
日本臨床スポーツ医学会  

平成 20 年度 第 2 回理事会議事録 （要旨） 

 

開催日時： 平成 21 年 5 月 23 日（土）15：00～17：00 

開催場所： 八重洲富士屋ホテル 3 階「けやきの間」 

出 席 者： 【理事】山崎 元、浅井利夫、川原 貴、黒坂昌弘、河野一郎、 

藤  哲、長嶋正實、福林 徹、増島 篤、水田博志、宮永  豊、 

武者春樹、目崎 登、森 照明、渡辺郁雄、渡會公治 

      【事務局】武藤圭子、神澤いづみ、足立めぐみ 

 （敬称略、５０音順） 

 

Ⅰ．理事長挨拶 

山崎元理事長より挨拶があった。 

Ⅱ．各委員会報告及び審議事項 

1．学会員状況／会計中間報告 

1）平成 21 年 5 月 22 日現在の学会員が報告された。 

      名誉会員      22 名 

       会 員     2,365 名 

       准 会 員      578 名 

    

       合  計     2,965 名 

  2）平成 20 年度の会計中間報告がされた。 

2．評議員選挙について 

  6 月より新評議員（50 名程度）の募集を開始する。 

（現評議員へ案内送付及びＨＰへの掲載） 

  11 月の理事会、評議員会で承認を受けた後、決定する。 

3．学術委員会 

  1）第 4回学生のためのスポーツ医学セミナー開催報告 

    平成 20 年 11 月 16 日に「最新のトレーニング理論と実践」という 

テーマで慶応義塾大学医学部内の総合医科学棟ラウンジにて開催 

され、盛会に終了した。 

  2）‘09 学術委員会公開シンポジウム開催報告 

      平成 21 年 1 月 24 日（土）に日本科学未来館にて内科部会担当で、 

      「ドーピングの今日的課題」というテーマのもと、公開シンポジ

ウムを開催し、130 余名の聴衆が集まった。 

 



  3）チームドクター研修会 2009 開催について 

    日時：平成 21 年 11 月 13 日（金） 9：00～17：00 

    場所：神戸国際展示場 2号館 3階「3A 会議室」 

    プログラムの主な内容： 

       ・サプリメントとアンチ・ドーピング 

・チームドクターとしての minimal requirement 

・チームドクターの立場 現場での重症事故と処置、予防への 

取り組み 

・チームドクターの立場 感染症とその対策 

・スポーツ現場における AED の使い方       など 

＊日体協のトレーナー研修会と同時開催。場所の確保ができれば

午後（15：00～17：00）に共通のシンポジウムを開催予定。 

  4）第 5回学生のためのスポーツ医学セミナー開催について 

担当：目崎 登 理事 

日時：平成 21 年 8 月 29 日（土） 14：00～  

      場所：つくば国際会議場 

      テーマ：「スポーツ選手のためのメディカルサポート 

          -スポーツドクター・アスレティックトレーナーへの道-」 

      プログラム（案）： 

・「国立スポーツ科学センターに勤務して」   中村 格子 

・「ＡＴの海外の資格と日本の資格」       福田  崇 

・「各種医療資格とＡＴ」           竹村 雅裕 

・「これからの学校でのドクター」       宮川 俊平 

5）‘10 学術委員会公開シンポジウムについて開催 

担当：産婦人科部会 

日時：平成 22 年 1 月 23 日（土） 14：00～17：00 

      場所：台場 日本科学未来館 

      テ－マ：「中高年女性の健康スポーツ」 

      プログラム（案）： 

      ・「更年期以降の心身の変化」        太田 博明 

・「肥満・糖尿病とスポーツ」        友田 昭二 

・「高脂血症とスポーツ」          中井 章人 

・「心・循環器系とスポーツ」        浅井 光興 

・「更年期障害とスポーツ」         佐々木純一 

・「中高年女性のスポーツの実際」      中田 由夫 

 



4．編集委員会 

  1）学会誌原稿投稿状況について 

    学会誌の 17 巻 2 号までが発行された旨が報告された。 

    現在の一般原稿の投稿状況が報告された。 

  2）依頼原稿の掲載について 

    今回の学術集会から依頼演者には抄録よりも少し詳しい内容で原

稿を書いてもらい、また座長にも講演の意義、人選、内容などに

ついてまとめてもらう。 

5．資格審査委員会 

  1）准会員から会員への申請について 

 2 月に 1名の准会員から会員への変更申請があり、資格審査委員会

での審査で認められ、理事会にて全員承認された。 

  2）発表者の入会について 

    ・発表者は学会員であることを原則とする。 

    ・演題登録時に学会員番号を記入し、登録時に学会員でない場合

には、演題登録〆切後に入会の有無を再度確認し、未入会の場

合には期限までに入会してもらう。 

6．学術集会について 

  1）第 19 回学術集会開催報告 

    平成 20 年 11 月 1 日（土）・2日（日）に幕張メッセにて開催され、

1,600 名余りの参加があった。 

    2）第 20 回学術集会 

      会長：黒坂昌弘 理事 

      日時：平成 21 年 11 月 14 日（土）・15（日） 

      場所：神戸国際展示場 

       ＊5 月 7 日～7月 8日まで演題募集 

3）第 21 回学術集会開催について 

会長：河野一郎 理事 

      日時：平成 22 年 11 月初旬 

場所：つくば市内 

   4）第 22 回学術集会開催について 

     会長：藤 哲 理事 

     日時：平成 23 年 11 月 5 日（土）・6日（日） 

     場所：青森市文化会館、ホテル青森 

 

 



Ⅲ．その他報告及び審議事項 

  1．日本医学会加盟申請結果について 

    平成 20 年度も選考にもれたため、今年度も引き続き申請を行なう予定 

    である。 

  2．日本スポーツ治療医学研究会助成結果について  

平成 20年度研究助成の申請を行い、当学会から以下の 1名が選ばれた。 

研究者：半谷 美夏 

（国立スポーツ科学センター） 

課題名：「慢性腰痛者に対する腰椎 Stabilization Exercise の有効

性評価」 

  3．スポーツサイエンス・テクノロジー2009 協賛について 

    日時：平成 21 年 10 月 2 日（金）～4日（日） 

    場所：東京ビックサイト 

     ＊10 月 3 日に学会から 3 名の会員の先生方（渡會公治先生、金岡恒

治先生、平野篤先生）によるシンポジウムを開催する。 

  4．日本スポーツ体育健康科学学術連合について 

    日本学術会議の日本スポーツ体育健康科学学術連合に加盟した。 

   

 


