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令和4年4月 一般社団法人 大阪臨床整形外科医会理事会 議事録 

 

日時：令和4年4月16日（土） 場所：ANAクラウンプラザホテル大阪   

 

参加者 39名（敬称略） 

＜理事＞ 明石 健一 榎本 誠 大窪 博 大成 浩征 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   

古瀬 洋一 小林 正之 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  山口 眞一 山本 哲   吉村 弘治 和田 孝彦 

＜監事＞ 黒田 晃司 栗本 一孝  

＜オブザーバー＞ 右近 良治  

 

理事会を開催するにあたり、司会者の長谷川利雄会長より、挨拶があった。 

 

１、 会員動態 報告（令和4年4月5日現在）        白木 隆士  理事 

（下記は、総会議案に掲載されていない先生です） 

前回理事会 令和4年3月5日 (正会員490名) 以降 新入会   1名  

山本 靖紀 先生  令和4年3月26日 入会 正会員 東成区 

    前回理事会 令和4年3月5日  以降 退会 3名 (内正会員3名) 

     横山 正弘 先生  令和4年3月16日  退会届提出  OCOA正会員 

     山本 正紀 先生  令和4年3月16日  退会届提出  OCOA正会員 子へ継承     

松崎 浩  先生  令和4年4月5日  退会届提出  OCOA正会員 兵庫県へ 

令和4年4月5日現在  

 正会員       487名 (497-9) 

     特別会員      6名 (うち3名が JCOA名誉会員) 

     顧問(現役教授)    7名  

     特別顧問      1名 茂松 府医会長(正会員) 

     名誉会員(元教授等) 9名   

     合計       510名 (JCOA名誉会員が計5名) 

     JCOA正会員  は OCOA正会員 488名 + OCOA特別会員 6名   

494名 から JCOA名誉会員5名  を除いた  489名 

 

２、 新会長の選定 

司会の長谷川利雄会長より、定款第25条に則り、新会長および副会長の選定について提案がなされ、 

木下裕介理事より、藤本啓治理事が会長に推薦された。 

この件について審議され、賛成多数で藤本啓治先生が新会長に選定された。 
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３、 令和4・5年度一般社団法人大阪臨床整形外科医会組織表  藤本 啓治 会長   

藤本啓治新会長より、 

小林正之先生、白木隆士先生、木下裕介先生、堀口泰輔先生、中谷晃之先生（新任） 

の5名が副会長に指名され、また会長代行に小林正之先生が指名された。 

この件について審議され、賛成多数で選定された。 

続いて新会長より、 

監事に 黒田晃司先生、栗本一孝先生、森本清一先生（新任、松矢浩司先生が退任）、 

議長に 右近良治先生、副議長に山本 哲先生、 

裁定委員に 三橋二良先生、大島正義先生（新任）、矢倉久義先生（新任） 

理事43名（河合大五郎先生、河﨑美也子先生、越宗勝先生、竹口輝彦先生、中塚映政先生は新任） 

常任理事13名（中谷晃正先生は新任） 

各種委員会の担当者 

（以上、詳細は、令和4・5年度組織表を参照） 

が指名され、賛成多数で選定された。 

なお、新任理事で総会参加4名（河合先生、河﨑先生、竹口先生、中塚先生）から挨拶があった。 

 

藤本啓治 新会長の挨拶のあと本理事会は閉会した。 

 

 

 

 令和 ４ 年 ４ 月 １６ 日   

 

   一般社団法人大阪臨床整形外科医会 

 

議長 会長     藤本 啓治   ○印  

監 事     黒田 晃司   ○印   

監 事     栗本 一孝   ○印 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

＜令和4・5年度 一般社団法人大阪臨床整形外科医会 組織表＞ 2022.4.16 太字は新任 (敬称略) 

 

会    長 藤本 啓治 JCOA対策、医政、地域情報 

副会長・会長代行 小林 正之  医療保険、広報、災害対策 

副会長 白木 隆士 総務、療法士、リクルート 

副会長 木下 裕介 定款、骨と関節、大阪マラソン 

副会長 堀口 泰輔 学術、介護保険・運動器リハ、日韓 

副会長 中谷 晃之 経理 

 

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 大島 正義  矢倉 久義 

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。 

 

＜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3月31日まで。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（総会承認必要） 

 

＜大阪症例検討委員会委員＞ 

神藤佳孝、岸本成人、古瀬洋一、山口眞一､小坂理也 

＜超音波セミナー＞ 

 山本善哉、吉村弘治 

＜大阪府医師会＞   

会長 茂松 茂人 

医学会運営委員会 森 泰壽 
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健康相談医 山本 哲、永田 行男     

医学会評議員 森本 清一、神籐 佳孝 

交通事故医療委員会 前中 孝文、増田 博、森 泰壽、山本 哲、宮内 晃、長谷川 利雄 

学校医部会常任委員会 貴島 浩二 

医療事故調支援委員会 小林 正之 

医事紛争委員会 森下 忍、古瀬 洋一、小島 朗 

労災部会 中川 浩彰、宮田 重樹、宮内 晃 

指導委員会 石井 正治、増田 博、西川 正治 

健康スポーツ医学委員会 小林 正之、宮田 重樹 

 

＜日本臨床整形外科学会役員・各種委員会推薦委員＞ 

副理事長(全国区理事) 長谷川 利雄 

理事(地区理事) 貴島 浩二 

代議員(5名) 白木 隆士、藤本 啓治、木下 裕介、小林 正之、堀口 泰輔、 

補欠代議員(2名) 宮田 重樹、神藤 佳孝 

病院ＷＧ 古瀬 洋一 

学術委員会 堀口 泰輔 

学会雑誌編集委員会 宮島 茂夫、山口 眞一 

社会保険等 神藤 佳孝 

医療システム委員会 宮崎 浩、前中 孝文(アド)  

ＩＴ戦略委員会 白木 隆士 

運動器リハ・介護委員会 吉村 弘治 

SLOC連携委員会 宮田 重樹 

利益相反管理委員会 堀口 泰輔 

利益相反小委員会 堀口 泰輔 

総務委員会  邉見 俊一 

国際委員会 長山 正 

災害医療チーム検討委員会 神藤 佳孝 

 

＜ＳＬＯＣ＞ 

副理事長 長谷川 利雄、宮田 重樹 

 

＜日本整形外科学会＞ 

運動器リハ委員会 吉村 弘治、長谷川 利雄 

広報渉外委員会 前中 孝文 

メンバーシップ委員会 増田 博、長谷川 利雄（アドバイザー） 

 

＜日本運動器科学会＞ 

評議員 澤田 出、早石 雅宥、森本 清一 
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【常設委員会】太字は新任および再編 

1． 総務委員会  

副会長 白木 隆士

（主） 

   

アドバイザー 

議事録最終確認 

宮田 重樹    

委員長 

理事会資料確認 

中野 晋吾    

副委員長 

理事会資料作成 

和田 孝彦

（主） 

岸本 英樹   

委員 

議事録作成 

明石 健一 榎本 誠 大窪 博 大成 浩征 

片岡 英一郎 河合 大五郎 小坂 理也 越宗 勝 

清水 広太 竹口 輝彦 中塚 映政 宮口 正継 

村上 仁志 吉村 弘治 山本 善哉  

福利厚生委員会 

常任理事 貴島 浩二    

委員長 宮崎 浩    

アドバイザー 松矢 浩司 森本 清一   

2． 学術委員会 

副会長 堀口 泰輔

（主） 

小林 正之 中谷 晃之  

常任理事 神藤 佳孝 貴島 浩二 宮田 重樹  

アドバイザー 栗本 一孝 右近 良治   

  委員長 神藤 佳孝    

  副委員長 小坂 理也    

企画委員会 神藤 佳孝 清水 広太 邉見 俊一 古瀬 洋一 

宮島 茂夫 山口 眞一 小坂 理也  

委員(理事) 明石 健一 榎本 誠 大窪 博 大成 浩征 

荻野 晃 片岡 英一郎 岸本 成人 岸本 英樹 

小坂 理也 古瀬 洋一 清水 広太 竹口 輝彦 

調子 和則 中川 浩彰 中谷 晃之 中塚 映政 

中野 晋吾 邉見 俊一 宮口 正継 宮崎 浩 

宮島 茂夫 村上 仁志 森下 忍 山口 眞一 

山本 善哉 梁 裕昭 吉村 弘治 越宗 勝 

和田 孝彦    

  委員 朝子 晃憲 木佐貫 修 日下 昌浩 史 賢林 

竹内 英二 建道 壽敎 中塚 映政 西澤 徹 

橋本 和喜 牧 恭彦 三木 良久 森 拓美 

安田 忠勲 山口 康二   

3. 医療保険対策委員会 
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アドバイザー 茂松 茂人 増田 博   

（1）社会保険 小林 正之    

 委員(理事) 清水 広太 中川 浩彰 増田 博 神藤 佳孝 

村上 仁志    

（2）自賠・労災 調子 和則    

 委員 堀口 泰輔 山本 善哉 上野 憲司  

(3)柔道整復審査 岸本 成人    

社保 白木 隆士 藤本 啓治 荻野 晃 安田 忠勲 

榎本 誠    

国保 岸本 成人 吉村 弘治 木下 裕介 山口 眞一 

西澤 徹    

4． 定款委員会  

副会長 木下 裕介

（主） 

   

アドバイザー 栗本 一孝    

委員 常任理事全員    

5． 広報委員会 

副会長 小林 正之

（主） 

   

(1)会報編集 

 委員長 調子 和則    

 委員(理事) 荻野 晃 岸本 成人 神藤 佳孝 中川 浩彰 

中野 晋吾 宮口 正継 宮崎 浩 吉村 弘治 

宮田 重樹 岸本 英樹 山本 善哉 片岡 英一郎 

明石 健一 小坂 理也 大窪 博  

河合 大五郎 越宗 勝   

(2)インターネット 岸本 成人 宮田 重樹 調子 和則 山本 善哉 

宮崎 浩    

(3)NEXLINK（FAX） 宮崎 浩    

6.  介護保険・運動器リハビリテーション 

副会長 堀口 泰輔

（主） 

中谷 晃之 

(会計) 

  

アドバイザー 森本 清一    

常任理事 貴島 浩二    

(1)セラピストRC 

 委員長 山本 善哉    

 委員(理事) 明石 健一 榎本 誠 大成 浩征 荻野 晃 

片岡 英一郎 岸本 英樹 清水 広太 宮島 茂夫 

吉村 弘治 和田 孝彦   

 委員 廃止    
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(2)介護保険 

委員長 吉村 弘治    

委員(理事) 梁 裕昭 越宗 勝   

7.  「骨と関節の日」委員会 

副会長 木下 裕介

（主） 

小林 正之 木下 裕介 白木 隆士 

常任理事 貴島 浩二 宮田 重樹 神籐 佳孝  

アドバイザー 森本 清一    

 委員長 大成 浩征    

 委員(理事) 明石 健一 榎本 誠 大窪 博 荻野 晃 

片岡 英一郎 岸本 成人 小坂 理也 竹口 輝彦 

調子 和則 中川 浩彰   

 委員 斧出 安弘 福井 宏有 稲垣 泰司 北野 安衛 

藤田 秀隆 今井 秀 永田 行男 森 泰壽 

8.  ＪＣＯＡ対策委員会  

会長直轄 藤本 啓治    

常任理事 貴島 浩二* 

（ＪＣＯＡ地区理事） 

  

アドバイザー 栗本 一孝 黒田 晃司 松矢 浩司 早石 雅宥 

(1)病院 古瀬 洋一    

(2)有床診 ***    

(3)無床診 梁 裕昭    

(4)近畿ブロック     

 委員長 吉村 弘治    

 委員 常任理事全員    

9.  大阪マラソン委員会 

副会長 木下 裕介 

(主) 

   

常任理事 貴島 浩二 堀口 泰輔 神藤 佳孝 宮田 重樹 

アドバイザー 松矢 浩司  黒田 晃司 栗本 一孝 茂松 茂人 

森本 清一 森 泰壽 右近 良治  

 委員長 荻野 晃    

副委員長 大窪 博    

 委員(理事) 河崎 美也子 大成 浩征 片岡 英一郎 岸本 英樹 

岸本 成人 古瀬 洋一 小坂 理也 清水 広太 

竹口 輝彦 調子 和則 中川 浩彰 中野 晋吾 

邉見 俊一 宮口 正継 宮崎 浩 宮島 茂夫 

森下 忍 中塚 映政 山口 眞一 山本 善哉 

梁 裕昭 吉村 弘治 和田 孝彦 越宗 勝 

河合 大五郎 榎本 誠 明石 健一  
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 委員 青山 賢治 史 賢林 綾 久文 稲垣 泰司 

鞆 裕康 葉山 悦伸 金子 徳寿 矢倉久義 

田上 実男 水沢 慶一 北野 安衛 日下 昌浩 

高尾 泰広 小島 朗 日下 昌浩 和田 誠 

中村 昭文 村田 茂 妻鹿 良平 中岡 伸哉 

重松 浩司 永田 行男 中山 明 早石 泰久 

藤本 勝久 中村 昭文 安田 忠勲 峯 孝子 

10.  整医協連絡委員会  

会長直轄 藤本 啓治    

アドバイザー 茂松 茂人 柴田 和弥   

委員 常任理事全員    

11.  療法士担当委員会 

副会長 白木 隆士

（主） 

   

常任理事 貴島 浩二 宮田 重樹   

委員長 中川 浩彰    

副委員長 吉村 弘治    

委員(理事) 片岡 英一郎 小坂 理也 森下 忍 宮島 茂夫 

委員 和田 誠    

12  .経理委員会  

副会長 中谷 晃之

（主） 

木下 裕介   

財務･経理 中谷 晃之

（主） 

木下 裕介 

（同補佐） 

  

委員(理事) 清水 広太* 明石 健一 荻野 晃 和田 孝彦 

榎本 誠    

 理事会・会場 吉村 弘治* アドバイザー 栗本 一孝  

 会員管理 白木 隆士    

＜会場担当（近畿ブロックを含む＞ 

委員(理事) 吉村 弘治* 中野 晋吾 梁 裕昭 和田 孝彦 

13.  災害対策委員会 

副会長 小林 正之

（主） 

   

委員長 神籐 佳孝    

委員(理事) 邉見 俊一 大窪 博 宮崎 浩 明石 健一 

小坂 理也 片岡 英一郎 村上 仁志 河合 大五郎 

中塚 映政    

14.  地域情報委員会  

会長直轄 藤本 啓治    

副会長 小林 正之 藤本 啓治 白木 隆士 木下 裕介 
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堀口 泰輔 邉見 俊一   

常任理事 宮田 重樹 神藤 佳孝   

アドバイザー 茂松 茂人 三橋 二良 長田 明  

石井 正治 増田 博   

  委員長 調子 和則    

  委員(理事) 中川 浩彰 調子 和則 中川 浩彰 堀口 泰輔 

宮崎 浩 神藤 佳孝 中野 晋吾 大成 浩征 

山本 善哉    

委員 西川 正治 谷本 吉造 二木 理人  上野 憲司 

15.  リクルート委員会  

副会長 白木 隆士 

(主) 

   

小林 正之 木下 裕介 堀口 泰輔 中谷 晃之 

常任理事 神藤 佳孝 宮田 重樹   

委員長 邉見 俊一    

委員(理事) 梁 裕昭 大成 浩征 片岡 英一郎 宮崎 浩 

【 特別委員会 】 

1. 日韓臨床整形外科研究会準備委員会 

副会長 堀口 泰輔

（主） 

白木 隆士 木下 裕介  

常任理事 長谷川 利雄 貴島 浩二 宮田 重樹 神藤 佳孝 

委員長 梁裕 昭    

委員(理事) 中野 晋吾 吉村 弘治 和田 孝彦  

 


