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日本医工学治療学会第38回学術大会におけるご支援、ご協力のお願い

日本医工学治療学会第38回学術大会
　　　　　会 長：　西  村  隆
                       (愛媛大学医学部附属病院 循環器センター長) 

謹 啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より医工学治療学会の活動のために格別のご高配ご支援を賜り誠にありがとうございま
す。
この度、2022年5月13日（金）～15日（日）の 3 日間、愛媛県松山市の道後山の手ホテルと
大和屋本館におきまして、日本医工学治療学会第38回学術大会を開催させていただく運びとな
りました。テーマを
「To the Next Stage」とし、準備を進めているところでございます。
皆様の暖かい御支援もあり、1989年に発足した本会は第38回の学術大会を迎えることとなり
ましたが、四国での開催は本会発足以来初めてとなります。一方、我が国全体では、医工学領
域の基礎開発研究や臨床研究の進歩によって医工学治療関連の症例が年々増えております。そ
こで第 38回大会では、医工学関連の治療を受けている患者の皆様がさらに安心して日々を暮ら
せるよう、臨床で活躍する医療関係者、開発を行う基礎系研究者、そして企業の皆様が集い、
情報交換と議論を重ね、患者様の安全管理のさらなる向上を図ることを目的の一つに、 大会運
営を行う所存です。
しかし、学術集会の運営経費は、大会参加費を以て充当いたしますものの、それを上回る経費
を必要とするのが実情でございます。経済情勢厳しき折り誠に恐縮ではございますが、裾野を
広く医工学治療に関係する方々の学術的交流の場は本学術集会しかなく、その学術交流の促進
のため、本会の趣旨をご理解いただき、是非ともお力添え賜りたく存じます。本来なら、参上
拝眉いたしお願い申し上げるべきところですが、書中をもって失礼いたします。
末尾となりましたが、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。

謹 白

2021年8月吉日



1. 会議名称 ⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会

2. メインテーマ To the Next Stage

3. 開催の⽬的

4. 会  期 2022年5⽉13⽇（⾦）〜5⽉15⽇（⽇）

5. 会  場

6. 会  ⻑

7. 事務局⻑

8. 参加予定⼈数 500名

9. 開催形式 現地開催

■主催事務局

■運営事務局

※COVID-19の感染状況によっては、形式を変更する可能性がありますの
で、ご了承下さい。

特定⾮営利活動法⼈ 循環器医学・医療⽀援センター
  〒791-0204 愛媛県東温市志津川454番地
  TEL︓089-960-5331
  FAX︓089-960-5335
  E-mail: jste2022@e-secretariat.com

株式会社グラフティ
  〒107-0052 東京都港区⾚坂 1-7-19 キャピタル⾚坂5階
  TEL︓ 03-3583-1740
  FAX︓ 03-5545-5142

E-mail: jste2022@graffiti97.co.jp

⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会 開催概要

医⼯学的技術を治療に応⽤するための学術研究を⾏い、わが国にお
ける医⼯学治療の進歩普及に貢献し、学術⽂化の発展と国⺠の医療
福祉の増進に寄与することを⽬的とする。

道後⼭の⼿ホテル  〒790-0836 愛媛県松⼭市道後鷺⾕町1-13
⼤和屋本館     〒790-0842 愛媛県松⼭市道後湯之町20-8

⻄  村  隆 愛媛⼤学医学部附属病院 循環器センター ⻑

⿊部 裕嗣 愛媛⼤学⼤学院医学系研究科 ⼼臓⾎管・呼吸器外科学講座 講師

The 38th Annual Meeting of The Japanese Society for Therapeutics
and Engineering



日本医工学治療学会第38回学術集会  収支予算案

■収入 ■支出

項　　　目 単価 数量 単位 金　　　額 項　　　目　　　 金　　　額

Ⅰ               3,650,000 Ⅰ 事前準備関係費               3,850,000

1 参加費：一般　                10,000 180 名               1,800,000 1 一般準備経費                  400,000

2 参加費：ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ                  8,000 100 名                  800,000 2 運営準備関係費                  400,000

3 呼吸療法参加費：一般　                13,000 20 名                  260,000 3 企業協賛関係費                  100,000

4 呼吸療法参加費：ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ                11,000 50 名                  550,000 4 総務・広報関係費                    50,000

5 プログラム抄録集                  2,000 20 冊                    40,000 5 ホームページ作成費                  300,000

6 会長招宴会費                10,000 20 名                  200,000 6 通信費                    50,000

7 会議費                    50,000

Ⅱ 広告収入               1,551,000 8 印刷費関係               2,500,000

プログラム広告 　　 　  

1 表4（カラー）            187,000       1 社                  187,000 Ⅱ 当日運営関係費         15,900,000

2 表2（カラー）            165,000       1 社                  165,000 1 会場費               4,200,000

3 表3（カラー）            165,000       1 社                  165,000 2 映像関係機材費               3,500,000

4 後付1（モノ）              88,000       8 社                  704,000 3 看板装飾関係費               2,000,000

5 バナー広告            165,000       2 社                  330,000 4 運営要員人件費               1,700,000

5 飲食会合関係費（会長招宴・懇親会含む）               1,500,000

Ⅲ 企業展示収入               1,320,000 6 招待者関係費（旅費・謝金）               1,200,000

1 企業展示（基礎小間）            165,000       4 社                  660,000 7 諸雑費                  300,000

2 ホスピタリティールーム            330,000       2 社                  660,000 8 運営要員交通・宿泊費               1,200,000

3 書籍展示              11,000       1 社                    11,000

Ⅲ 事後処理費                  300,000

Ⅳ 共催セミナー収入             12,320,000

1 ランチョンセミナーA         1,430,000       2 社               2,860,000 IV 予備費                    91,000

2 ランチョンセミナーB         1,100,000       4 社               4,400,000

3 スイーツセミナーA         1,430,000       1 社               1,430,000

4 スイーツセミナーB         1,100,000       1 社               1,100,000

5 モーニングセミナーA         1,430,000       1 社               1,430,000

6 モーニングセミナーB         1,100,000       1 社               1,100,000

Ⅴ 寄付金・助成金                  300,000

1 他団体、企業、同門会            300,000       1 式                  300,000

Ⅵ その他               1,000,000

1 学会本体拠出金         1,000,000       1 式               1,000,000

合　計         20,141,000 合　計         20,141,000

2021年8月12日

参加費収入



1. 寄附⾦の名称 ⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会 寄付⾦

2. 寄附⾦⽬標額 ￥300,000-（総経費︓￥20,141,000-）

3．寄附⾦募集の対象先 製薬業界、医療機器業界、関連病院、同窓会 他

4．寄附⾦募集期間 2021年8⽉1⽇〜2022年5⽉15⽇

5．寄附⾦の⽤途 ⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会の準備および運営経費に充当

6．寄附申込先 【⼤会事務局】

特定⾮営利活動法⼈ 循環器医学・医療⽀援センター
〒791-0204 愛媛県東温市志津川454番地
愛媛⼤学⼤学院医学系研究科 ⼼臓⾎管・呼吸器外科学講座内

E-mail︓ jste2022@e-secretariat.com

FAX︓ 089-960-5335

7．申込⽅法 添付の申込書にご記⼊の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。

8．寄附⾦振込先

■銀⾏名 ︓伊予銀⾏  ■⽀店名 ︓横河原（ヨコガワラ）⽀店

■⼝座番号 ︓普通⼝座︓1725484

■⼝座名義︓⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会　⼤会⻑　⻄村　隆

（フリガナ）

 
9．貴社ウェブサイト等での公開に関して
  製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医
 療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の⽀出に関係する情報を、製薬企業が⾃社のウェブサ
 イトで公開することに伴い、貴社が当学会（当研究会等）に対して⾏う寄附⾦・学会共催費に関し、
 当該ウェブサイト等で公開されることに同意します。

 

︓ニホンイコウガクチリョウガッカイダイ38カイガクジュツタイカイ
 タイカイチョウ ニシムラ タカシ

⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会 寄付⾦募集要項



第1章　総　則
(名 称)
第1条

(事務所等)
第2条

第2章　目的及び事業
(⽬ 的)
第3条

(特定⾮営利活動の種類)
第4条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するため，次に掲げる種類の特定⾮営利活動を⾏う。

 (1) 保健、医療⼜は福祉の増進を図る活動
 (2) 学術、⽂化、芸術⼜はスポーツの振興を図る活動
 (3) 前各号に掲げる活動を⾏う団体の運営⼜は活動に関する連絡、助⾔⼜は援助の活動

(事 業)
第5条

 (1) 学術⼤会，分科会その他の学術的な集会の開催
 (2) 医⼯学治療に関する著作物の刊⾏
 (3) 医⼯学治療に関する調査研究
 (4) 医⼯学治療に関する研修・教育活動及び広報活動
 (5) 医⼯学治療機器の使⽤基準の作成
 (6) 国内外の関連学術団体との連絡および提携

第3章　会　員
(種 別)
第6条

(⼊ 会)
第7条

-2

-3

(会 費)
第8条
(会員の資格の喪失)

⼀般会員の⼊会については、特に条件を定めない。

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本医⼯学治療学会 定 款

この法⼈は、主たる事務所を札幌市⽩⽯区東札幌6条6丁⽬5番1号に置く。必要に応じ従たる事務所を置
く事ができる。

この法⼈は，医⼯学的技術を治療に応⽤するための学術研究に関する事業を⾏い、わが国における医⼯学
治療の進歩普及に貢献し、学術⽂化の発展と国⺠の医療福祉の増進に寄与することを⽬的とする。

この法⼈は、第3条の⽬的を達成するため、特定⾮営利活動に係る事業として、次の事業を⾏う。

この法⼈の会員は，次の6種とし、この会員をもって特定⾮営利活動促進法(以下＜法＞という。)上の社
員とする。

 (6) 賛助会員 この法⼈の⽬的に賛同し，本会の事業を援助するために⼊会した団体または個⼈。

 (1)  ⼀般会員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会し医⼯学治療の進歩普及を推進する個⼈

 (2)  特別会員 65歳以上でこの法⼈の理事を経験しで法⼈の発展に著しい功績があり、理事会及び
          評議員会が推薦し、総会が承認し、本⼈が了承した個⼈
 (3) 名誉会員 65歳以上でこの法⼈の理事、⽇本医⼯学治療学会学術⼤会⻑を経験し、医⼯学治療の
         進歩発展に著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し,総会が承認し、本⼈が了承した個⼈
 (4) 名誉会⻑ 65歳以上でこの法⼈の理事⻑、⽇本医⼯学学会学術⼤会⻑を経験し、医⼯学治療の進歩
         発展に極めて著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し総会が承認し、本⼈が了承した個⼈
 (5) 施設会員 この法⼈の⽬的に賛同した⼤学，研究開発施設および医療施設が代表者1名を含め届け
出

 (7) 医⼯学治療認定専⾨医・認定技⼠認定機構の基準に則った医⼯学治療認定専⾨医、
    医⼯学治療認定技⼠をつくるための資格認定事業
 (8) その他本会の⽬的を達成するために必要な事業

この法⼈は，特定⾮営利活動法⼈⽇本医⼯学治療学会と称し、英⽂名ではJapanese
Society for Therapeutics and Engineeringと表⽰する。

⼀般会員として⼊会しようとする者は、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものと
し、理事⻑は、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。
理事⻑は、前項の者の⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって、本⼈にその旨を通
知しなければならない。

⼀般会員、施設会員、賛助会員は、総会において別に定める会費を納⼊しなければならない。



第9条

(退 会)
第10条
第11条

(拠出⾦の不返還)
第12条

第4章　役員等
(種類及び定数)

第13条

-2
(選任等)
第14条

-2
-3

-4
-5
-6

(職 務)

第15条
-2

-3
-4

(任期等)
第16条

-2

-3
(⽋員補充)
第17条

(解 任)
第18条

会員が次の各号の⼀つに該当するに⾄ったときは，その資格を喪失する。

 (2) 本⼈が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき

会員は，理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して，任意に退会することができる。

 (3) 継続して1年以上会費を滞納し督促に応じないとき
 (4) 除名されたとき

 (1) 退会届を提出したとき

この法⼈に次の役員を置く。
理事 10名以上30名以内
監事 2名以上4名以内

理事は互選により，理事⻑，副理事⻑を選任する。

会員が次の各号のーに該当するに⾄ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この
場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき
 (2) この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に違反をしたとき

既に納⼊した会費及びその他の搬出⾦品は，返還しない。

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1⼈を超えて含まれ、
または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
なってはならない。
法20条各号のいずれかに該当する者は、この法⼈の役員になることが出来ない。
監事は、評議員の中から総会で選任する。
監事は、理事⼜はこの法⼈の職員を兼ねることができない。

理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を総理する。

理事のうち，理事⻑を1名，副理事⻑2名を置くことができる。

理事及び監事は、評議員会において，評議員の中から選任し，総会で承認を受ける。

理事⼜は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら
ない。

役員が次の各号のーに該当するに⾄ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決によ
り、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができ。この場合、
その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故があるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、その職務を代⾏す
る。

 (1) 理事の業務執⾏の状況を監査する事、並びに理事会に出席し意⾒を述べること
 (2) この法⼈の財産の状況を監査すること
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法⼈の業務⼜は財産に関し不正の⾏為⼜は法令もしくは
         定款に違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを総会⼜は所轄庁に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
 (5) 理事の業務執⾏の状況⼜はこの法⼈の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、若しくは理事会の
         招集を請求すること

役員の任期は2年とする。ただし、再任については細則に別に定めることができる。
補⽋のため、⼜は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者⼜は現任者の任期の残存期間と
する。
役員は、辞任⼜は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。

理事は理事会の構成員として、法令、定款及び理事会の議決に基づき、この法の業務を執⾏する。
監事は、次に掲げる業務をおこなう。



-2
-3

(報酬等)
第19条

-2
-3

(事務局)
第20条

-2
-3

(評議員)
第21条

-2
-3
-4

第5章　会　議
(種 別)
第22条
(構 成)
第23条

-2
-3

(権 能)
第24条

-2

-3

(開 催)
第25条

-2

第26条

第27条

⼼⾝の故障のため、職務の遂⾏に耐えないと認めるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。

総会は、以下の事項について議決する。

評議員は、理事会の諮問に応じて法⼈の活動や運営に助⾔することができる。
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。

役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執⾏するために要した費⽤を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決をへて、理事⻑が別に定める。

この法⼈に、事務を処理する事務局を設け、事務局⻑及びその他必要な職員を置くことができる。
事務局⻑は、理事会の議決を経て理事⻑が任免し、職員は理事⻑が任免する。

前3項に関し必要な事項は、理事⻑が別に定める。

理事会は理事をもって構成する。
評議員会は評議員をもって構成する。

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事⻑が別に定める。

この法⼈に、評議員を置く。評議員は⼀般会員、施設会員代表者、賛助会員代表者のなかから選出され
る。

この法⼈の会議は、総会、理事会、評議員会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

総会は⼀般会員、特別会員、名誉会員、名誉会⻑、施設会員、賛助会員をもって構成する。

臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
 (2) 会員総数の5分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって召集の請求があったと
         き。
 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき

評議員会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の⽬的たる事項を⽰して招集の請求があったとき
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき

 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 会員の除名
 (5) 会費の額
 (6) 監事の選任、解任、役員の職務及び報酬
 (7) 事業報告及び収⽀決算
 (8) その他運営に関する重要事項
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
 (1) 総会に付すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項
 (3) その他この法⼈の運営に関する必要な事項
評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、当法⼈の業務に関する重要事項について、理事⻑の諮問
に応じ審議する。

通常総会は、毎年1回開催する。

 (1) 理事会が必要と認めたとき
 (2) 評議員総数の3分の1以上から会議の⽬的たる事項を⽰して招集の請求があったとき



(召 集)
第28条

-2

-3

(運営⽅法)
第29条
(議 ⻑)
第30条
(定⾜数)
第31条

-2
-3

(議 決)
第32条

-2

(表決権等)
第33条

-2

-3

-4
(議事録)
第34条

-2

第6章　資産及び会計
(資産の構成)
第35条

(資産の区分)
第36条
(資産の管理)
第37条
(会計の原則)
第38条

総会及び評議員会の議⻑は理事⻑が指名し、理事会の議⻑は理事⻑とする。

前条第2項第3号の場合を除き、総会、理事会及び評議員会は、理事⻑が招集する。

総会、理事会及び評議員会の運営⽅法はこの定款に定めるもののほか、別に規定を定めることができる。

 (1) ⽇時及び場所
 (2) 構成員数及び出席者数(書⾯表決者⼜は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名⼈の選任に関する事項

 (1) 設⽴当初の財産⽬録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付⾦
 (4) 財産から⽣じる収⼊
 (5) 事業に伴う収⼊
 (6) その他の収⼊

この法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は、理事会の議決を経て、理事⻑が別に定める。

この法⼈の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って⾏うものとする。

理事⻑は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その⽇から60⽇以内に臨時総会
を招集しなければならない。また、前条第3項第2条及び第3号の規定により請求があったときは、その⽇
から10⽇以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第4項第2号の規定により請求があったと
きは、その⽇から30⽇以内に評議員会を招集しなければならない。
総会、理事会及び評議員会を招集するときは、会議の⽇時、場所および⽬的を記載した書⾯をもって、す
くなくとも5⽇前までに通知しなければならない。

理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催できない。

総会、理事会及び評議員会の議事は、この定款にさだめるもののほか、出席した構成員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもって
表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理⼈として表決を委任することができ
る。

総会は、会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

総会、理事会及び評議員会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。

総会、理事会および評議員会の構成員の表決権は、平等なるものとする。

議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名、押印した上、この議事
録をこの法⼈の事務所に5年間備え置く。

この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

この法⼈の資産は、特定⾮営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。

前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項および第46条の適⽤については、総会⼜は理事
会に出席したものとみなす。
議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

総会、理事会及び評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。



(会計の区分)
第39条
(事業計画及び予算)
第40条

(予備費の設定及び使⽤)
第41条

-2
(予算の追加及び更正)
第42条

(事業報告及び決算)
第43条

-2
(事業年度)
第44条
(臨機の措置)
第45条

第7章　定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条

(解 散)
第47条

-2
-3

(残余財産の帰属)
第48条

(合 併)
第49条

第8章　公告の方法
第50条

第9章　雑　則
(細 則)
第51条

附則
1
2

この法⼈が解散(合併⼜は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定す
る法⼈のうちから総会において選定したものに帰属する。

この法⼈が合併しようとするときは、総会において会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を
得なければならない。

この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに官報に掲載して⾏う。

この法⼈の会計は、特定⾮営利活動に係わる事業に関する会計の1種とする。

この法⼈の事業計画及びこれに伴う収⽀予算は、理事⻑が作成し、理事会の議決を経なければならないも
のとし、次の総会に報告するものとする。

予備費を使⽤するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとす
る。

予算議決後にやむを得ない事由が⽣じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加⼜は更正をするこ
とができる。

この法⼈の事業報告書、収⽀計算書、貸借対照表及び財産⽬録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了
後、速やかに、理事⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

この法⼈の事業年度は、毎年1⽉1⽇に始まり同年12⽉31⽇に終わる。

予算超過⼜は予算外の⽀出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。

決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (1) 総会の決議
 (2) ⽬的とする特定⾮営利活動に係わる事業の成功の不能
 (3) 会員の⽋亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による認証の取り消し
前項第1号の事由によりこの法⼈が解散するときは、会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

この定款の施⾏について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事⻑がこれを定めることが
できる。

この定款は、この法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。
この法⼈の設⽴当初の役員は、次に掲げるものとする。

予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊れその他新たな義務の負担をし、⼜は権利の放棄をしよう
とするときは、理事会の議決を経なければならない。

この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の過半数の議決を経、かつ、法25条第3
項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

この法⼈は、次に掲げる事由により解散する。



3

4

5

6

理事（理事⻑）   川村  明夫
理事（副理事⻑）  酒井  清孝
理事（副理事⻑）  末⽥ 泰⼆郎
理事（事務局⻑）  ⽶川  元樹
理事        峰島 三千男
理事        阿岸  鉄三
理事        秋葉   隆
理事        渥美  和彦
理事        天野   泉
理事        稲⽥   紘
理事        岡⽥  昌義
理事        ⼯藤  ⿓彦
理事        ⼩林  紘⼀
理事        佐藤  直樹
理事        澤    桓
理事        ⻄⽥   博
理事        秦   温信
理事        平澤  博之
理事        松浦 雄⼀郎
理事        松⽥   暉
理事        ⽮⽥   公
理事        頼岡  徳在
監事        阿部  富彌
監事        ⼟屋  喜⼀
この法⼈の設⽴当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成⽴の⽇から平成17年度の通常
総会の⽇までとする。
この法⼈の設⽴当初の事業計画及び収⽀予算は、第40条の規定にかかわらず、設⽴総会の定めるるところ
によるものとする。
この法⼈の設⽴当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成⽴の⽇から平成16年12⽉31⽇までと
する。
この法⼈の設⽴当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、⼊会⾦はなしとする。
 (1) 会員   8,000円
 (2) 施設会員 20,000円
 (3) 賛助会員 100,000円



理事長 土谷　　健 東京女子医科大学　血液浄化療法科

副理事長 澤　芳樹 大阪大学 心臓血管外科

副理事長 峰島　三千男 順天堂大学新学部開設準備室

理事 秋葉　隆 東京ネクスト内科透析クリニック

理事 阿部　貴弥 岩手医科大学 泌尿器科学講座

理事 伊丹　儀友 伊丹腎クリニック

理事 伊藤　孝史 島根大学医学部附属病院 腎臓内科

理事 大石　義英 東亜大学 医療学部医療工学科

理事 大竹　剛靖 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター

理事 小川　智也 埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科・血液浄化センター

理事 小野寺　一彦 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院 外科

理事 加藤　明彦 浜松医科大学附属病院

理事 加藤　伸彦 北海道情報大学

理事 坂下　惠一郎 透析医療・技術研究所

理事（編集委員会） 佐藤　元美 新城市民病院

理事 佐藤　洋子 北海道大学大学院 保健科学研究院

理事 末田　泰二郎 安芸市民病院

理事 中元　秀友 埼玉医科大学総合診療内科

理事 西田　修 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座

理事 西田　博 原宿リハビリテーション病院

理事 西村　隆 愛媛大学 心臓血管・呼吸器外科

理事 西村　昌美 近畿大学病院 臨床工学部

理事 花房　規男 東京女子医科大学

理事 人見　泰正 桃仁会病院 臨床工学部

理事 平松　信 岡山済生会外来センター病院

理事 真下　泰 JCHO札幌北辰病院 ME部

理事 宮田　昭 熊本赤十字病院

理事（血液浄化技術分科会） 山下　芳久 埼玉医科大学 保健医療学部臨床工学科

理事 吉澤　光崇 丸の内病院

監事 天野　泉 天野記念クリニック

監事（COI委員会） 頼岡　德在 広島腎臓機構

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本医⼯学治療学会 役員名簿



必要事項を記⼊し、E-mailまたはFAXにて⼤会事務局までご送付下さい。

寄附申込書送付先

■E-mail jste2022@e-secretariat.com

■FAX 089-960-5335

申込⽇︓

【払込予定】

貴指定⼝座に平成   年   ⽉   ⽇頃に振り込みいたします。

■御法⼈名（御芳名） ︓

■担 当 者 名 ︓

■所 属 部 署 ︓

■E - m a i l ︓

■電 話 番 号 ︓

■F  A  X 番 号 ︓

■連   絡   事   項 ︓

■御      住      所︓

⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会 ご寄付申込書

年    ⽉    ⽇

⾦                 円也

趣旨に賛同して下記⾦額を⽇本医⼯学治療学会第38回学術⼤会の運営資⾦として寄附いたします。


	日本医工学治療学会開催趣意書　表紙
	日本医工学治療学会開催趣意書　1
	日本医工学治療学会開催趣意書　2
	日本医工学治療学会開催趣意書　3
	日本医工学治療学会開催趣意書　5
	日本医工学治療学会開催趣意書　4
	日本医工学治療学会開催趣意書　6
	日本医工学治療学会開催趣意書　7
	日本医工学治療学会開催趣意書　8
	日本医工学治療学会開催趣意書　10
	日本医工学治療学会開催趣意書　9



