine capital.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/1/
Pages 1-4 Gough B
"Man points": Masculine capital and young men's health.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/5/
Pages 5-14 de Visser RO, & McDonnell EJ
Men, bodily control, and health behaviors: The importance of
age.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/15/
Pages 15-23 Calasanti T, Pietila I, Ojala H, & King N
Messages for men: The eﬃcacy of EPPM-based messages
targeting men's physical activity.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/24/
Pages 24-32 Hatchell, AC, Bassett-Gunter RL, Clarke M,
Kimura S, & Latimer-Cheung AE
The role of alcohol in forging and maintaining friendships
amongst Scottish men in midlife.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/33/
Pages 33-41 Emslie C, Hunt K, & Lyons A
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Development of muscularity and weight concerns in
heterosexual
and sexual minority males.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/42/
Pages 42-51 Calzo JP, Corliss HL, Blood EA, Field AE, Austin
SB
The relationship between help-seeking attitudes and
masculine norms
among monozygotic male twins discordant for sexual
orientation.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/52/
Pages 52-56 Sanchez FJ, Bocklandt S, & Vilain E
"You've got to walk before you run": Positive evaluations of a
walking program
as part of a gender-sensitized, weight-management program
delivered to men
through professional football clubs.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/57/
Pages 57-65 Hunt K, McCann C, Gray CM, Mutrie N,& Wyke S
Cancer-related masculine threat, emotional approach coping,
and physical
functioning following treatment for prostate cancer.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/66/
Pages 66-74 Hoyt MA, Stanton AL, Irwin MR, & Thomas KS
"The only way I know how to live is to work": A qualitative
study of work
following treatment for prostate cancer.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/75/
Pages 75-82 Grunfeld EA, Drudge-Coates L, Rixon L, Eaton E,
& CooperAF
Masculinities and patient perspectives of communication
about active surveillance for prostate cancer.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/83/
Pages 83-90 Mroz LW, Oliﬀe JL, & Davison, BJ
A reconsideration of the gendered mechanisms of support in
online
interactions about testicular implants: A discursive approach.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/91/
Pages 91-99 Seymour-Smith S
"We have friends, for example, and he will not get a
vasectomy"
: Imagining the self in relation to others when talking about
sterilization.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/100/
Pages 100-109 Terry G & Braun V
Disability, sport and men's narratives of health: A qualitative
study.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/32/1/110/
Pages 110-119 Smith B
-------------------------------------------------------------------------------------日本健康心理学会広報・ニューズレター委員会
http://jahp-public.blogspot.jp/
メールマガジンの配信停止、アドレス変更については下記アドレスま
で。日本健康心理学会事務局 <jahp-post@bunken.co.jp>
メールマガジンへのご意見・ご感想については下記アドレスまで。
広報・ニューズレター委員会 <jahp-ML@bunken.co.jp>

