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令和元年度 6 月（一社）大阪臨床整形外科医会理事会議事録 

 

令和 元 年 6月 1日（土） ハービス PLAZA 6階（4,5,6号）会議室 

 

会 長： 増田 博    副会長：藤本啓治 小林正之 白木隆士 木下裕介 

理 事： 石井正治 上野憲司 右近良治 大成浩征 荻野晃  日下昌浩 貴島浩二    

岸本英樹 岸本成人 古瀬洋一 清水広太 神藤佳孝 田上実男  調子和則 

中川浩彰 中野晋吾 邉見俊一 堀口泰輔 前中孝文 宮口正継 宮崎 浩 

宮田重樹 森下 忍 森本清一 矢倉久義 山口康二 山口眞一 山本善哉 

山本 哲 梁 裕昭 吉村弘治 和田孝彦  

監 事： 栗本一孝 黒田晃司 松矢浩司  特別出席者： 早石雅宥 （敬称略） 

増田会長の開会宣言により、理事会が開始された。 

[協議事項] 

１、研修会予定                              白木副会長 

第 319 回～第 324 回研修会、特別研修会（6/8、8/3、9/21）の担当の人選が行われ、 

承認された。 

特別研修会 令和元年 6 月 8 日（土） ホテルヴィアーレ大阪（あゆみ製薬） 

Opening Remarks 増田博   演題１座長 片岡英一郎 演題２座長 前中孝文   

Closing Remarks 藤本 啓治 

319 回研修会（６月 22 日 リーガロイヤルホテル）      共催 小野薬品（株） 

総合司会 岸本英樹  受付 調子和則   

講演 1 座長 宮口正継 講演 2 座長 邉見俊一   

320 回研修会（7 月 27 日 ホテル阪急インターナショナル）  共催 ファイザー（株） 

総合司会 日下昌浩  受付 上野憲司  

講演 1 座長 宮田重樹 講演２座長 堀口泰輔    

特別研修会 令和元年 8 月 3 日（土） ANA クラウンプラザホテル（塩野義、リリー） 

Opening Remarks 増田博    演題１座長 白木 隆士   演題２座長 石井正治  

Closing Remarks 木下 裕介  

321 回研修会（8 月 24 日 ANA クラウンプラザホテル）    共催 旭化成（株） 

総合司会 明石健一  受付 山口康二  

講演 1 座長 木佐貫 修 講演２座長 史 賢林   

特別研修会 令和元年 9 月 21 日（土） リーガロイヤルホテル（アステラス製薬） 

Opening Remarks 増田博   講演 1 座長 貴島浩二 講演 2 座長 清水広太  

Closing Remarks 小林 正之 

322 回研修会（9 月 28 日 ANA クラウンプラザホテル）    共催 第一三共（株） 
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総合司会 田中富弥   受付 宮島茂夫  

講演 1 座長 宮崎浩 講演 2 座長 日下昌浩  

323 回研修会（10 月 19 日 ANA クラウンプラザホテル）    共催 帝人（株） 

総合司会 邉見俊一   受付 吉村弘治  

講演 1 座長 中野晋吾  講演 2 座長 山本 哲   

324 回研修会（11 月 9 日 ホテル阪急インターナショナル）   共催 久光製薬（株） 

総合司会 山本善哉   受付 岸本成人  

講演 1 座長 神藤佳孝 講演２座長 西澤徹   

 

２、令和元年度 OCOA セラピスト資格継続研修会・ 

ロコモコーディネーター資格継続研修会開催計画       上野理事 

令和元年 11 月 10 日の開催計画と収支計画・進行状況などについて提案があり、協議、

承認された。また運営は業者委託をせず、本年から委員会所属の理事で行う。 

講師および演題 

片岡英一郎：下腿から足の疾患とリハビリテーション 

伊東靖宜：股関節術後のリハビリテーションのリスク管理について 

古瀬洋一：上肢のリハビリテーション 

梁 裕昭：ロコモティブシンドローム‐サルコペニア、フレイルとの関連性を含めて‐ 

出務予定理事：増田博 藤本啓治 木下裕介 貴島浩二 堀口泰輔 宮島茂夫 荻野晃 

吉村弘治 清水広太 日下昌浩 岸本英樹 田中富弥 上野憲司 

 

３、大阪城トライアスロン 2019 大会 9 月 22 日出務の件          増田会長 

OCOA に医師１名の出務依頼があり、本年は公募することになった。 

荻野理事がメーリングリストで呼びかけ募集。 

 

４、大阪城トライアスロン 2019大会（9月 22日）の出務費について     木下副会長 

大会本部からの報酬が 2万円であるので、OCOAから 1万円補助する案が提案され承認。 

 

５、大阪府高校野球連盟チームサポート ドクター事業打ち合わせの件    増田会長 

府医からの提案について、6月 24日に増田会長・貴島理事・上野理事が参加して府医と

協議することになった。対象チーム数が多い・ボランティア参加・月 1 回程度の参加要

求などサポートする条件が厳しい、とする一方で、柔整対策を要すること、ラグビーな

ど他競技に参画している理事からのアドバイス、があった。協議は、会長一任となった。 

 

６、宮田理事から、下記の件で提案、報告があった。 

① 地域医療情報交換会を 6月 8日開催予定。 
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柔整違法広告について、各地区医師会から保健所へ要望書を出す。 

② 府医師会 健康フォーラムで、ロコモの講演を、8月 21、22日に開催する。 

ロコモ認知度が低下しているので、広報が必要 

③ 療法士会活動に協力してくれる療法士、応援してくれる OCOA会員を増やしたい。 

④ 地区医師会学術講演で、参加者が少ない場合、メーカーが共催しないケースがあった。 

 

[報告事項] 

１、会員動態（前回の理事会以降）                    小林副会長 

令和元年 5月末現在 4名の新規入会があった。 

松田剛典先生 橋本和喜先生 小瀬弘樹先生 小川智永先生 

正会員 491名 

 

２、SLOC令和元年第 2回理事会       5/26・東京   長谷川副会長 宮田理事 

日時：令和元年 5月 26日（日）15 : 00～16: 00 

議題 副理事長の選出（定款第 13条第 2項、総会にて定員 5名と改正された。 

 

３、令和元年度 SLOC通常総会        5/26・東京          宮田理事 

・第１号議案 平成３０年度事業報告 

ロコモ予防効果検証事業 

    これは 65歳以上にロコトレを実施して各施設間の比較検討を行うもの 

1)市民公開講座ロコモキャラバン  

講演内容に高血圧や糖尿病、口腔ケア等を入れていきたい 

2)ロコモコーディネーター資格取得研修会 

3)ロコモ予防効果検証事業（令和元年 10月から令和 2年 3月） 

・第６号議案 令和元・２年度役員の選任について 

  （新理事）奥村栄次郎、宮田重樹 

・その他 

 1）認定ＮＰＯ法人への移行について 

 2）SLOC団体会員及び日本臨床整形外科学会会員への一般寄附のお願いについて 

   SLOCは寄付金で運営がなされている。多くの方、企業からの寄付金をお願いしたい 

 

４、災害対策委員会の活動         3/2・大阪 邉見理事 

研修会：第 29回待兼山整形外科カンファレンス  演者：邉見 俊一 

演 題：南海トラフ巨大地震で発生する津波被害に関するアンケート調査 

要 旨：津波から身を守るための方策を、実際は何も行っていないことが明確となった。 
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５、リクルート委員会設置後の入会者の変化に関する報告           邉見理事 

  リクルート委員会設置後の新入会員数は、36名（平成 30年 4月～12月）、6名（平成

31 年 1 月～5 月）で今後も各同窓会や開業医名簿などよりリクルート委員が随時情報を

アップデート行い利用して入会勧誘を進める。 

 

６、第 1回 JCOA編集会議       4/5・T.V.     山口（眞）理事    

雑誌編集 WG 

 

７、第 1回 JCOA雑誌編集 WG           4/5・T.V.     山口（眞）理事   

1. 学術集会発表演題論文投稿フォーム 

2. 広告出稿 

 医療機器製作業者から広告の出稿の問い合わせがあったが断った。 

 

８、第 1回 無床診 WG委員会    4/7・東京             梁 理事 

１．第 32回 JCOA学術集会（関西）での無床診 WG企画のシンポジウムについて確認決定 

①「院長が知っておきたい労務の ABC～職員と力を合わせられる雇用環境の作り方～」 

桂労務社会保険総合事務所所長 桂 好志郎 

③「激変する環境下、生き残りをかけた医業経営」 日本経営代表取締役会長 藤澤功明 

２．その他  令和 2年度のテーマには、事業継承を採用する予定とした。 

 

９、第 21回テニス部例会       4/7・大阪        岸本理事 

場所：江坂テニスガーデンインドアテニスコート 2面。年に 2回開催している。 

 

１０、第７３回 JCOA近畿ブロック会議   4/13・大阪        堀口理事 

会場：ハービス PLAZA ５F貸会議室  懇親会：ザ・リッツカールトンホテル大阪   

【報告事項】  

（１）平成 30年度第 5回 JCOA理事会報告（京都・高橋真） 

日時：平成 30年 12月 16日（日）場所：ロイヤルパークホテル 3F「クラウン」 

④定款、定款運用規則、会員資格等及び会費等規則の改正 

  ・定款の改正 

退会と除名処分、代議員の資格喪失、利益相反指針違反者などに対する会員資格停止

（会員の権利の停止）期間について、を明記する。除名に加えて、懲戒処分を規定する。 

  ・定款運用規則の改正 

（２）平成 30年度第 6回 JCOA理事会報告（京都・高橋真） 

日時：平成 31年 2月 17日（日）場所：ロイヤルパークホテル 2F「東雲」 

乳児股関節検診に関して日本小児整形外科学会よりの協力依頼があり、各都道府県 COA
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から 1名ずつ、代表者を選ぶことになった。 

（３）平成 30年度第 2回 JCOA災害医療チーム研修会報告 

（４）JCOADiT第 2回研修会アンケート報告（兵庫・山下仁司） 

日時：平成 31 年 1 月 6 日（日）場所：東京都医師会館 5 階「504、505」会議室 

災害医療チーム検討委員会委員長 加藤裕之  

（５）平成 30年度第 2回「Q&A交通事故診療ハンドブック」編集 WG報告（兵庫・山下仁司）

令和 2年春の民放改正に合わせて日整会学術集会開催時期の発刊を目標とする。 

（６）平成 30年度第 3回「Q&A交通事故診療ハンドブック」編集 WG報告（兵庫・山下仁司） 

平成 30 年度第 3 回「Q&A 交通事故診療ハンドブック」編集 WG 議事録 

日時：平成 31 年 2 月 5 日（火）19：30～22：30  テレビ会議 

書籍「Q&A ハンド ブック交通事故診療」の改訂について 

現行の諸制度に合わせる、Q＆Aを統廃合してスリム化を目指す、より読者の理解しや

すいように判例なども積極的に取り込む、資料も最新のデータに変更する等とした。 

（７）平成 30年度第 2回社会保険等検討委員会報告 

（８）平成 32年度診療報酬改定要望資料提出状況（大阪・神藤佳孝） 

日時：平成 31年 2月 3日  場所：ステーションコンファレンス東京 6階「605B」 

（外保連要望事項の入力事項の検討） 

（９）平成 30年度第 3回運動器リハビリテーション・介護保険検討委員会報告（貴島浩二） 

日時：平成 31年 2月 11日（月）11：00～15：00 

（１０）平成 30年度第 2回自賠・労災委員会報告（京都・岩田啓史） 

日時：平成 30年 12月 23日（日）場所：日本臨床整形外科学会事務局 2階「会議室」 

日医労災自賠責委員会担当理事に、JCOA 会員でもある長島公之常任理事が就任され、

JCOAとしてもバックアップしていく。 

（１１）平成 30年度第 3回自賠・労災委員会報告（京都・岩田啓史） 

日時：平成 31 年 3 月 10 日（日）場所：日本臨床整形外科学会事務局 2 階「会議室」 

日医の長島公之常任理事が労災自賠担当、金融庁自賠責審議会委員にも就任された。 

（１２）平成 30年度第 3回スポーツ・学校保健委員会報告（滋賀・麻生伸一） 

日時：平成 31年 2月 10日（日）  

（１３）平成 30年度第 6回医療システム委員会報告（兵庫・三輪雅彦） 

日時：平成 31年 2月 3日（日） 

柔道整復師の卒後研修制度の影響と問題点の整理。柔整師の経歴を隠したまま働いて、 

2年後に実務経験期間証明書記入を依頼される可能性がある。 

初診での療養費同意書交付は療養担当規則の第 17条に反する可能性がある。 

（１４）平成 30年度第２～４回利益相反管理委員会報告（大阪・堀口泰輔） 

日時： 平成 30年 10月 5日〜12月 3日場所： メーリングリストによる電磁的会議 

利益相反関連の指針や規則は理事会の決議で変更できることとした。 
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（１５）平成 30年度第 2回国際交流委員会報告（兵庫・飯尾 純） 

日時：平成 31年 2月 17日（日）場所：ロイヤルパークホテル 2F「春海」 

（１６）まほろば関西 運動器エコーハンズオンセミナー案内（大阪・梁 裕昭） 

日時：2019年 7月 14日(日) 13:50～16:20（150分） 

（１７）運動器リハビリテーション・セラピスト研修会案内（兵庫・辻本和雄） 

（１８）第 32回 JCOA学術集会について（大阪・長谷川利雄）   

 

１１、平成 31年度日本臨床整形外科学会合同プログラム委員会  4/14・大阪 堀口理事 

場所：ハービスプラザ貸会議室 

委員会報告事項：第 33回学術集会（愛知）について 

(1)開催概要 第 33 回日本臨床整形外科学会学術集会「～ どまんなか学会 愛知 ～」 

メインテーマ：運動器と健康長寿社会を考える 

会 期   ：2020年 9月 20日（日）・21日 

 

１２、日本臨床整形外科学会 第 1回学術研修委員会        4/14・大阪   堀口理事 

場所：ハービスプラザ貸会議室 

理事会審議付帯事項：平成 31年度学術研究助成について 

平均寿命 80歳を超えた男性の運動器機能評価を選考推薦 

委員会決議事項：査読委員会について 

査読委員会は編集委員会に属することが望ましいので、編集委員会の承認があれば、

学術研修委員会としては査読委員会を編集委員会に帰属することに異論は無いことを

決定した。 

委員会報告事項：１．理事会報告（当委員会関連） 

２．利益相反の期間が過去 3年になったこと 

 

１３、第 1 回日本臨床整形外科学会理事会及び整形外科医政協議会執行委員会 貴島理事 

日時：平成 31 年 4 月 21 日（日）場所：ロイヤルパークホテル 

【審議事項】 

・ 平成 30・31 年度入会承認及び退会状況の報告。  

平成 31 年 4 月 19 日現在 会員総数 5,898 名（内、女性会員 81 名） 

・ 平成 30 年度会計監査報告および令和元年度予算圧縮案 

事業費の中の旅費交通費、会議費の増加に対し、TV 会議の活用、アドバイザー人数の

制限等の協力依頼がなされた。 

・ SLOC への一般寄附の募集 

平成 31 年 1 月 7 日に認定 NPO 法人に認定された。JCOA 会員に加え「各県」臨床整

形外科医会等（SLOC 団体会員）にも一般寄附を依頼することが承認された。 
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（「3,000 円以上の寄附者の数が年平均 100 人以上であること」という基準が存在。 

・ 令和元年度学術研究助成の審査結果報告 

「（整形外科医療機関を訪れた）平均寿命 80 歳を超えた男性の運動器機能評価」（2 年

間）が令和元年度学術研究助成課題として承認された。 

・ 医師の働き方改革に関するアンケート調査実施 

産業医委員会で作成したアンケートの内容及び実施方法が報告され、令和元年 5 月に発

行される JCOA ニュースに同封し会員に協力要請が承認された。 

・ ロキソニン外用薬（要指導医薬品）を一般用医薬品として販売する問題点について 

令和元年 5 月 31 日に開催される厚労省の安全対策調査会において、湿布の乱用、適応

症以外の使用、副作用への対応を考慮し、一般薬として販売することに反対することを

発言する方向で承認された。 

【各種報告事項】 

・ 日整会教育研修単位（共通講習）の変更について 

日本専門医機構より共通講習の内容について変更の通知があり、2019 年 4 月 21 日の審

査より適用されるとの報告がされた。 

・ セラピスト指導医の学術集会参加必須化に伴う移行措置について 

指導医の条件として「5 年間に 1 回以上、日本運動器科学会の学術集会に参加する事」

が日本運動器科学会理事会で承認されたが、特定の年度への参加集中を避けるための暫

定処置が設けられたことの報告が行われた。 

【日整会報告事項】 

・ ロコモ チャレンジ！推進協議会報告 

ロコモの認知度が44.3％と低下（前年比3.3％の低下、3年前ぐらいまでの水準に低下）。

特に女性高齢者の認知度が低下しており、活動の見直しの必要性を指摘する意見があっ

た 

 

１４、令和元年度一般社団法人日本臨床整形外科学会定時社員総会      貴島理事 

日時：令和元年 5 月 26 日（日）  場所：品川プリンスホテル  

・ 名誉会員の承認について 

萎沢利行先生、橋口兼久先生、矢野隆一先生の推薦が承認された。 

・ 平成 30 年度決算・監査の承認について 

委員数の削減や活動の少ない委員会の削減案も出たが、TV 会議などの活用で会議費、

旅費交通費を軽減させていくことで承認された。 

・ 各表彰の報告が行われた。 

 

１５、令和元年度第 1 回医療システム委員会                             宮崎理事 

日時：令和元年 5 月 19 日（日）  場所：JCOA 事務局  
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・JCOA シンポジウムについて  

日程：令和元年 12 月 1 日（日）  場所：品川プリンスホテル 

テーマ：「医業類似行為に関する広告の現状」（案） 

柔整審査員のために開催されることになった経緯があり、より多くの審査員の参加を求

めるよう広報する予定であることがアドバイザーの前中先生より報告された。 

 

１６、ロコモ健康フォーラム                       大成理事 

日時：令和元 8 月 24 日（土） 14：00～16：30（予定）会場：天王寺都ホテル 

主催：OCOA  共催：産経新聞社  協賛：数社予定（協賛社の確保の困難化） 

テーマ：「ロコモ予防で生涯現役！」  募集定員 400 名予定  

関連して、骨と関節の日（10 月 5 日（土）堺市地場振興センター）への集客協力要請が

なされた。 

 

１７、広報委員会                            調子理事 

日時：令和元年 5 月 25 日（土） 場所 ：ホテル阪急インターナショナル 

・45 号発刊スケジュールの報告 

・会報誌見積もりの件 

大阪臨床整形外科医会会報 44 号 B5 判 本文 208 頁 728 冊であった。45 号発行案

として演者に送っていた別刷は作製なし、保管は新入会担当副会長に一元化して保管数

を縮小し経費削減をはかることが提議された。 

・「まほろば関西会」報告原稿依頼の件・写真係依頼の件が報告された。 

・第 46 回 JCOA 研修会 広島大会（10 月 12～13 日）への参加要請がなされた。 

 

１８、平成３０年度第３回 IT 戦略委員会                 白木副会長 

日時：平成 31 年 3 月 11 日（月）  テレビ会議 

・委員会でのテレビ会議の拡大・普及の検討・推進 について 

今年度は 15 回で、昨年度 10 回から増加実績も、今後さらに各委員会に実施を要請する

ことが報告された。 

    

１９、研修会実施報告             白木副会長 

第 316 回、317 回、318 回研修会の開催報告が行われた。 

参加人数の減少の対策として、他の研修会と重複を回避できるよう日程が決まり次第ホ

ームページに公表するほか、メーカー学術担当にその旨を連絡するシステムを学術委員

会で検討することが提議された。 

 

２０、令和元年度一般社団法人日本臨床整形外科学会各県代表者会議     増田会長 
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日時：令和元年 5 月 26 日（日）  場所：品川プリンスホテル 

運動器検診後の受診勧告児童・生徒等の受診調査の報告が行われた。 

平成 30 年度の受診者報告の減少が見られており調査協力への要請がなされた。 

          

２１、整形外科医政協議会 令和元年度各都道府県代表者会議               増田会長 

日時：令和元年 5 月 26 日（日）  場所：品川プリンスホテル 

整医協として国会議員との繋がりを維持するべく行動されていることなどが報告された。

大阪の入会状況が全国平均より低いため入会への要請がなされた。 

  

２２、大阪府高校野球連盟 チームサポート ドクター事業打ち合わせの件  増田会長                     

  → 協議事項 その他へ 

 

２３、社）大阪女医会懇親会 ６月１６日 出席の件            増田会長 

白木副会長が増田会長の代理で出席されることが了承された。    

 

２４、その他   

ＪＣＯＡシンポジウムの参加について  

山本哲理事より、大阪マラソンと日程が重複しており参加者の事前調整が提議された。 

  

 

理事会の終了にあたり、松矢監事より代表して総評があり本理事会の成立が承認された。 

 

 

 

この議事録が正確であることを証するため、定款第 40 条の規定に従い、 

会長及び監事が署名、押印する。 

 


