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第 46回一般社団法人大阪臨床整形外科医会定時総会 

令和４年４月１６日（土）15：00〜16：00  ANAクラウンプラザホテル大阪 4F 平安の間 

 

                      司会者 小林 正之 副会長  

 

1．  開会宣言                  小林 正之 副会長 

 

2．  会長挨拶                  長谷川利雄  会長 

 

3．  黙祷 

    村尾 道蔵 先生           令和 3年 4月 3日   ご逝去 

    伊藤 成幸 先生             令和 3年 5月 2日   ご逝去 

    芥川 博紀 先生           令和 3年 6月 2日   ご逝去 

    福田 寛二  先生            令和 3年 12月 11日  ご逝去 

濱田 彰  先生           令和 3年 12月 18日  ご逝去 

    天野 敬一 先生            令和 3年 12月 21日  ご逝去 

    小野村 敏信 先生           令和 3年 12月 31日  ご逝去 

    中山 明  先生           令和４年１月 2日   ご逝去 

    服部 良治 先生           令和 4年 2月 8日   ご逝去 

    上田 晏弘 先生            令和 4年 2月 14日  ご逝去  

  を偲んで  

4．  議長選出 

 

5．  議事 

       議       長     ：  

副   議   長     ：  

議事録署名人指名 ：  

 

報告事項  令和３年度庶務および事業報告        白木 隆士 副会長 

第１号議案 令和３年度収支決算について承認を求める件  木下 裕介 副会長 

第２号議案 令和４年度事業計画について承認を求める件  藤本 啓治 会長代行 

 第３号議案 令和４年度収支予算案について承認を求める件 木下 裕介 副会長 

 第４号議案 新役員について承認を求める件        藤本 啓治 会長代行            

第５号議案 松矢 浩司 先生 OCOA特別会員推薦について  木下 裕介 副会長 

第６号議案 その他 

 

6． 閉会宣言                         小林 正之 副会長 
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上記の式次第に則り、総会が進められた。 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、手指消毒、サージカルマスク着用、37.5℃以上の

有熱者の欠席、1テーブル 2人掛け、などの感染予防対策を行い、会議時間の短縮策等

を講じ総会が開催された。 

 

司会の小林正之先生の開会宣言のあと、長谷川利雄会長より挨拶があった。 

 

次いで、司会者より昨年度ご逝去された 10名の会員の報告がなされ、黙祷が行われた。 

 

さらに、司会者より定款 18条により総会出席正会員の中から議長及び副議長の選出を行い、 

その選出にあたり、今回は新型コロナウイルス感染症予防のため時間短縮を考慮し、 

司会者から右近良治先生が推挙され、総会出席者の賛成多数にて承認選出された。 

 

議長より、令和 3年 4月 16日（土）15時現在、正会員総数  487 名、 

本人出席  33 名 と委任状出席  327 名 の総会出席計  360 名 であり、 

今回は定款の変更などの議案が無く、 

定款 19 条の総会成立の定足数である正会員の 2 分の 1 以上の出席者数、を満たしており、

本総会の開会が成立している、との報告があった。 

 

次いで、右近良治議長より、副議長の選出について提案され、新型コロナウイルス感染症予

防のため時間短縮を考慮し、議長より山本哲先生が推薦され賛成多数で承認選出された。 

さらに、議長により定款 23条により、議事録署名人に宮田重樹先生、岸本成人先生の 2名

が推薦され、賛成多数で承認選出された。 

 

これより次第に則り、報告事項から審議に入った。 

 

報告事項 1  令和３年度庶務および事業報告    

                          白木 隆士 副会長 

 

（１）ＯＣＯＡ会員動態報告（令和 4年 2月末日現在） 

   令和 3年 2月 28日       正会員数      509名 

                               特別会員       9名 

                  顧問         7名 

                特別顧問       1名 

                  名誉会員      10名     

                   計        535名 
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令和 4年 2月 28日現在  正会員数      490名 

                特別会員       6名 

                  顧問         7名 

                特別顧問       1名 

                名誉会員       9名     

                  計        512名 

 

令和 3年 3月 1日から令和 4年 2月末日まで （以下、敬称略） 

【新入会】 

 栗田 正浩  栗田整形外科              豊中市 令和 3年 5月 29日入会 

 吉田 清志  よしだクリニック          東住吉区 令和 3年 5月 29日入会 

竹口 輝彦  竹口クリニック           藤井寺市 令和 3年 9月 25日入会 

長山 正  長山整形・内科             堺市 令和 3年 9月 25日入会 

【退会者】   

村尾 道蔵   村尾診療所           豊中市 令和 3年 4月 3日  ご逝去 

伊藤 成幸 （医）成宏会 伊藤外科・整形外科  旭区 令和 3年 5月 2日  ご逝去 

杉山 榮一 （医）愛和会 新世病院      枚方市 令和 3年 5月 18日  退会 

呉家 守二 （医）呉家整形外科       東住吉区 令和 3年 6月 14日   退会 

 芥川 博紀 （医）芥川会 芥川病院      生野区 令和 3年 6月 2日  ご逝去 

楠 正敬   くすのき整形外科        中央区 令和 3年 10月 13日  退会 

 久原 宗雄 （医）久原診療所         城東区 令和 3年 11月 05日  退会 

福田 寛二  近畿大学医学部リハビリテーション医学教授    

令和 3年 12月 11日 ご逝去 

 濱田 彰  (医)友隣会 メディカルケアクリニック  

枚方市 令和 3年 12月 18日 ご逝去 

 天野 敬一  (医)天野整形外科           東住吉区  令和 3年 12月 21日 ご逝去 

小野村 敏信 大阪医科薬科大学名誉教授         令和 3年 12月 31日 ご逝去 

中山 明  (医)三愛会 中山整形外科      港区 令和 4年１月 2日  ご逝去 

福井 英民   (医)順英会 福井診療所      大正区 令和 4年 2月 4日   退会 

服部 良治  (医)服部整形外科         高槻市 令和 4年 2月 8日  ご逝去 

橋本 千暉  橋本医院            東淀川区 令和 4年 2月 16日  退会 

 上田 晏弘  上田整形外科          東大阪市 令和 4年 2月 14日 ご逝去  

 

（２）令和３年度ＯＣＯＡ研修会 
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特別研修会（令和 3年 4月 3日(土) WEB研修会）   共催 アッヴィ合同会社  

視聴者数 111名（会員 80名 非会員 31名） 

1 「プライマリ・ケアの現場で診る COVID-19 」         座長 邉見 俊一 

大阪急性期・総合医療センター 総合内科部長/感染制御室 室長 

大場 雄一郎 先生  

2 「整形外科医によるリウマチ治療の新たな展開  

              ～新規経口薬によるアンメットニーズの克服～」    座長 小坂 理也 

慶應義塾大学 特任教授／博恵会 理事長 桃原 茂樹 先生  

 

第 339回研修会（令和 3年 4月 10日(土) WEB研修会） 共催 大正製薬  

視聴者数 105名（会員 89名 非会員 16名） 

1 「インシデント・アクシデント報告から学ぶ-前向き医療安全のススメ-」 

座長 岸本 英樹  

近畿大学病院安全管理部・医療安全対策室 

近畿大学医学部血液・膠原病内科 教授 辰巳 陽一 先生  

2 「変形性膝関節症 ～痛みの病態と治療～」            座長 梁 裕昭 

高知大学医学部整形外科  教授 池内 昌彦 先生  

 

特別研修会（令和 3年 5月 15日 WEB研修会）     共催 ツムラ  

視聴者数 159名（会員 106名 非会員 53名） 

1 「現代医学的イメージで解説する『運動器の漢方』」        座長 榎本 誠 

  医療法人社団 森と海東京 東京蒲田病院 整形外科 部長 冨澤 英明 先生 

2 「超音波ガイド下ハイドロリリースの実際」           座長 大窪 博 

  医療法人城東整形外科 副院長 皆川 洋至 先生 

 

第 340回研修会（令和 3年 5月 29日 WEB研修会）   共催 エーザイ  

  視聴者数 182名（会員 113名 非会員 69名） 

1 「関節リウマチを取り巻く諸問題について」           座長 岸本 成人 

大阪赤十字病院 リウマチ・膠原病内科 医長 片山 昌紀 先生 

2 「脊椎脊髄疾患のサイエンス」                 座長 右近 良治 

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科） 教授 岡田 誠司 先生 

 

特別研修会（令和 3年 6月 12日 WEB研修会）     共催 あゆみ製薬 

視聴者数 98名（会員 73名 非会員 25名） 

1 「ライフイベントに応じた関節リウマチ治療  
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～妊娠希望女性、高齢者、合併症を中心に～」        座長 山口 眞一  

京都大学大学院医学研究科内科学講座 臨床免疫学 教授 森信 暁雄 先生  

2 「オープンイノベーションによるアカデミア発の新規医療技術開発  

～整形外科領域を中心に～」                座長 荻野 晃 

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター 教授・センター長  

名井 陽 先生  

 

第 341回研修会（令和 3年 6月 19日 WEB研修会）   共催 小野薬品 

視聴者数 117名（会員 83名 非会員 34名） 

1 「関節リウマチにおける生物学的製剤と肩関節治療」     座長 片岡 英一郎 

日暮里リウマチクリニック 院長 神戸 克明 先生  

2 「コンピュータ支援整形外科と AI」              座長 清水 広太 

大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学 講師 高尾 正樹 先生  

 

特別研修会（令和 3年 7月 10日 WEB研修会）     共催 大塚製薬 

視聴者数 128名（会員 84名 非会員 44名） 

1 「骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死：最近の知見」           座長 宮崎 浩 

大阪市立大学大学院医学研究科 歯科口腔外科 診療部長・病院教授  

中原 寛和 先生 

2 「手指変形性関節症の治療と最近の話題」            座長 古瀬 洋一 

一般財団法人 新潟手の外科研究所・新潟手の外科研究所病院 所長・院長  

坪川 直人 先生 

 

第 342回研修会（令和 3年 7月 24日 WEB研修会）   共催 ヴィアトリス製薬  

視聴者数 97名（会員 66名 非会員 31名） 

1 「患者満足度の高い疼痛治療とは～神経障害性疼痛から考える～」 座長 中谷 晃之   

岡山大学病院 整形外科・運動器疼痛センター 助教・副センター長  

鉄永 倫子 先生 

2 「変形性膝関節症の疼痛発生機序に基づく除痛効果」       座長 吉村 弘治 

第一東和会病院 膝スポーツ関節鏡センター 副院長・センター長  

藤田 晃史 先生 

 

第 343回研修会（令和 3年 8月 21日 WEB研修会）   共催 旭化成ファーマ  

視聴者数 98名（会員 67名 非会員 31名） 

1 「長期機能予後を見据えた関節リウマチ治療」          座長 宮田 重樹 



- 6 - 
 

奈良県立医科大学 リウマチクリニック/整形外科 助教 原 良太 先生 

2 「中高年の肩関節疾患に対する治療戦略 

～初診時の対応やエコーの活用、手術療法など～」      座長 藤本 啓治 

江戸川病院 スポーツ医学科 部長 岩本 航 先生  

 

第 344回研修会（令和 3年 9月 25日 WEB研修会）   共催 第一三共 

視聴者数 109名（会員 81名 非会員 28名） 

1 「後縦靭帯骨化症における最近の知見～代謝疾患との関連、疼痛など～」 

座長 小林 正之 

東京大学大学院医学系研究科 整形外科学 准教授 大島 寧 先生 

2 「転移性脊椎腫瘍の診断と治療」               座長 木下 裕介 

大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学 講師 鈴木 亨暢 先生  

  

第 345回研修会（令和 3年 10月 16日 WEB研修会）   共催 帝人ヘルスケア   

視聴者数 109名（会員 84名 非会員 25名） 

1 「肩痛患者さんへのアプローチ 」              座長 村上 仁志  

京都桂病院 整形外科 部長 新井 隆三 先生  

2 「生活習慣病に忍びよる骨折リスクとその対応」        座長 宮口 正継   

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 准教授 今西 康雄 先生  

 

特別研修会（令和 3年 10月 30日 WEB研修会）    共催 アステラス製薬  

視聴者数 120名（会員 77名 非会員 43名） 

1 「増えている高齢発症関節リウマチ患者の特徴と治療方法について」 

座長 宮島 茂夫  

大阪市立大学医学部 整形外科学教室 病院講師 岡野 匡志 先生  

2 「脆弱性骨折なき令和をめざして」               座長 森下 忍  

社会医療法人愛仁会 井上病院 副院長 佐藤 宗彦 先生  

 

第 346回研修会（令和 3年 11月 13日 WEB研修会）    共催 久光製薬  

視聴者数 109名（会員 73名 非会員 36名） 

1 「腰痛診療に関する最新の話題～各種診療ガイドラインを踏まえて～ 」 

座長 山本 善哉  

富山大学医学部 整形外科 教授 川口 善治 先生 

2 「更年期世代女性における手外科領域の疾患とエクオール  

～ 一般住民健診と実臨床での使用経験から ～」    座長 田上 実男 
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 和歌山県立医科大学 形成外科学講座 講師 下江 隆司 先生  

 

スポーツ研修会（令和 4年 1月 29日 WEB研修会）    OCOA単独開催  

視聴者数 178名（会員 94名 非会員 84名）       

1 「膝スポーツ傷害の最近の話題」                座長 明石 健一 

大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科 講師 橋本 祐介 先生  

2 「肩のスポーツ障害の診断と治療」               座長 調子 和則  

大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科 病院講師 間中 智哉 先生  

3 「上肢スポーツ傷害の最近の話題」               座長 木下 裕介  

大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科 准教授 岡田 充弘 先生  

 

第 347回研修会 WEB研修会 令和 4年 2月 19日 (土)   共催 科研製薬 

  視聴者数 125名（会員 86名 非会員 39名） 

1 「下肢痛・しびれを引き起こす疾患の診断と治療 」       座長 清水 広太    

市立豊中病院 整形外科 医長 柏井 将文 先生 

2 「頚椎症性脊髄症へのアプローチ −臨床の実際−」        座長 小坂 理也  

大阪医科薬科大学 生体管理再建医学講座 整形外科学教室 助教  

藤城 高志 先生 

 

第 348回研修会 WEB研修会 令和 4年 3月 26日（土）  共催 中外製薬 

  視聴者数 名（会員 名 非会員 名） 

１ 「RA患者の QOL最大化には何が必要か？～筋肉からのアプローチ～」座長 山口 眞一 

大阪市立総合医療センター 整形外科 医長 多田 昌弘 先生 

2 「COVID-19 アップデート」                   座長 白木 隆士 

大阪大学医学系研究科 感染制御学 教授  忽那 賢志 先生 

（３）令和３年度各種委員会と出務状況 

  

令和３年４月 

2日 大阪府医師会健康問題相談                    山本(哲) 

  3日 OCOA特別研修会（共催 アッヴィ合同会社） 

  8日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

10日 第 45回 OCOA定時社員総会・令和 3年度 4月 OCOA理事会（ANAクラウンホテル） 

 10日 第 339回 OCOA研修会（共催 大正製薬） 

11日 令和 3年度第 1回 JCOA経理委員会（WEB）              長谷川 

13日 令和 2年度第 4回 JOA広報渉外委員会（WEB）                前中 

15日  令和 3年度第 10回 JOA理事会（WEB）                 長谷川 
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17日 第 77回近畿ブロック会 （WEB）（担当 京都）           (多数) 

17日 令和 3年度第 1回 SLOC理事会（WEB）             長谷川 宮田 

18日 令和 3年度第１回 JCOA理事会・整医協執行委員会（WEB）    長谷川 貴島 

19日 第 1回大阪府医師会医学会運営委員会                茂松 森 

21日 令和 3年度第 1回 JCOA医療システム委員会 （WEB）   長谷川 前中 宮崎 

                     

令和３年５月 

 1日∼6日 OCOA経理委員会（スポーツ研修会開催について） 

13日 大阪府自動車保険医療連絡協議会           茂松 行岡 山本(哲) 

13日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                       貴島 

13日 大阪府医師会交通事故医療委員会   

行岡 森 前中 山本(哲) 増田 長谷川 宮内  

15日 OCOA特別研修会（共催 ツムラ） 

17日 第 2回大阪府医師会医学会運営委員会                茂松 森 

19日 令和 2年度第 12回 JOA理事会・令和 3年度 JOA社員総会（WEB）     長谷川 

20日∼21日 第 94回日本整形外科学会学術総会（東京国際フォーラム） 

          （WEB＜オンデマンド＞開催 6月 10日∼7月 12日） 

21日 JCOA医療安全倫理委員会（WEB）                  長谷川 

29日 OCOA常任理事会 

29日 第 340回 OCOA 研修会（共催 エーザイ㈱） 

30日 令和 3年度 JCOA各都道府県代表者会議・整医協執行委員会（WEB） 

長谷川 貴島 

30日 令和 3年度 JCOA定時社員総会（WEB）  

長谷川 藤本 白木 木下 堀口 貴島 邉見 

30日 令和 3年度 SLOC通常総会・第 2回 SLOC理事会（WEB）     長谷川 宮田 

 

令和３年６月 

4日 大阪府医師会健康問題相談                             永田 

4日 令和 3年度第 1 回 JCOA総務委員会（WEB）               邉見 

5日 令和 3年度 6月 OCOA理事会（WEB） 

10日 OCOA整形外科開業セミナー打ち合わせ                 邉見 

10日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

12日 OCOA特別研修会（共催 あゆみ製薬） 

13日 令和 3年度 JCOA合同プログラム・学術研修委員会       堀口 長谷川 

19日 OCOA常任理事会 

19日 第 341回 OCOA 研修会（共催 小野薬品工業） 

20日 令和 3年度第 2回 JCOA理事会・整医協執行委員会（WEB）    長谷川 貴島 

21日 第 3回大阪府医師会医学会運営委員会                    茂松 森 
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25日 令和 3年度第 1回JCOA病院WG、JCOA病院部会役員会合同会議（WEB）貴島 古瀬 

 

令和３年７月 

1日 令和 3年度第 1 回大阪府医会連合代表者会議（大阪市）        長谷川 

1日∼3日 OCOA経理委員会（メール広告について）（メール会議） 

2日 大阪府医師会健康問題相談                         山本(哲) 

3日 令和 3年度第 1 回 OCOA開業セミナー          邉見 神藤 長谷川 

7日 令和 3年度第 2 回 JCOA医療システム委員会（WEB）    宮﨑 長谷川 前中 

8日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                      貴島 

 10日 OCOA特別研修会（共催 大塚製薬） 

 12日 令和 3年度第 1回 JCOA IT戦略委員会（WEB）                     白木 

  15日∼17日 OCOA経理委員会（メール広告について）（メール会議） 

19日 第 4回大阪府医師会医学会運営委員会                       茂松 森 

21日 令和 3年度第 2回 JCOA学術委員会              堀口  長谷川 

24日 OCOA常任理事会 

24日 第 342回 OCOA 研修会（共催 ヴィアトリス製薬） 

29日 令和 3年度第 1回 JCOA社会保険等検討委員会 （WEB）            神藤 

29日 第 1回大阪府医師会事故調支援委員会                       小林 

31日 令和 3年度第 2回 OCOA開業セミナー       邉見 吉村 神藤 長谷川 

  31日 令和 3年度第 1 回 JCOA運動器リハビリテーション・介護保険検討委員（WEB）

吉村 

 

令和３年８月 

6日 大阪府医師会健康問題相談                           永田 

  10日 JCOA保険審査会議                         神藤 

16日∼24日 OCOA広報委員会（メール会議）                 多数 

21日 OCOA常任理事会 

令和３年８月 

  21日 第 343回 OCOA研修会（WEB）（共催 旭化成ファーマ）             

  24日 令和 3年度第 2 回 JCOA総務委員会（WEB）              邉見 

25日∼27日 OCOA経理委員会（OCOAホームページリニューアル）（電磁的）  木下 他 

26日 JCOA災害等対策委員会（WEB）                 神藤 長谷川 

29日 令和 3年度第 3回 JCOA理事会・整医協執行委員会（WEB）    貴島 長谷川 

31日∼9月 2日 OCOA 経理委員会（メール広告について）（メール会議） 

  

令和３年９月 

2日 大阪府医師会ロコモ研修会                 和田(孝) 小林 

3日 大阪府医師会健康問題相談                      永田 

4日 令和 3年度 9月 OCOA理事会（WEB） 
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9日 令和 3年度第 1 回 JCOA災害医療チーム検討委員会（WEB）    神藤 長谷川 

9日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島

11日  令和 3年度 JCOA保険審査委員会議（WEB）         長谷川  神藤 堀口 ほか 

13日 第 5回大阪府医師会医学会運営委員会                         茂松 森 

15日 大阪府医師会ロコモ研修会                   宮田 小林 

12日  全国整形外科保険審査委員会議（WEB）長谷川 神藤  石井 清水 調子 増田 

17日～19日 OCOA経理委員会（メール広告について）（メール会議） 

25日 第 61回大阪整形外科症例検討会（ダイビル）   山口(眞) 神藤 岸本(成) 

25日 OCOA常任理事会 

25日 第 344回 OCOA 研修会（WEB）（共催 第一三共） 

               

令和３年１０月 

1日 大阪府医師会健康問題相談                             永田 

2日 ロコモ健康フォーラム「ロコモフレイルの予防と対策」webシンポジウム 

長谷川 藤本 宮田 大成  

4∼29日 第 34回日本臨床整形外科学会学術集会（トキめき学会・新潟）WEB 開催 

9日 第 47回 JCOA研修会 in長野（オンライン開催） 

13日 令和 3年度第 3回 JCOA医療システム委員会（WEB）    宮﨑 長谷川 前中 

14日 大阪府自動車保険医療連絡協議会           茂松 行岡 山本(哲) 

14日 大阪府医師会交通事故医療委員会  行岡 森 山本(哲) 増田 長谷川 宮内 

14日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

16日 OCOA常任理事会 

16日 令和 3年度大阪府医師会主催 健康スポーツ医学講習会「後期」 

16日 第 345回 OCOA 研修会（WEB）（共催 帝人ヘルスケア） 

17日 各務文献法要（大阪 浄春寺）                         今井 前中 黒田 

17日 令和 3年度第 4回 JCOA理事会・整医協執行委員会（WEB）        貴島 

18日 令和 3年度第 2回 JCOA IT戦略委員会（WEB）                     白木 

令和３年１０月 

18日 第 6回大阪府医師会医学会運営委員会                       茂松 森

19日 令和 3年度第 1回 JCOA学校保健委員会（WEB）              貴島 

20日 令和 3年度第 3回 JCOA総務委員会（WEB）               邉見 

25日 令和 3年度第 1回 JCOA学会雑誌編集委員会 （WEB）         宮島 山口(眞) 

25日 令和 3年度第 3回 SLOC理事会（WEB）             宮田 長谷川 

29日 JCOA第 2回医療安全・倫理委員会（WEB）              長谷川 

30日 OCOA特別研修会（WEB）（共催 アステラス製薬） 

31日∼11月 4日 OCOA経理委員会（令和 4年度予算編成について）   

  

令和３年１１月 

5日 大阪府医師会健康問題相談                       山本(哲) 
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6日 第 78回近畿ブロック会 （担当 和歌山）（WEB）  

長谷川  藤本 堀口 貴島 神藤 宮田 岸本(成) 黒田   

7日 令和 3年度第 1 回 OCOA運動器リハセラピスト資格継続研修会 

上野 和田 邉見 山口(眞) 榎本 他 

7日 第 44回大阪府医師会医学会総会（大阪府医師会館）       神藤 森本 

7日 大阪府医師会医学会総会 評議員会                          森  

7日∼23日 OCOA広報委員会（メール会議）                 多数 

11日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

13日 OCOA常任理事会 

13日 第 346回 OCOA 研修会（WEB）（共催 久光製薬） 

15日 第 7回大阪府医師会医学会運営委員会                        茂松 森 

18日 厚生労働省（東京）                        長谷川 

23日 令和 3年度第 2回 JCOA運動器リハビリテーション・介護保険検討委員（WEB）

吉村 

25日 後期高齢者のフレイルに関する医師向け研修会             宮田 

25日 大阪府医会連合代表者会議（大阪市）                長谷川 

25日 第 2回大阪府医師会事故調支援委員会                       小林 

27日 令和 3年度 JCOAシンポジウム（WEB）     岸本(成) 宮﨑 長谷川 前中 

   28日 令和 3年度第 2 回 OCOA運動器リハセラピスト資格継続研修会 

上野 堀口 中谷 史 宮﨑 他 

  30日 JOAメンバーシップ委員会                  長谷川 増田 

30日 令和 3年度第 2回 JOA広報渉外委員会（WEB）               前中 

   

令和３年１２月 

  2日 整医協（東京）                          長谷川 

2日∼4日 OCOA経理委員会（メール会議）（スポーツ研修会について）   

3日 大阪府医師会健康問題相談                      永田 

令和３年１２月 

4日 令和 3年度 12 月 OCOA理事会 

7日 運動器議員連盟総会（東京）                    長谷川 

8日 JCOA学術委員会（WEB）                                  長谷川  堀口 

9日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

19日 令和 2年度第 5回 JCOA理事会・医政協議会執行委員会（WEB）  長谷川  貴島 

28日 令和 3年度 OCOA総会レジメ準備委員会                多数 

 

令和４年１月 

17日 第 8回大阪府医師会医学会運営委員会                      茂松 森 

26日 第 4回 JCOA総務委員会（WEB）                    邉見 

29日 OCOAスポーツ研修会（WEB） 
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29日 OCOA常任理事会 

 

令和４年２月 

2日 令和 3年度 JCOA第４回医療システム委員会（WEB）   長谷川 前中 宮崎    

4日 大阪府医師会健康問題相談                    山本(哲) 

 5日 第 62回大阪整形外科症例検討会   山口(眞) 神藤 岸本(成) 古瀬 小坂 

6日 令和 3年度 JOA 広報渉外委員会・JCOA医療システム委員会合同委員会(TV) 

長谷川 前中 宮崎 

6日 令和 3年度第 3回 JOA広報渉外委員会（WEB）                  前中

10日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                   貴島 

12日 第 4回 JCOA災害医療チーム研修会（WEB）大阪より配信         神藤 

12日 令和 3年度第 2回 JCOA病院 WG、JCOA病院部会役員会合同会議     貴島 古瀬 

14日 第 9回大阪府医師会医学会運営委員会                      茂松 森 

19日 OCOA常任理事会 

19日 第 347回 OCOA 研修会(WEB)（共催 科研製薬） 

20日 令和 3年度 JCOA研修会（病院部会主催）（WEB・東京）       貴島 古瀬 

24日  大阪府医会連合代表者会議(大阪市)                             長谷川 

27日 令和 3年度第 6回 JCOA理事会(東京)                長谷川  貴島 

  

令和４年３月 

3日 大阪府医師会健康スポーツ医学委員会                 小林 

4日 大阪府医師会健康問題相談                         永田 

5日 令和 3年度 3月 OCOA理事会 

10日 大阪府医師会学校医部会常任委員会                  貴島

14日 第 10回大阪府医師会医学会運営委員会                     茂松 森 

26日 OCOA常任理事会 

26日 第 348回 OCOA 研修会（共催 中外製薬） 

（４）府医プロジェクト委員会（順不動） 

① 大阪府医師会交通事故医療委員会[年 2回] 

（行岡、森、前中、山本（哲）、増田、長谷川、宮内） 

② 大阪府医師会医学会運営委員会[毎月] 

（森）  

③ 大阪府医師会学校医部会常任委員会 

（貴島） 

④ 大阪府医師会労災部会 [年６回] 

   （河村、武田、中川、宮内、宮田、行岡、村上 他） 

⑤ 大阪府医師会地域医療計画推進委員会 

（五島、宮田、西川、中川） 
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⑥ 大阪府医師会指導委員会 

（石井、増田、西川） 

⑦ 大阪府医師会健康スポーツ医学委員会[年 2回] 

（河村、小林、宮田） 

⑧ 大阪府医師会事故調支援委員会 年 6回 

（小林） 

⑨ 大阪府医師会健康問題相談 

（山本（哲）、永田） 

⑩ 労災保険診療審査会[毎月]   

（稲毛、長谷川、上野、調子、長濱、堀口、武田、森、宮内、田中、 

山本、吉村 他）  

⑪ 社会保険診療報酬支払い審査委員会[毎月] 

（岩本、小林、増田、中川、杉本、清水、寺川、五島、西川、梅田、丸井 他） 

⑫ 国民健康保険診療報酬支払い審査委員会[毎月] 

（武田、綿谷、村上、神藤、橋本、他） 

⑬ 国保柔整施術療養費審査会[毎月] 

（岸本、木下、山口(眞)、吉村、西澤、西浦、小坂） 

⑭ 社保柔整施術療養費審査会[毎月] 

（藤本、白木、荻野、安田） 

⑮ 大阪府自動車保険医療連絡協議会 

（茂松、行岡、山本（哲）） 

⑯ 大阪府医会連合代表者会議 年 3回  

（長谷川） 
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（５）福利・厚生事業 

OCOAゴルフコンペ、OCOAテニス部例会 

いずれも本年度は COVID-19問題で開催中止 

 

（６）広報事業 

１．令和 3年 7月 20日 第 47号 OCOA会報 発行   

  調子 長谷川 小林 宮田 中川 岸本(成) 荻野 神藤 中野 吉村  

宮崎 山本(善) 邉見 宮口 岸本(英) 片岡 明石 小坂 大窪  

２．令和３年度大阪府「骨と関節の日」行事報告   

＜メイン行事＞ 

市民公開講座（COVID-19問題で開催中止） 

＜その他イベント＞ 

ロコモ健康フォーラム 「ロコモフレイルの予防と対策」 

日時 令和 3年 10月 2日(土) （11月 12日 産経新聞夕刊の紙面掲載） 

場所 産経新聞社（大阪） WEBシンポジウム 

主催 OCOA  共催 産経新聞社 

  

 以下、すべて令和 3年度は COVID-19問題で開催中止 

松原市健康フェア 

松原市健康講座 

富田林『骨と関節の日』 

淀川区みんなの健康展 

阿倍野区医師会の区民公開講座と医療相談 

アベノ健康展 

住吉区 健康まつり 

とよなか市民健康展 

羽曳野市ふれあい健康まつり 

西成区みんなの健康展 

松原ノルディックウォーク  

港区健康フェスタ 

３．インターネットのホームページを通じて、各 OCOAの学術講演会やその他の活動を公

開した。（OCOAメーリングリスト管理者 岸本(成)） 

４．FAX網の整備を NEXLINKによって行った。（宮崎） 

 

以上、報告事項について審議され、賛成多数により承認された。 
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第１号議案  令和３年度収支決算について承認を求める件   

                                                    木下 裕介 副会長 

 令和３年度ＯＣＯＡ会計報告 

貸 借 対 照 表 

令和 ４年 １月 ３１日現在 

        

一般社団法人大阪臨床整形外科医会    

       （単位 ： 円） 

科  目 当年度 前年度 増 減 

Ⅰ 資産の部      

  １．流動資産      

     現金及び預金 18,953,433 12,630,922 6,322,511 

    流動資産合計 18,953,433 12,630,922 6,322,511 

    資産合計 18,953,433 12,630,922 6,322,511 

Ⅱ 負債の部      

  １．流動負債      

     前受金 46,000 24,000 22,000 

     預り金（源泉所得税） 23,904 0 23,904 

    流動負債合計 69,904 24,000 45,904 

  2. 固定負債       

     ５０周年引当金 1,800,000 1,200,000 600,000 

     ＨＰリニューアル引当金 1,500,000 0 1,500,000 

    固定負債合計 3,300,000 1,200,000 2,100,000 

    負債合計 3,369,904 1,224,000 2,145,904 

Ⅲ 正味財産の部      

  １．一般正味財産      

     前期繰越一般正味財産 11,406,922 10,225,911 1,181,011 

     当期正味財産増加額 4,176,607 1,181,011 2,995,596 

    一般正味財産合計 15,583,529 11,406,922 4,176,607 

    正味財産合計 15,583,529 11,406,922 4,176,607 

      負債及び正味財産合計 18,953,433 12,630,922 6,322,511 
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正味財産増減計算書 

令和 ３年 ２月 １日から令和 ４年 １月３１日 
              

一般社団法人大阪臨床整形外科医会 
         

            
（単位 ： 円） 

科 目   当年度     前年度     増 減   

Ⅰ．一般正味財産増減の部   
 

  
   

  
 

  

  １．経常増減の部   
 

  
   

  
 

  

  
 
(1） 経常収益   

 
  

   
  

 
  

  
  

収入 [ 26,651,299 ] [ 21,946,627 ] [ 4,704,672 ] 

  
   

JCOA 会費収入・入会金   14,196,000   
 

12,321,000 
 
  1,875,000   

  
   

ＯＣＯＡ会費収入   6,082,000   
 

6,110,000 
 
  ▲ 28,000   

  
   

定例研修会   2,041,000   
 

1,307,000 
 
  734,000   

  
   

特別研修会   953,000   
 

620,000 
 
  333,000   

  
   

府医師会等助成金   300,000   
 

300,000 
 
  0   

  
   

セラピスト、LＣ資格研修会   600,000   
   

  600,000   

  
   

スポーツ研修会   447,000   
   

  447,000   

  
   

名簿・会報広告収入   1,640,000   
 

905,000 
 
  735,000   

  
   

受取利息（医師信用組合他）   213   
 

180 
 
  33   

  
   

雑収入   392,086   
 

383,447 
 
  8,639   

  
  

経常収益計   26,651,299     21,946,627     4,704,672   

  
 
(２） 経常費用   

 
  

   
  

 
  

  
  

事業費 [ 7,041,255 ] [ 5,303,725 ] [ 1,737,530 ] 

  
   

助成金 OCOA 療法士会   200,000   
 

500,000 
 
  ▲ 300,000   

  
   

広告費（ホームページ維持費）   132,000   
 

198,000 
 
  ▲ 66,000   

  
   

会議費   
 
  

 
194,535 

 
  ▲ 194,535   

  
   

会報印刷費   1,726,516   
 

2,467,564 
 
  ▲ 741,048   

  
   

名簿印刷費   515,900   
   

  515,900   

  
   

レジメ印刷費   167,409   
 

194,370 
 
  ▲ 26,961   

  
   

封筒等印刷代   236,526   
 

336,260 
 
  ▲ 99,734   

  
   

システム料 （木村情報技術）   435,600   
 

205,700 
 
  229,900   

  
   

ＷＥＢ作業費   450,000   
 

180,000 
 
  270,000   

  
   

セラピスト研修会関連費用   592,318   
   

  592,318   

  
   

ロコモ健康フォーラム   550,000   
   

  550,000   

  
   

スポーツ研修会   362,877   
   

  362,877   

  
   

整形外科開業医オンラインセミナー   56,411   
   

  56,411   

  
   

研修会単位申請費   1,223,000   
 

606,134 
 
  616,866   
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大阪城トライアスロン関連費用   
 
  

 
10,027 

 
  ▲ 10,027   

  
   

専門医共通講習会   
 
  

 
24,751 

 
  ▲ 24,751   

  
   

総会費   192,698   
 

162,250 
 
  30,448   

  
   

ＳＬＯＣ 団体寄付金   100,000   
 

100,000 
 
  0   

  
   

各務文献報恩法要   30,000   
 

25,000 
 

  5,000   

  
   

慶弔費   70,000   
 

99,134 
 
  ▲ 29,134   

  
  

総務費 [ 12,298,050 ] [ 13,313,200 ] [ ▲ 1,015,150 ] 

  
   

JCOA 会費・入会金   12,204,000   
 

13,212,000 
 

  ▲ 1,008,000   

  
   

会議室費   94,050   
 

101,200 
 

  ▲ 7,150   

  
  

管理費 [ 1,035,387 ] [ 1,548,691 ] [ ▲ 513,304 ] 

  
   

出務交通費   168,081   
 

408,486 
 

  ▲ 240,405   

  
   

会計事務手数料   
 

  
 

61,894 
 

  ▲ 61,894   

  
   

福利厚生費   
 

  
 

102,375 
 

  ▲ 102,375   

  
   

手数料   646,800   
 

867,546 
 

  ▲ 220,746   

  
   

通信費   67,450   
 

44,902 
 

  22,548   

  
   

租税公課   
 

  
 

13,053 
 

  ▲ 13,053   

  
   

事務費   23,081   
 

17,908 
 

  5,173   

  
   

雑費   129,975   
 

32,527 
 

  97,448   

  
  

繰入金等 [ 2,100,000 ] [ 600,000 ] [ 1,500,000 ] 

  
   

50 周年引当金繰入   600,000   
 

600,000 
 
  0   

  
   

ＨＰリニューアル引当金繰入   1,500,000   
   

  1,500,000   

  
  

経常費用計   22,474,692     20,765,616     1,709,076   

      当期経常費増減額   4,176,607     1,181,011     2,995,596   

科 目   当年度     前年度     増 減   

  ２．経常外増減の部   
 

  
   

      

  
 
(1） 経常外収益   

 
  

   
      

  
  

経常外収益計   0     0     0   

  
 
(２） 経常外費用                   

  
  

経常外費用計   0     0     0   

  
  

当期経常外増減額   0     0     0   

  
  

当期一般正味財産増減額   4,176,607     1,181,011     2,995,596   

  
  

一般正味財産期首残高   11,406,922     10,225,911     1,181,011   

  
  

一般正味財産期末残高   15,583,529     11,406,922     4,176,607   

Ⅱ．指定正味財産増減の部   
 

  
   

  0   

  
  

当期指定正味財産増減額   0     0     0   

  
  

指定正味財産期首残高   0     0     0   

  
  

指定正味財産期末残高   0     0     0   

Ⅲ．正味財産期末残高   15,583,529     11,406,922     4,176,607   
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附 属 明 細 書 

一般社団法人大阪臨床整形外科医会    

１.引当金の明細      

     （単位 ： 円） 

科 目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

50 周年引当金 1,200,000 600,000 0 0 1,800,000 

HP ﾘﾆｭｰｱﾙ引当金   1,500,000   1,500,000 

合 計 1,200,000 2,100,000 0 0 3,300,000 

財 産 目 録 

令和 4 年 １月 ３１日現在 

     

一般社団法人大阪臨床整形外科医会   

   （単位 ： 円） 

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 

（流動資産）         

  現金 手元保管 運転資金として 1,139,679 

  普通預金 大阪府医師信用組合 No.0172225   13,281,696 

    大阪府医師信用組合 No.2019041   3,307,581 

    大阪府医師信用組合 No.2070891   0 

  通常貯金 ゆうちょ銀行 №14030-78805731   0 

    ゆうちょ銀行 №14010-58056661   46,000 

    ゆうちょ銀行 №14190-9841491   0 

  定期預金 大阪府医師信用組合 No.0484767   1,178,477 

流動資産合計   18,953,433 

資産合計 18,953,433 

（流動負債）         

  前受金 研修会費   46,000 

  預り金  
源泉所得税   23,904 

流動負債合計   69,904 

（固定負債）         

  50周年引当金     1,800,000 

  HP ﾘﾆｭｰｱﾙ引当金  
    1,500,000 

固定負債合計  3,300,000 

負債合計 3,369,904 

正味財産 15,583,529 
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以上、第１号議案について審議され、賛成多数で承認された。 
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第２号議案  令和４年度事業計画について承認を求める件      

                          藤本 啓治 会長代

行                          

 

令和 4年 4月総会議案書 ＯＣＯＡ事業計画   

2019 年 12 月中国湖北省武漢市を中心に発生した COVID-19 は拡大、消退を繰り返しなが

ら約２年が経過しました。この間、“緊急事態宣言”、“まん延防止等重点処置”等の自粛

要請、規制により様々な業種が大きな負担を強いられました。 

我々整形外科医療関係者にとっても、患者さんの受診控えや感染対策等で初めて体験す

る苦労や困難がありました。この原稿を書いている 2022年１月初旬もオミクロン株による

感染第６波が過去にないスピードで世界中で拡がっています。ある学者によるとどの様な

強大な感染症も３年位で収束に向かうとの事。３回目のワクチン接種、新治療薬の開発で何

とか 2022 年度中には COVID-19 を征服し以前の日常に戻りたいものです。この感染症によ

り社会経済の各分野での Innovation（革新；あらたなものを生み出し、変革を起こす事で

社会的、経済的な価値を生み出すこと）が加速されました。我々整形外科を含む医療関係の

学会や会議もオンラインが主流となり、本来の対面での学会や研修会と比較してどの様な

影響が出るか危惧されましたが、逆に参加者は増え単位取得も依然より容易になったよう

です。但し、オンライン研修会の準備（申請者、参加費、単位取得の確認作業等）は大変で、

この２年間 OCOA 学術担当理事の先生方には多大なるご苦労をおかけしました。これから

我々OCOA はコロナ禍で与えられた機会を好機と捉えて、更なる進化をしていかねばなりま

せん。令和４年度も先輩達が築いてこられた業績を礎に活動を行ってまいりたいと思いま

す。 

令和４年度の活動方針のうち重点項目を示します。 

１．組織の充実 

会員を増やし、整医協への参加者を増やす 

新入会者のための講習会の開催を継続 

２．関連団体との連携強化 

日医、府医、日整会、JCOA、など 

３．研修会の充実（対面研修会・オンライン研修会） 

定例研修会、特別研修会、共通講習会、セラピスト・ロコモコーディネーター講習

会など 

４．各種行事の開催と参加 

骨と関節の日関連講演、大阪マラソン、大阪トライアスロン大会など 

５．郡市区医師会との連携 

会員が役員を務める郡市区医師会との連携 

６．介護事業への参入についての検討 
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７．ロコモティブシンドロームの啓発 

1.組織の充実   

(1) 一般社団法人大阪臨床整形外科医会として、整形外科医療の研鑽・研究に寄与し、ま

た、一般市民へ運動器疾患及びロコモティブシンドロームに対する啓発活動を積極的

に行う。 

(2) ＪＣＯＡ学術集会、同研修会及び、ＪＣＯＡ近畿ブロック会等に積極的に参加し、全

国の会員とも交流を促進し、親睦と団結に貢献する。 

(3) 日本整形外科学会、その他の関係諸学会、日本医師会、大阪府医師会、大阪府医会連

合、その他医療団体との連携を強化する。 

(4) 関連する医療周辺問題に対し調査研究を行い、公的な立場で提言を行う。 

(5) 会員の権益擁護のため、理事会活動、各種委員会活動を活発に行う。 

(6) 未加入の整形外科医の入会促進のため、積極的に勧誘活動を行う。 

(7) インターネット通信及び NEXLINKを用いて、会員への連絡、広報を迅速かつ広く行う。 

(8) インターネットを活用した広報を実行する。 

(9) 大規模災害時の連絡網の整備を行う。 

 

2.学術活動   

(1) 生涯にわたって整形外科専門医として整形外科学を中心とする知識を広げ、自己学

習・研修を効果的に行えるように研修会を開催する。同時に下記の学会及び団体の認

定単位を取得できるように申請を行う。 

日本整形外科学会（学会認定専門医若しくは機構認定専門医、認定スポーツ医、認定

リウマチ医、認定脊椎脊髄病医、認定運動器リハビリテーション医）、日本リウマチ学

会専門医、日本リウマチ財団登録医、日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨

床医生涯教育、日本手外科学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、日本医師会生涯教

育研修、日本医師会認定健康スポーツ医。 

(2) （１）の中で、特に製薬会社との共催研修会では申請が難しい日本整形外科学会認定ス

ポーツ医及び日本医師会認定健康スポーツ医については、OCOA単独開催で単位取得で

きるように努める。 

(3) 生涯教育をより一層充実させるために、各大学および関係病院との連携を密にし、最

新の医学知識を提供できるように学術研修委員会を中心に講師・演題内容を検討する。 

(4) 令和 4,5 年度も年間 10 回の定期研修会を、会員に役に立つ充実した形で開催する。

また、画期的新薬及び医療技術に関すること、並びに医業経営及び医政に関する特別

研修会も積極的に開催する。OCOA活動にふさわしい講演会等には共催を行う。 

(5) 研修会は基本的に対面で行うこととするが、新型コロナウイルス感染症の流行が予想

される際には、適宜 WEB 式に変更することも考慮する。WEB 式研修会を開催しなけれ

ばならない時には、視聴環境が整わない先生方にも研修会に参加していただけるよう
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に、感染対策を行った上で、サテライト会場の設営を考慮する。 

(6) メーカーが主催するライブ配信が、会員に有益と判断した場合には、メーリングリス

トを活用して広報する。 

(7) 研修会には会員以外に勤務医、研修医にも参加を求め会員との相互理解を深める。 

 

3.保険医療に関する諸問題の研究と対策 

（1）令和 2 年 1 月からの COVID-19 感染症のパンデミックにより社会活動が制限され、医

療環境も激変しました。入院時の抗原検査、PCR 検査等の導入、一般診療や手術の制

限により、医療機関の経営が悪化していますが、政府による医療費削減策はとどまる

ことなく続けられようとしております。処方薬のリフィルに伴い、受診抑制が生じな

いか、クリニック経営への危機が高まると危惧しています。社保診療報酬審査につい

ても 2021年 9月より AIによる審査が主体となる全国平準化が始まっています。正し

い評価を得るためには、ＯＣＯＡの活動だけでは成果を上げるのが困難であり、ＪＣ

ＯＡの整形外科医政協議会を通じて実現していくよう努力が必要です。このために多

くの会員に整形外科医政協議会へご加入いただき、ご支援いただけるよう加入者を増

やすよう努めます。 

（2）医療報酬、審査、指導、老人保健、介護保険に関して研究と対策を実行する。 

JCOA保険審査委員会議、全国整形外科保険審査委員会議に参加し、全国の保険審査

状況を確認し、審査 AI化に向けて対策を検討する。 

 

4.医業周辺業種への対策  

（1）ＪＣＯＡ会員の中で最多の会員数をバックに、ＯＣＯＡの各委員会の意見が今後も府

医、ＪＣＯＡ、日整会、日医の各委員会に反映されるよう努力する。 

（2）柔整問題は、近年さらに深刻化し色々な課題と問題が露呈されてきた。しかし、さま

ざまな障壁があり停滞している状態である。今後この問題に対して適切に対処するた

めに、会員一同が関心を持って色々な情報を収集し、議論していくことが必要である。 

 

5.高齢者対策および介護保険対策  

(1) 2025 年問題を念頭に高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができるために医

療・介護のみならず、住まい・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア

システム」が提唱されている。我々整形外科医にできることは何かを絶えず検討し必

要な情報を会員に届ける。 

(2) 令和 2年 4月から「フレイル検診」が始まりました。移動機能の低下により社会生活

に支障をきたす「ロコモ度 3」が身体的フレイルに相当する段階と言われています。

検診でフレイルと指摘された方には、整形外科受診を促し診断及び適切な治療処方を

行っていただくよう推進いたします。 
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(3) 維持期リハビリ、介護リハビリに関する情報提供できるように努める。 

6．ロコトレの啓発を通じて健康寿命の延伸に貢献する 

令和 2年 4月からフレイル検診が始まったが、フレイルに該当するとなったときに

どうしたらよいのかという指針は明確にはされていない。身体的フレイルに対して

自院・地域でロコトレを推奨・実施してくださることが対策と考えており、ホーム

ページなどから情報発信をする。 

 

7．運動器リハビリテーションの推進と運動器を専門とした PT・OTの育成  

ＯＣＯＡは会員医療機関に所属している療法士を中心に、平成 23年 12月に OCOA 療法士

会を立ち上げ、これまで個人や各医療機関任せになっていた知識・技術の習得、研鑽を組

織的・系統的に行ってきた。ＯＣＯＡは引き続き、療法士会に対して人的・財政的支援を

行う。また今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、研修会に積極的に WEB での開催

を取り入れていく。 

 

8．労災保険、交通事故医療、医事紛争に関する研修活動の強化  

(1) 労災レセプトの電算化、交通事故診療における健保使用の増加とその対応、物損事故

の増加、人身傷害保険の広まり、医療類似行為に関わる諸問題並びに医事紛争発生頻

度・最高裁訴訟受理件数も多いなど、様々な問題を有する分野であるが、ＪＣＯＡ自

賠労災委員会、府医労災部会、府医交通事故医療委員会等と連携し、情報を発信する

ように努める。 

(2) 上記に関連する内容の研修会では各分野の専門の講師に講演を依頼する。 

(3) JCOA「Q & A 交通事故診療ハンドブック」編集 WGから新しい書籍が発行された際に

は、会員が入手しやすいよう尽力する。 

 

9．広報・情報活動 

（1）会報を年一回発行する。会報のPDF化を検討し経費削減に努める。 

（2）月一回開催する研修会の案内状に各種の情報を同封して、きめ細かく、最新の情報

を会員に伝達する様努力する。 

（3）ＯＣＯＡのホームページをスマホ対応として整備し、充実させるよう努力する。 

 (4) ＯＣＯＡメーリングリスト登録メンバーを増やし、積極的に活用する。 

 (5)「運動器の健康・骨と関節の日」 

COVID-19感染症の感染動向も見極め可能な限り広報活動を行う。 

（6）大阪マラソン、市民マラソン、トライアスロン、ラグビー等のスポーツ大会時のド

クターをＯＣＯＡとして積極的に支援・派遣する。 

（7）FAX（NEXLINK）によりEメール受信困難な会員への情報伝達やアンケート調査を支援

する。 
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10．福利・厚生活動  

（1）会員親睦ゴルフコンペ 

第 71回（春季）ゴルフコンペ 令和 4年 春予定 

第 72回（秋季）ゴルフコンペ 令和 4年 秋予定 

（2）会員親睦テニス大会  

第 25回、第 26回 OCOAテニス部例会（日程未定） 

 

11．令和４年度研修会 

第 349回研修会 WEB研修会 令和 4年 4月 16日（土） 共催 大正製薬 

1 「最新の骨関節疾患治療の動向 －2022 update－」      座長 邉見 俊一 

大阪大学大学院医学研究科 運動器再生医学共同研究講座特任講師  

蛯名 耕介 先生 

2 「がんロコモについて ー 転移性脊椎腫瘍の手術治療を中心に」座長 貴島 浩二 

近畿大学奈良病院 教授 戸川 大輔 先生 

  

令和 4年 5月 14日（土） 第 350回研修会 共催 エーザイ 

令和 4年 6月 18日（土） 第 351回研修会 共催 小野薬品工業 

令和 4年 7月 9日 （土） 第 352回研修会 共催 ファイザー製薬 

令和 4年 8月 20日（土） 第 353回研修会 共催 旭化成ファーマ 

令和 4年 9月 17日（土） 第 354回研修会 共催 第一三共 

令和 4年 10月 22日（土）第 355回研修会 共催 帝人ヘルスケア 

令和 4年 11月 12日（土）第 356回研修会  共催  久光製薬 

 

以上、第２号議案について審議され、賛成多数で承認された。 
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第３号議案  令和４年度収支予算案について承認を求める件   

木下 裕介 副会長 

令和４年度ＯＣＯＡ会計予算案 

予 算 案 （正味財産増減計算書） 

令和 ４年 2 月 1 日から令和 ５年 1 月 31 日まで 
           

一般社団法人大阪臨床整形外科医会 
       

一般会計 
    

（単位 ： 円） 

科    目   予 算 額   備    考 

  １．当年度経常収支増減の部         

    (1） 当年度収入         

  
   

ＪCOA 会費収入・入会金   12,680,000   
 

  
   

OCOA 会費収入   6,240,000   
 

  
   

定例研修会   3,700,000   
 

  
   

特別研修会   900,000   
 

  
   

府医師会等助成金   300,000   
 

  
   

セラピスト、LＣ研修会   600,000   
 

  
   

スポーツ研修会   800,000   
 

  
   

会報広告収入   800,000   
 

    メール広告収入  1,100,000   

    雑収入  210,000   

  
   

受取利息   1,000   
 

      当年度収入計   27,331,000     

  
 

(２） 当年度収入に基づく支出   
 

  
 

  
  

事業費 [ 8,848,644 ] 
 

  
   

助成金 OCOA 療法士会   100,000   
 

  
   

広告費（ホームページ維持費）   300,000   
 

  
   

会議費   1,130,000   
 

  
   

会報印刷費   2,000,000   
 

  
   

レジメ印刷費   250,000   
 

  
   

名簿印刷費   0   
 

  
   

封筒等印刷代   500,000   
 

    システム料（木村情報技術）  420,000   

    Ｗｅｂ研修会事務作業費  504,000   

  
   

セラピスト研修会関連費用   223,644   講師料、出務費、会場費等の合計 

  
   

ロコモ健康フォーラム   727,000   開催費用、出務費の合計 

    整形外科医のための開業セミナー  100,000   
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骨と関節の日活動費   24,000   出務費 

  
   

研修会単位申請費   1,000,000   
 

  
   

大阪マラソン関連費用   400,000   会議費・出務費の合計 

  
   

大阪城トライアスロン関連費用   20,000   出務費 

  
   

スポーツ研修会   500,000   会場費、人件費、諸経費等含む 

  
   

近畿ブロック災害対策研修会   200,000   
 

  
   

総会費   200,000   ＡＮＡクラウン会場費 

  
   

ＳＬＯＣ 団体寄付金   100,000   
 

  
   

各務文献報恩法要   50,000   
 

  
   

慶弔費   100,000   
 

  
  

総務費 [ 13,080,000 ] 
 

  
   

JCOA 会費・入会金   12,680,000   
 

  
   

会議室費   400,000   
 

  
  

管理費 [ 3,954,000 ] 
 

     出務交通費   2,148,000   

スポーツ研修会、ロコモ健康フォーラム、

骨と関節、大阪マラソン、大阪城トライア

スロン、セラピスト・RCの出務費を除く 

  
   

会計事務手数料   360,000   
 

  
   

福利厚生費   410,000   
 

  
   

手数料   896,000   税理士、司法書士、FAX一斉同報ｻｰﾋﾞｽ 

  
   

通信費   100,000   ｚｏｏｍ 26,400 円含む 

  
   

消耗品費   20,000   
 

  
   

雑費   20,000   
 

  
  

繰入金等 [ 800,000 ] 
 

  
   

50 周年引当金繰入   800,000   
 

  
  

予備費 [ 500,000 ] 
 

      当年度支出計   27,182,644     

      当年度経常収支増減額   148,356     

科    目   予 算 額   備    考 

  ２．当年度経常外収支増減の部   
 

  
 

    (1） 経常外収入         

      経常外収入計   0     

    (２） 経常外支出         

  
  

経常外支出計   0     

      当年度経常外収支増減額   0     

  
  

当年度正味財産増減額   148,356     

      正味財産期首残高   15,583,529     

      正味財産期末残高   15,731,885     
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予 算 案 （貸借対照表） 

令和 ５年 １月３１日現在 

        

一般社団法人大阪臨床整形外科医会    

一般会計  （単位 ： 円） 

科  目 予算額 備     考 

Ⅰ 資産の部     

  １．流動資産     

     現金及び預金 18,331,885   

    流動資産合計 18,331,885   

    資産合計 18,331,885   

Ⅱ 負債の部     

  １．流動負債     

     預り金（源泉所得税） 0   

    流動負債合計 0   

  2. 固定負債     

     ５０周年引当金 2,600,000   

    固定負債合計 2,600,000   

    負債合計 2,600,000   

Ⅲ 正味財産の部     

  １．一般正味財産     

     前期繰越一般正味財産 15,583,529   

     当期正味財産増加額 148,356   

    一般正味財産合計 15,731,885   

    正味財産合計 15,731,885   

      負債及び正味財産合計 18,331,885   
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予 算 案 （附属明細書） 

一般社団法人大阪臨床整形外科医会    

一般会計      

１.引当金の明細      

     （単位 ： 円） 

科 目 期首残高 当年度増加額 
当年度減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

50 周年引当金 1,800,000 800,000 0 0 2,600,000 

HP ﾘﾆｭｰｱﾙ引当金 1,500,000   1,500,000   0 

合 計 3,300,000 800,000 1,500,000 0 2,600,000 

 

予 算 案 （財産目録) 

令和 ５年 １月３１日現在 

一般社団法人大阪臨床整形外科医会   

一般会計   （単位 ： 円） 

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 予算額 

（流動資産）         

  現金・預金 手許現金、大阪府医師信預金口座 運転資金として 18,331,885 

流動資産合計   18,331,885 

資産合計 18,331,885 

（流動負債）         

  預り金 源泉所得税   0 

流動負債合計   0 

（固定負債）         

  50 周年引当金     2,600,000 

固定負債合計   2,600,000 

負債合計 2,600,000 

正味財産 15,731,885 
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以上、第３号議案について審議され、賛成多数で承認された。 

 

 

第４号議案  新役員について承認を求める件          

                                                  藤本 啓治 会長代行 

 

＜令和 4・5年度 一般社団法人大阪臨床整形外科医会 役員候補 案＞ 

＜理事＞ 

明 石  健 一 榎 本  誠 大 窪  博 大 成  浩 征 荻 野  晃 

片岡 英一郎 河合 大五郎 河崎 美也子 貴 島  浩 二 岸 本  成 人 

岸 本  英 樹 木 下  裕 介 小 坂  理 也 越 宗  勝 古 瀬  洋 一 

小 林  正 之 清 水  広 太 白 木  隆 士 神 藤  佳 孝 竹 口  輝 彦 

調 子  和 則 中 川  浩 彰 中 谷  晃 之 中 塚  映 政 中 野  晋 吾 

長谷川 利雄  藤 本  啓 治 邉 見  俊 一 堀 口  泰 輔 前 中  孝 文  

増 田  博 宮 口  正 継 宮 崎  浩 宮 島  茂 夫 宮 田  重 樹 

村 上  仁 志 森 下  忍 山 口  眞 一 山 本  善 哉 山 本  哲  

梁  裕 昭 吉 村  弘 治 和 田  孝 彦   

以上 43名（任期は令和 6年社員総会まで。再任をお願いすることがあります。） 

 

＜常任理事＞ 

藤 本  啓 治 小 林  正 之 白 木  隆 士 木 下  裕 介 堀 口  泰 輔 

中 谷  晃 之 山 本  哲 前 中  孝 文 増 田  博 長谷川 利雄 

貴 島  浩 二 宮 田  重 樹 神 藤  佳 孝   

以上 13名 

 

監事 黒 田  晃 司 栗 本  一 孝 森 本  清 一 

議長 右近 良治＊ 

副議長 山 本  哲 

裁定委員 三 橋  二 良 矢 倉  久 義 大 島  正 義 

右近良治会員＊は理事会・常任理事会オブザーバー兼任する 

 

以上、第４号議案について審議され、賛成多数で承認された。 

 

 

第５号議案  松矢 浩司 先生 OCOA特別会員推薦について 
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                            木下 裕介 副会長 

 

平成 31年 4月 6日の OCOA総会で定款への追加を承認された第 6条 

  ③ 特別会員 この法人に永年にわたって功労のある者の中から理事会及び社員総会

の承認を経て会長が委嘱する。 

 により 

松矢 浩司 先生の特別会員推薦が令和 3年 12月 4日の OCOA理事会で承認されました。 

つきましては、総会にてこの議題のご審議をお願いします。 

 

以上、第５号議案について審議され、賛成多数で承認された。 

 

 

第６号議案  その他               

 

今回は議案が無かった。 

 

6．閉会宣言                          

                          小林 正之 副会長 

 

小林正之先生から閉会宣言が行われ、総会が終了した。 
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