
一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 

第 2期定時社員総会議事録 

 

開催日時： 平成 27 年 11 月 6日（金）17：30より 18：30 

開催場所： 神戸ポートピアホテル 南館 1F 「大輪田 B」 

   （神戸市中央区港島中町 6丁目 10-1） 

出席社員： 総社員（代議員）数 222 名中、出席社員（代議員）170 名（本人出席 99 名、

委任状 71名） 

出席理事： 大久保 衞、落合 和彦、川原 貴、黒坂 昌弘、河野 一郎、谷 諭、 

帖佐 悦男、飛松 好子、馬場 礼三、福林 徹、藤本 繁夫、増島 篤、 

松本 秀男、武者 春樹、宗田 大、安井 利一、山澤 文裕、吉矢 晋一、 

渡會 公治 

出席監事： 南 和文、牧田 茂 

 

議事録作成者： 川原 貴 

 

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）河野 一郎は、開会に当たり議長として代議員松本 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 

 議長は定時総会に議決権のある代議員総数 222 名、その議決権の数 222 個、本総会に出

席した代議員の数 170 名（うち委任状による数 71 名）、その議決権の数 170 個であること

を説明し、定款 19条第 1項の「総代議員の議決権の過半数の代議員が出席」と定められて

いるとおり本総会が有効に成立したことを報告した。 

 

（３）議案の審議状況及び議決結果等 

審議事項 

第 1号議案 平成 26 年度事業報告及び学会員数 

議長は、平成 26 年度事業報告の内容を説明した。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 平成 27 年度事業計画 

議長は、平成 27 年度事業計画の内容を説明した。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 3号議案 平成 26 年度収支報告 

議長の指名により、財務委員長 吉矢 晋一は収支報告書、貸借対照表等の内容を説明し

た。続いて、議長の指名により監事 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 平成 27 年度予算案 

議長の指名により、財務委員長 吉矢 晋一は平成 27 年度予算案の内容を説明した。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 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 渡會 公治により新理事・監事の選出について説明

がなされた。新理事に 赤間 高雄、木村 穣、山下 敏彦の 3名の立候補があり、定款第 23

条により(理事 20 名以上 25 名以内、監事 2 名以内)、立候補者数が定員を超えていないた

め選挙を実施しないことを述べた。ついで、新理事・監事の一覧が提示された。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 6号議案 第 29回学術集 29回学術集会会長に理事 増島 篤が選出されたことが説明さ

れた。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。 

 

報告事項 

 

各委員会報告事項 

総務委員会 

 総務委員長 松本 秀男は議題に沿って、学会ロゴ進捗状況について説明された。学会ロ

ゴ案が募集された経緯や選考方法について説明し、4作品まで案が絞られ、学術集会にて投

票を行う旨を説明された。 

  

学術委員会 

議長の指名により学術委員長 理事 川原  貴は、平成 26年度活動及び平成 27年度活動

予定について報告した。 

脳神経外科部会「第 2版頭部外傷 10か条の提言」PDF化について説明された。 

日本医学会加盟記念講演が平成 27 年 4 月 13 日（月）にグランドプリンスホテル京都に

おいて開催された旨が報告された。 

続いて、2016年公開シンポジウムが 1月 30日に開催される予定であることについて説明



され、2017 年公開シンポジウムがリハビリテーション部会担当で開催される予定であるこ

とが報告された。 

続いて、第 11回学生のためのスポーツ医学セミナーについて、理事 谷  諭担当のもと、

平成 27年 11月 8日（日）に東京慈恵会医科大学にて開催予定である旨の報告がなされた。 

続いて、第 5 回チームドクター＆トレーナーミーティングが平成 27 年 11 月 6 日（金）

に神戸国際会議場において開催中であり、盛況である旨を報告した。 

 

資格審査委員会 

議長の指名により資格審査委員長 理事 渡會 公治は、平成 27 年 5 月 17 日から平成 27

年 9月 30日の期間で准会員資格審査の対象となった 147名について報告した。 

また、准会員から正会員への資格申請について、1名申請依頼があり、理事会にて承認さ

れた旨が報告された。 

 

倫理・COI委員会 

議長の指名により倫理・COI委員長 理事 山澤 文裕は、理事会において COI指針、細則、

Q&A が承認されたことを報告された。続いて、今後の COIに関するスケジュールについて報

告された。 

 

平成 26年度学会賞 

議長の指名により編集委員長 理事 増島 篤は、学会誌 23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、選考過程の説明がなされた。 

 

第 27回及び第 28回学術集会について 

議長の指名により理事 宗田 大は、第 27回学術集会を平成 28年 11月 5日（土）、11月

6日（日）の 2日間、幕張メッセ国際会議場において開催予定であり、テーマは「Rio to Tokyo」

である旨の報告がなされた。続いて、議長の指名により理事 谷 諭は、第 28回学術集会

を平成 29 年 11 月 11 日（土）、12 日（日）の 2 日間、国立オリンピック青少年総合センタ

ーにおいて開催する旨を報告した。 

 

健康日本 21 推進全国連絡協議会入会について 

議長は、健康日本 21 推進全国連絡協議会に入会した旨を報告した。 

 

日本体育協会認定 スポーツ歯科医更新講習について 

 議長は、日本体育協会認定 スポーツ歯科医更新講習について、本学会の講習が選出さ

れた旨を報告した。 

 

第 89回日本整形外科学会学術集会シンポジウム パネルディスカッションについて 



 議長は、本学会より 2案を提出しており、返答待ちの状況である旨を報告された。 

 

その他 

 理事長 河野 一郎より、河野 一郎、福林 徹、渡會公治の 3 名の理事の退任について

報告がなされた。 

 続いて、新理事 赤間高雄、木村 穣、山下敏彦の 3 名の紹介がなされ、定時総会にて

正式に理事に就任される旨が説明された。 

 

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。 

 

 

平成 27年 11月 6日 

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会  

 

 

議長 

副理事長    松本 秀男   

 

 

議事録作成者 

理事      川原 貴 

 


