
一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

2021年度第７回（通算第 75回）理事会 議事録 

 

１．開催日時：2021 年（令和 3 年）12月12日（日）9:00～11:09 

 

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）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）2021年度総務系業務執行報告（第3期） 

第４号議案（専権等の報告）2021年度事業系業務執行報告（第3期） 

第５号議案（専権等の報告）理事会前日会議報告［当日資料］ 

第６号議案（専権等の報告）報告 バリアフリー2022 出展について 

第７号議案（決議）個人情報保護管理者の変更について 

第８号議案（決議）福祉機器コンテスト2022事業について 

第９号議案（決議）福祉機器コンテスト事務局業務委託契約について 

第10号議案（決議）「支部連携セミナー」の開催 

第11号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス大会長について 

第12号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス実行委員長について 

第13号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス開催に関する覚書について 

第14号議案（決議）頸損解体新書2020の増刷について 

 

４．理事総数   １５名 

  出席理事数  １４名 

会長（代表理事） 河合俊宏 

理事       伊佐拓哲、石濱裕規、植田瑞昌、江原喜人、桂律也、杉本昌子 

  鈴木太、中村詩子、中村俊哉、早川康之、村田知之、森田千晶 、山田賀久 

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） 

  欠席理事      岡野善記 

 ※ 途中出席 石濱理事（第３号議案以降）、山田理事（第８号議案以降） 

 

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、議長となる会長の河合俊宏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、本日出席理事の中村詩子と早川康之の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 

江原副会長（総務統括）より、2021年度第 6回（通算第 74回）理事会以降に専権事項とした 2021年 10月 1日～2021

年12月4日、の計1名（2021年度正会員1名）の入会が報告され、追認で承認された。 

承認11、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） 

江原副会長（総務統括）より、2021年度第6回（通算第74回）の理事会以降、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11、非承認0 （会長除く） 



 

2021/12/05 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さまより「第25回バイオフィリアリハ

ビリテーション学会大会」（2022/2/28） 

 

第３号議案（専権等の報告）2021年度総務系業務執行報告（第3期） 

江原副会長（総務統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2021年10月10日～2021年12月11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） 

 

■ 財務担当：岡野 

・ 法人会計の管理 

・ 会計システムの検討 

■ 総会・理事会担当：江原／中村（詩） 

・ 理事会開催 

・2021年度第3回理事会議事録（8/23）の作成 

・2021年度第4回理事会議事録（8/28）の作成 

・2021年度第5回理事会議事録（8/28）の作成 

・2021年度第6回理事会議事録（10/10）の作成 

・ 総会開催 

・2021年度定時社員総会の議事録（案）の作成 

・2021年度臨時社員総会の議事録（案）の作成 

■ 広報・渉外担当：杉本 

・ 協会リーフレット印刷：なし 

・ Web会議システム利用 

・理事会、支部代表者会議、SIG代表者会議 

・ Web管理委員会 

・協会HP更新（会長挨拶、コンテストページ：受賞作品紹介） 

・個人情報保護に関する告知 

・Xserver Driveへの切替え 

・Facebook投稿（2件） 

・YouTubeチャンネル投稿（1件：会長挨拶、動画編集含む） 

・ その他 

・個人情報漏洩に関する対応 

 ・被害拡大の対策、漏洩情報の特定、特定者への告知、HPへの告知、について事務局と連携し実施 

 ・個人情報保護に関する規程の検討 

・賛助会員問合せ対応 

・転載許諾依頼対応 

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：江原 

・ 個人情報保護に関する各種規程（案）の作成 

・個人情報取扱いシステム運用管理規程 

・緊急事態対応規程 

・リスク対策管理規程 

・ 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。 

・役員交代挨拶状の送付 

・特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会へ医学文献利用許諾契約書を返送 

・GAATO年会費500CHFの海外送金の手続き 

※）法人としての事務局運営 

・個人情報漏洩事象への対応 

 ・経過のまとめおよびホームページへの掲載 

 ・是正処置の検討および実施 

・お詫び状の作成および発送 



第４号議案（専権等の報告）2021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（2021年10月10日～2021年12月11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） 

 

■ 協会誌担当：石濱 

・ 編集委員会開催 

・第４回協会誌編集委員会  2021年1月10日 開催予定 

・ 協会誌発行 

・Vol.36 No.4 2021/11発刊した。 

以下の発刊準備を行った。 

・Vol.37 No.1 2022/2・Vol.37 No.2 2022/5の執筆依頼、著者校正依頼、執筆依頼リスト、理事会お知らせ原稿

依頼準備を電磁的に進めた。 

・Vol.37 No.3 2022/8「教育とVRテクノロジーの発展について（仮）」 

・Vol.37 No.4 2022/11「支援機器が抱えている流通・保守上の課題（仮）」 

・Vol.38 No.1 2023/2 「褥瘡とリハ工学（仮）」 

・ 投稿論文（査読依頼） 

・2021年度新規投稿3件の査読者選定・（再）査読依頼を進めた 

・査読委員就任のお願い（案）の作成を進め、査読委員公募につき検討を進めた 

・協会誌査読委員の任期は4年とすることを理事会了承の上定めた 

・査読者より投稿論文中の「被験者」を「研究対象者」と表記した方が適切ではないかとの指摘があり、意見交換を進めた 

・ 協会誌の段階的電子化 

・協会誌J-STAGEアクセス状況の解析を進めた 

・次号刊行に併せたバックナンバー電子公開準備、紙媒体協会誌の電子化を進めた 

・会員年度更新に伴う協会誌購読者認証/パスワード更新を協会誌上にて案内した 

・医中誌Webに対する協会誌著者抄録利用許諾につき、契約締結が理事会承認され、契約手続きを協会事務局、な

らびに会長に依頼した 

・ その他 

・協会誌購入フォームの定例更新に伴い、第35回リハ工学カンファレンス講演論文集の購入フォーム更新要否につ

き、カンファ担当理事、実行委と意見交換を進めた 

・J-STAGEサイトよりの最新号、登録論文のRSS取得と協会HPとのリンク更新につき、広報副担当理事より提案が

あり、J-STAGE委託事業者より情報収集を進めた 

■ カンファレンス担当：鈴木・山田 

・ 第35回リハ工学カンファレンスin北九州を開催 

・コロナ禍のため、補填実施。 

・収支決算書について単年度報告かまとめたものかの確認中 

・ 第36回リハ工学カンファレンス準備 

・実行委員長谷口氏と覚書準備中 

・12月9日第1回実行委員会開催予定。 

・ 第37回リハ工学カンファレンス準備 

・東京大学並木氏への意向調査を石濱氏より確認中 

■ コンテスト担当：村田 

・ 福祉機器コンテスト2021 

・報告書の作成に向けた各種調整 

・受賞作品の公開（協会誌やHP、SNS等） 

・ 福祉機器コンテスト2022  

・福祉機器コンテスト2022事務局の委託にむけた調整 

・福祉機器コンテスト2022のスケジュールの検討 

・実施規程の検討 

・実施要綱の作成（2次選考会および表彰式の実施方法の検討も含む） 

・予算案の検討 

・ コンテスト発展のための取組 



・協賛や後援拡大に向けた検討 

・表彰式の開催方法についての検討 

■ 企画担当：伊佐・中村 

・ 展示会の出展検討と調整 

・バリアフリー2022への出展について調整 

・H.C.R.2022の出展への可否について意見徴収 

・新潟福祉機器展2022（中止） 

・ 頸損解体新書2020発行と最終報告会の実施 

・最終報告会「頸損解体新書2020完成報告会」の実施 

・「頸損解体新書2020」謹呈先検討 

・ 新たな会員獲得及びリハ工学に関する知識や技術の普及促進 

・支部連携セミナーの検討 

■ 分科会・専門委員会担当：桂・植田 

分科会(SIG)：桂 

・ 11月30日 SIG代表者会議開催。活動状況確認。内部化に向けては、今後各SIGと個別に折衝。年度内の移行方向

であることを確認 

分科会(支部・委員会)：植田 

・ 支部代表者会議を開催し、本年度の計画の確認等を行った 

・ 支部内及び代表者間データ共有フォルダ登録作業依頼 

・ 支部連続セミナーの準備。 

■ 国際担当：森田 

・ GAATO理事会出席（11月17日）桂理事と井上委員が出席 

・AT Outcomes and Impact Challenges Consultationの進捗状況報告：７つの地域会議に50か国 307名が参加、

現在、ロシア、中国、東南アジア地域など確認 

・ISPO（国際義肢装具連盟）のGAATOへの参画についてISPOからの申し出を理事会では承認されたが、正式には2022

年総会で決定される。これに伴い、GAATOとISPOとの間で参画に関する覚書が作成されており、理事は承認した 

・GAATOとWHOとの共同について文書が作成されたことの報告 

■ 災害対策委員会担当：早川 

・ 委員への委嘱状送付 

・ 第1回災害対策委員会会議開催 11/26  

・ 一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）活動への参加 

・令和3年度第2回運営会議・第11回理事会 10/29（桂委員 早川理事） 

・広報委員会 第3回 10/15（石濱委員） 

・地域JRAT組織化支援委員会 第７回 11/4（石濱委員） 

・地域JRATアンケートの作成配信協力 

・ 協会誌上連載「災害対策とリハ工学」Vol.36-4への協力 

・第５回「在宅人工呼吸器等使用者の災害対策について」 

・「熱海市土石流災害 静岡JRAT支援に参加して」 

■ 事業統括／企画担当：中村 

・ 展示会の出展検討と調整 

・バリアフリー2022への出展について調整 

・H.C.R.2022の出展への可否について意見徴収 

・新潟福祉機器展2022（中止） 

・ 頸損解体新書2020発行と最終報告会の実施 

・最終報告会「頸損解体新書2020完成報告会」の実施 

・「頸損解体新書2020」謹呈先検討 

・ 新たな会員獲得及びリハ工学に関する知識や技術の普及促進 

・支部連携セミナーの検討 

 

第5号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告 

江原副会長（総務統括）より、理事会前日12月11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：2021年12月11日（土） 13:00～17:00 

場所：Web会議システム（Zoomミーティング） 

出席者：河合俊宏、桂律也、中村俊哉、江原喜人、伊佐拓哲、石濱裕規、植田瑞昌、杉本昌子、鈴木太、中村詩子、早川

康之、村田知之、森田千晶、山田賀久、赤澤康史、沖川悦三、深野栄子（途中入退出者含む） 

 

1. 「個人情報流出への対応」について（江原） 

2. 未作成の規程について（江原）  

・個人情報関連 

・その他の規定について 

3. 賛助会員と協賛について（杉本）  

4. 福祉機器コンテスト2022の開催について（村田） 

5. 「災害対策委員会委員のXserver Driveでの情報共有」について(早川) 

6. 展示会への出展について(中村) 

7. 「支部連携セミナー（仮）」の実施について(中村) 

8. リハ工学カンファレンスの開催候補地について（鈴木） 

9. 頸損解体新書2020について 

10. 協会誌の印刷部数について 

11. その他 

 

第６号議案（専権等の報告）報告 バリアフリー2022 出展について 

中村副会長（事業統括）より、バリアフリー2022については、本年度の事業計画にて予算とともに承認をいただき、2021

年度第７回理事会において追認いただいているが、その後、バリアフリー展の日程が発表され、リアル展示会の日程が2022

年6月8日（水）〜10日（金）となったため、大きく日程が変わることと、バリアフリー展事務局への交渉を行うために、

専権により意思確認を行い、合意が得られたため、引き続きリアル展示会へ出展の準備を進めることとしたことが報告さ

れ、追認で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

・ COVID-19等の影響により展示会の中止や延期の可能性もある。社会的な状況を見定めつつ出展準備を行う 

 

第７号議案（決議）個人情報保護管理者の変更について 

江原副会長（事務局担当）より、2021年7月の「個人情報取扱規則」改定後、会長が個人情報保護管理者を務め、個人

情報の管理を行ってきた。会長の交代に伴い、個人情報保護管理者についても変更したいと提案され、審議の結果、満場

一致で承認された。 

承認12、非承認0 （会長除く） 

 

個人情報保護管理者：会長 

  協会員情報管理の実務担当者：事務局担当理事、事務局長 

 

第８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2022事業に向けて「福祉機器コンテスト2022実施要綱（案）」「福

祉機器コンテスト2022予算（案）」が提案され、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） 

 

・ コロナ禍の影響により、今後、変更が生じた場合は理事会承認を得る 

 

第９号議案（決議）福祉機器コンテスト事務局の委託について 

コンテスト担当の村田理事より、福祉機器コンテスト 2022の開催に向けて、福祉機器コンテスト 2022事務局を神奈川

リハビリテーション病院へお願いするため「福祉機器コンテスト業務委託契約」を結ぶことについて業務委託契約書およ

び仕様書提示の上、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10号議案（決議）「支部連携セミナー」の開催 

中村副会長（事業統括）より、専門委員会「研修企画委員会」について検討を行ってきた、「支部連携セミナー」ついて

試験的に実施することが提案され、予算支出がない方法に変更することとし、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） 

 

開催方法：オンライン開催 

参加費：無料 

開催時期：2022年1月〜6月 

開催数：1〜3回（各支部との調整の上実施） 

開催内容：支部から意見聴取した、テーマ沿って実施 

主催：日本リハビリテーション工学協会 

共催：各担当支部 

 

第11号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス大会長について 

カンファレンス担当の鈴木理事、山田理事より、第36回リハ工学カンファレンスを広島で開催するにあたり，大会長と

して鈴木太氏（愛媛頸髄損傷者連絡会）に就任をお願いすることが提案され、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12号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス実行委員長について 

カンファレンス担当の鈴木理事、山田理事より、第36回リハ工学カンファレンスを広島で開催するにあたり，実行委員

長として谷口公友氏（広島国際大学）に就任をお願いすることが提案され、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13号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンス開催に関する覚書について 

カンファレンス担当の鈴木理事、山田理事より、第36回リハ工学カンファレンス実行委員会との覚書を別紙のように取

り交わしたいとの提案がされ、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） 

 

・開催日は 2022年8月20日（土）21日（日）とし、オンラインで開催する 

 

第14号議案（決議）頸損解体新書2020の増刷について 

中村副会長（事業統括）より、頸髄損傷者の自立生活と社会参加に関する実態調査2020の最終報告書である「頸損解体

新書 2020」について、全国頸髄損傷者連絡会として増刷を行いたいとのことから、これについて了承したいと提案され、

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） 

また覚書を新たに作ることとし、その際には報告を求めることとすることが提案され、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） 

 

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2021（令和3）年度第7回（通算第75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09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。 

 

2021年12月12日 

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2021年度第7回理事会 

 

 議    長 河合俊宏 

 議事録署名人 中村詩子 

 議事録署名人 早川康之 


