
一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 

2018年度第 3回理事会議事録 

 

開催日時： 2019年 11月 15日（金）15：00 より 17：00 

開催場所： パシフィコ横浜 会議センター 5F  511+512 

（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

 

出席理事：  赤間 高雄  大森 豪   勝川  史憲    川原 貴   黒坂 昌弘   

坂本 静男  谷  諭     帖佐 悦男  飛松 好子  馬場 礼三 

増島 篤   松本 秀男  水田 博志  武者 春樹  宗田 大 

            安井 利一  山澤 文裕  山下 敏彦  吉矢 晋一 

          

出席監事：   牧田  茂  南  和文 

 

議事録作成者： 川原 貴 

 

議長：   松本 秀男 

 

議事の経過の要領及びその結果 

 

（１）議長選任 

  理事長（代表理事）川原 貴は、開会に当たり、議長として理事 松本 秀男を指名した

ところ、同人は直ちに議長就任を承諾した。 

 

（２）定足数の確認 

議長は本日の出席が理事 19名であり、理事総数 22名中 19名の出席を得て、定款 35条

第 1項の「理事の過半数が出席」していることにより理事会が有効に成立したことを報告

した。 

議長の指名により理事 山澤 文裕は、第 30回日本臨床スポーツ医学会学術集会会長

として挨拶した。 

 

（３）議案の審議状況及び議決結果等  

審議事項 

第 1号議案 2018年度事業報告及び学会員数 

議長は、2018 年度事業報告及び学会員数の内容を報告した。ついで、議長が本議案の

承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 



第 2号議案 2019年度事業計画 

議長は、2019年度事業計画の内容を説明した。30周年記念誌発行事業が昨年度に引き

続いての特別事業である。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承

認可決した。 

 

第 3号議案 2018年度収支報告 

議長の指名により理事 吉矢 晋一は、収支報告書、貸借対照表等の内容を報告した。

続いて、監事 牧田 茂は、監事 南 和文と会計に関する書類を顧問税理士 石原 嘉久

及び事務局立ち会いのもと綿密に確認し、適正に処理されていることを認めた旨を報告

した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 

第 4号議案 2019年度予算案 

議長の指名により財務委員長 理事 吉矢 晋一は、2019年度予算案の内容を説明した。

オリンピック・パラリンピック準備委員会、国際交流費および業務委託費が増額となって

いる。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 

第 5号議案 新理事・監事の選出について 

議長の指名により選挙管理委員長 理事 武者 春樹は、本年度の理事・監事選挙の経

過を確認した。理事および監事の立候補者が定員以内のため選挙は行わず 9 月に選挙結

果を確定し全員当選となったことを報告したところ、満場異議なく承認された。定時総会

で承認を頂く。 

 

第 6号議案 第 33回学術集会会長について 

  議長は、第 33回学術集会会長の選出について意見を求めたところ、理事 山下 敏彦

が推挙され、同人の意思を確認し同意を得た。ついで、議長が本議案の承認を求めたとこ

ろ、満場異議なく承認可決した。議長の指名により理事 山下 敏彦は挨拶した。 

 

第 7号議案 スポーツ庁からの「Sport in Life プロジェクト」への協力依頼について 

  理事 山澤 文裕より、スポーツ庁より、「Sport in Life プロジェクト」への協力依

頼が日本臨床スポーツ医学会にあったことが報告され、協力依頼について満場異議なく

承認された。山澤理事を中心に進めていくこととする。 

 

第 8号議案 「AMSSM について」 

総務委員長  理事  松本 秀男は、「AMSSM」（米国の臨床スポーツ医学会）とのトラベ

リングフェローの交換を行っていくことを資料に基づき提案した。 ついで、議長が本議

案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 



各委員会審議・報告事項 

総務委員会 

1. 韓国スポーツ医学会 トラベリングフェローについて 

  総務委員長  理事  松本 秀男は、2017 年から行われている韓国スポーツ医学会と 

のトラベリングフェローについて 2019年の韓国への訪問の内容について報告した。 

 

2. 女性メディカルスタッフ支援部会 2018 年度事業報告（決算報告）および 2019年度事

業計画（予算を含む）について 

  総務委員長  理事  松本 秀男は、総務委員会の下にある女性メディカルスタッフ 

支援部会の 2018 年度事業報告および 2019 年度の事業計画について報告した。事業計

画に基づく 2019 年度の予算は他の委員会と同様に 50 万円までとすることも報告し

た。 

 

学術委員会 

1. 2018 年度活動報告及び 2019年度活動予定 

  学術委員長  理事  武者 春樹は、各部会の活動報告及び活動予定を報告した。予

算は各部会 50万円ずつとする。 

 

2. 2020年公開シンポジウムについて 

学術委員長 理事 武者 春樹は、2020 年 1月 25日（土）にステーションコンファ

レンス東京（東京駅近く）において 2020年公開シンポジウムを小児科部会担当にて開

催する旨を報告した。 

 

3. 第 15回医学生のためのスポーツ医学セミナーおよび今後について  

  学術委員長  理事 武者 春樹は、第 15回医学生のためのスポーツ医学セミナーに

ついて理事 大森 豪の担当により 2019年 10月 19日(土)に 130名を超える参加者で

盛会のうちに終了した旨を報告した。今後については、学術委員会としては現状のセミ

ナーは終了し、次年度の学術集会より医学部学生・医学初期研修医のセッションを設け

ていくこと、および学術集会における医学生向けセミナーの開催を学術集会会長にお

願いする方向で進めていくことが報告された。 

 

4. 東京 2020 オリンピック中に選手村で開催するシンポジウムについて 

学術委員長 理事 武者 春樹は、東京 2020 オリンピック期間中に選手村で開催す

るシンポジウムについて本学会に提案の依頼があった為、学術委員会にて案を募集し、

学術委員会および総務委員会にて審議の上、「東京オリンピック 1964 Olympic Medical 

archives」を推薦シンポジウムとする旨を報告した。 

 



5. 第 93回日本整形外科学会学術総会ご提案いただいたプログラム企画案について 

学術委員長 理事 武者 春樹は、第 93回日本整形外科学会学術総会に整形外科部

会長の増島理事の担当で推薦した 2つのシンポジウムが採用された旨を報告した。 

 

編集委員会 

1. 学会誌投稿状況 

編集委員長  理事  勝川 史憲は、平成 28年度から 2018 年度の各年度投稿総数と

査読状況について報告した。 

 

2. 第 30回学術集会 依頼原稿について 

編集委員長  理事  勝川 史憲は、第 30回日本臨床スポーツ医学会学術集会で発表

される演題のうち、会長講演、教育研修講演 8 つ及び 5 つのシンポジウムを来年の学

会誌に掲載する旨を報告した。 

  

3. 2018 年度学会賞について 

  編集委員長  理事  勝川 史憲は、2018 年度学会賞選出の選考過程の説明を述べ、

学会誌 27巻 1号～3号に掲載された論文から優秀論文 3編を選出した旨を報告した。 

 

4. 投稿規定改訂（オンラインジャーナル等，ウェブ上の文献を引用する方法についての記

載追加）について 

   編集委員長  理事  勝川 史憲は、オンラインジャーナル等, ウェブ上の文献を引

用する方法について投稿規定に追加し改訂することを提案した。 ついで、議長が本議

案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。 

 

資格審査委員会 

1. 准会員資格審査結果 

資格審査委員長  理事  宗田 大は、前回理事会での報告以降の 2019年 5月 14日

から 2019 年 9 月 30 日の期間で准会員資格審査の対象となった 183 件について報告し

た。資格・身分その他が 20件あり、合格が 182名、不合格が 1名であった。 

 

2. 会員の種類等の HPへの掲載方法について 

資格審査委員長  理事  宗田 大は、学術集会臨時会員について学会 HP上への記載

がないので、記載したほうが良いとの提案を行った。今後改善していくこととする。 

 

倫理・COI委員会 

  第 30回学術集会 COI提出状況について 

倫理・COI委員会委員長  理事  山澤 文裕は、第 30回学術集会の COI提出状況に



ついて報告した。 

 

オリンピック・パラリンピック等準備委員会 

2018年度活動報告 

オリンピック・パラリンピック等準備委員会委員長  理事  赤間 高雄は、2018 年

度の活動について報告した。 

 

その他の報告事項 

 第 30回学術集会発表者の入会状況の件 

議長は、第 30回日本臨床スポーツ医学会学術集会発表者の入会状況について報告し

た。 

 

第 31回及び第 32回学術集会の件 

理事 帖佐 悦男は、第 31 回学術集会を 2020 年 10 月 17 日（土）、18 日（日）の 2

日間、シーガイアコンベンションセンターにおいて開催する旨を報告した。 

続いて理事 赤間 高雄は、第 32回学術集会を 2021年 11月 13日（土）、14日（日）

の 2日間、早稲田大学早稲田キャンパスにおいて開催する旨を報告した。 

 

次回の理事会日程の件 

議長は、次回の理事会がこのあと定時総会後の 18時 15分より行われる旨を述べた。 

 

  

 

以上を以て、審議すべき予定につき全て了したので、閉会を議長は宣した。 

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し記名押印する。 

 

2019年 11月 15日 

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 

 

理事長    川原  貴   

 

議長 副理事長   松本 秀男   

 

監 事    牧田  茂   

 

監 事    南  和文   


