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平成 26 年度定時社員総会
平成 26 年度定時社員総会
開催日時

平成 26 年 6 月 12 日

12 時 00 分から 12 時 50 分まで

開催場所

福岡市博多区石城町 2―1

福岡国際会議場

3 階メインホール

議事の経過及び結果
髙栁涼一会長が議長となり，この通常総会は社員 646 名中 496 名（本人出席 92 名，委任状出席 404 名）があり定款第
40 条 1 項に規定する定足数を満たしたので，有効に成立した旨を告げ，議事に入った．
第 1 号議案

議事録署名人選任の件

大内尉義先生，下門顕太郎先生の 2 名が選出された．
第 2 号議案

平成 25 年度事業報告及び収支決算の件

議長は，平成 25 年度事業報告，庶務の概要，会員の移動情報（474 頁参照）を報告し，満場一致で承認された．つづ
いて楽木宏実財務委員長は，平成 25 年度収支決算書，正味財産増減計画書，貸借対照表，財団目録（478 頁参照）を
説明した．次に荒井秀典監事より他の監事も同意見である旨を述べ，平成 25 年度事業報告書，収支決算書，及び財産
目録等について，いずれも法令及び定款に照らして正当であることを認める旨の報告が行われた．次いで議長はその
承認を議場に諮ったところ，満場一致で承認された．
第 3 号議案

定款変更の件

議長は，
「一般社団法人 日本老年医学会」定款 第 5 章第 18 条 2 項および役員の選任第 19 条 2 項に副理事長の導入に
ついて，その承認を議場に諮ったところ，満場一致で承認された．
第 4 号議案

役員選任の件

議長は，一般社団法人日本老年医学会定款細則第 6 条の規定より，平成 26 年度定時社員総会の終結の時をもって，岩
本俊彦理事，大庭建三理事，土居義典理事，橋爪潔志理事，横野浩一理事が辞任される旨を報告し承認された．
ついでその後任理事を選任したい旨を述べ，出席者間で協議した結果，秋下雅弘氏（東京大学教授）
，荒井秀典氏（京
都大学教授），北岡裕章氏（高知大学教授），羽生春夫氏（東京医科大学教授）
，横手幸太郎氏（千葉大学教授）を推薦
する旨が提案され，ついで議長は各氏の選任を議場に諮ったところ承認された．
次に議長は荒井秀典氏，横手幸太郎氏は，平成 26 年度定時社員総会の終結の時をもって，監事を辞任されるので，そ
の後任監事を選任したい旨を述べ，出席者間で協議した結果，海老原覚氏（東邦大学教授）
，大石充氏（鹿児島大学教
授），山田祐一郎氏（秋田大学教授）を推薦する旨が提案され，ついで議長は各氏の選任を議場に諮ったところ承認さ
れた．
第 5 号議案

学術集会会長の件

議長は第 44 条に従い学術集会を主催する会長を選任したい旨を述べ，理事会から推薦を受けた横出正之理事を平成
30 年度学術集会会長として選任したい旨，議場に諮ったところ承認された．
第 6 号議案

平成 26 年度事業計画及び収支予算の件

議長は，理事会において承認を得ている平成 26 年度事業計画（480 頁参照）について報告し，了承された．続いて楽
木宏実財務委員長は，理事会において承認を得ている平成 26 年度収支予算書（483 頁参照）を報告し，了承された．
第 7 号議案

代議員選挙の件

議長の指名により森本茂人選挙管理委員長は，平成 27 年度定時総会において選任される次期代議員の選挙について説
明した．選挙区ごとの定数を示し，立候補受付方法等，今後の選挙手続きについて資料を一堂に配布し方法を説明し
た．議長はこの方針について議場に諮ったところ承認された．
第 8 号議案

日本老年学会の件

議長は，日本老年社会科学会，日本基礎老化学会，日本老年歯科医学会，日本老年精神医学会，日本ケアマネジメン
ト学会，日本老年看護学会により構成されている日本老年学会の活動について報告した．
第 9 号議案

国際老年学会の件

議長の指名により，大内尉義カウンシルメンバーから第 10 回アジアオセアニア国際老年学会議の開催場所がバンコク
からチェンマイに変更されたことを報告した．
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諸報告
1）各種委員会から活動状況（484 頁参照）について報告された．また和文誌及び英文誌の優秀論文賞受賞者が平成 26
年 6 月 11 日開催の理事会において決定されたことが報告された（493 頁掲載）
．
2）地方会について
議長は，九州支部地方会の開催状況について報告した．
3）国際老年学会の活動について
大内尉義カウンシルメンバーが活動状況について報告した．
4）学術集会準備報告
1．平成 27 年度学術集会開催準備状況について下門顕太郎が報告した．
2．平成 28 年度学術集会開催準備状況について森本茂人が報告した．
3．平成 29 年度学術集会開催準備状況について鳥羽研二が報告した．
5）その他
大内尉義理事長が各種委員会の委員長及び委員の交代する旨を説明した．
幹事の選任を議場に諮ったところ承認された．
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平成２６年度事業計画
１．学術集会等の開催(定款第 6 条 1 項)
1)日本老年医学会年次学術集会
第 56 回日本老年医学会学術集会
会期：2014 年 6 月 12 日(木)～14 日(土)
会長：髙栁涼一（九州大学大学院医学研究院病態制
御内科学 教授）
会場：：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町）
学会テーマ：老年医学に基づく高齢者医療の普及を
めざして
会長講演 高齢者のより良い QOL を目指した生活習
慣病対策―骨粗鬆症と糖尿病を中心に―
髙栁涼一（九州大学大学院医学研究院病態制御内科
学）
招聘講演：Digital Aging: A New Solution for Global
Aging Sang-ChulPark（Samsung Advanced Institute
of Technology）
Understanding osteoporosis in men Eric S.
Orwoll（Oregon Health & Science University）
特別講演 網膜色素変性に対する新しい治療法開発
石橋達朗（九州大学眼科学）
iPS 細胞による網膜再生医療 高橋政代（理化学研
究所）
老活（老いても活動）で生きつくそう 帚木蓬生（作
家，通谷ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 1 ﾌﾚｲﾙ研究の最前線～診断から介入への
展望～
司会：鳥羽研二（国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ）荒井秀典
（京都大学医学部人間健康科学科）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2 老年病のｺﾎｰﾄ研究
司会：三木哲郎（阪和第一泉北病院認知症疾患ｾﾝﾀｰ）
清原 裕（九州大学環境医学）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 3 生活習慣病と認知症
司会：羽生春夫（東京医科大学高齢診療科）井口登
與志（九州大学先端融合医療ﾚﾄﾞｯｸｽﾅﾋﾞ研究拠点）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 4 生活･介護支援ﾛﾎﾞｯﾄ開発の課題と将来
展望
司会：山海嘉之（筑波大学ｻｲﾊﾞﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ） 橋爪
誠（九州大学先端医療医学）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 5 高齢者の心血管病：予防と治療戦略
司会：野出孝一（佐賀大学循環器内科）横手幸太郎
（千葉大学細胞治療内科学）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 6 筋･関節障害と転倒，その予防
司会：細井孝之（健康院ｸﾘﾆｯｸ）神﨑恒一（杏林大学
高齢医学）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 7 高齢者脳卒中の病態と治療戦略
司会：山口修平（島根大学内科学第三）北園孝成（九
州大学病態機能内科学）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 8 高齢者終末期医療―特に非癌患者の在
宅終末期医療
司会：葛谷雅文（名古屋大学地域在宅医療学･老年科
学）中野博司（日本医科大学老年内科）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 9 高齢者のがん治療の進歩
司会：木村 理（山形大学外科学）渡辺憲太朗（福岡
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大学呼吸器内科）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 1 認知症と地域連携
司会：遠藤英俊（国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ内科総合診療
部）神庭重信（九州大学精神病態医学分野）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 2 高齢者医療の現状と展望
司会：下門顕太郎（東京医科歯科大学老年病内科）秋
下雅弘（東京大学加齢医学）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 3 高齢者の摂食･嚥下障害とその対策
司会：森本茂人（金沢医科大学高齢医学科）井林雪郎
（誠愛ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
Aging Science Forum Aging Science Update
司会：鍋島陽一（先端医療ｾﾝﾀｰ研究所 楽木宏実（大
阪大学老年･腎臓内科学）
若手企画 老化と老年病：研究の最前線
司会：小川 純人（東京大学加齢医学）竹本 稔（千葉
大学細胞治療内科学）
教育講演
1．高齢者の高血圧の管理 森本茂人（金沢医科大学高
齢医学）
2．高齢者 CKD の管理と治療 鶴屋 和彦（九州大学包
括的腎不全治療学）
3．心臓弁膜症 update 尾辻 豊（産業医科大学第２内
科学））
4．睡眠時無呼吸症候群と内科系疾患の関連性について
安藤眞一（九州大学病院睡眠時無呼吸ｾﾝﾀｰ）
5．高齢者の内分泌疾患を見逃さないために 野村政壽
（九州大学病態制御内科）
6．高齢者糖尿病の血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ 荒木 厚（東京都健康
長寿医療ｾﾝﾀｰ糖尿病・代謝・内分泌内科）
7．高齢者脂質異常症の管理とその意義 井藤英喜（東
京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ）
8．高齢者の排尿障害とｹｱ 吉田正貴（国立長寿医療研
究ｾﾝﾀｰ手術・集中治療部）
9．高齢者の誤嚥性肺炎 大類 孝（東北大学加齢医学
研究所高齢者薬物治療開発寄附研究部門）
10．COPD 治療の update 長瀬隆英（東京大学呼吸器内
科学）
11．高齢者早期胃癌における内視鏡的治療 赤星和也
（麻生飯塚病院消化器内科）
12．高齢者の在宅緩和ｹｱ 平原佐斗司（梶原診療所）
13．老年医学教育―米国から日本へ― 岩田 勲（ﾉｰｽ
ｷｬﾛﾗｲﾅ大学内科老年医学）
14．高齢者に見られる貧血の鑑別～ﾒｶﾆｽﾞﾑからのｱﾌﾟﾛ
ｰﾁ 白土基明（九州大学病態制御内科学）
15．骨粗鬆症治療の理論と実践 竹内靖博（虎の門病
院内分泌ｾﾝﾀｰ）
16．認知症診療の現況と将来展望 荒井啓行（東北大
学加齢医学研究所老年医学分野）
17．高齢者のうつ―診断と治療― 服部英幸（国立長
寿医療研究ｾﾝﾀｰ精神診療部）
18．高齢者医療の中での褥瘡診療 磯貝善蔵（国立長
寿医療研究ｾﾝﾀｰ先端診療部皮膚科）
日韓合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ End of life Care for Older People
in the Next Step
司会：SangYun Kim（Seoul National University Bundang
Hospital） 横出正之(京都大学臨床研究総合ｾﾝﾀｰ早
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期臨床試験部)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ老化および老年医学研究基金 20011 年度受
賞者講演 5 題
市民公開講座 健康長寿のコツ－がん、糖尿病、認
知症を克服しよう 3 題
ｽﾎﾟﾝｻｰ共催企画 1 漢方実践ｾﾐﾅｰ 超高齢社会に
おける漢方医学の役割
司会：荒井啓行（東北大学加齢医学研究所）秋下雅
弘（東京大学加齢医学）
ｽﾎﾟﾝｻｰ共催企画 2 認知症診療の実践ｾﾐﾅｰ
司会：大内尉義（虎の門病院）浦上克哉（鳥取大学
保健学科生体制御学）
＜座学形式＞高齢者医療研修会
＜ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式＞高齢者医療研修会
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 22 題
ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 2 題
一般演題 407 題
2)日本老年医学会地方学術集会
第 25 回日本老年医学会北海道地方会
第 25 回日本老年医学会東北地方会
第 60 回日本老年医学会関東甲信越地方会
第 61 回日本老年医学会関東甲信越地方会
第 25 回日本老年医学会東海地方会
第 25 回日本老年医学会北陸地方会
第 25 回日本老年医学会近畿地方会
第 26 回日本老年医学会中国地方会
第 26 回日本老年医学会四国地方会
第 25 回日本老年医学会九州地方会
3)第 18 回高齢者介護･看護･医療ﾌｫｰﾗﾑ(定款第 6 条 6
項)
会期：平成 26 年 12 月
担当支部：北海道（下濱 俊 札幌医科大学）
4)第 8 回老年医学ｻﾏｰｾﾐﾅｰ(定款第 6 条 7 項)
主催：日本老年医学会、国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ
会期：平成 26 年 7 月 31 日～8 月 1 日（1 泊 2 日）
開催地：軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
対象：医学部に在籍する学生 16 名まで。学会から交
通費･宿泊費実費(4 万円以内)を助成する。
目的：最新の老年医学・高齢者医療を学ぶ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（予定）：
・老年医学の基本的な考え方 東京大学 秋下雅弘
・高齢者の機能とその評価 杏林大学 神﨑恒一
・高齢者の過栄養・低栄養・ﾌﾚｲﾙをめぐって
京都大学 荒井秀典
・摂食・嚥下障害の病態と治療 東邦大学 海老原
覚
・骨粗鬆症とﾛｺﾓの病態・診断・治療
都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ 荒木厚
・認知症診療の最先端 東京医科大学 羽生春夫
・老化の分子生物学 愛媛大学 三木哲郎
・高齢者の薬物療法をどうすすめるか
名古屋大学 葛谷雅文
・高齢者の在宅医療 東京大学 飯島勝矢
・高齢者の終末期医療 東京大学 会田薫子
・日本とｱﾒﾘｶの老年医学 信州大学 関口健二
・症例から学ぶ高齢医学
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国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ 遠藤英俊/佐竹昭介/川嶋修司
5)高齢者医療研修会(定款第 6 条 7 項)
座学形式の高齢者医療研修会(8 時間程度)を開催す
る。
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式の高齢者医療研修会(8 時間程度)を開催
する。
２．学会誌その他の出版物の刊行(定款第 6 条 2 項)
和文誌「日本老年医学会雑誌」
1)定期号 第 51 巻 3 号～6 号及び第 52 巻 1 号号 合
計 5 冊発行予定
2)Supplement 第 56 回学術集会講演抄録集として第 51
巻の Supplement を 5 月に発行予定
英文誌「Geriatrics & Gerontology International」
1)定期号として年４冊発行予定
３．学会認定 老年病専門医、指導医、教育施設の認定
(定款第 6 条 3 項)
1)老年病専門医の認定
日本老年医学会認定 老年病専門医制度規則によ
り第 21 回専門医試験を平成 25 年 7 月に東京都千
代田区において実施する。
受験には日本老年医学会認定 老年病専門医制度
に規定する研修ｶﾘｷｭﾗﾑに従った老年病学臨床研修
を要する。
試験合格者を決定し認定する。
2)指導医の委嘱
日本老年医学会認定 老年病専門医制度規則によ
り提出される指導医申請書類の審査を実施し、委
嘱する。
3)教育施設の認定
日本老年医学会認定 老年病専門医制度規則によ
り提出される認定施設申請書類の審査を実施し、
認定する。
4)平成 26 年 3 月 31 日において認定を受けた日から
満 5 年を経る老年病専門医、指導医、認定施設に
対し、日本老年医学会認定 老年病専門医制度規
則により提出される書類の審査を実施し、更新を
認定する。
４．研究の奨励、研究業績の表彰(定款第 6 条 4 項)
1)日本老年医学会優秀論文賞
和文誌：日本老年医学会雑誌第 51 巻 1 号から 6 号
(平成 26 年 1 月～11 月発行)に掲載された論文の中
から、優秀な論文を選考し、顕彰する。
2)GGI 優秀論文賞
英文誌：Geriatrics & Gerontology International
Vol.12 Issue1 から Issue4(2014 年発行)に掲載さ
れた論文の中から、優秀な論文を選考し、顕彰す
る。
3)「ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ老化および老年医学研究基金」研究助成
金の受領該当者の選考
老年医学、基礎老化学の分野において臨床的、基
礎的研究の発展促進を図ることを目的としている
上記基金による研究助成の受領該当者を選考す
る。
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５．内外の関連学術団体との連絡及び協力(定款第 6
条 5 項)
1)加盟学術団体である日本老年学会の運営を、日本
老年社会科学会、日本基礎老化学会、日本老年歯
科医学会、日本老年精神医学会、日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学
会、日本老年看護学会と共に協議協力する。
2)日本老年学会として加盟している国際老年学協会
International Association of Gerontology
and Geriatrics (IAGG)の活動に参加協力する。
3)第 10 回長寿医療研究ｾﾝﾀｰ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを後援
会期：平成 26 年 10 月予定
開催場所：愛知県
６．その他、目的を達成するために必要な事業(定款第
6 条 8 項)
１)各種委員会
あり方委員会
財務委員会
雑誌編集委員会
GGI 編集委員会
老人医療委員会
(ad hoc committee)高齢者薬物療法のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作
成のためのﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
倫理委員会
利益相反委員会
介護連携検討委員会
教育委員会
老年医学教育ｶﾘｷｭﾗﾑﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ
(ad hoc committee)事例集検討委員会
学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会
学術賞委員会
優秀論文賞選考委員会
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ老化および老年医学研究基金選考委員会
国際･渉外委員会
広報委員会
高齢者 EBM 委員会
選挙管理委員会
高齢者災害医療委員会
在宅医療委員会
高齢者に関する定義検討ﾜｰｷﾝｸﾞ
ﾌﾚｲﾙ ﾜｰｷﾝｸﾞ
２)市民公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
平成 26 年度学術集会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑおよび地方会ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑの中で、また単独企画として開催する。
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