一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
平成 28 年度第 1 回理事会議事録
開催日時： 平成 29 年 5 月 13 日（土）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 【402】
（東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー4F）
出席理事： 出席理事数 14 名 （理事総数 21 名）
赤間 高雄、川原 貴、黒坂 昌弘、谷 諭、飛松 好子、馬場 礼三、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
出席監事： 出席監事数 2 名（監事総数 2 名）
牧田 茂、南 和文
（50 音順・敬称略）
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 川原 貴は、開会に当たり、松本 秀男を議長とする提案を行った。全員に承認
を求めたところ、満場異議なく承認可決した。
（2）定足数の確認
議長は本日の出席が理事 14 名であり、理事総数 21 名中 14 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説明
した。
審議事項
第１号議案 平成 28 年度 理事選挙について
議長は、平成 28 年度理事選挙について資料に基づきスケジュールを説明し、選挙管理委
員候補者について述べた。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 名誉会員候補について
議長は、平成 29 年度名誉会員候補について資料に基づき説明をした。

大久保

衞、

藤本 繁夫の 2 名が平成 29 年度に新たに理事長 川原 貴より名誉会員に推薦されたこと

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。次
回定時総会で承認、推挙を求める。
第 3 号議案 韓国とのトラベリングフェローの交換について
議長は資料に基づき、韓国よりトラベリングフェローの交換について依頼があった事を
説明した。トレーナーなどの准会員が海外研修を受けられる機会を作ることを目的とする。
費用は年間 50 万円程度を予想しており、公募後選考を行う予定で進めることを提案し、
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

European College of Sports and Exercise Physicians からの協定依頼

議長は資料に基づき、European College of Sports and Exercise Physicians からの協定依頼
があった事を説明した。ヨーロッパの団体から、相互にワークショップを開催して協定を結
ぶ提案があり、前向きに検討することで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
平成 28 年度中間報告
1. 平成 28 年度学会員数中間報告
議長は資料に基づき平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 4 月 30 日までの学会員数につい
て報告した。退会者の退会理由を調査する事とする。
2. 平成 28 年度中間収支報告
議長の指名により、財務委員長理事 吉矢 晋一は資料に基づき平成 28 年 10 月 1 日から
平成 29 年 4 月 20 日までの収支について報告した。
各委員会 審議・報告事項
1. 編集委員会
・一般投稿論文及び依頼原稿論文状況について
編集委員長理事 増島 篤は、平成 26 年度から平成 28 年度の各年度投稿総数と査読状況
について報告した。ついで、第 27 回学術集会の依頼原稿の寄稿状況について資料に基づき
報告した。
・新投稿規定について
編集委員長理事 増島 篤は新投稿規定の内容を資料に基づき説明した。ついで、学会誌
25 巻 1 号より新規定の掲載を始めたことを報告した。論文見本を今後用意する予定である。

2. 学術委員会
・小児科部会提言について
学術委員長理事 武者 春樹より小児科部会にて「運動誘発喘息、食物依存性運動誘発性
アナフィラキシーを有する子どもの運動参加に関する提言」作成を予定していることを
報告した。
・2017 年公開シンポジウム開催報告
学術委員長理事

武者 春樹、及びリハビリテーション部会長

飛松 好子は資料に基づ

き、2017 年公開シンポジウムの開催報告を行った。2017 年公開シンポジウムはリハビリテ
ーション部会が担当であり、2017 年 1 月 28 日(土)にステーションコンファレンス東京に
て開催されたことを報告した。
・2018 年公開シンポジウム開催予定
学術委員長理事 武者 春樹は資料に基づき 2018 年公開シンポジウム開催予定について
説明した。2018 年公開シンポジウムは脳神経外科部会が担当であり、2018 年 1 月 27 日(土)
にステーションコンファレンス東京にて開催予定であることを報告した。
・第 13 回/第 14 回以降学生のための医学セミナー予定
学術委員長理事 武者 春樹は資料に基づき第 13 回学生のための医学セミナーについて、
2017 年 11 月 11 日(土)代議員田島 文博担当により開催予定であることを報告した。
ついで、第 14 回以降学生のための医学セミナーは東北大学 永富 良一代議員に担当を
依頼する予定であることを説明した。
・第 7 回チームドクター＆トレーナーミーティング開催予定
学術委員長理事 武者 春樹は資料に基づき 2017 年 11 月 17 日に開催予定の第 7 回チー
ムドクター＆トレーナーミーティングについて報告した。
ついで、今後のチームドクター＆トレーナーミーティングについて、久光製薬が共催辞退
の意向を示していることを説明した。今後の開催継続についての審議は総務委員会にて行
っていく予定。
久光製薬に例年の開催費負担額を調査することとなった。
（参考：その後の調査で 50〜100 万円程度であるとの回答が得られた。
）
日本スポーツ治療財団からの助成金を受けられる話があり、セミナーの財源に出来る可
能性がある。
・J-SPORTSCAR STUDY の実施について
学術委員長理事 武者 春樹は資料に基づき、内科部会が活動しているスポーツ活動中に

おける内因性重大事故に関する調査（J-SPORTSCAR STUDY）について、中央競技団体へ
正式に協力依頼を行ったことを報告した。今後は電子データ報告を利用したデータ集計な
ども考慮する。
3.資格審査委員会
・准会員資格審査結果
資格審査委員長理事 宗田 大は資料に基づき、2016 年 10 月 1 日～2017 年 4 月 20 まで
にあった 33 名の准会員入会申請者については全員合格となったことを報告した。
資格・身分その他のみの申請者の申請用紙に入会希望理由項目を追加したところ、合否の
判定が容易になったことを報告した。
・准会員から正会員への申請
資格審査委員長理事 宗田 大は 2017 年 2 月の募集期間の間に准会員から正会員への申
請が 1 件あり、学術委員会での審議結果は合格であったことを報告した。理事の意見を確
認した所、満場一致で承認を得た。
・資格審査委員会開催について
資格審査委員会での議題はあまり多くないため、次回より資格審査委員会開催は学術集
会前日の年一度のみとし、会議時間は 40 分間とすることとした。
4.倫理・ＣＯＩ委員会
倫理・COI 委員長理事 山澤 文裕は、資料に基づき日本医学会より発表された COI 管
理ガイドライン改定について説明した。
2015 年 11 月より施行された日本臨床スポーツ医学会 COI 指針との違いについて述べ、
今後の方針としては当面の間は従来の指針を変えずにおく事としたことを報告した。
その他報告事項
1. 第 28 回学術集会 進捗状況について
第 28 回学術集会会長理事 谷 諭は資料に基づき、2017 年 11 月 18 日、19 日開催予定
である学術集会進捗状況を報告した。
2. 事務局移転について
事務局が 2017 年 5 月 8 日付にて下記の通り移転したことを確認した。
一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 事務局
〒106-0032 東京都港区六本木 6-15-21 ハークス六本木ビル
株式会社レイ MICE 事業部内

電話番号：03-5413-3846

FAX 番号：03-3475-8681

定款の変更は無し
3. その他
山田養蜂場研究助成基金の公募案内情報の HP での告知依頼があったが、助成金の告知
の掲載の前例がないため今回は断ることとした。
4. 次回学術集会・理事会開催日程について
開催予定は下記の通りである。
第 28 回学術集会日程
日

程：

平成 29 年 11 月 18 日（土）・19 日（日）

会

場：

国立オリンピック記念青少年センター

第 7 回チームドクター＆トレーナーミーティング
日

程：

平成 29 年 11 月 17 日（金） 10:00～16:10（9:30～受付）

会

場：

国立オリンピック記念青少年センター 国際交流棟 1 階 国際会議室

理事会・委員会・定時総会日程
会

場：

AP 西新宿

〒160-0023
東京都新宿区西新宿 7 丁目 2 番 4 号

新宿喜楓ビル 6F・5F・4F

Tel：03-5348-6109
https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-nishishinjuku/
日

時：

平成 29 年 11 月 17 日（金）

14:20～15:00 資格審査委員会
14:00～15:00 学術委員会
15:00～17:00 理事会
17:30～18:30 定時総会
19:00～21:00 会長招宴

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 29 年 5 月 13 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
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事
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