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一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

2020年度第3回（通算第 66回）理事会 議事録 

 

１．開催日時：2020 年（令和 2 年）12 月13 日（日）9:00～11:32（休憩10:27～10:40） 

 

２．場  所：Web 会議システム（ Zoom ミーティング） 

 

３．審議事項および資料 

第１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２号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第3期） 

第３号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第3期） 

第４号議案（専権等の報告）理事会前日会議報告 

第５号議案（専権等の報告）第35回リハ工学カンファレンスin北九州の開催について 

第６号議案（専権等の報告）第35回リハ工学カンファレンスin北九州のプレイベント開催について 

第７号議案（専権等の報告）協会誌投稿規定改定に伴うJ-STAGE登載費用について 

第８号議案（専権等の報告）第22回西日本国際福祉機器展(PPC2020）代替イベントである、「スマホとネットで西日本

国際福祉機器展」への出展(掲載) 

第９号議案（専権等の報告）第１回GAATO理事会（11月4日）報告 

第10号議案（専権等の報告）GAATOインタビュー報告 

第11号議案（決議）福祉機器コンテスト2021事業について 

第12号議案（決議）福祉機器コンテスト事務局との契約について 

第13号議案（決議）協会誌 J-STAGE公開時期・形態の見直し 続 

第14号議案（決議）H.C.R.2021 出展について 

第15号議案（決議）「役員候補者選出に関する規則」の改定について 

第16号議案（決議）次期選挙管理委員の委嘱について 

第17号議案（決議）Web選挙システムの導入について 

 

４．理事総数   １４名 

  出席理事数  １４名 

会長（代表理事） 桂律也 

理事       石濱裕規、植田瑞昌、江原喜人、岡野善記、剣持悟、杉本昌子、鈴木太 

谷口公友、中村俊哉、西村顕、村田知之、森田千晶、水澤二郎 

※ 途中出席：剣持理事（第11号議案以降） 

監事    赤澤康史、伊藤和幸 

事務局 深野栄子（事務局長）、沖川悦三（事務局参与） 

 

５．議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）本理事会は Web 会議システム（Zoom ミーティング）を利用し実施した。開催の冒頭において、各出席者の音声

や映像が即時に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる環境となってい

ることを確認した後、議案の審議に入った。 

（２）定款第 49 条に基づき、議長となる会長の桂律也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。 

（３）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の江原喜人と岡野善記の２名を選出した。 

 

第１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） 

水澤副会長（総務統括）より、第 65 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） 
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・ 2020/11/11 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様より「第８回ウェルフェアデザインコンテス

ト」（2020/11～2021/3） 

・ 2020/12/6  後援 特定非営利活動法人バイオフィリア リハビリテーション学会様より「第24回バイオフィリア リ

ハビリテーション学会大会」（2021/2/11） 

 

第２号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第3期） 

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（2020年10月11日～2020年12月12日）が報告され、

追認で承認された。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。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：水澤 

・ Web選挙システムの導入へ向けて、業者の選定をし選挙管理委員会委員長を交えて具体的な打ち合わせを行った 

・ 事務局 

・法人としての事務局を運営し、法人会計の更なる整備を進めた 

・20年会費未納者等（計91名）へ会費納入のお願いを送付した 

・購読サービス会員Ｂへ購読サービス料を返金した 

・GAATO年会費500CHF＋登録料寄付1000CHF(116,860円+手数料10,000円)の海外送金が執行された 

・展示会出展における広報活動：PPC2020オンライン「スマホとネットで西日本国際福祉機器展出展」の申込み 

・チャットワーク運用の準備を行った 

・後援・協賛予定：継続依頼分のみ専権として承認回答（後援2件、協賛0件、協力0件） 

■ 財務担当：岡野 

・ 経理データの月次処理を行った 

・ 会計システムの検討を行った 

・ その他 

・コンテスト、カンファレンスに関する経理現状の再確認 

・コンテスト、カンファレンスに関する立て替え処理の検討 

・コンテスト経理処理について最適化の検討 

■ 総会・理事会担当：江原 

・ 理事会開催 

・2020年度第2回（通算第65回）理事会議事録の取りまとめを行った 

・2020年度第3回（通算第66回）理事会（Web会議）開催のための準備を行った 

・ 2020年度総会開催 

・取りまとめ、議事録署名人による押印を終え、社員総会議事録を完成させた 

■ 広報・渉外担当：杉本 

・ 協会ホームページ関係 

・各支部、SIG等の情報更新 

・適宜更新 

・ その他 

・Googleカレンダー理事会共有 

・会員ML配信 4件、FreeML 4件 

 

第３号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第3期） 

中村副会長（事業統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2020年10月11日～2020年12月12日）が報告され、

追認で承認された。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。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

■ 事業統括／企画統括担当：中村 

・ 事業系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の元、12/4〆切として業務執行報告書の提出を求めた（10月11

日～12月12日分） 

・ 前日会議開催に向けた議案とりまとめ 

・ 頸損解体新書2020に向けた調整 
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・コロナ禍の影響進行が遅れている（作業チームのリアル会議が行えていないため） 

・三菱財団の助成金を1年延長、作業としては半年後ろ倒しの計画で再調整中 

・リアル会議が行えてないことから、冊子製本に会議費を回すことが可能 

・覚書に記載の出版物の数を再検討中（頸損連RESJAの全会員に冊子配布,DVDは無し） 

・ H.C.R.福祉機器Web2020の出展広報 

・ H.C.R.2021への出展調整 

・ 第16回新潟福祉機器展に向けた調整（コロナ禍により開催中止） 

・ 頸損解体新書2020に向けた調整 

・実態調査に係る全国頸損連・実行委員会との調整 

・ バリアフリー2021に向けた調整 

・ 各事業担当との連絡調整 

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木 

・ 第35回リハ工学カンファレンス準備 

・10/14、11/12に実行委員会が開催され、WEBにて参加 

  開催日程2021年9月25-26日（土日）の二日間(完全オンライン) 

  西日本工業大学・九州医療スポーツ専門学校に大会事務局をおく 

・Zoomを利用し開催。実行委員会で年間契約を結ぶ（プレカンファで使用のため） 

・開催方式（Live、Live+録画、事前収録+オンデマンド配信）は、業者選定・予算と合わせて検討 

・他の協会事業としては、総会は行わず、コンテスト表彰式を行う予定 

・演題申し込み期間：2021年3月15日～4月30日 

・抄録集原稿投稿期間：2021年6月1日～7月10日 

・事前参加申し込み受付期間：2021年6月1日～8月31日 

・副題（テーマ）と企画やセッションを合わせて検討中 

（afterコロナ,withコロナの時代にふさわしい副題をとの意見あり） 

・プレカンファの内容は電動車いすに関するテーマで検討中 

■ コンテスト担当：村田 

・ 福祉機器コンテスト2019 

・福祉機器Web2021における受賞作品の紹介 

・ 福祉機器コンテスト2020 

・寄託契約について福祉機器コンテスト2020事務局との調整 

・ 福祉機器コンテスト2021 

・コンテスト事務局の設置に向けた委託先候補との調整 

・委託契約書（案）、仕様書の作成、予算書（案）の作成 

・ コンテスト発展のための取組 

・コロナ禍でのコンテスト事業運営に向けた検討 

■ 協会誌担当：石濱・桂 

・ 協会誌編集 

・36-1号臨時編集委員会を10月25日に開催した(参加者6名 オンライン） 

・以降の発行計画は、Chatwork上で意見交換を進めた 

・ 協会誌発行 

・Vol.35 No.4 2020/11 特集「新しいリハビリテーション領域と機器」発刊 

・Vol.36 No.1＊ 2021/2 特集「障害と働き方(仮)」追加依頼・入稿・校正状況確認 

・Vol.36 No.2 2021/05 特集「リハビリテーションと暗黙知(仮)」の企画検討 

以下の発刊時期も含め企画調整中 

・Vol.36 No.3 2021/08 特集「ノーリフティングケア関連(仮)」 

・Vol.36 No.4 2021/11「すべての人が気持ちよい排泄を-用具がつなぐ排泄ケア-(仮)」 

・Vol.37 No.1 2022/2「褥瘡／頚損解体新書(仮)」 

・ 投稿論文（査読依頼） 

・査読委員会設立承認に伴い、査読内規規定案・査読委員選定手順を、継続検討中 

・編集委員による査読委員推薦を進めた（Google Form使用） 
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・journal@resja.or.jp（編集委員会事務局、協会誌担当理事）を10月17日より運用開始 

・2019年度投稿4件 掲載2件（35-3,35-4） 受理掲載予定1件（36-1） 掲載不可1件 

・2020年度投稿4件 掲載不可2件 査読中2件（共に第3査読者依頼中） 

・投稿規定改定に伴う、査読依頼用紙書式改定中。レフェリーサインの電子署名化を含め投稿―査読―結果通知の電子

化を検討 

・ 協会誌の段階的電子化 

・投稿・執筆規定改定に伴い、J-STAGE公開記事35-4号よりカラー画像・動画公開とした 

・カラー画像図版作成費用は現印刷元（㈱ニチゲン）より従来契約費用内で対応頂く 

・動画記事更新費用は、1件 2800円（通常 2000円）の見積依頼となったが件数急増は想定しにくいため、当年度予算

案範囲内で対応可能と判断し依頼した 

・公益性という観点から、連載「災害対策とリハ工学」をオープンアクセス公開とした 

・調査「著作権ポリシー提供について」（オープンアクセスリポジトリ推進協会）に回答 

・J-STAGE公開開始後1年間のアクセス解析を進めた（別紙資料参照） 

■ 分科会・専門委員会担当：谷口・植田 

分科会(SIG)/企画(副)研修担当：谷口 

・ 分科会：SIG活動支援 

・協会誌へのSIGインフォメーション掲載の確認 

・SIG代表者会議の開催（Zoom_10月27日）内部化への懸念事項のヒアリング 

 ・ＳＩＧ内でのコミュニケーションツールの検討(Dropbox paper) 

分科会(支部・委員会)/企画(副)展示会：植田 

・ 分科会：支部活動支援 

・支部活動費の支払資料回収 

・支部代表者MLの整理 

・支部活動活性化のための検討 

・協会誌に支部情報掲載 

・ 専門委員会：災害対策委員会 

・災害対策に関する協会誌執筆準備 

・委員会メンバーの追加検討 

・災害対策委員会会議開催 

■ 企画担当：西村・谷口・植田・中村 

・ 第22回西日本国際福祉機器展(PPC2020）の代替オンラインイベント 

「スマホとネットで西日本国際福祉機器展」への出展（11/30原稿提出、翌年2/12まで公開） 

・ バリアフリー2021への出展にかかる調整(金井氏を通し、無料出展の交渉予定) 

■ 国際担当：桂・森田 

・ 11月4日GAATO理事会：井上氏、桂氏がオンラインにて出席 

・ 12月3日GAATOからRESJAインタビュー：井上氏、桂氏、森田がオンラインにて出席 

・ GAATO参加拠出金支払い完了 

 

第４号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告 

水澤副会長（総務統括）より、理事会前日12月12日（土）開催の理事会前日会議として以下の統括会議の報告がされ、

追認で承認された。 

承認12、非承認0   （会長除く） 

 

日時：2020年12月12日（土） 9:00～12:30 

場所：Web会議システム（Zoomミーティング） 

出席者： 会議1～3：桂 水澤 中村 江原 杉本 石濱 植田 剣持 鈴木 村田 森田 赤澤 沖川 深野 

 会議4：桂、水澤、中村、江原、鈴木、赤澤、金井、杉本、植田、剣持、村田、森田、石濱、沖川、深野 

  

【会議1】福祉機器コンテストについて [9:00-10:00]  

（１）福祉機器コンテスト2021事業について 
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①表彰式の開催 

②審査について 

（２）福祉機器コンテスト2021の予算案について 

（３）福祉機器コンテスト2021の業務委託仕様書について 

（４）福祉機器コンテスト2021の選考委員について 

（５）福祉機器コンテスト2021の事務局業務委託契約について 

【会議2】リハ工学カンファレンスについて[10:00-11:00]  

（１）開催形式 

（２）演題募集にあたって 

【会議3】展示会の運営について [11:00-11:30]  

（１）バリアフリー2021の出展について 

（２）今後の展示会のあり方について 

【会議4】災害対策委員会 [11:40-12:35]  

（１）JRAT関連現状報告 

（２）常設化に向けた作業確認 

 

第５号議案（専権等の報告）第35回リハ工学カンファレンスin北九州の開催について 

カンファレンス担当の剣持理事、鈴木理事より、COVIID-19 の影響は長く続くと予想され、開催方法の決定が遅れると

実行委員会での対応も遅れるため、開催方法・日時を決定したく、第 35 回リハ工学カンファレンス in 北九州について、

オンライン開催（2021年9月25日－26日（土日））したいと報告がされ、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・第35回リハ工学カンファレンスin北九州 

・2021年9月25日（土）、26日（日） 

・オンライン開催（実行委員会：福岡県北九州市） 

 

第６号議案（専権等の報告）第35回リハ工学カンファレンスin北九州のプレイベント開催について 

カンファレンス担当の剣持理事、鈴木理事より、第35回リハ工学カンファレンスin北九州の広報・運営試験も兼ねた

プレイベントをオンライン開催（2021年2月23日（火・祝日））したいと報告がされ、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・第35回リハ工学カンファレンスin北九州プレイベント 

・2021年2月23日（火・祝日）14時～16時 

・オンライン開催（実行委員会：福岡県北九州市） 

・交流会 

 

第７号議案（専権等の報告）協会誌投稿規定改定に伴うJ-STAGE登載費用について 

協会誌担当の石濱理事より、投稿規定・執筆規定改定準備（第64回理事会承認）に伴い、J-STAGE公開版協会誌におけ

るカラー画像、動画登載諸費用の確認を委託先と進め、改定後、35-4号の電子公開版をカラー画像・動画記事ありにて公

開し、実作業結果を踏まえて同上概算と変更なしとの委託先報告を受け、2020年度予算案枠内で刊行継続をはかれること

が報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・ 印刷製版委託先（㈱ニチゲン）より図表カラー版作成による請求費用変更は見込まれないこと、J-STAGE登載委託先

（㈱ジェイピーシー）より動画登載費は1件2,800円（税別）との見積連絡を受け、議案提案を進めた 

 

第８号議案（専権等の報告）第22回西日本国際福祉機器展(PPC2020）代替イベントである、「スマホとネットで西日本国際

福祉機器展」への出展(掲載) 

企画担当の西村理事より、第22回西日本国際福祉機器展(PPC2020）の代替イベントである 、オンラインイベント「ス

マホとネットで西日本国際福祉機器展」への出展（掲載）について、専権により出展の申し込み並びに、記事の入稿を行
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ったことが報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・オンラインイベント「スマホとネットで西日本国際福祉機器展」 

・開催期間：2020年10月15日（木）～2021年2月12日（金） 

 

第９号議案（専権等の報告）第2回GAATO理事会（11月4日）報告 

国際担当の森田理事より、11月4日に第2回GAATO理事会がオンラインにて開催されたこと（RESJAから代表理事とし

て井上氏と桂氏が出席）が報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・事務局報告（運営に関する報告、内規・内部手続き、活動報告・予定、SNS/HP） 

・会計報告 

・今後について（メンバーへのインタビュー：RESJAとのインタビューは後述） 

・RESNAでのGAATOとのミーティング報告 

    

第10号議案（専権等の報告）GAATOインタビュー報告 

国際担当の森田理事より、12月4日、18時（ジュネーブ時間10時）、GAATOからの質問に答えるかたちでインタビュー

を受け、RESJAからは GAATO理事井上氏、桂氏、国際担当理事森田が出席し、内容は GAATOの役割、RESJAが参加した理

由、2021～2022年にどのような支援ができるか、GAATOが取り組むべき優先テーマについてRESJAの考えを求められ、そ

れについて回答し議論がされたことが報告され、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

第11号議案（決議）福祉機器コンテスト2021事業について 

コンテスト担当の村田理事より、福祉機器コンテスト 2021 事業に向けて、実施要綱（案）、予算（案）、業務委託仕様

書（案）、選考委員（案）提示の上、提案され、選考委員（案）は後日改めて提案することとし、審議の結果、満場一致

で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

第12号議案（決議）福祉機器コンテスト事務局との契約について 

コンテスト担当の村田理事より、福祉機器コンテスト事務局を、神奈川リハビリテーション病院にお願いしたい（契約

期間は2020年12月より 2022年 2月 28日まで）と業務委託契約書提示の上、提案があり、審議の結果、満場一致で承認

された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

第13号議案（決議）協会誌 J-STAGE公開時期・形態の見直し 続 

協会誌担当の石濱理事より、協会誌公開時期・形態につき、第62回理事会に続き、J-STAGE公開開始後1年間のアクセ

ス状況を鑑み、発刊より一定期間経過後の、特集・連載等記事のオープンアクセス化のうち、特に、特集の中の英文（翻

訳）記事から早期公開したいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

第14号議案（決議）H.C.R.2021 出展について 

中村副会長（事業統括）より、H.C.R.2021（2021年11月10～12日＠東京ビッグサイト）については、受付期間が2021

年2月1日(月)～3月31日(水)で募集が開始される予定であり、これまで16年継続して出展し続けており、継続出展の効

果があること、コンテストはじめ各事業で出展機会を活用し計画していることから、日本最大の福祉機器展に当協会が出

展する意義を鑑みて、2021 年度も引き続き出展したいと（3 月理事会では締切り直前となるため、事務手続き上の点から

本理事会にて提案）提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 
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・2021年度事業計画・予算要求として提出予定（募集要項が出ていないため前年度ベースにて要求） 

 

第15号議案（決議）「役員候補者選出に関する規則」の改定について 

水澤副会長（規則・選挙担当）より、次期選挙（代議員選挙・役員候補者選挙）における「Web 選挙システム」の導入

に向けて「役員候補者選出に関する規則」を改定したいと「役員候補者選出に関する規則（改定案）」提示の上、提案され、

審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

第16号議案（決議）次期選挙管理委員の委嘱について 

水澤副会長（規則・選挙担当）より、次期の選挙管理委員として以下の 2名に委嘱したいと提案され、審議の結果、満

場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

笹川 友彦 氏（熊本総合医療リハビリテーション学院） 

加藤 詩生 氏（日下病院 リハビリテーション部） 

 

委嘱期間：理事会により承認を受けた日から、当該選挙の次の役員候補者選挙を担当する選挙管理委員会が発足するまで 

 

第17号議案（決議）Web選挙システムの導入について 

水澤副会長（規則・選挙担当）より、次期選挙（代議員選挙・役員候補者選挙）において「Web 選挙システム」を導入

したいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認13、非承認0 （会長除く） 

 

・導入予定のWeb選挙システム「i-Vote」（株式会社エム・イー・シー） 

・小林選挙管理委員長と協議し、多くのWeb選挙システムを提供する企業から選定 

・「公社 日本理学療法士協会」「公社 東京都理学療法士協会」等の実績があり、選挙区分にも対応可能 

・会員数650名（2020年6月30日時点）を考慮し、有権者700名で見積書作成 

・代議員選挙ならびに役員候補者選挙は協会事業年度を跨ぐため、支払時期の確認が必要 

 

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2020（令和2）年度第3回（通算第66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。（11時32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。 

 

2020年12月13日 

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2020年度第3回理事会 

 

 議    長 桂律也 

 議事録署名人 江原喜人 

 議事録署名人 岡野善記 


