
一般社団法人 日本心臓病学会 第 8回社員総会 議事録 
 

1．日時：2022 年 10 月 11 日（火） 17：00～17：35 

2．場所：（web 会議システムにより開催） 

鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科 

     〒683-8503 鳥取県米子市西町 86 

3．出席社員数： 

議決権のある社員数：191 名（理事 25 名，監事 2名，社員 164 名） 

出席社員数：167 名 

議決権を持つ 

社員数 

当日出席 委任状提出 書面による

議決権行使 

出席者合計 

199 名 理事  25 名 16 名 0 名 6 名 22 名 

監事   2 名 1 名 0 名 1 名 2 名 

社員  164 名 57 名 2 名 84 名 143 名 

 74 名 2 名 91 名 167 名 

 

4．議長：山本 一博（一般社団法人 日本心臓病学会 代表理事） 

5．議事の経過及びその結果 

定款第 15 条により山本一博代表理事が議長となることが提案され、全会一致で承認された。

議長は定刻に開会を宣し、本日の社員総会はＷｅｂ会議システムを利用し行う旨を述べ、Web

会議システムによる会議出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会する

のと同様に適時的確な意思表明が互いにできる状態となっていることを確認した。 

さらに上記のとおり、定足数に足る社員の出席があった旨が報告され、本社員総会の議事録

署名人として北岡裕章、絹川弘一郎両氏を指名し承認された。続いて資料に沿って議事に入

った。 

 

決議事項  

第１号議案 2021 年度決算報告 

財務委員会：土肥 薫委員長より、2022 年度第 1 回理事会（2022 年 9 月 22 日開催）で

承認された 2021 年度の決算について報告され、出席社員の議決権の過半数をもって承認

可決した。 

第２号議案 2022 年度一般会計予算案 

財務委員会：土肥 薫委員長より 2022 年度第 1回理事会（2022 年 9 月 22 日開催）で承

認された 2022 年度の一般会計予算案について説明があり、出席社員の議決権の過半数を

もって原案を承認可決した。 



第 3号議案 名誉会員・功労会員の選出 

議長より、規定に沿って名誉会員・功労会員の候補者が選出されたことが説明され、出席社

員の議決権の過半数をもって承認可決した。 

 ［名誉会員］萩原誠久，福田恵一，増山 理 

 ［功労会員］赤坂隆史，芦澤直人，石川利之，井上晃男，大手信之，萩野 均， 

尾辻 豊，川村祐一郎，木村 剛，小池 朗，斎藤能彦，土橋和文， 

久留一郎，堀田祐紀，吉川 勉，葭山 稔 

 

第 4 号議案 第 73 回（2025 年）学術集会会長の選出 

議長より、2022 年度第 1回理事会（2022 年 9月 22 日開催）で、第 73回学術集会会長と

して北岡裕章理事（高知大学 老年病・循環器内科学）を推薦・承認したことが説明され、

出席社員の議決権の過半数をもって承認した。 

 

第 5 号議案 新たに選出された理事および監事の選任 

本会終結の時をもって理事 25名，監事 2名が任期満了となるため、2022 年 8月 1～11 日

で実施された理事・監事選挙オンライン投票で選出された理事候補者 25名，監事候補者 2

名が発表された。議長より、候補者について異議がない場合は、候補者全員を一括で決議す

ることが提案され、出席社員の過半数をもって承認された。候補者への異議がないことを

確認し、出席社員の議決権の過半数をもって理事候補者 25名，監事候補者 2名が選任され

た。被選任者はその就任を承諾した。 

 

理 事 阿古潤哉（北里大学医学部循環器内科）  

安斉俊久（北海道大学大学院医学研究院循環病態内科学教室） 当日欠席（書面による議決権行使） 

家田真樹（筑波大学医学医療系循環器内科）  

石津智子（筑波大学循環器内科）  

泉知里（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 当日欠席（書面による議決権行使） 

大石充（鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学）  

小野稔（東京大学医学部附属病院心臓外科）  

北岡裕章（高知大学医学部老年病・循環器内科学）  

絹川弘一郎（富山大学医学部第二内科）  

桑原宏一郎（信州大学医学部循環器内科学教室） 当日欠席（書面による議決権行使） 

小林欣夫（千葉大学大学院医学研究院循環器内科学）  

坂田泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）  

佐田政隆（徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学）  

清水渉（日本医科大学大学院医学研究科循環器内科学分野）  

竹石恭知（福島県立医科大学循環器内科学講座）  

夛田浩（福井大学医学部病態制御医学講座 循環器内科学） 当日欠席（書面による議決権行使） 

辻田賢一（熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学）  

土肥薫（三重大学医学部附属病院循環器内科）  



中野由紀子（広島大学病院循環器内科） 当日欠席（書面による議決権行使） 

藤野陽（金沢大学保健学系）  

的場聖明（京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科） 当日欠席（書面による議決権行使） 

三谷義英（三重大学医学部附属病院周産母子センター） 当日欠席（書面による議決権行使） 

南野徹（順天堂大学 大学院医学研究科循環器内科） 当日欠席（書面による議決権行使） 

弓野大（医療法人社団ゆみのゆみのハートクリニック） 当日欠席（書面による議決権行使） 

吉田俊子（聖路加国際大学看護学部）  

監 事 石原 正治（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科）  

新家俊郎（昭和大学病院、昭和大学医学部循環器内科）  

 
 

［報告事項］ 

1．第 70 回学術集会報告 

2022 年 9月 23～25 日に「ヒト造り・モノ創りで挑む心臓病治療」をテーマとして、国立京

都国際会館で開催された。開催形式については、ギリギリまで迷い各開催形式の費用も含めて

検討を重ねた。ハイブリッド形式は通常の 1.5 倍弱のコストになるとの見通し、また 5 月頃

には感染状況も落ち着いていたことから、現地開催のみで行うことを決定した。発表の臨場感、

ディスカッションの面白さ、他施設との先生方との交流は学術集会の大切な要素のひとつで

ある。主要演題の座長・コメンテーターの先生方については web 登壇も可能としたが、多く

のかたに現地にお越しいただき感謝申し上げる。以上が、会長の福田恵一顧問より報告された。 

 

2．第 71 回学術集会準備報告 

2023 年 9月 8～10 日に京王プラザホテル（東京都新宿区）で開催する。テーマは「One Heart 

Team」。外科と内科の協調、さらにかかりつけ医から地域の病院へ、またはセンターとしての

特定機能病院との連携、そして適切な治療を受けた患者さんがまた地域に、かかりつけ医に戻

っていくという流れの中で、一つのチームとして心の隔てなく、団結して診療を行うことを念

頭にプログラムを検討していることが、会長の小野 稔理事より報告された。 

 

3．第 72 回学術集会準備報告 

2024 年 9月 27～29 日を会期とし、仙台国際センター（宮城県仙台市）で開催する。心不全

パンデミック、Structure Heart Disease の治療が発展し、成人先天性心疾患、腫瘍循環器、

アミロイドーシスや肺高血圧症を含め、診療する心臓病学の幅が非常に広がっていることを

背景に、「多様化する心臓病学の今を知り、未来を描く」というテーマを設定したことが、会

長の竹石理事より報告された。 

 

4．委員会活動報告 

各委員会の活動については、事前に配布した資料の通りであることが確認された。 



 

1）総務／将来構想委員会   委員長：坂田泰史 

2）学術・教育委員会   委員長：清水 渉 

3）研究推進･若手医師育成委員会  委員長：南野 徹 

4）JOURNAL of CARDIOLOGY編集委員会 委員長：竹石恭知 

5）JC Cases 編集委員会   委員長：北岡裕章 

6）顕彰委員会    委員長：小林欣夫 

7）FJCC会員資格審査委員会   委員長：家田真樹 

8）広報委員会    委員長：石津智子 

9）国内交流委員会   委員長：阿古潤哉 

10）国際交流委員会   委員長：辻田賢一 

11）地域医療・かかりつけ医活動委員会  委員長：大石 充 

12）心臓外科部会    委員長：小野 稔 

13）心臓移植・補助人工心臓問題検討委員会 委員長：安斉俊久 

14）成人先天性心疾患問題検討委員会  委員長：稲井 慶 

15）チーム医療委員会   委員長：吉田俊子 

16）ダイバーシティ推進委員会  委員長：中野由紀子 

17）生活習慣病対策委員会   委員長：田邊一明 

18）保険対策委員会   委員長：藤田英雄 

19）倫理・利益相反委員会   委員長：藤野 陽 

 

以上をもってすべての議事を終了したので、議長は 17時 35 分閉会を宣した。 

 

 

上記の経過およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人

がこれに署名捺印する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




