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日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌　2015年 第 25巻 第 3 号 561- 565

学会の動き

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 3回理事会議事録

日　時：平成 27 年 7 月 30 日（木）15：00～17：00
場　所：日内会館 4階会議室
理事数：25 名
出席者：（理事）一和多俊男，植木　純，桂　秀樹，木村　弘，桑平一郎，神津　玲，塩谷隆信， 

鈴木栄一，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，橋本　修，長谷川好規，堀江健夫，宮川哲夫，宮本顕二， 
森　由弘（計 22 名）

　　　　（監事）長谷川智子，黒澤　一
　　　　（支部長）石川悠加
欠席者：（理事）岩永知秋，関川清一，栂　博久
　　　　（幹事）熱田　了
　　　　（支部長）石塚　全

議事開始について：
　定款 36 条により，議長には宮本顕二理事長を選出し
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 22 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項により宮本顕二理事長
および黒澤一監事ならびに長谷川智子監事を選出し，次
の議案について随時審議した．

第一号議案　学術集会

1 ）第 25 回学術集会について，植木純 第 25 回会長より
報告された．

　2015 年 10月 15日（木）～16日（金）東京ベイ舞浜ホ
テル クラブリゾートにて開催．「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～」というテーマにした．呼吸ケア・リハビ
リテーションは急性期から慢性期のいずれの時期でも重
要であり，疾患管理目標である重症化，再入院の予防，
健康状態や身体活動性の向上・維持を達成するには，新
しい介入手法やツールの開発に加えて，急性期，慢性期

チームの情報の共有化，連携をさらに強化する必要があ
ることから，このテーマとした．
　特別講演は，順天堂大学名誉教授，福地義之助先生に
呼吸リハビリテーションとエイジングサイエンスについ
て，国外からは，ロンドン大学セントジョージ呼吸器内
科教授，ポール・ジョーンズ先生に QOL評価の歴史，
CATの活用法について，マギル大学医学部呼吸器内科教
授のジャン・ボルボー先生にセルフマネジメント教育，
最新の薬物療法について，カソリーク大学リハビリテー
ション科学教授のテリー・トゥルースター先生に呼吸リ
ハビリテーションの進歩と将来展望，身体活動性につい
て講演を頂く．また，本学会にも国際化が求められてお
り，日韓国際シンポジウムを企画した．世界の最新情報
や将来への示唆を皆様と共有できるものと期待している．
それ以外の指定演題，市民公開講座，その他プログラム
の概要説明があった．なお，一般演題は 476 題と，過去
最高数の応募となった．
2）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：2016 年 10 月 10 日（月）～11 日（火）
　　会　場：パシフィコ横浜
　　テーマ：「人類の課題―『呼吸不全』～科学と人間か

らの挑戦」
　プログラム委員候補（案）に関して説明があり，承認
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された．
　2015 年 10 月 16 日（8：30～9：30）に，第 26 回学術
集会プログラム委員会を開催予定とした．
　なお 2016 年 10 月 10 日（月）の全体懇親会は，以下の
2つの理由で中止したい旨の説明があり承認された．①
学会の日程で休日から始まっており，懇親会開催により
逆に会員の自由時間が制限される可能性がある．②学会
と同時開催されるスキルアップセミナーにも，学術集会
として資金面でも力を入れていきたいと考えているため
経費節減を図りたい．
3）第 27 回学術集会について，一和多俊男 第 27 回会長
より準備状況について報告された．

　　会　期：2017 年 11 月 17 日（金）～18 日（土）
　　会　場：仙台国際センター

第二号議案　平成 27 年度　事業計画（案）について

　宮本顕二理事長から，定款第 5条に基づき平成 27 年度
事業計画について説明がなされ，承認された．代議員総
会へ報告することとなった．

第三号議案　各種委員会報告

1 ）編集委員会
　巽浩一郎委員長より，以下の報告があった．
　学会誌Web化のために，2014 年 12 月 5 日に J-STEGE

の概要説明があり，巽が出席．
　2015 年 4 月 20 日に J-STAGEの搭載研修会があり，巽
と森由弘が出席．第 25 巻第 2号の発刊後，順次過去に遡
り，J-STAGEに論文 PDFデータを搭載していく予定で
ある．Vol.1/No.1～ Vol.25/No.1 までのアーカイブ分は，
今後 5年間をかけて，Vol.25/No.2～については発行と同
時に掲載する予定である．
　第 25 巻第 1号から，印刷会社がインテルナ出版からレ
タープレスに変更になった．第 25 巻第 1号を発刊した．
　原著用に続き，症例報告のフォーマットを作成して，
HPに掲載した．個人を特定できないような配慮がされ
ているかを追記した．
　呼吸ケア指導士認定委員長（桂　秀樹）より，呼吸ケ
ア指導スキルアップセミナーのサマリーを掲載してほし
いとの依頼があり，掲載予定とした．
　投稿規定の一部改訂に関して（図表の投稿規定など），
編集委員会でメール審議をした結果が示され，理事会と
して承認された．
2）将来計画委員会

　橋本修委員長より，以下の報告があった．
1．学会事務局（人員の整備に関して）
2．学会の事業計画（より若手会員をプログラム委員に

登用の方向を考慮）
3．職種の意見が反映される組織（専門性を持たせた学

術集団の作成）
4．他学会との交流（日本呼吸器学会，など）
5．国際化（日本医学会加盟のためにも必要）
3）呼吸ケア指導士認定委員会
　　桂　秀樹委員長より，以下の報告があった．
　　呼吸ケア指導士認定に関して

　2014 年度は 167 名を認定．2015 年度は 42 名の
申請があり，8月中に書類の確認・疑義照会を行
い，認定を行う．

　　スキルアップセミナーについて
・第 1回スキルアップセミナーは 2014 年 10月 23日
（第 24 回学術集会の前日）に，なら 100 年記念会
館で開催され，192 名の参加者があった．セミ
ナーのサマリーを 12 月に発刊予定の学会誌に掲載
予定．
・第 2回スキルアップセミナーは 2015 年 10月 17日
（第 25 回学術集会の翌日）にオリンピック記念青
少年総合記念センターで実施予定．受講申し込み
は，8月からホームページで実施．
・第 3回スキルアップセミナーは，2016 年 10 月 9
日（第 26 回学術集会の前日）にパシフィコ横浜で
実施を検討中．従来の座学の講習に加えて，
NIPPV，nasal high-flow，人工呼吸器に関する実習
コースの実施を予定する．

4）保険委員会
　蝶名林直彦委員長より，以下の報告があった．
　平成 28 年度診療報酬改定に関して，呼吸器学会保険委
員会，内保連呼吸器領域別委員会とも相談しつつ，本学
会からは以下の申請を提案している．
　【新規分】
　シャトル・ウォーキング試験：漸増負荷法と一定負
荷法があり，いずれも慢性呼吸器疾患患者に対する運
動負荷法で，定量性・再現性に優れる（安藤守秀）．
　経皮CO2 モニター：経皮的に連続してCO2 分圧を測
定するもので，HOTや在宅を含む呼吸管理のモニター
として重要である（富井啓介）．
　【既収載分】算定要件等の変更
　呼吸リハビリテーションでの集団リハ算定：心大血
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管疾患リハでは 1回 1人 5人～15 人〔入院中〕の集団
リハが認められている（坪井永保，堀江健夫）．
　RSTプロジェクト：呼吸療法医学会と合同の RSTプロ
ジェクトでは，間もなく RST登録制度を立ち上げる予定
である．その条件として UMIN-INDICEのサーバーを借
りて登録システムを作るには，統計処理担当者を任用す
ることが義務付けられているため，聖路加国際大学臨床
疫学センターのセンター長，高橋理先生にその任をお願
いし了解頂いた．
　RST登録のための案内を学会 HPに作成する必要があ
り，「保険診療」→「保険診療と RST登録」と，コンテ
ンツ名を変更した．　（本学会 HPの右下段）後日そこへ
登録システムへのリンクを貼ることになっている．なお，
開始にあたっては，まず両学会の代議員のいる施設に上
記登録システムのリンクに関し周知していく予定である．
5）呼吸リハビリテーション委員会
　植木純委員長より，以下の報告があった．
　第 12 回呼吸リハビリテーション研修会を，以下のよ
うに開催する予定である．
　　研修会会長：谷口博之（公立陶生病院呼吸器・アレ

ルギー疾患内科）
　　会　場：電気文化会館イベントホール（名古屋市）
　　日　時：2016 年 3 月 19（金）
　　募集人数：180 名程度
　呼吸器疾患患者を対象としたフライングディスク競技
に際してのマニュアル作成をめざして，ワーキンググ
ループ（WG）立上げの準備を行っている．
　WG長：黒澤　一（東北大学環境・安全推進センター），
WGメンバー：検討中
　第 25 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集
会において，ワークショップ 3，呼吸器患者におけるス
ポーツ～フライングディスク競技普及とマニュアル作成
にむけて～を開催する．
6）酸素療法ガイドライン作成委員会（短期委員会）
　宮本顕二委員長より，以下の報告があった．
　酸素療法マニュアル（酸素療法ガイドラインの改定版）
の作成を予定している．初版（2006 年 7 月）からすでに
9年経過した．その間に新しい酸素吸入装置，なかでも，
高流量式鼻カニュラ（Nasal High Flow），高濃度酸素吸
入ジェットネブライザー（HighFO）が注目されている．
また，酸素マスクも最近は新しい形の製品が普及した．
また，パルスオキシメータの使用法についても呼吸器学
会が発行したパンフレットに整合性をとる必要がある．

なお，初版の内容は正確にはガイドラインではなくマ
ニュアルであったため，改訂版では名称を「酸素療法マ
ニュアル」に変更したい．PDFで学会のホームページ
2016 年 3 月に掲載予定とする．ガイドライン発行は，日
本呼吸器学会と日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
（第一版と同じ）とする．

第四号議案　学会賞・学会奨励賞 選考に関して

　植木　純選考委員長より，学会賞および学会奨励賞の
選考経緯と結果が報告され，承認された．
　学会賞　谷口博之（公立陶生病院）呼吸器疾患に対す

る包括的アプローチ
　学会奨励賞　応募者なし
　来年度からの規定変更として，下記が承認された；
　学会賞：会員歴 5年以上，学会奨励賞：会員歴 3年以上

第五号議案　名誉会員・功労会員の推薦に関して

　宮本顕二理事長より，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報告があり，承認され，代
議員総会へ附議することとなった．
　名誉会員候補：（関東）木田厚瑞
　功労会員候補：（関東） 近藤哲理，後藤　元，佐藤哲夫，

杉山幸比古，檀原　高，村上正人
　　　　　　　　（東海）榊原博樹，松本修一
　　　　　　　　（中国・四国）竹山博泰
　　　　　　　　（九州・沖縄）岸川禮子，名嘉村博，

松尾ミヨ子

第六号議案　財務委員会報告

　桑平一郎委員長より，資料に基づき説明があった．
平成 27 年度予算案について
　収支予算書（総括表），収支予算書内訳表，他会計振替
額内訳明細，その他参考資料を用い平成 27 年度予算書を
協議した．経常収益計の約 1億 200 万円に対し，経常費
用計は約 9,400 万円であり，学会として約 800 万利益
（当期経常増減額）が生じる見込みであり，一般正味財産
期首残高（平成 27 年 9 月 1 日現在所持していると予想さ
れる正味財産残高）約 3,800 万円と合わせると，正味財
産期末残高（平成 28 年 8 月 31 日所持していると予想さ
れる正味財産残高）は約 4,600 万円となる．
　前年度予算との比較では，会誌販売収益の帝人ファー
マ㈱買い取り分について出版社直販だったが，学会誌と
いう性質上良くないので，学会より販売することにした
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ため増加の予定である．
　また会議費が，前年度では役員改編に伴い，委員会メ
ンバーの変更があり，各委員会全て開催回数増加があっ
たため，今回は例年の費用に戻すことにした．選挙費は
平成 28 年に実施予定の選挙のため計上した．
　予算に対し租税公課（法人税・消費税等）が約 330 万
円あることに関しては，法人税に関しては，収益見込み
の事業があるため増加．また来年度より消費税納付の義
務が発生したため計上した．
その他の審議事項について
　第 26 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集
会のパシフィコ横浜に対する会場予約金 200 万円と準備
金 100 万円を合わせての支払いについて，杏林舎による
メール配信（添付文書，ある程度の情報を盛り込んだ
メール配信可能，迷惑メールとなることを避ける機能あ
り）の見積について，酸素療法ガイドラインの改定に関
する費用について，財務委員会として協議し了承が得ら
れた．
学会会員管理システム（日本ユニシス）について
　学会会員管理システムの特長と利点，特に事務作業の
効率化とデータをクラウド上に管理する安全性などにつ
いて資料をもとに説明した．事務局のみで会員データを
管理する際に発生するリスクとして，例えば PCのトラ
ブルで重要なデータを紛失する恐れがあることなども検
討した．
　予算については，日本呼吸器学会とサーバーを共有す
ることで費用を軽減できる可能性があるが，一括費用と
して 460 万円，維持費用として年間約 325 万円（現時点
での見積額）が必要になること，これについて財務委員
会として検討する必要があることを説明した．
　各委員より色々な意見が出されたが，将来的に日本呼
吸器学会との協力体制を強化・発展させながら，本管理
システムを維持する必要があるとの認識であった．また，
事務局の手作業のみでは限界があることも認識された．
検討の結果，会員管理システムを導入する意義について
は出席委員全員の了解が得られた．ただし，学会の予算
規模から考えると，月額費用を支払うに当たり学会とし
ての収益を改善する必要があるため，具体策を早急に検
討すべきとの意見が多く提出された．方法として，年会
費を 9,000 円から 10,000 円に値上げする案が出された．
会員数が約 3,000 人なので，1,000 円値上げすることで
300 万円の増収が見込まれる．これを管理システムに充
てるのはいかがかという意見が出された．宮本理事長と

も相談し，必要な手続きを取る方向で検討したいとの結
論となった．加えて，管理システムを導入すると選挙に
かかる費用の削減にもつながるであろうとの意見も出さ
れた．
会員管理システム　ユニシス
　1．学会会員管理システムの主なメリット（会員様が個

人で情報を管理）
　・会員専用画面では，単位の取得状況やセミナーの申
し込み状況が参照できるため，会員が自身の個人情
報や学会に関する情報が確認しやすくなる．

　・会員の登録情報の変更や，セミナー等の参加申し込
み，新規会員様の入会申込みをWebから可能になる
ため，各種申請手続きが容易に行える．
（演題募集等：会員管理とダイレクトにつなげられ，
一斉送信できる．呼吸ケア指導士：単位更新）

　2．強固なセキュリティ対策（クラウドサービス）
　　事務局のPCダウン，データ修復不可能の恐れの回避．
　データ通信の際には，データの暗号化を施すことに
より，情報の保護を図る．
　3．学会会員管理システムの特徴
　高い安全性とセキュリティを実現するクラウドサー
ビス
　高レベルの安全性とセキュリティを備えたデータセ
ンターを利用している．
　　豊富な機能を提供
　　コンビニでの年会費の支払いが可能
　学会会員専用ページに表示されるWeb会員証を利用
することで学術講演などの受付にて会員証代わりにス
マートフォンを利用することができる．
まとめ
　会員管理システムは，クラウド管理が最大の特徴．
　→会員情報のセキュリティが保たれ，会員情報は保護
される．
　会員サービスの向上：ネット配信でのお知らせが重要．
　会員管理と会員サービスは裏表になり，会員情報シス
テムを会員と事務局で共有することができる．
　このユニシスのシステムに関して，次回理事会の時に，
会社からその利点などを説明して頂く予定とした．
　平成 27 年度予算案は，一般社団法人による予算の理事
会附議手続きによるものであり，平成 26 年度終了前での
暫定的な計算のため，今後改めて修正予算を附議する可
能性もあることの総括がなされ，承認され，代議員総会
へ報告することとなった．
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第七号議案　代議員総会開催について

　宮本顕二理事長より代議員総会について説明があり，
承認された．
　平成 27 年 10 月 14 日（水曜）17：00～18：45
　場所：東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート

第八号議案　定款の改訂

　宮本顕二理事長より，代議員数を含む定款の改訂に関
して説明があり，承認された．代議員総会へ報告するこ
ととなった．　以下，改訂の要点を示す．
　この法人の社員は，正会員から選出される 200 名以上
400 名以下の代議員をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律上の社員とする．
　また，代議員選出細則は随時変更可能であるため，今
回の改定では，現在の代議員総数を勘案して，「代議員の
定数は，250 名以下とする．」に変更する．

その他
　宮本顕二理事長より，理事長が遠方にいるため，「総務
委員会に副委員長をおくことができる」および「必要に
応じて副理事長をおくことができる」を認めていただき
たい，との説明があり，承認された．なお，この変更に
かかわる事務手続きについては，辻本郷会計事務所と相
談の上，おこなうとした．
　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 27 年 7 月 30 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　宮本顕二
　 監事　黒澤　一
　 監事　長谷川智子


