
一般社団法人 日本臨床スポーツ医学会 

2020年度第 2回理事会議事録 

 

開催日時： 2021年 11月 12日（金） 15 : 00より 17 : 00 

開催場所： ステーションコンファレンス東京 「402C+D」会議室 

（東京都千代田区丸の内 1-7-12サピアタワー） 

      ※テレビ会議システムを用いての開催 

 

開催場所出席理事：赤間 高雄 大森  豪 増島  篤 松本 秀男 宗田  大  

山澤 文裕 

 

WEB 出席理事  ：奥脇  透 勝川 史憲 木村  穣 島田 和典 田島 文博  

帖佐 悦男 津下 一代 鳥居  俊 中川 泰彰 馬場 礼三  

細井 雅之 牧田  茂 松田 貴雄 水田 博志 山下 敏彦  

吉矢 晋一 

 

WEB 出席監事 ： 原  邦夫 

議事録作成者 ： 松本 秀男 

議  長 ：   山澤 文裕 
 
上記のとおり出席があり、本理事会は適法に成立したので、山澤文裕は議長となり 

本理事会がテレビ会議システムを用いて開催する旨を宣した。 
当テレビ会議システムは、出席者の音声・映像が即時に他の出席者に伝わり 

出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みと 
なっていることが確認され、議案の審議に入った。 
テレビ会議システムは終始異常なく、議長は以上をもって本日の議事を終了したことを

宣し 17時 00分閉会した。 
議案及び決議事項は以下のとおりである。 

 
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）松本 秀男は、開会に当たり、議長として理事 山澤 文裕を指名

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 22名であり、理事総数 23名中 22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 赤間 高雄は、第 32回日本臨床スポーツ医学会学術集会会長

として挨拶し、オンライン開催の準備状況について報告した。 
 

（３）議案の審議状況及び議決結果等  

審議事項 

第 1号議案 2020年度 事業報告及び学会員数 

  議長は、2020 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  2021年度 事業計画 

  議長は、2021 年度事業計画の内容を説明した。学術集会が新型コロナウィルス感染症

(COVID-19)の影響によりオンライン開催となったこと、およびオリンピック・パラリンピ

ックが終了したことなどにより、委員会の再編が必要となる。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 2020年度収支報告 

  議長の指名により財務委員会委員長理事 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 原 邦夫は、監事 永富 良一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 2021年度予算案 

議長の指名により財務委員会委員長 理事 吉矢 晋一は、2021年度予算案の内容を説

明した。引き続き会員管理システム構築費として減価償却費が計上されていること、およ

び予備費を 500万円としていること等が説明された。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。 

 

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会委員長 理事 増島 篤は、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 35回学術集会会長について 

  議長は、第 35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 大森 豪が

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 大森 豪は挨拶した。 

 

各委員会審議・報告事項 

財務委員会 

2020年度活動報告 

  財務委員会委員長  理事  吉矢 晋一は、2020年度の活動について報告した。 

 

学術委員会 

1. 2020年度活動報告及び 2021年度活動予定 

  学術委員会委員長  理事  増島 篤は、健康スポーツ部会および競技スポーツ部会

の活動報告及び活動予定を報告した。予算は各部会 150万円ずつとする。 

 

2. 第 95回日本整形外科学会学術総会プログラム採択結果について 

学術委員会委員長 理事 増島 篤は、2 案を提案した中の 1 案「2021 東京オリン

ピック・パラリンピックのレガシー －整形外科医の立場から－」が採択されたことを

報告した。 

 

 その他 

   学術委員会委員長 理事 増島 篤は、2022 年 1 月開催予定の公開シンポジウムを

新型コロナウィルス感染症の影響が排除できないため、2022 年 4 月に開催を延期する

ことおよび、内容について再検討することを報告した。また、日本アスレティックトレ
ーニング学会との「スポーツ現場における外傷・障害調査手法の標準化」の合同提言の

作成については、2022年 3月を目処に完成に向けて進めていることを報告した。 

 

編集委員会 

1. 学会誌投稿状況について 

編集委員会委員長  理事  勝川 史憲は、2018 年度、2019年度、2020年度および

オンライン投稿システム導入後の 2021年度の投稿総数と査読状況について報告し

た。 

 

2. 第 32回学術集会 依頼原稿について 

編集委員会委員長  理事  勝川 史憲は、第 32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 3 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. 2020 年度学会賞について 

  編集委員会委員長  理事  勝川 史憲は、2020年度学会賞選出の選考過程の説明を

述べ、学会誌 29 巻 1 号～3 号に掲載された論文から優秀論文 4 編を選出した旨を報告

した。 

 

4. 投稿規定再改定について 

   編集委員会委員長  理事  勝川 史憲は、10月のオンライン投稿システムの導入等

により、前回の理事会で承認された改定から更に投稿規定の変更が必要となったため

再改定案を提案したところ、満場異議なく承認可決した。総会にて承認をいただくこと

とする。 

 

資格審査委員会 

1. 前回理事会にて承認された「学生制度導入による定款の変更について」の定時総会で 

承認いただくことについての報告 

資格審査委員長  理事  宗田 大は、前回の理事会にて承認された学生制度の導入

およびそれに伴う定款変更について、総会にて承認をいただくことを報告した。 

 

2. 准会員資格審査結果 

資格審査委員会委員長  理事  宗田 大は、2020年 10月 1日から 2021年 9月 30日

の期間で准会員資格審査の対象となった 154件について報告した。資格・身分その他が

17件あり、全員合格であった。 

 

3. 准会員の入会資格について 

資格審査委員会委員長  理事  宗田 大は、8月に准会員から正会員への申請が 2名

あり、確認した。芝浦工業大学 深野 真子 准会員、東京柔道整復専門学校 栖原 

弘和 准会員について資格審査委員全員から承認を受けたため、理事へ意見を求めた

所、満場一致で承認を得た。 

 

倫理・COI委員会 

  2020年度活動報告 

倫理・COI委員会委員長  理事  牧田 茂は、2020 年度の活動について、倫理審査

準備小委員会の活動も含め報告した。 

 

オリンピック・パラリンピック等準備委員会 



2020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、2020年

度の活動について報告した。東京 2020大会への参加調査を Webアンケートにて準備

していることが報告された。 

 

広報委員会 

2020年度活動報告 

広報委員会委員長  理事  島田 和典は、2020年度の活動について報告した。会員

ページの構築が最終段階に入っていることが報告された。 

 

国際委員会 

2020年度活動報告 

国際委員会委員長  理事  松本 秀男は、2020年度の活動について報告した。KSSM

からのトラベリングフェローおよび AMSSM へのトラベリングフェローは新型コロナウ

ィルス感染症(COVID-19)の影響により昨年に引き続き中止となったことが報告され

た。 

 

教育研修委員会 

2020年度活動報告 

教育研修委員会委員長  理事  大森 豪は、2020年度の活動について報告した。教

育研修システム構築についての第１次アンケート調査の結果について報告し、協力施

設確認を含めた第二次調査をする予定であることが報告された。 

 

その他の報告事項 

 第 32回学術集会発表者の入会状況の件 

議長は、第 32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 33回及び第 34回学術集会の件 

理事 山下 敏彦は、第 33回学術集会を 2022 年 11月 12日（土）、13日（日）の 2

日間、ロイトン札幌、札幌プリンスホテルにおいて開催する旨および準備状況について

報告した。 

続いて理事 勝川 史憲は、第 34回学術集会を 2023 年 11月 11日（土）、12日（日）

の 2日間、パシフィコ横浜ノー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、次回の理事会が定時総会後に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定款第 36条第 2項の規定により以下

に記名押印する。 

 

2021年 11月 12日 

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 

 

理事長    松本 秀男                    代表印 

 

議長 副理事長   山澤 文裕                    ㊞ 

 

監 事    原  邦夫                    ㊞ 


