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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 570- 572

　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，議長は宮本顕二理事長
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．

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，黒澤一監事が推
薦され，承認された．

報告事項（1）

第 2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．

　テーマとして「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」を
設定した．一般演題は 476 題と，過去最高数の応募と
なった．

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 27年度定時代議員総会議事録

日　時：平成 27 年 10 月 14 日（水）17：00～18：30
会　場：東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート　1階　ルビー
代議員数：215 名
出席者数：198 名（本人出席 97 名，委任状出席 101 名）
出席理事：一和多俊男，植木　純，桂　秀樹，木村　弘，桑平一郎，関川清一，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（計 22 名）

出席監事：黒澤　一，長谷川智子（計 2名）

2）第 26 回学術集会について，蝶名林直彦 第 26 回会長
より準備状況の報告があった．
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」
3）第 27 回学術集会について，一和多俊男 第 27 回会長
より準備状況の報告があった．
会　期：2017 年 11 月 17 日（金）～18 日（土）
会　場：仙台国際センター

4）宮本顕二総務委員長より，理事会にて千葉大学医学
研究院 呼吸器内科学 巽浩一郎理事を第 28 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 26年度事業報告

1 ）平成 26 年度事業報告
　宮本顕二理事長より，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．
2）会員の移動状況
　宮本顕二理事長より，会員数は順調に伸び 3,600 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．

審議事項（2）

第 4号議案　平成 26年度決算報告

　桑平一郎財務委員長より決算書に基づき内容の説明が
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あり，正味財産が約 6,000 万円となったことが報告され
た．なお，決算報告に関しては，みなし決議にて承認済
みであることが報告された．
　また，黒澤一監事・長谷川智子監事による事業報告書
と決算報告書の監査については，黒澤一監事より財務諸
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 27年度事業計画（案）

1 ）平成 27 年度事業計画（案）
　宮本顕二理事長より定款第 5条に基づき，平成 27 年度
事業計画が報告された．

第 6号議案　平成 27年度予算（案）

　桑平一郎財務委員長より予算書に基づき内容の説明が
あり，ユニシスの会員管理システムの導入予定に伴い，
平成 28 年度からの会費値上げが報告された．

第 7号議案　各種委員会報告

①総務委員会報告
　宮本顕二 総務委員長より謝礼の内規に関する報告が
あった．
②編集委員会報告
　巽浩一郎 編集委員長より以下の報告があった．
　J-STAGE掲載が学会誌 25－1，2 と搭載された．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
　橋本修 将来計画委員長より以下の説明があった．
・学会事務局：2人体制にする予定である．
・会員管理システム導入により，事務局の負担を軽減
する方向である．

④呼吸リハビリテーション委員会報告
　植木純 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 12 回呼吸リハビリテーション研修会の準備状況．
・黒澤一委員より，第 25 回学術集会中のワークショッ
プの開催について報告があった．
　フライングディスク競技参加のための医療者や開催
関係者向けのマニュアル作成を考慮．

⑤診療報酬適正化委員会報告
　蝶名林直彦 診療報酬適正化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て，ネーザルハイフロー
療法・栄養食事指導について提出した．
・厚労省ヒアリング（8月 13 日）に蝶名林委員長，堀
江委員，安藤委員が出席した．
・保険委員会の名称が「診療報酬適正化委員会」に変
更された．

⑥広報委員会報告
　玉木彰 広報委員長より以下の報告があった．
・今後の追加コンテンツ：会員管理システム導入にあ
たり会員専用ログインページの刷新．
・予算との兼ね合いもあるが，会員管理システムの導
入に合わせて，ホームページデザインの一新，また
世間に広くアピールするためビデオメッセージ掲載
などを考慮．

⑦呼吸ケア指導士認定委員会報告
　桂秀樹 呼吸ケア指導士認定委員長より以下の報告が
あった．
・平成 26 年度呼吸ケア指導士認定者について．
・第 2回スキルアップセミナーの開催について．
・第 3回スキルアップセミナーの準備状況．
⑧倫理・COI（利益相反）委員会報告
　長谷川好規 倫理・COI（利益相反）委員長より，第
26 回学術講演会のプログラム委員のCOIは問題ないこ
とが報告された．

第 8号議案　学会賞・学会奨励賞について

　植木純 学会賞選考委員長より，平成 27 年度 第 4回学
会賞および学会奨励賞の選考経緯と結果が報告された．
10 月 16 日（金）午前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：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，下記が報告された．
・学会賞：会員歴 5年以上，学会奨励賞：会員歴 3年
以上

審議事項（3）

第 9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
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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）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 10号議案　定款の改訂について（代議員数変更）

　議長より，平成 27 年 9 月 1 日開催のみなし理事会の審
議を受け，定款の代議員数に関して，「正会員 100 人の中
から 10 人の割有をもって選出される代議員をもって社員
とする」を「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社員とする」に変更することが提案
され，満場一致で承認された．

第 11号議案　定款施行細則の改訂について

　議長より，定款施行細則の一部を「必要に応じて副理
事長をおくことができる」に変更することが報告された．
また，副理事長として橋本修理事が選任されたことが報
告された．

第 12号議案　委員会規程の改訂について

　議長より，委員会規定の中で，総務委員会のみ副委員
長の文言がないため，これを追記することが報告された．

第 13号議案　代議員選出施行細則規程の改訂について

　議長より，9月12日開催のみなし理事会の審議を受け，
「代議員の定数は正会員のおおむね 10 パーセントとする」
を「代議員の定数は 250 名以下とする」に変更すること
が提案され，満場一致で承認された．

第 14号議案　会員管理システムの導⼊，会費の値上げ等

1 ）会員管理システムの導入
　議長より，日本呼吸器学会が使用しているユニシスの
会員管理システムに相乗りする形でコストを抑えて，日
本呼吸ケア・リハビリテーション学会の会員管理システ
ムとして導入することが報告された．会員数の増加に伴
い，会員の利便性向上，事務局の運営効率化，会員情報
を守るセキュリティ対策のためにも，会員管理システム
が必要であることが報告された．
　会員管理システム導入のワーキングループを，財務委
員会委員を中心に構成することが報告された．
2）会費の値上げに関して
　議長より，会員管理システムの導入，消費税増税対策，
事務局職員の増員などを勘案して，来年度（平成 28 年
度）（2016 年 9 月）から，会費 9,000 円を 10,000 円に
1,000 円値上げすることが報告された．

第 15号議案　その他

・選挙管理委員会（任期：1年）
　議長より，選挙管理委員長として巽浩一郎 関東支部
長，選挙管理副委員長として桂秀樹 関東支部理事を推薦
する旨報告があった．
・支部運営・会計（予算・決算）
　議長より，本部は事務局 1人で行っている為，支部の
運営・会計（予算・決算）は会計事務所に相談するよう
に指示があった．

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 27 年 10 月 14 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


