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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 

2021年度第 9回（通算第 77回）理事会 議事録 

 

１．開催日時：2022 年（令和 4 年）3月13日（日）9:00～10:26 

 

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）2021年度総務系業務執行報告（第4期） 

第2号議案（専権等の報告）2021年度事業系業務執行報告（第4期） 

第3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4号議案（決議）WEB管理委員会継続 

第5号議案（決議）第１回リハ工 ミライ・アッセンブリー開催 

第6号議案（専権等の報告）理事会前日会議報告 

第7号議案（決議）GAATO とWHO の覚書締結 

第8号議案（決議）新入会者の承認について 

第9号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンスfrom中国・四国支部要綱等の承認 

第10号議案（決議）福祉機器コンテスト2021事業報告と決算報告 

第11号議案（決議）福祉機器コンテスト2022の選考委員について 

第12号議案（決議）頸損解体新書2020の増刷に対する覚書について 

第13号議案（決議）専門委員会「研修企画委員会」の延長 

第14号議案（決議）合同シンポジウム開催 

第15号議案（決議）第２回リハ工 ミライ・アッセンブリー開催準備 

第16号議案（決議）JRAT理事および各種委員会委員の選出について 

第17号議案（専権等の報告）次期編集委員の選出について 

 

４．理事総数   １５名 

  出席理事数  １２名 

会長（代表理事） 河合俊宏 

理事       伊佐拓哲、石濱裕規、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  

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、植田瑞昌、山田賀久 

     ※ 途中出席：石濱理事（第17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、本日出席理事の江原喜人と桂律也の２名を選出した。 

 

第１号議案（専権等の報告）2021年度総務系業務執行報告（第4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12月12日～2022年3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10、非承認0 （会長除く） 
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■ 財務担当：岡野 

・ 報告なし 

■ 総会・理事会担当：中村（詩） 

・ 理事会開催 

・2021年度第8回（通算第76回）理事会議事録の取りまとめを行った 

・2021年度第9回（通算第77回）理事会（Web会議）開催のための準備を行った 

・ 総会開催 

■ 広報・渉外担当：杉本 

・ 協会リーフレット印刷：増刷なし 

・ Web会議システム利用 

・臨時理事会、リハ工 ミライ・アッセンブリー実施 

・ Web管理委員会 

・HP更新（支部活動、リハ工 ミライ・アッセンブリー、会員番号変更等） 

・Facebook投稿により、リハ工 ミライ・アッセンブリーの告知を実施 

・ その他 

・研修企画委員会において、新規セミナー企画に参加し、広報活動を行った 

・個人情報保護に関する規程の検討を継続して行っているが、確定には至らず 

・あらたな会員管理システムの導入やWebサービスの導入等の検討 

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：江原 

・ 2021年度第7回理事会（臨時）への議案準備 

  ・「会員番号の変更について」 

・ 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 

・展示会出展における広報活動：なし 

※）法人としての事務局運営 

・入会申込者の承認を理事会に諮り専権として承認回答 

・後援・協賛予定：継続依頼分のみ専権として承認回答 

・役員（理事・監事・顧問）就任依頼を送付した 

・21会費未納者69名（21未納55名、20・21未納14名退会名含む）へ会費納入のお願いを送付した 

・会員番号変更のお知らせを送付した 

・購読サービス利用機関へ次年度継続確認・請求書を送付した 

 

第２号議案（専権等の報告）2021年度事業系業務執行報告（第4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12月12日～2022年3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10、非承認0 （会長除く） 

 

■ 協会誌担当：石濱、植田 

・ 編集委員会開催 

・第４回協会誌編集委員会  2022/1/10 Web開催 

・ 協会誌発行 

・Vol.37 No.1 2022/2「10年後に向けて、脊髄損傷の再生医療とリハビリテーションの取り組み」を発刊 

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.2 2022/5「旅に出る（仮）」 

・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）」 

・ 投稿論文（査読依頼） 
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・2021年度新規投稿5件の査読者選定・（再）査読依頼 

受理掲載１件、著者修正掲載可１件、著者修正再審査１件、 

第３査読者依頼の上結果が分かれ掲載不可 

本誌投稿の見直し１件、査読者２名依頼も返答なし１件 

・査読委員公募（協会HP、協会誌上） 

過去の査読経験者に査読委員就任のお願い 

・ 協会誌の段階的電子化 

・協会誌J-STAGEアクセス状況の解析 

・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 

・ その他 

・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、暫定的に担当理事が登録、メー

ルニュースで自動配信を確認 

・編集委員公募者のご推薦・ご紹介を、編集委員会・同経験者に依頼。 

・お知らせ記事の有無の報告を理事会に依頼 

■ 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 

・収支決算書について2020年度・2021年度の連結決算にて作成中 

・ 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、協会事務局と調整中 

・実行委員会開催、12/23、1/18、2/8、3/10 

・第36回大会のオンライン開催に向けたUMINの設定変更。 

・ 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、発行 

・協会誌への報告書の掲載（Vol.37 No.1） 

・協賛企業への報告 

・会計監査 

・ 福祉機器コンテスト2022  

・福祉機器コンテスト2022事務局の委託準備（契約書、仕様書の作成） 

・選考委員の選出 

・ 後援団体の見直し 

■ 企画担当：伊佐・中村 

・ バリアフリー2022の出展にかかる調整 

・ 第１回リハ工 ミライ・アッセンブリーを開催（2022/3/2 18:00 -） 

・ 頸損解体新書2020実行委員会との調整 

■ 分科会・専門委員会担当：桂・植田 

分科会（SIG）：桂 

・ プレカンファに対する協力要請 

・ 外部SIGに、預貯金額の確認及び内部化の際の法的な取り扱いの解釈を伝えた 

・ 各SIGは、個人情報保護法に準拠するよう情報提供 

分科会（支部・委員会）：植田 

・ 各支部活動支援、ML配信、HP掲載の依頼等連絡調整 

・ 支部活動報告書依頼、協会誌へのお知らせ原稿作成・報告 

・ 各支部内及び支部代表者間のデータ共有（Xサーバードライブ）の登録完了 

・ 支部協力の連携セミナーの準備等打ち合わせ 

■ 国際担当：森田 

・ GAATO理事会（2022/3/2）：井上委員、桂国際担当副理事が参加 

・ 国際連携推進委員会（2021/12/18）： 
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・東洋大学高橋教授より依頼があり、国際連携推進委員会で協議 

・イタリアのRune Thorse氏から３Dプリンターで作製された自助具、福祉用具のデータベースをヨーロッパで展開した

いが、国際的な展開、特にアジア圏でのコネクションを作りたい 

・国際的な窓口は、協会がする 

・GAATOに、EASTINも加入しているので、EASTINからアジア・日本にもという話があれば、GAATO経由でコンタクトして

もらう（担当：桂） 

・国内では、協会の自助具SIGで対応（担当：自助具SIG 岡田） 

・テクノエイド協会との連携をする。単年度では動けないので、協会と相互補完できる関係性を構築する（担当 河合） 

■ 災害対策委員会担当：早川 

・ JRAT理事会・各委員会の会議への参加（いずれもWEB会議） 

・第12回理事会 2022/1/21 18:30～19:30 （桂・早川） 

・2021年度第1回研修企画委員会 2021/12/16 19:00-20:30 （金井） 

・2021年度第2回研修企画委員会 2022/2/23 18:00-19:30 （金井） 

・2021年度第2回局地災害地域リハ移行WG会合 2021/12/17 18:30～19:40（石濱） 

・2021年度第4回JRAT広報委員会 2022/1/13 19:00～19:45 （石濱） 

・2021年度第8回地域JRAT組織化支援委員会 2022/1/17] 18:30～19:30（石濱） 

■ 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の出展にかかる調整 

・ 頸損解体新書2020実行委員会との調整 

・覚書内容の検討 

・実行委員会との調整 

・ 各事業の運営に係る相談対応 

 

第３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7回（通算第75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10、非承認0 （会長除く） 

 

・2022/03/11 後援 第 3 回福祉用具専門相談員研究大会さまより「第 3 回福祉用具専門相談員研究大会」       

（2022/6/16（オンライン併用開催）） 

・2022/03/11 協力 経済産業省製造産業局さまより「第10回ロボット大賞」（2022/4/11～6/30） 

 

第４号議案（決議）WEB管理委員会継続 

広報・渉外担当の杉本理事より、WEBサイトの管理・運営のために、WEB管理委員会を継続し、効率的な広報活動につな

げたいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

＜期間＞2022年7月1日～2023年6月30日 

＜委員長＞杉本昌子（理事） 

＜委 員＞鈴木太（理事）、石濱裕規（理事）、小林博光（総合せき損センター） 

＜活動報告＞ ・HP更新 

 ・福祉機器コンテスト広報 

 ・Facebook投稿 

 ・オンラインストレージ整備 

 ・Zoom管理運用 等 

 

第５号議案（決議）第１回リハ工 ミライ・アッセンブリー開催 

企画担当の伊佐理事より、第1回リハ工 ミライ・アッセンブリーを開催したことが報告され、追認で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 
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テーマ：最新機器アップデート 

日時：2022年3月2日（水） 18:00～19：00 

会場：Zoomミーティング 

協力支部：九州 

参加費：無料 

参加者：31名（内5名が非会員） 

プログラム ①会長挨拶、連続セミナーの目的説明 5分 

 ②西日本国際福祉機器展オフラインミーティング報告会 30分 

 ③症例報告会＜頸損筋トレに使う用具類（専用マシンの紹介）＞20分 

 ④意見交換  5分 

 

・ 今後この名称を協会のセミナーとして使用していく 

 

第６号議案（専権等の報告）理事会前日会議報告 

江原副会長（総務統括）より、理事会前日 3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10、非承認0（会長除く） 

 

日時：2022年3月12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、石濱裕規、植田瑞昌、杉本昌子、鈴木太、早川康之、村田知之、赤澤

康史、沖川悦三（途中入退出者含む） 

欠席者：中村詩子、岡野善記、伊佐拓哲、森田千晶、山田賀久、深野栄子 

 

１．「2022年度事業計画・予算要求の素案」に関する総括 

２．各事業担当による事業計画（案）並びにこれに伴う予算要求についての説明 

３．修正点の確認と会議総括 

４．個人情報の取り扱いについて（桂） 

５．その他、審議事項 

  ・会員減少について検討が必要 

 

第７号議案（決議）GAATO とWHO の覚書締結 

国際担当の森田理事より、GAATOより、WHOとの覚書締結にあたって、GAATO理事の DOI提出を求められており、RESJA

からの代表でもある桂氏、井上氏がDOI提出となったことが報告され、追認で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

第８号議案（決議）新入会者の承認について 

江原副会長（総務統括）より、2021年度第7回（通算第75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行

った者以降今回の理事会までの入会者3名（2021年度正会員1名、2021年度下半期正会員2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10、非承認0 （会長除く） 

 

第９号議案（決議）第36回リハ工学カンファレンスfrom中国・四国支部要綱等の承認 

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 from中国・四国支部の実施要領一式

が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

（1）実行委員会設置規約 

（2）事業要綱 
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（3）実施要領 

（4）収支予算書 

（5）実行委員会名簿 

 

第10号議案（決議）福祉機器コンテスト2021事業報告と決算報告 

コンテスト担当の村田理事より、福祉機器コンテスト 2021の決算案が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

第11号議案（決議）福祉機器コンテスト2022の選考委員について 

コンテスト担当の村田理事より、福祉機器コンテスト 2022 の選考委員（以下、5 名）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10、非承認0 （会長除く） 

 

コンテスト規則 第 7条では「選考委員は、福祉機器に関する種々の領域において、福祉機器に造詣の深い委員を一

般社団法人日本リハビリテーション工学協会理事会（以下、理事会とする）の承認を経て、会長が任命する。」と定め

ている。 

1．高野 吉朗（継続） 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部理学療法学科 

2．木澤 健司（継続） 都立墨東特別支援学校 

3．鈴木 基恵（継続） 横浜市総合リハビリテーションセンター 

4．佐々木 誠（継続） 岩手大学 理工学部システム創成工学科 

5．林 園子（新任）     一般社団法人ICTリハビリテーション研究会 

 

第12号議案（決議）頸損解体新書2020の増刷に対する覚書について 

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、覚え書きを交わす事としたいと提案さ

れ、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

・最初の印刷は、全国頸損 1300部、RESJA 700部と覚書を交わし取り決めている 

・増刷は三菱財団の助成金の残額より支出予定 

 

第13号議案（決議）専門委員会「研修企画委員会」の延長 

企画担当の伊佐理事より、専門委員会「研修企画委員会」の活動期間（これまでの活動期間2018年8月～2022年6月）延

長と、併せて、本委員会は企画担当の事業との関連が大きい事から、委員長を伊佐拓哲企画推進担当理事に変更したいと

提案され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

＜延長理由＞ 

・試験運用中の「リハ工 ミライ・アッセンブリー」の本格実施 

・その他収益となる企画セミナー等の集客可能な企画等の実施 

・協会で現在行っているセミナー等の継続的な企画運営 

・将来的には常設化を目指した課題の整理 

 

旧委員会メンバー 

委員長 中村（事業統括） 

伊佐（企画）理事・石濱（協会誌）理事・植田（支部）理事・岡野（財務）理事・桂（SIG）理事・杉本（広報）理事・

鈴木（カンファレンス）理事・山田（カンファレンス） 

 

新委員会メンバー候補 

委員長 （新）伊佐（企画） 
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中村（事業統括）理事・石濱（協会誌）理事・植田（支部）理事・岡野（財務）理事・桂（SIG）理事・杉本（広報）

理事・鈴木（カンファレンス）理事・山田（カンファレンス） 

 

本委員会は2018年8月に設置し、活動期間を2022年6月までに延長している。 

 

第14号議案（決議）合同シンポジウム開催 

企画担当の伊佐理事より、リハビリテーション業界だけでなく多くの業界に大きな影響を与えている新型コロナの影響

や対策に対し、協会だけではなく外部団体と連携し実態報告と意見ディスカッションを実施し、障害当事者とそれにかか

わるエッセンシャルワーカーの感染症対策の一助になるシンポジウム開催の企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10、非承認0 （会長除く） 

 

協力団体：全国頸髄損傷者連絡会、J-Workout株式会社、医療従事者 

開催時期：5月予定 

参加費：1,500円（会員、非会員一律） 

 

第15号議案（決議）第２回リハ工 ミライ・アッセンブリー開催準備 

企画担当の伊佐理事、支部担当の植田理事より、企画研修委員会及び支部連携企画を推進するために、第２回リハ工 ミ

ライ・アッセンブリーを関西支部に協力を依頼しており、企画内容が3Dプリンターを用いた実践的なセミナーであり、3D

プリンターの制作過程を現地撮影するための移動費、並びに動画編集費用を研修企画委員会の予算から計上したいと提案

され、審議の結果、満場一致で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

第16号議案（決議）JRAT理事および各種委員会委員の選出について 

災害対策委員会担当の早川理事より、一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）事務局より、令和4年

度、5年度の、正会員団体理事、研修企画委員会委員、広報委員会委員、地域JRAT組織化支援委員会委員についての推薦

依頼があり、害対策委員会で検討し、理事、および各種委員を推薦したいと提案され、審議の結果、満場一致で承認され

た。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

・ 2022年2月26日付で推薦依頼あり 

・ 金井謙介氏（研修企画委員会委員）と桂理事を推薦 

 

第17号議案（専権等の報告）次期編集委員の選出について 

協会誌担当の石濱理事、植田理事より、次期編集委員（任期：2022年4月～2024年3月：新規公募枠4名）について、

編集委員会による推薦と協会誌などによる公募を進め（公募締切：3月5日）、公募者につき、委員会承認が報告され、追

認で承認された。 

承認10、非承認0 （会長除く） 

 

■新規編集委員 

鹿島美恵子（株式会社りはっぴぃ／作業療法士、介護支援専門員） 

廣島拓也（医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院/理学療法士） 

 

また、編集委員経験者より、以下の方に再任を依頼し内諾済み。 

■副委員長 

 並木重宏（東京大学先端技術研究センター/当事者） 

 

※継続の編集委員会構成メンバーは、下記の通り 

委員長：岡田裕生（パシフィックサプライ株式会社） 

副委員長：徳田良英  (帝京平成大学 健康メディカル学部) 
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委員：廣田祐希（神奈川リハビリテーション病院） 

委員：安藤信哉 (有限会社パーソナルアシスタント町田 相談役) 

委員：有久勝彦（国際医療福祉大学福岡保健医療学部） 

委員：五十嵐有紀子（聖稜リハビリテーション病院） 

 

・現在、定足数を満たしていないため公募・推薦継続中。追って、理事会ML上で追認審議を依頼予定 

・新設となるSIG以外の査読委員については、数名のご内諾を頂いており、次回以降、報告予定 

 

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9回（通算第77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。（10時26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。 

 

2022年3月13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9回理事会 

 

 議    長 河合俊宏 

 

 議事録署名人 江原喜人 

 

 議事録署名人 桂律也 


