
 

 

一般社団法人 日本温泉気候物理医学会 

社員（会員）総会 

 

                 日  時：２０２１年５月２３日（日）9：00～10：00 

                   配信会場：横浜シンポジア 

                   形  式：ZOOMによるWEB開催 
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  第３号議案 2021年度 事業計画案の承認               資料-3 

  第４号議案 2021年度 予算案の承認                 資料-4 

  第５号議案 2023年度 第 88回総会 会長の承認     資料-5 

  第６号議案 新功労会員の承認  資料-6 

  第７号議案 第 10期役員の承認                   資料-7 

                     

 



第1号議案                                         資料-1 

２０２０年度 事業概要 

 

１． 評議員会および社員総会 開催 

   日時：2020年6月27日(土) 

   会場：アイオス銀座 会議室 東京都中央区銀座8-17-5-2F 

２． 第85回総会・学術集会 開催 ：参加者449名 

    会長：武田 淳史 氏（東京医療学院大学 名誉教授／専門学校東京医療学院 校長） 

   会期：2021年1月29(金)・30日(土)・31日(日)  

   形式：ＷＥＢ開催 

    配信会場：早稲田大学国際会議場井深大記念ホール 東京都新宿区西早稲田１-20-14 

３． 第87回総会・学術集会 会長決定 

    会長：泉 従道 氏（室賀診療所所長/ＪＡ長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター/諏訪湖畔病院） 

   会期：2022年6月10日(金)・11日（土）・12 日(日)  

   会場：諏訪市文化センター 長野県諏訪市湖岸通り5-12-18 

   テーマ：「物理療法におけるイノベーション」 

   現地事務局：諏訪湖畔病院 長野県岡谷市長池小萩1-11-30   

４． 第86回総会・学術集会 準備 

   会長：信岡 祐彦 氏（聖マリアンナ医科大学臨床検査医学特任教授） 

   会期：2021年5月22日(土)・23日(日) 

   形式：ＷＥＢ開催 

   配信会場：横浜シンポジア 神奈川県横浜市山下町2番地 産業貿易センタービル9Ｆ 

５． 定例理事会・各種委員会 開催（メール審議兼） 

   委員会会期：各委員会にて、必要に応じて適宜開催 

   理事会会期：4月2日(金)・4月20日(月)・4月28日(火)・5月1日(金)・5月29日(金)・6月27日(土)・ 

          7月10日(金)・9月12日(土)・10月7日(水)・11月2日(月)・1月29日(金)・3月27日(土) 

６． 第10期役員選挙実施、候補者決定 

     選挙人（評議員）による投票期間：2021年1月4日（月）～2021年1月25日（月）<消印有効> 

   理事・監事選挙開票：2021年2月18日（土）、次期理事長候補決定会議：2021年3月27日（土） 

７． 会員数報告   会員数1,832名(昨年度1,894名） うち医師1,578名（全会員の86％） 

   賛助会員2団体 一般財団法人日本健康開発財団／株式会社川湯ホテルプラザ 

   名誉会員22名・功労会員22名・正会員1,772名・学生会員7名・留学9名 

   温泉療法医1,016名、温泉療法専門医196名 

   新入会80名・退会者142名                                       2021年4月1日現在 

                                      

【編集委員会】 

１．論文等投稿受理、査読依頼、校正作業、転載許可等 

２．日本温泉気候物理医学会雑誌発刊（83巻2号、83巻3号・84巻1号） 

３．「第26回優秀論文賞」選考、決定（学術委員会と合同） 対象：83巻2号・3号掲載論文 

  受賞論文：「冷え性の病態と原因に関する研究 ─舌下温，体表温， 静脈血ガス分圧と PDE-5 阻害薬タダラ 

       フィル内服の効果─ 」皆川 翼 氏(社会医療法人社団大久保病院)ほか 

４．「新入浴・温泉療養マニュアル」、「新温泉医学」の頒布継続 

 （新入浴・温泉療養マニュアル39冊頒布・残部991冊 新温泉医学36冊頒布・残部203冊） 



【学術委員会】 

１．第14回研究奨励賞の選考、決定（編集委員会と合同審査） 

  受賞研究：「温泉浴を利用した再生医療リハビリテーションにおける脳由来神経栄養因子を効率的に増加させる 

       新たな運動療法の開発」大古 拓史 氏（星城大学リハビリテーション学部） 

２．研究プロジェクトの実施 

  ＜研究１：2型糖尿病患者における血糖コントロールと入浴習慣との関連＞  

   第86回の本学会総会にて特別報告（予定） 

   Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2020;13:5059-69（掲載済） 

   日本温泉気候物理医学会雑誌 2021;84(2)(掲載予定) 

  ＜研究2：陸上長距離選の鍼灸治療受療者における入浴習慣の実態調査（横断研究・準備中）＞ 

３．2021年度（次期委員会）へ引き継ぐ研究プロジェクトのアイデアについて検討 

ブレーンストーミングを行い、アイデアを収集 

 

【認定委員会】 

１．第41回 温泉療法医になるための教育研修会実施、受講者75名 

２．認定審査実施 

   温泉療法医は、新認定者は対象者 56名中 42名、更新認定者は107名中73名 

  温泉療法専門医は、新認定者は対象者1名中1名、更新認定者は対象者33名中24名 

３. 温泉気候物理医学に関連する教育研修会申請（外部主催・受講1単位）審査 

４．温泉療法専門医試験延期および更新1年延期可とした 

 

【保険委員会】 

１．2022年度医療技術評価提案書について検討 

２．内保連リハビリテーション関連委員会会議出席 

 

【用語委員会】 

１．日本医学会分科会用語委員会の動向をチェック、待機 

 

【広報委員会】 

１．ホームページの更新 

２．その都度、問い合わせ、取材対応 

３．第2回葛飾区民公開講座開催（12/21）、計画、その後、中止 

４．「おしらせ」8号・9号・10号の発行 

 

【会則委員会】 

１．学術集会内規第４条に第2項を追加する案を検討、改正 

 ＜学術集会内規＞  

   第４条 学術集会の開催は4～6月とし，開催日及び場所は会長が理事会の承認を得て定める． 

    ２ 前項及び定款第35条第1項の規定にかかわらず，不測の事態が生じた場合は，会長が理事会 

      の承認を得た上で，4～6月以外の月に開催することを妨げない． 

２．役員選任内規第14条(1)改正の必要性の有無について(役員選任候補者の辞退)検討、継続審議 

３．役員選任内規第14条(2),(3)改正の必要性の有無について（次期理事長候補決定会議の選挙方法）検討、継 

  続審議 

４． 倫理委員会作成案の「日本温泉気候物理医学会における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規則 

 〔仮称〕(案)」についての整合性を審議 



  研究不正防止委員会は特別委員会であり、非常設委員会とするということは条文の中に明記する必要が 

    あると判断し、条文の文言等の変更を提案 

５．新功労会員の候補者についての審査（名誉会員候補該当者なし、評議員候補推薦なし） 

 

【倫理委員会】 

１. 倫理審査会の会議開催について 

    理事会開催日に併せて、定期開催日を設定(対面式会議) 

２. 倫理審査会審査員の資質担保について 

    APRINのe-ラーニングプログラムまたはICR臨床研究入門を受講し、修了証を提出 

３. 各施設に倫理審査機関がない場合の審査規程及び倫理審査に関する要綱の改訂について  

     審査規程及び要綱の改訂 

４. 倫理審査申請書・実施計画書【記入例・記入上の注意】及び「倫理審査申請に係るチェックリスト」、同意書及 

   び説明書、同意撤回通知書【ひな形】について 

     倫理審査申請書・実施計画書【記入例・記入上の注意】及び「倫理審査申請に係るチェックリスト」、同意書 

   及び説明書を修正・加筆し、同意撤回通知書を新しく作成し、追加 

５.「日本温泉気候物理医学会における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規則」について 

   原案作成および各条文の整合性などを検討し、了承 

６. 第６回研究倫理教育研修会の参加予定が、中止 

 

【 ＣＯＩ委員会】 

１．ＣＯＩ管理ガイドライン の英文改訂版作成 

２． 論文投稿時、総会演題発表時、役員等のＣＯＩ報告書受理 

 

【温泉療法医会】 

１．幹事会開催（メール審議）、総会は誌面での報告となった。 

２．第85回総会・学術集会に於いて、温泉療法医会総会講演を開催 

   会期：2021年1月31日（日）、ＷＥＢ開催 

    講演者：伊藤 恭 氏（医療法人孝寿会 伊藤医院 理事長/院長） 

   タイトル：「超高齢化社会での温泉療法の役割（長湯温泉を通して）」 

３．国民保養温泉地 指定条件として「日本温泉気候物理医学会認定温泉療法医の配置」を寄与することを環境省に 

  求めるための準備、継続 

４．国民保養温泉地、温泉利用型健康増進施設の配置医師への入会のご案内書を第85回総会プログラム・抄録集を 

  同封して発送、（48か所）、療法医・専門医取得のお勧め等のアプローチ（第41、42回研修会メール案内）、継続 

５．会報No.72・73を発行 

６．2020年度東海北陸地区研修会開催 

  12月11日（金）～13日（日）WEB配信／参加者209名（うち療法医106名・専門医50名） 

  担当：地区幹事 金山 ひとみ 氏 

  講演１「地域循環共生圏の創造と温泉地の活性化に向けた取組 －新・湯治の推進－ 」 

      岡野 隆宏 氏（環境省 自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室 室長）  

  講演２「黒い森の温泉保養地における自然資本活用 －現地視察による事例報告－ 」 

      中村 毅 氏（医療法人社団主体会小山田記念温泉病院内科部長）  

  講演３「IRとタラソテラピー ヘルスリゾート構想」 

      中西 昭憲 氏（クリニック釈羅院長）  

  講演４「国内・国外の気候と気候療法のトレンドと現状」 

      金山 ひとみ 氏（福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域助教）  

























第3号議案                                        資料-3 

２０２１年度 事業計画案 

 

１．第86回総会・学術集会 開催 

   会長：信岡 祐彦 氏（聖マリアンナ医科大学臨床検査医学特任教授） 

   会期：2021年5月22日(土)・23日(日) 

   形式：ＷＥＢ開催 

   配信会場：横浜シンポジア 神奈川県横浜市山下町2番地 産業貿易センタービル9Ｆ 

２． 評議員会、社員総会 同上にて開催 

３． 第88回総会・学術集会 会長決定 

４． 第87回総会・学術集会 準備 

    会長：泉 従道 氏（室賀診療所所長/ＪＡ長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター/諏訪湖畔病院） 

   会期：2022年6月10日(金)・ 11日（土）・12 日（日） 

   会場：諏訪市文化センター 長野県諏訪市湖岸通り5-12-18 

   事務局：諏訪湖畔病院 長野県岡谷市長池小萩1-11-30  

５． 妊婦さんへの「大丈夫です！温泉入浴」啓蒙活動 

６． 第10期役員新規体制、各種委員会新規編成 

７． 定例理事会、各種委員会、必要に応じて開催 

 

【 編集委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．日本温泉気候物理医学会雑誌発刊（84巻2号・3号・85巻1号〈英文総会特集号〉） 

２．第27回優秀論文賞審査、選定 対象：84巻掲載原著論文 

３．「新入浴・温泉療養マニュアル」、「新温泉医学」の頒布継続 

 

【 学術委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．下記について検討、調査実施 

 ① COVID-19前後の温泉利用状況の比較（温泉関連の入浴死も） 

 ② 入浴死の原因調査（ヒートショックではなく「熱中症」が原因か？･･･解剖してないのでほぼ不明） 

 ③ 入浴事故予防アラート（鹿児島モデル）の実施の現状と課題 

２．第15回研究奨励賞審査、選定 

 

【認定委員会】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．第42回 温泉療法医になるための教育研修会実施 

２．第27回温泉療法専門医試験実施 

３．認定審査実施：温泉療法医、温泉療法専門医、温泉療法専門医教育研修施設 

４．温泉気候物理医学に関連する教育研修会申請（外部主催・受講1単位）審査               

 

【 用語委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼）  

１．温泉医学用語集の用語について、追加検討 

２．日本医学会分科会用語委員会会議、シンポジウム等の出席、アンケート協力 

 

【 保険委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．医療技術評価提案書を作成するためのエビデンスを学術委員会と検討、構築 

２．内保連関連会議出席、アンケート協力 



 

【 広報委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．ホームページ更新、ホームページ見直し 

２．取材対応 

３．市民大学公開講座開催（11月～12月頃） 

４．「おしらせ」号発行 

 

【 会則委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．新名誉会員、新功労会員、新評議員審査 

２．役員選任内規第14条(1)改訂の必要性の有無について(役員選任候補者の辞退) の継続審議 

３. 役員選任内規第14条(2),(3)改訂の必要性の有無について（次期理事長候補決定会議の選挙方法）の継続審議 

４．必要に応じて、会則改正 

 

【 倫理委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．必要時応じて、倫理審査会などの実施 

 

【 ＣＯＩ委員会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．論文投稿時、総会演題発表時、役員等のＣＯＩ報告書受理 

２．日本医学会分科会ＣＯＩに関する会議、アンケート等の対応 

 

【 温泉療法医会 】（新体制、引継ぎ事項兼） 

１．第86回総会・学術集会に於いて、幹事会、温泉療法医会総会・講演会を開催 

  幹事会・総会 会期：2021年5月23日（日）いずれもWEB開催 

  総会講演「拓け 未来のOnSen力で!」野中ともよ 氏（NPO法人ガイア・イニシアティブ代表） 

２．国民保養温泉地や温泉利用型健康増進施設の配置医師の条件として本学会が認定する「温泉療法医/同専門医」 

   であることを明記することを厚労省/環境省に働きかけること 

３．学術委員会の調査協力 

４．会報NO.74、75発行 

５．2021年度地区研修会開催 

６．役員新規編成 

など 





第 5号議案                              資料-5 

 

２０２３年第８８回総会・学術集会 会長候補 

（敬称略） 

堀内 孝彦（ほりうち たかひこ） 

1958年 3月 24日（現 62歳） 専門科：内科 

九州大学病院別府病院 院長/内科教授 

    

  学歴：1982年 九州大学卒業 

 

  職歴：1982年 九州大学医学部附属病院医員（研修医）（第一内科） 

1983年 松山赤十字病院研修医（内科） 

1984年 国立がんセンター研究所研究員（集団検診研究部） 

1986年 九州大学医学部附属病院医員（輸血部） 

1987年 米国アラバマ大学研究員（内科学） 

1989年 愛媛大学医学部附属病院助手（第一内科） 

1991年 愛媛大学医学部助手（内科学第一講座） 

1992年 愛媛大学医学部学部内講師（第一内科） 

1994年 九州大学医学部助手（内科学第一講座） 

1999年 九州大学大学院医学系研究科助手（病態修復内科学分野） 

2000年 九州大学大学院医学研究院助手（病態修復内科学分野） 

2003年 九州大学医学部学部内講師（病態修復内科学分野） 

2003年 九州大学病院講師（第一内科） 

2006年 九州大学病院免疫・膠原病・感染症内科副科長併任 

2008年 九州大学大学院医学研究院准教授（病態修復内科学分野） 

2013年 九州大学病院別府病院内科教授 

2016年 九州大学病院別府病院病院長 

 

 学会歴：    入会 2013年 7月 1日 

    温泉療法医認定 2019年 4月 1日 

        評議員 2018年 5月 20日より 

         理事 2019年 5月 19日より 

    編集委員会委員 2017年 6月 25日～2019年 5月 19日 

  学術委員会副委員長 2019年 5月 19日～2021年 5月 31日 



第6号議案                                       資料-6 

 

名誉会員・功労会員・評議員推薦候補 

 

 

 第86回総会にて任期満了評議員1名  

                              (敬称略) 

 

 功労会員推薦候補者 

 

  内田 實（うちだ みのる） 1950年6月19日（70歳） 日本大学卒業 

         医療法人社団内田会 理事長 

         内田耳鼻咽喉科 院長 

         入 会 日：2000年2月1日 

         評 議 員：2016年5月15日より 

         学会職歴：推薦・会則委員会委員（2015-2017） 

              2010年度東海北陸地区研修会講演者 

                  学 会 誌：第75巻1号共演者・第79巻1号共演者 

                

   

 

 

 名誉会員候補 該当者なし 

 

 評議員候補 推薦なし 

 

 

 

   

（名誉・功労会員の任命） 

  名誉会員及び功労会員は、多年にわたり学会に在籍し下記の基準を満たす満70歳以上の会員の中 

 から、学会理事会の推薦を受け、評議員会、社員総会の承認を経て任命される。 

（１）名誉会員は、学術集会会長あるいは理事の経験があり、学会への貢献の著しい者 

（２）功労会員は以下のイ、ロあるいはハの基準で推挙する 

 イ 10年以上の評議員歴を有し、一般演題5回以上（共同演者も含む）と1回以上のシンポジウム 

   演者あるいは本会誌への1篇以上の原著論文等（共著者も含む）の業績を有する者 

 ロ 5年以上10年未満の評議員歴を有し、一般演題5回以上（共同演者も含む）と、２回以上のシン 

   ポジウム演者あるいは本会誌への２篇以上の原著論文等（共著者も含む）の業績を有する者 

 ハ 理事長が特に推挙し、理事会が承認した者 

 



第 7号議案                                      資料-7 

一般社団法人日本温泉気候物理医学会 

第 10 期役員候補選挙結果 

（敬称略） 

１． 2021 年 2月 18 日（木）理事・監事選挙開票 

           選挙人 83名（投票期間中に 1 名退会） 理事投票用紙数 68通・監事投票用紙数 66通 

 理事候補者（15名） 

Ａ地区（2名） 

  大塚  吉則 札幌国際大学 スポーツ人間学部教授 

  小笠原 真澄 大湯リハビリ温泉病院院長 

Ｂ地区（6名） 

  卯津羅 雅彦 東京慈恵会医科大学柏救命救急センター診療部長/センター長 

  上岡 洋晴  東京農業大学大学院農学研究科環境共生学専攻教授 

  武田 淳史  専門学校東京医療学院校長 

  信岡 祐彦  聖マリアンナ医科大学臨床検査医学教授 

  早坂 信哉  東京都市大学人間科学部教授 

  前田 眞治   国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学教授 

Ｃ地区（2名） 

  勝木 保夫  公益財団法人北陸体力科学研究所理事長 

  金山ひとみ  福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域助教 

Ｄ地区（2名） 

  光延 文裕  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科社会環境生命科学専攻長寿社会医学講座老年医学教授 

  宮下 和久  和歌山県立医科大学理事長・学長  

Ｅ地区（3名） 

  飯山 準一  熊本保健科学大学リハビリテーション科教授 

  堀内 孝彦  九州大学病院別府病院内科教授 

  宮田 昌明  鹿児島大学医学部保健学科地域包括看護学講座教授 

 

 監事候補者（2名） 

  前島 悦子  大阪体育大学診療所内科部長 

  松尾 晃次  白浜はまゆう病院顧問 

 

２．2021 年 3月 27 日(土)次期理事長候補決定会議（投票数 14） 

 

  理事長候補  

  宮下 和久  和歌山県立医科大学学長  

 

  以上のように決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

                             一般社団法人日本温泉気候物理医学会 

                                       選挙管理委員会 


