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一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

定時代議員総会 議事録 

日 時：平成 26 年 10 月 23 日（木）17:00～18:00 

会 場：ホテル日航奈良 ５階 天空 

代議員数：215 名 

出席者数：193 名（本人出席 98 名、委任状出席 95 名） 

（出席理事）有田健一、石﨑武志、一和多俊男、岩永知秋、植木純、木村弘、久保惠嗣、 

黒澤一、桑平一郎、千住秀明、巽浩一郎、谷口博之、玉木彰、蝶名林直彦、 

陳和夫、津田徹、橋本修、長谷川好規、宮本顕二、森由弘    計 20 名 

（出席監事）長谷川智子、宮川哲夫 計 ２名 

 

議事開始について： 

定款第 17 条により「代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる」となっているため、

議長は久保理事長が務めることとなった。 

また、本代議員総会の成立条件である定足数については、定款第 19 条第１項により「代

議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代

議員の議決権の過半数をもって行う」となっており、今回、代議員現在数の過半数以上の

出席があった。よって本代議員総会は成立し、以下の議案について随時審議した。 

なお、審議の前に野村浩一郎代議員の逝去に黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りした。 

 

１．審議事項（１） 

第１号議案 議事録署名人の選任について 

定款第 23 条により、「代議員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事

録を作成する。議長および代議員総会において選任された議事録署名人１名は前項の議事

録に記名捺印する」とあり、一和多俊男先生が推薦され、承認された。 

１．報告事項（１） 

第２号議案 学術集会 

１）第 24 回学術集会について、木村弘第 24 回会長より報告された。 

日頃から心のケアの重要性を感じていたことから「心・息・動」というテーマにした。 

一般演題は 454 題、指定演題との総計 529 題と、過去最高数となった。 

２）第 25 回学術集会について、植木純第 25 回会長より準備状況について報告された。 

期 間：平成 27 年 10 月 15 日（木）～ 16 日（金） 

会 場：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 

テーマ：未来に生かす四半世紀のチーム医療 

めざせ急性期・慢性期のチーム連携と重症化の予防 

３）第 26 回学術集会について、蝶名林第 26 回会長より準備状況について報告された。 

期 間：平成 28 年 10 月 10 日（月・祝）～ 11 日（火） 

会 場：パシフィコ横浜 

４）久保総務委員長より、理事会にて東京医科大学八王子医療センター 一和多俊男先生
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を第 27 回学術集会会長として推薦する旨報告があった。これが満場一致で承認された。 

第３号議案 平成 25 年度事業報告 

１）会員の移動状況 

久保理事長より、会員数は順調に伸び 3,000 人を超えた旨報告があった。 

２）平成 25 年度事業報告 

久保理事長より、学術集会・地方会の開催や学会誌の発行など、定款に基づき行われた

事業の報告がなされた。 

３）後援・協賛事業について 

久保理事長より、１年間に 18 件の後援等許可した旨の報告があった。 

審議事項（２） 

第４号議案 平成 25 年度決算報告 

橋本財務委員長より決算書に基づき内容の説明があり、正味財産が 43,649,960 円となっ

たことが報告された。 

また、長谷川監事・宮川監事による事業報告書と決算報告書の監査については、宮川監

事より財務諸表が正しく作成され財政状態および収支状況を適正に表示されている旨の報

告があった。ついで議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。 

報告事項（２） 

第５号議案 平成 26 年度事業計画（案） 

久保理事長より定款第５条に基づき、事業計画が報告された。 

第６号議案 平成 26 年度予算（案） 

橋本財務委員長より（修正）予算書に基づき内容の説明があり、会費の値上げに伴い会

費収入の増加が見込まれることや、事務局体制の強化による人件費支出などが報告された。 

第７号議案 理事会決議事項報告 

久保理事長より、８月開催の理事会および書面開催の決議事項につき報告があった。 

懲罰規定に関しては精査して再度理事会で審議することとなった。 

第８号議案 委員会報告 

①総務委員会報告 

久保総務委員長より以下の報告があった。 

・代議員選挙実施に向け、選挙規定の見直しや選挙管理員会の設置を行った。 

②編集委員会報告 

黒澤編集委員長より以下の報告があった。 

・論文の投稿状況や査読状況 

・投稿フォーマットの作成 

・学会誌製作企業を変更し、来年から冊子体リニューアルと J-STAGE への搭載（自由閲覧）

を実施 

③将来計画委員会報告 

宮本将来計画委員長より以下の説明があった。 

・第 24 回学術集会会場にて学会に関するアンケート調査を実施 

④呼吸リハビリテーション委員会報告 
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植木呼吸リハビリテーション委員長より以下の報告があった。 

・第 10 回呼吸リハビリテーション研修会の実施報告 

・第 11 回呼吸リハビリテーション研修会の準備状況 

・「COPD 診断と治療のためのガイドライン第４版ポケットガイド」（呼吸器学会と共同制作）

の発行 

・「ケアスタッフのためのよくわかる COPD」の発行 

・ステートメントの改定を予定 

⑤保険委員会報告 

蝶名林保険委員長より以下の報告があった。 

・平成 26 年度提案書報告：呼吸器学会との共同６点、本学会独自（日本睡眠学会・日本リ

ハビリテーション学会とは共同）４点 

・平成 28 年度提案書提出に向けた今後のスケジュール 

・RST プロジェクトの進捗状況：RST 登録システムの構築と、それに伴う倫理的審査 

⑥広報委員会報告 

千住広報委員長より以下の報告があった。 

・ホームページ改修と運営費の報告 

・「呼吸リハビリテーション施設」のアンケート調査実施と施設の掲載 

・今後の追加コンテンツ：学会賞・学会奨励賞、呼吸ケア指導士、保険診療、COI など 

⑦呼吸ケア指導士認定委員会報告 

石崎呼吸ケア指導士認定委員長より以下の報告があった。 

・呼吸ケア指導士認定者数は経過処置期間の２年間で約 500 名を認定 

・第１回呼吸ケア指導スキルアップセミナーの開催 

・上級呼吸ケア指導士の策定、内容は引き続き精査 

⑧倫理・COI（利益相反）委員会報告 

長谷川倫理・COI（利益相反）委員長より以下の報告があった。 

・平成 26 年４月より実施、役員および編集委員会、プログラム委員会、論理・COI 委員会

委員について COI 報告書の提出を求めた 

・論文投稿における COI 報告書の提出方法変更 

⑨時間内歩行試験基準値作成委員会 

宮本時間内歩行試験基準値作成委員長より以下の報告があった。 

・６分間歩行試験はデータ収集が終了し結果をまとめている。 

・シャトルウォーク試験は高齢者が集まらず、引き続きデータ収集中 

第９号議案 学会賞・学会奨励賞について 

木村学会賞選考委員長より、平成 26 年度第３回学会賞・学会奨励賞受賞者と 10 月 24 日（金）

午後に表彰式および受賞講演が行われる旨の報告がなされた。 

・学会賞受賞者：京都大学及び関連病院非侵襲的呼吸管理グループ （代表）坪井知正 

・学会奨励賞受賞者：川越厚良（市立秋田総合病院リハビリテーション科） 

福家 聡（ＫＫＲ札幌医療センター呼吸器科） 

審議事項（３） 

第 10 号議案 役員の選任について 
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理事・監事全員は本総会終結時をもって任期満了し、資格喪失するため、議長は本総会

においてこれが改選をしたい旨を述べた。 

選挙で選出された下記理事候補と理事会で推薦された監事候補を候補者毎に議場にその

選任の可否を諮ったところ、全ての候補者につき満場一致で承認可決された。 

理事候補：一和多俊男、岩永知秋、植木 純、桂 秀樹、木村 弘、桑平一郎、神津 玲、 

塩谷隆信、鈴木栄一、関川清一、高橋仁美、竹川幸恵、巽浩一郎、谷口博之、 

玉木 彰、蝶名林直彦、陳 和夫、津田 徹、栂 博久、橋本 修、 

長谷川好規、堀江健夫、宮川哲夫、宮本顯二、森 由弘（25 名） 

監事候補：黒澤 一、長谷川智子（２名） 

なお、上記当選者のうち、欠席の鈴木栄一氏および栂博久氏については承認された場合

の就任承諾を得ており、その他の者は全員出席中につき、それぞれの就任を承諾した。 

第 11 号議案 名誉会員・功労会員候補について 

議長より、資料に基づき名誉会員・功労会員に推挙する会員についての報告があり、こ

れが諮られ、満場一致で承認された。 

名誉会員候補：（関東）町田和子（近畿）土居洋子（九州・沖縄）浅井貞宏 

功労会員候補：（関東）赤柴恒人、大田健、山口佳寿博（甲信越）小澤克良、久保惠嗣 

（北陸）石﨑武志（近畿）望月吉郎（中国・四国）有田健一 

（九州・沖縄）千住秀明 

第 12 号議案 その他 

特になし 

 

審議の後に、第 27 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会会長となる一和多俊

男先生より挨拶があった。 

 

以上により本日の議事をすべて終了したので、議長は閉会を宣言した。 

 

 

 

平成 26 年 10 月 23 日 

 

一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

  定時代議員総会 

議    長   久保 惠嗣   

 

議事録署名人  一和多 俊男   


