
一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

2017年度第3回（通算第45回）理事会 議事録（案） 

 

１．開催日時：2017（平成29）年10月15日（日）10:58～13:35（昼休憩12:30～13:10） 

 

２．場  所：横浜市スポーツ医科学センター 中研修室（横浜市港北区小机3302-5 日産スタジアム内） 

 

３．審議事項および資料 

第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について 

第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告） 

第３号議案（専権等の報告）平成29年度第2回業務執行報告（総務系） 

第４号議案（専権等の報告）平成29年度第2回業務執行報告（事業系） 

第５号議案（専権等の報告）合同調整会議報告 

第６号議案（専権等の報告）2017年度予算執行状況の報告及び2016年度決算前年度比報告 

第７号議案（決議）JASPA震災復興熊本車椅子メンテナンス事業への参画について 

第８号議案（専権等の報告）第1回災害対策リハ工学セミナーの開催について 

第９号議案（専権等の報告）第7回全国頸髄損傷者連絡会・一般社団法人日本リハビリテーション 

 工学協会合同シンポジウム開催について 

第10号議案（専権等の報告）AATPO関連の投稿文献への会長署名について 

第11号議案（決議）新入会者の承認について 

第12号議案（決議）顧問の選出について 

第13号議案（決議）各支部長の承認について 

第14号議案（決議）各支部内規の承認について 

第15号議案（決議）新規後援依頼の承認について 

第16号議案（決議）第55回日本リハビリテーション医学会学術集会(JARM2018)との合同企画について 

 

４．理事総数   １４名 

  出席理事数  １３名 

会長（代表理事） 沖川悦三 

理事 石濱裕規、江原喜人、岡野善記、桂 律也、金井謙介、剣持 悟、杉本昌子 

 鈴木 太、中村俊哉、麸澤 孝、水澤二郎、吉田泰三 

監事 相川孝訓、赤澤康史 

事務局 深野栄子 

欠席理事 山形茂生 

 

５．議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）定款第49条に基づき、議長となる会長の沖川悦三が本日の理事会は定数を満たしたので、有効に

成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。 

（２）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の石濱裕規と江原喜人の２名を選

出した。 

 

第１号議案（専権等の報告）新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について 

沖川会長より、2017年度第1回（通算第43回）理事会以降に専権事項とした2017年7月17日～9月1

日の計 5名（2017年度当初正会員 4名、学生会員 1名）、2017年 9月 2日～9月 30日の計 2名（2017



年度当初学生会員2名）の入会が報告され追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告） 

沖川会長より、前回の理事会以降で、継続依頼のため専権事項として承認回答した後援・協賛依頼につ

いて報告され追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・ 2017/08/04 後援 特定非営利活動法人 医療ネットワーク支援センターさまより「第５回ウェルフェア

デザインコンテスト」（2017/9～2018/3） 

・ 2017/08/04 後援 日本身体障害者補助犬学会さまより「日本身体障害者補助犬学会第 10回学術大会」

（2017/10/28～29） 

・ 2017/08/10 後援 一般社団法人ナンフェスさまより「ウォーク＆ランフェスタ2017」（2017/9/18） 

・ 2017/08/10 協賛 感覚代行研究会さまより「第 43 回（2017 年）感覚代行シンポジウム」（2017/12/4

～5） 

・ 2017/09/10 協賛 西日本国際福祉機器展実行委員会さまより「PPC2017第19回西日本国際福祉機器展」

（2017/11/16～18） 

・ 2017/09/13 後援 日本チェアスキー協会さまより「障害者スキー普及講習会 第39回日本チェアスキ

ー大会」（2018/2/23～25） 

・ 2017/10/03 協賛 特定非営利活動法人モバイル学会さまより「シンポジウム『モバイル＇18』」

（2018/3/15～16） 

 

第３号議案（専権等の報告）2017年度第2回業務執行報告（総務系） 

水澤副会長（総務統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2017年7月15日 ～ 10月14日）が報

告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。 

■ 会長／事務局担当：沖川 

・ 決算を終え会計データ書式の問題点等について改善方法を検討しながら、決算処理に向け毎月の会計処

理を行った。 

・ 展示会出展における広報活動：H.C.R.2017の出展準備（ブース設営各種申込）および出展 

・ 後援・協賛依頼への承認回答を行った。※後援4件（継続）、協賛3件（継続） 

・ 会員サービスの一環とし、迅速にホームページへの情報掲載を行った。 

・ 大規模災害リハビリテーション支援関連団体会議（平成 29年第2回JRAT研修企画委員会(2017.7.24)、

平成29年度第1回JRAT総会(第42回戦略会議(2017.8.31)）に出席した。 

■ 総務統括／規則・選挙担当：水澤 

・ 代議員選挙の結果等についてのWebサイトおよび協会誌への掲載手配を行った。 

・ 役員候補者選挙の結果を受けて社員総会絵向けての準備、調整を行った。 

・ 2017年度定時社員総会における第３号議案（定款の変更）の決議を受けて、定款の改定を行った。 

■ 総会・理事会担当：江原 

・ 2017年度第1回（通算第43回）理事会議事録の取りまとめを行った。 

・ 同第2回（通算第44回）理事会（臨時）開催ならびに議事録の取りまとめを行った。 

・ 同第3回（通算第45回）理事会開催の取りまとめを行った。 

・ 同第4～6回（通算46～48回）理事会の開催日程調整を行った。 

・ 2017年度定時社員総会資料および議決権行使書・委任状の作成、開催案内の手配、進行表の作成、議事

進行法の調整等を行った。 

・ 定時社員総会議事録の取りまとめを行った（業務執行中）。 

■ 財務担当：吉田 

・ 法人会計の管理を行った。                                   



■ 広報・渉外担当：杉本 

・ ホームページ管理委員会設置。現状のHPについて検証を行った。 

・ 新規MLサービスを開始し、登録作業を行った。ML配信７件。 

・ 新規後援依頼の受付対応を行った。 

 →第20回テクノフォーラム（開催日間近のため専権にて承認回答済み） 

 →第13回日本シーティングシンポジウム（10/15理事会にて決議予定） 

 

第４号議案（専権等の報告）2017年度第2回業務執行報告（事業系） 

金井副会長（事業統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（前回理事会（2017年 7月 16日）から

本理事会前日（2017年10月14日）まで）が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出

し審議している。 

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木 

・ 第32回リハ工学カンファレンスin神戸開催（8/22-24）：参加者数303名（協会員・協賛団体員132名、

非会員46名、学生21名、初発表当事者16名、１日参加107名），運営スタッフは123名，出展企業19

社・団体 

・ 第33回リハ工学カンファレンス（厚木）開催準備：チラシ，ポスター等が完成し，カンファレンス，HCR

で広報実施。 

・ 第34回リハ工学カンファレンス開催準備：中部支部エリア（石川、日本福祉大）中心に検討。キーパー

ソンにHCRで開催可能性について相談。 

・ 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会と情報交換実施。 

■ コンテスト担当：山形 

・ 福祉機器コンテスト2017二次選考会実施 8月23日（水） 

・ HCR2017協会ブースにて受賞作品の発表展示（機器開発部門：最優秀賞 1件、優秀賞 2件、学生部門：

最優秀賞1件、優秀賞2件） 

・ 表彰式の実施： H.C.R.2017会場内 9月28日（木） 

■ 協会誌担当：石濱・桂 

・ 協会誌発行・準備：vol.32 No.3発刊、vol.32 No.4、vol.33 No.1-2準備  

・ 編集委員会の開催（10/1＠横浜） 

・ 査読体制：投稿増に向け、一層の査読期間短縮をはかる。 

・ 協会誌の電子化：2018 年度には電子公開される予定。同上搭載・協会誌 HP への総目次掲載のため、引

用目録の編纂完了。 

■ 分科会・委員会担当：岡野 

・ SIG代表者会議、支部代表者会議の実施（8/22） 

・ 各支部の内規・役員体制等の提出依頼 

■ 企画担当：中村・麩澤・金井 

・ 復興支援講習会に変わるイベントに関する調整（分科会担当と調整） 

・ 第7回合同シンポジウムに関する調整 

・ HCR2017ブース出展＆HCR2017出展社ワークショップ「大規模災害とリハ工学支援」の実施：（関東甲信越

支部との協力） 

・ 第5回合同シンポジウムの開催に向けて関東甲信越支部と調整を行った。 

■ 国際担当：桂・石濱 

・ RESKOカンファレンス（11/10）に中村美緒氏（国際医療福祉大学）を推薦。 

・ Create Asia会議に出席（相良顧問、繁成前会長、8/24＠神戸） 

・ i-CREATe2018は上海（7月中旬）、i-CREATe2019はキャンベラ 

・ 協会紹介の英文パンフ校正版完成 

・ AATPO:：Letter to editorに沖川会長名で署名、分担金支払執行様子見中               



第５号議案（専権等の報告）合同調整会議報告 

水澤副会長（総務統括）より、理事会前日10月14日（土）開催の合同調整会議の報告がされた。 

日時：2017年10月14日（土）13:00～16：00 

場所：横浜市スポーツ医科学センター 会議室 

出席者：沖川会長、水澤副会長（総務統括）、金井副会長（事業統括）、石濱協会誌担当理事、 

江原総会・理事会担当理事、岡野分科会・委員会担当理事、桂国際担当理事、 

鈴木カンファレンス担当理事、中村企画担当理事、麸澤企画担当理事、深野事務局長 

 

理事会の体制が新しくなり、新任の理事を含めた全ての理事において理事会業務が円滑に行えるように「理

事会業務の複雑さを理解し、認識の共有化を図る」ことを目的として以下の諸事項についての説明を行った。 

１．一般社団法人の理事について  

２．理事会等会議について 

３．「事業計画（予算要求）」と「事業報告」について 

４．その他 

 福祉機器コンテスト30周年 

 神戸カンファレンスにおける「UDトーク」の試用について 

 

第６号議案（専権等の報告）2017年度予算執行状況の報告及び2016年度決算前年度比報告 

財務担当の吉田理事より、2017年度の予算執行状況（７・８月分・カンファレンスを除く）の報告及び

2016年度の決算に関連する補足報告がされ、2017年度決算に向け、継続審議とした。 

 

・ 今回提示の月毎の貸借対照表と損益計算書にはカンファレンスは含まれていないため大きな金額の

動きはない。7月～8月は事務局で通常かかる経費以外は大きな支出はなかった。 

 

第７号議案（決議）JASPA震災復興熊本車椅子メンテナンス事業への参画 

金井副会長（事業統括）より、JASPA震災復興熊本車椅子メンテナンス事業への参画について提案され、

審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・ JASPA で東日本大震災以降に復興支援活動として行っている車椅子メンテナンスサービスが第 7 回

の今回は熊本で開催される。当協会関係では第 3回より車いす SIGが関わってきたが、今年度より

外部団体との連携強化も踏まえて災害対策委員会の事業として関わる。当委員会では昨年熊本地震

の復興支援活動を行っており、継続的な支援を行ううえでも必要な活動である。本活動を行う際に

は、地元の九州支部や本活動に関係の深い SIG の協力を得て実施することを計画している。実施に

係る予算については、総会承認された予算の範囲内での支出となる。 

 

第８号議案（専権等の報告）第1回災害対策リハ工学セミナーの開催について 

企画担当の中村理事より、昨年までの実施していた東日本復興支援リハビリテーション工学講習会を新

たな形とし、今年度より災害対策リハ工学セミナーとして実施するための準備を進めている件に関しての

報告がされた。 

第1回災害対策リハ工学セミナー 

『熊本地震復興支援合同シンポジウム-障がい児・者、高齢者の安全で安心な住まいつくり-』 

  開催場所： 熊本県熊本市（第一候補：熊本学園大学 第二候補：熊本県総合福祉センター） 

  開催日時：2018年3〜5月の土曜日又は日曜日いずれかの1日(予定) 

（9:00 開館 9:30受付 10:00～16:00セミナー終了） 



  実施体制：RESJA災害対策委員会・RESJA九州支部・SIG住まいづくり、NPO法人ケアリフォームシ

ステム研究会等により実施（予定） 

 実施形式：住まいづくりについてシンポジウム形式により実施 

 定 員：100名（事前申込制：予定） 

 運営費：各主催団体からの運営費、参加費、企業展示出展料、及び復興支援Tシャツの頒布等によ

る収入により運営（予定） 

 広 報：協会誌及びメールニュース、Facebook等で行う 

 

第９号議案（専権等の報告）第7回全国頸髄損傷者連絡会・一般社団法人日本リハビリテーション工学協会

合同シンポジウム開催について 

企画担当の麩澤理事より、これまで、全国頸髄損傷者連絡会と共同で開催していた合同シンポジウムの

第7回目を神奈川県厚木市で開催するための準備を進めている件に関しての報告がされた。 

今回のシンポジウムについては、2018年8月29日～31日に厚木市文化会館で開催する「第33回リハ工学

カンファレンス in あつぎ」のプレカンファレンスとしても位置づけ、同カンファレンスと同会場で行う

こととした。 

 

【事業名】第7回 合同シンポジウム（第33回リハビリテーション工学カンファレンスinあつぎプレ大会） 

開催テーマ：（現在調整中） 

開催内容：生活支援ロボットをキーワードに、有識者によるシンポジウムや機器展示を行う 

開催日時：2018年3月3日（土） 

開催場所：厚木市文化会館（神奈川県厚木市） 小田急線本厚木駅下車 徒歩13分 

主催：一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 全国頸髄損傷者連絡会 

共催（予定）：NPO法人ケアリフォームシステム研究会、神奈川県総合リハビリテーションセンター他、

交渉中 

参加費：無料 

参加者数（見込）：約100人 

 

第10号議案（専権等の報告）AATPO関連の投稿文献への会長署名について 

国際担当の桂理事より、ARATA 会長からの依頼で、AATPO 関連団体が連名で主に当事者向けの雑誌に投

稿するATPを紹介するletterへの会長署名の依頼があり、理事会MLに提案の上、専権で会長の署名をも

らい、ARATA会長あて返送したと報告され追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第11号議案（決議）新入会者の承認について 

沖川会長より、2017年度第 1回（通算第 43回）理事会以降のメーリングリストによる確認及び承認を

おこなった者以降、今回の理事会までの入会者1名（2017年度当初正会員1名）の入会について提案され、

審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第12号議案（決議）顧問の選出について 

水澤副会長（総務統括）より、定款第第 42 条第１項における「当法人に、名誉会長及び若干名の顧問

をおくことができる。」、2項「名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選

任する。」に基づき、理事会が新体制となり、また沖川会長、金井副会長からの提案をうけて顧問として繁

成剛氏を推薦したいと提案があり、推薦根拠が挙げられ、任期を理事会承認後から2019年度社員総会終結

時までとし、審議の結果、満場一致で承認された。尚、繁成氏には内諾をいただいている。 

 



【推薦根拠】 

当協会の設立時よりリハビリテーション工学の普及発展に尽力し、多くの実績を残された。また、協会

理事ならびに幹事を歴任し、前期においては一般社団法人化後の難しい運営体制を会長として取りまとめ

をされてきた。殊に国際委員会の運営においては、激変するアジアの情勢に対応する上でその豊富な学識

経験、国際経験もあり、これからの法人事業にご助言いただきたい。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第13号議案（決議）各支部長の承認について 

分科会・委員会担当の岡野理事より、支部規定第５条第２項（支部長選任）に基づき、各支部長委嘱に

ついて提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

東日本支部：桂 律也氏 

関東・甲信越支部：沖川 悦三氏 

中部支部：渡辺 崇史氏 

関西支部：相良 二朗氏(黒田大治郎氏からの交代) 

中国・四国支部：下元 佳子氏 

九州支部：松尾 清美氏 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第14号議案（決議）各支部内規の承認について 

分科会・委員会担当の岡野理事より、各支部内規について提案され、内規の記載不足分につき修正を加

えることとし、制定日を2017年10月1日とし運用することが、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第15号議案（決議）新規後援依頼の承認について 

広報・渉外担当の杉本理事より、新規の後援依頼「第 13 回日本シーティングシンポジウム」について

報告され、審議の結果、満場一致で承認された。 

主催 日本シーティング・コンサルタント協会 

会期 2017年11月18日（土）－19日（日） 

会場 首都大学東京荒川キャンパス 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第16号議案（決議）第55回日本リハビリテーション医学会学術集会（JARM2018）との合同企画について 

金井副会長（事業担当）より、第55回日本リハビリテーション医学会学術集会（JARM2018）との合同企

画について先方より打診があり、協会として受ける事について提案があり、審議の結果、満場一致で承認

された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第55回日本リハビリテーション医学会学術集会（JARM2018） 

2018年6月28日（木）～7月1日（日） 福岡国際会議場・サンパレス 

学会長：浅見豊子先生（佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科） 

テーマ：「再生を羽ぐくむリハビリテーション医学」 

＜合同企画案＞ 

テーマ：医工連携によるリハビリテーションの発展 

座 長：クラーク病院 桂 律也（日本リハ工学協会理事）、 

    佐賀大学 松尾清美 

下記の演題などで、当協会とリハ医学会各2名計４名が講演。 

１）支援機器：平野哲氏 



２）自立（律）生活と介護負担の軽減：リハ医学会会員より 

３）QOL（生活の質）の向上：沖川悦三 

４）拘縮や変形を無くす活動：松尾清美 

 

議長は、以上をもって一般社団法人日本リハビリテーション工学協会の2017（平成29）年度第3回（通算第

45回）理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。（13時35分） 

 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 

 

2017年10月15日 

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2017年度第3回理事会 

 

 議    長 沖川悦三 

 

 議事録署名人 石濱裕規 

 

 議事録署名人 江原喜人 

 


