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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 

平成 26 年度 第１回理事会 議事録 

日 時：平成 26 年 10 月 23 日（木）15:00～17:00 

会 場：ホテル日航奈良 ５階 百合 

理事数：20 名 

出席者：（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） 

（監事）長谷川智子、宮川哲夫 

（幹事）熱田了、吉川雅則 

欠席者：（支部長）鈴木栄一 

 

議事開始について： 

定款 36 条により、議長には久保理事長を選出した。 

本理事会の成立条件である定足数については、定款第 37 条により、「決議について特別に

利害関係を有する者を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う」となってお

り、今回の理事の出席は 20 名で、特別の利害関係を有する者はなし。従って、理事現在数

の過半数以上が出席しており、本理事会は成立した。 

議事録署名人は定款 40条第２項により久保理事長および長谷川智子監事ならびに宮川哲夫

監事を選出し、次の議案について随時審議した。 

 

報告事項（１） 

第１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。 

会 期：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・慢性期の連携と重症化の予防 

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

会 期：平成 28 年 10 月 10 日（月･祝）～ 11 日（火） 

会 場：パシフィコ横浜 

テーマ：未定 

審議事項（１） 

第２号議案 平成 25 年度事業報告 

１）会員の移動状況 
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久保理事長より、会員数は順調に伸び 3,000 人を超え、各職種においてそれぞれ入会が

あり、医師もこれまでより入会数が多かった旨報告があった。 

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

業の説明がなされ、これが満場一致で承認され、代議員総会へ報告することとなった。 

３）学会の後援・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。 

第３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

たことが改めて報告された。 

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

り、今後は特定資産として管理していくのはどうかとの意見が述べられた。 

なお、決算報告に関しては、みなし決議にて承認済みであり、追加意見等もなく代議員

総会へ附議されることとなった。 

第４号議案 平成 26 年度事業計画（案） 

１）平成 26 年度修正予算（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。 

２）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。開催未定の酸素療法ガイ

ドライン作成委員会については、宮本理事より呼吸器学会の理事会審議結果によるとの補

足説明があった。 

また、黒澤理事より、再来年から呼吸器の患者さんがフライングディスク競技にエント

リーできることになったので、詳細が決まったらご協力いただきたいとの依頼があった。 

これらにつき議場に諮られて満場一致で承認され、代議員総会へ報告することとなった。 

報告事項（２） 

第５号議案 理事選挙結果報告 

久保理事長より、理事選挙の投票率と結果が報告された。併せて、監事は理事長推薦に

より選出、支部長は各支部の理事候補から、幹事は会長の指名で選出された。 

役員の候補は以下の通り。 

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） 

第６号議案 各種委員会報告 

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。 

・第 27 回学術集会会長推薦について 
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久保総務委員長より、総務委員会で検討した結果、一和多俊男先生を第 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、代議員総会へ附議するこ

ととなった。 

・謝礼の内規について 

謝金の内規案が提出され、議場に諮られた。これが満場一致で承認された。 

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。 

・学会誌の発行は順調である 

・冊子体のデザインをリニューアルする 

・論文投稿フォーマットを作成し、原著と研究報告で使用する 

・電子化に向けての進捗状況 

なお、J-STAGE への搭載に際しては、多くの人に読んでいただくために会員に限定せず自

由閲覧にすることとなった。 

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。 

・学会の将来の在り方に関するアンケート実施（第 24 回学術集会会期中） 

④呼吸リハビリテーション委員会報告 

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地報告 

・「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」（ＪＲＳと共同制作）

発行 

・「ケアスタッフのためのよくわかるＣＯＰＤ」発行 

・第 11 回呼吸リハビリテーション研修会の準備状況と第 12 回の開催地について 

・ステートメントを来年 10 月を目途に改定 

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 28 年度提案事項候補の説明 

今回初めて会員より公募した案件を含め、ネーザルハイフロー、シャトル・ウォーキング

等新既４件および SAS の外来管理評価など既収載３件を中心に提案していく。 

このうち、公募で巽理事から提案のあった吸入用プロスタグランジンI２製剤に付帯する1) 携

帯型精密ネブライザーに係る費用、また 2) その指導管理料の算定に関しては、イロプロスト薬

事承認の結果を確認してから提案する予定となった。 

なお、陳理事から今回の改定で、心不全・脳卒中・透析患者等に起こる中枢性無呼吸症に対す

る ASV(adaptive servo-ventilator)の適応が外されているが、現場での実態と異なり大変混乱

していることが指摘された。これに対し当学会では睡眠学会・呼吸器学会と連携しつつ、

厚労省への提言による「事務連絡」への記載あるいは 28 年度改訂を目標として進めていく

方向となった。 

・RST プロジェクトの進捗状況 

前回に引き続いて全国の RST チームの登録システムについて具体的に説明がなされた。

これに対し倫理・COI 委員会から研究自体の倫理性は問題ないとされたが、登録には患者
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データの収集が含まれることから、臨床研究と位置付け、参加各施設における臨床研究

審査委員会の承認を必要とするとの答申があり、また UMIN の臨床研究登録をすること

が望まれた。これを受けて理事会では、倫理委員会の条件のもと登録作業をすすめてい

くことが承認された。 

・保険委員会の名称変更 

「適正診療委員会」が実態を表しており提案されたが、名称変更に関しては、「診療報酬

適正委員会」が良いのではないか、“保険”を残した名称にした方が良いのではないか、な

どの意見が出された。最終的には今後の継続審議とされた。 

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。 

・ホームページ障害報告、追加・更新内容と運営費の報告 

・今後の追加コンテンツ：支部会情報、会員向けアンケート他 

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制度規則および細則の改定 

経過処置期間終了および上級の策定により、改定をしたとの説明があった。これについ

ては、改定案を了とし、多職種で構成されていることから次のステップで職種別の検討を

加えるよう意見が出された。 

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。 

・懲罰規定の策定：前回の理事会に引き続き審議されたが、慎重に決める必要があるとの

意見から再度保留となった。 

・投稿時の COI 報告書記載方法の変更：共著者全員分と集計分の提出から集計分のみの提

出に変更し、共著者の COI 状態については論文責任者または筆頭著者において記録保管を

する。 

・外国人による学会発表時のスライドサンプルを作成 

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、引き続きデータを収集中 

第８号議案 今期の審議事項について 

資料に基づき、この１年の理事会での審議事項の確認が行われた。 

第９号議案 その他 

１）学術集会における認定看護師セッションの継続的開催について 

長谷川智子認定看護師より、学術集会に毎年認定看護師のセッションを開催して欲しい

との要望があり、これが議場に諮られ満場一致で承認された。 

２）医師向け研修会について 

ADL 維持向上等体制加算の医師向け研修会の開催について、会員より希望があったことを

受け、本学会でも開催は可能ではないかとの意見が出された。蝶名林理事が厚生労働省に

実施要件を確認することとなった。 
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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 

 

理事長 久保 惠嗣   

 

監事  長谷川智子   

 

監事  宮川 哲夫   

 


