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第１７期 総会 

特定非営利活動法人 

健康医療開発機構 

1. 日時   2022年５月30日（月） 午後４時 から 午後４時30分 

2. 場 所   NPO 健康医療開発機構 事務局 

3. 議事次第

(1) 開 会 ご 挨 拶 理 事 長 珠 玖   洋 氏 

定足数確認 

(2) 議 事

第１号議案   2021年度活動報告 

第２号議案   2021年度決算報告 

第３号議案   役員の変更 

第４号議案 2022年度活動方針案 

第５号議案 2022年度予算案 

資料 会員状況 

(3) 閉 会

議事録署名人 選任

以   上 
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第 1 号議案  

 

2021年度活動報告 

 

Ⅰ． 概   要  

 

2021年度も、引き続き、新型コロナ感染症（COVID‐19）拡大防止の観点から、会員同士が実

際に交流する場を設定することができず、オンライン形式での活動が中心になりました。このた

め、当機構の理念である「人と情報のネットワークづくり」を進めていく上では大きな制約があり

ましたが、前年度に続き、創意工夫を重ねることで、一段と幅広い情報提供ができるよう努めまし

た。 

 具体的には、「健康医療ネットワークセミナー」においては、①理事が主体となって企画・運営

するセミナー（『理事主導セミナー』）をいくつか開催しました。これにより、理事の方々の知見

や人脈を活用しながら、幅広い観点から、テーマを掘り下げることができました。また、②誰もが

オンラインで気軽に参加できる短時間の企画として、『特別企画 コロナ禍での身体補正/セルフリ

ハビリテーション』も開催するなど、健康医療関連分野の情報発信の充実を図りました。このほ

か、３月のシンポジウム『新型コロナからの學び』については、一部の演者には海外から参加いた

だきながら、前年度に続きオンライン形式で開催し、大変多くの方々に視聴いただきました。 

 また、第16回理事会・総会においては、電磁的表決を採用するなど定款の変更が承認されまし

た。 

 そして、運営委員会（ステアリング・コミッティ）の定例的な打ち合わせは、引き続き、毎月オ

ンライン主体で実施しましたが、上述の理事主導によるセミナーや、シンポジウムの構成や資料作

成を周到に準備するなど、これまで以上に活発な意見交換を行いました。 

このように、この一年間は、理事をはじめ、会員や関係者の多大なご協力を得ながら、時宜にか

なった業務運営方法を確立でき、そうした蓄積された運営ノウハウを活用して、セミナー開催等に

おいて活動領域を一段と広げることができたものと評価しています。
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Ⅱ．具体的活動  

１．セミナー等を通じた情報提供とネットワークづくりの支援  

（１）    健康医療ネットワークセミナー  （オンラインセミナー）  

2020年度同様、新型コロナ感染症拡大防止の観点から、会場に集まっての開催はできなくなりました

が、「オンライン形式」（ZOOM Webinar）で６回にわたり開催しました。視聴者からリアルタイムで

質問を受け付けたり、質疑応答の時間を設定したりするなど、これまで以上に参加者との活発なやりとりの

機会を作ることにより、「誰にでもわかりやすい」セミナーを目ざしました。また、いずれのセミナーについて

も、極めて円滑に実施することができました。 

特に、今年度は、健康・医療面に関する情報提供、そして、当機構の原点ともいえる「ＴＲ連携」を充実さ

せていく上で、当機構の理事にもそれぞれの専門領域の知見、人的ネットワークなどを生かしたセミナー

（『理事主導セミナー』）を企画・運営していただきました。具体的には、テーマの選定、講師の人選から司

会進行まで、企画を担当された理事にお願いし、2回のシリーズ（計5回のセミナー）を実施しました。 

また、特別企画として、３回シリーズ 『コロナ禍での身体補正/セルフリハビリテーション』を本年3月から

始めました。誰もが無料で気軽に参加できるコンテンツであり、場所を問わない「オンライン」ならではのか

たちで情報発信ができました。 

非会員のセミナー視聴については、2020年度の運営においては暫定的に無料としていましたが、今年度は、

イベント管理システムであるPeatixを通じて視聴参加者を受け付けることにより、従来通り、有料（1,000円／

回）としました。 

なお、11月以降のセミナー（土曜日開催）のオンラインの視聴者数は、積極的な宣伝をしたにもかかわらず

伸び悩みました。これは、新型コロナ感染症の緊急事態宣言解除に伴って、週末の在宅者が減少した影響があ

ったものとみられ、スケジュール設定のむずかしさを実感しました。 

 

回 開催日  題 名 講 師 
視聴 

人数 

54 2021/6/26 小澤理事主導２回シリーズ 

―遺伝子細胞治療の今後の展開 第1回 

『遺伝子治療の最新動向とゲノム編集技術の応

用』 

 

 

自治医科大学 名誉教授/客員教授、

当機構理事  小澤 敬也 氏 

69 

 

55 2021/7/10 

  

同 

―遺伝子細胞治療の今後の展開 第2回 

【講演１】『細胞医療／遺伝子治療モダリティ

の国内外の研究開発動向と今後の展望 ～デザ

イナー細胞～』 

 

【講演２】『iPS細胞テクノロジーを活用した

T細胞療法』 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 研

究開発戦略センター ライフサイエンス・

臨床医学ユニット ユニットリーダー/フ

ェロー  辻 真博 氏 

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 

副所長、再生免疫学分野 教授 

河本 宏 氏 

36 
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56 2021/10/9 上田理事主導3回シリーズ  

―コロナ禍時代 がん患者とともに  

第１回 

【講演1】『がん免疫療法時代の問題点』 

 【講演2】『がん登録からわかること』 

 

愛知医科大学 腫瘍免疫寄付講座  

教授、当機構理事 上田 龍三 氏 

国立がん研究センター がん対策研究

所 事業統括  若尾 文彦 氏 

69 

57 2021/11/20 同 

第2回 『コロナとがん』 

東京大学大学院医学系研究科 

総合放射線腫瘍学講座 特任教授 

中川 恵一 氏 

45 

58 2021/12/25 同 

第３回 『コロナ時代における がん哲学』 

順天堂大学 名誉教授、新渡戸稲造記

念センター 長、恵泉女学園  

理事長 樋野 興夫 氏 

47 

59 2022/3/25 【特別企画】  

コロナ禍での身体補正/セルフリハビリテーシ

ョン（３回シリーズ） 

第1回 『姿勢改善、ゆがみを直す運動』 

川越リハビリテーション病院院長、

当機構副理事長 清水 昭 氏 

同病院リハビリテーション地域活性

化・職能教育サポート部門統括マネ

ージャー 阿久澤 直樹 氏 

 53 

 

（２）    第15回シンポジウム    『新型コロナ感染症からの學び』 

（2022年３月11日開催、ZOOM Webinarで配信）  

昨今の社会情勢をみますと、パンデミックのみならず、自然災害、テロや戦争などによって、わが国

の医療ニーズが今後急激に変わりうることが、より現実的なものとなってきています。こうしたことか

ら、２年を超える新型コロナ感染症対策で得られた体験を活かして、日本の社会や医療制度は「次なる

災害」に備えてどのような準備をしていくべきか、幅広い視野から議論いただきました。 

【第１部 基調講演】では、①これまでの新型コロナ対策から見えてきた医療政策面での課題、②社会

環境の変化に伴う、新しい医学・医療のあり方、といった視点から、３人の演者にお話いただきまし

た。また、【第２部 パネルディスカッション】では、「コロナからの學びを科学の視点から未来に活

かす具体的方策」と題して、視聴者からの質問なども踏まえながら、さまざまな角度から意見交換をし

ました。なお、当日は、東日本大震災から満11年となる日と重なったほか、ロシアによるウクライナ侵

攻が始まったことから、被災された方々、犠牲になられた方たちへの黙祷も行いました。 

今回は、これまでのシンポジウムの準備の際にも増して、ステアリング・コミッティ内で、議論すべ

きポイント等を予め多面的に整理することに努めました。こうした一連の準備作業を踏まえた論点に沿

って演者に議論いただくことで、当日のシンポジウムは一段と深みのある内容になったものと評価して

います。 

開催方法については、前回に続き「オンライン形式」（ZOOM Webinar）とする中で、155名の

方々に視聴いただくなど、これまでと遜色ない規模で開催することができました。健康医療ネットワー

クセミナーと同じく、イベント管理システムPeatixを通じて、視聴者の参加を受け付けました（シンポ
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ジウムは、これまで通り会員・非会員を問わず無料）。 

広報、宣伝については、当機構のメーリング・リストとともに関連交流団体のネットワークからも告

知する一方、大手新聞の夕刊への広告出稿を行いました。また、開催日直前には、新たな試みとして、

Peatixで有料のWeb広告も行いました。 

また、配信面については、演者が海外を含む多拠点から参加しましたが、これまでオンラインセミナ

ーの開催で蓄積してきたノウハウも活かし、円滑に実施することができました。 

なお、シンポジウムの概要（資料は一部抜粋）は、当機構HPで公開しています。 

       講演名        講  師  

第１部 基調講演 

講演１ 

 

コロナとの闘いを振り返って 公益社団法人 東京都医師会長  

尾﨑 治夫 氏 

講演２ コロナ禍で学ぶ医療のあり方  一般社団法人日本医学会連合会長・日本医学会会長 

門田 守人 氏 

講演３ With Corona & Beyond：未来の世

界と医療 

ハワイ大学医学部外科・国際医療医学オフィス 教授 

町 淳二 氏 

第2部 パネルディスカッション コロナからの學びを科学の視点から未来に活かす具体的方策 

 ファシリテーター：上田 龍三 氏（愛知医科大学腫瘍免疫寄付講座教授、当機構理事） 

          竹本 治 氏 (ソーシャル・コモンズ 代表） 

パネリスト   ：尾﨑 治夫 氏、門田 守人 氏、町 淳二 氏 

 シンポジウム開催にあたっては、協賛として株式会社アインホールディングスからご支援をいただきまし

た。なお、今年度も、シンポジウム会場において宣伝ができない中、チラシにアインホールディングス社

の広告を掲載したほか、当日の配信時には、冒頭ならびに休憩時間中に当機構の賛助団体・企業の社名等

が視聴者の目に触れるかたちとしました。  

（５）    他組織との連携   

協力関係にある『ものづくり生命文明機構』とは、ローカルサミットについて連携をはかりました

が、2021年度のサミット開催も新型コロナ感染症の影響により見送られました。  

また、『未病社会の診断技術研究会』を支援するとともに、研究会を共催しました（下表）。 

Zoom Webinarにて開催    

回 開催月日 演  題 講  師 視聴者数 

38 20214/23 CAR-T細胞療法の現状と今後の展望  自治医科大学／同 免疫遺伝子細胞治療学（タカラバイオ）

講座（責任者）／同 遺伝子治療研究センター（CGTR） 

シニアアドバイザー  名誉教授・客員教授  小澤 敬也  氏 

149名 

39 2021/7/9 神経系と免疫系のクロストーク ― 過去・ 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 94名 
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現在・未来 ― 教授  鈴木 一博  氏 

40 2021/9/21 Society 5.0 における大腸診療の最前線 札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 

教授  竹政 伊知朗 氏 

92名 

41 2022/1/26 毛細血管から未病を考える  

― DIYヘルス ― 

東京大学生産技術研究所 准教授  松永 行子 氏 117名 

２．組織運営面での活動  

（１）   第16期理事会（2021年5月14日開催）、第16期総会（2021年５月28日開催） 

第16回理事会・総会は、新型コロナ感染症拡大防止の観点から、前回同様書面表決といたしました。 

今回は、オンラインを利用したため、定款上、従来のように理事会と総会を同日に開催することがむ

ずかしく、別々の日程になりました。理事会・総会において、それぞれ、2020年度の活動報告・決算報

告、および 2021年度の活動方針・予算案が提出され、承認されました。さらに、新型コロナ感染症の

拡大防止を想定し、電子メールによる電磁的方法での表決の採用や、新しい事務所の所在地（本郷・メ

ディカクラブ内）など定款の変更も承認されました。 

（２）    運営委員会（ステアリング・コミッティ） 

（毎月、ZOOMによるリモート会議）  

当機構の運営全般を検討する「運営委員会（ステアリング・コミッティ）」では、構成員（下表）のほか数

名の会員の方々がオブザーバーとして加わりながら、自由な意見交換を行いました。 

氏   名           所  属 

珠玖 洋  理事長  三重大学                 （大学院医学系研究科教授）  

清水 昭  理事  

（副理事長）  

医療法人瑞穂会理事・川越リハビリテーション病院 （統括院長） 

谷 憲三朗 理事  

(TR研究局長) 

東京大学                （定量生命科学研究所 特任教授） 

阿川 清二 理事  

（事務局長）  

若松河田 行政書士事務所   （代表）  

渡辺 賢治 理事 医療法人 修琴堂 大塚医院 （院長） 

長野 隆 理事 株式会社 OP３       （代表取締役） 

岩田 良輔 理事 株式会社 ブランシュ コンセイエ・デサンス （代表取締役） 

中井 徳太郎  氏  環境省                   （事務次官）     

渡辺 泰司 氏  国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (再生・細胞医療・遺伝子治療事業部長)  

竹本 治 氏 ソーシャル・コモンズ   （代表） 

当委員会では、参加者がそれぞれアイディアを出し、実務を着実に進めることで、当機構が新たな業務運

営方法を確立し、活動領域を広げることに大きく貢献しました。理事の企画・運営のセミナーやシンポジウ
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ムの企画に際しても、充実した内容になるよう、積極的に意見が交わされました。 

当委員会の議事録は、理事との積極的な情報共有をはかるべく、理事全員にメールで送信しました。 

３．広報活動等  

（1）   広報活動  

シンポジウム、各種セミナー、ミーティングを通じて、当機構に興味を示してくださった方はメーリング・リスト

に取り込み、その拡充を常にはかりました。また、開催したセミナーやシンポジウムなどについては、講演の概要

や関連資料を、ホームページで公開しました。  

なお、昨年度に引き続き、①ホームページ（HP）においては、各種セミナーやシンポジウムへの参加

申し込みなども、簡便にできるようにしています。また、②オンラインによるセミナーやシンポジウム

終了後は、次回セミナーの案内等の画面を用意するとともに、QRコードによってスマートフォンからも

簡単にHPにアクセスできるように配慮しました。さらに、③関係団体を通じて、一般の方々にもセミナ

ーなどの案内を配信してもらうよう、都度依頼しました。 

（2）   会員募集活動  

 2021年度も、セミナーの会場で行う募集活動はできませんでしたが、昨年度と同様、オンラインでセ

ミナーやシンポジウムを実施した際には、最後に会員募集のメッセージを発信したり、また終了直後に会

員募集等の画面を用意したりすることを通じて、積極的に募集活動を行いました。 

  

 個人正会員  個人賛助会員  団体法人賛助会員  

2014 年度末  87  ―  10  

2015 年度末  87  ―  9  

2016 年度末  81  ―  8  

2017 年度末  79  ―  7  

2018 年度末  77  15 7  

2019 年度末  56  21  7  

2020 年度末 60 21 7 

2021 年度末 55 13 5 

以 上 
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第２号議案 

2021 年度決算報告 

 

１． 決算概況 

2021 年度も、関係各位のご尽力により、個人正会員及び賛助企業の多くが継続して会員登録をして下さ

いました。但し、コロナ禍による経済の混乱などを踏まえ、一部賛助会員企業からの収入が一時的に減少す

るなどの影響がありました。最終的な会費収入は、昨年度を 140 万円ほど下回る約 140 万円となりました。

この会費収入額は当初予算には満たないものではありますが、厳しい経済情勢を踏まえると、良好な結果

であったと考えております。事業収入等・約 60 万円、及び、当機構が過去積み上げてきた内部留保（純資

産）約 583 万円等と合わせることで、年度内の活動を円滑に行うための必要額を十分賄うことができまし

た。 

また、3 月に開催されたシンポジウムに 1 団体（株式会社アインホールディングス）からのご協賛をいた

だきました。 

今年度の収支のバランスについては、最終的には約 54 万円の赤字となりました。これは、コロナ禍の

影響もあって会費収入が大幅に減少しながらも、事業活動を活発に行ったことを反映しています。 

なお、当機構は、当期会費収入の約 3.4 倍に相当する約 475 万円の純資産を確保しております。従いま

して、当機構の財政状況は引き続き極めて優良であると考えられます。 

 

 

２． 決算状況 

 2021 年度の具体的な決算表を次ページ以降に示します。 
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表：貸借対照表（期末時点の財産目録を兼ねる） 

書式第１１号（法第２８条関係）     

  2021 年度             会計貸借対照表   

    2022年 3月 31日現在   

      特定非営利活動法人健康医療開発機構   

        （単位：円）   

  科目 金額   

  Ⅰ 資産の部         

               

    １ 流動資産         

     現金預金 4,840,360       

               

               

               

     流 動 資 産 合 計   4,840,360     

               

    ２ 固定資産         

               

               

     固 定 資 産 合 計   0     

               

    資  産  合  計     4,840,360   

               

  Ⅱ 負債の部         

    １ 流動負債         

     前受金 0       

     預り金 0       

     未払金 87,500       

               

     流 動 負 債 合 計   87,500     

               

    ２ 固定負債         

     長期借入金 0       

               

               

     固 定 負 債 合 計   0     

               

    負  債  合  計     87,500   
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  Ⅲ 正味財産の部         

     前期繰越正味財産   5,292,527     

     当期正味財産増減額   ▲539,667     

               

     正味財産合計     4,752,860   

               

    負債及び正味財産合計     4,840,360   
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表：収支計算書 

書式第１２号（法第２８条関係）        

2021 年度    特定非営利活動に係る事業  会計収支計算書 

           

2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで 

           

     特定非営利活動法人健康医療開発機構   

              

        （単位：円）   

  科目 金額   

  （経常収支の部）         

  Ⅰ 経常収入の部         

    １ 会費・入会金収入         

     入会金収入         

     会費収入 1,406,000       

    ２ 事業収入         

     (1)情報収集・提供事業収入 97,782       

     (2)政策提言事業収入 200,000       

     (3)研究・開発及び事業化の支援事業収入 0       

     (4)研究調査事業収入 0       

    ３ 補助金等収入         

     地方公共団体補助金収入 0       

     民間助成金収入 0       

    ４ 寄付金収入         

        300,000       

    ５ その他収入         

     利息収入 47       

     雑収入 0       

     任意団体からの繰入金 0       

    ６ その他の事業会計からの繰入         

      経常収入合計     2,003,829   

  Ⅱ 経常支出の部         

    １ 事業費         

     (1)情報収集・提供事業費 730,666       

     (2)政策提言事業費 547,682       

     (3)研究・開発及び事業化の支援事業費 0       

     (4)研究調査事業費 0       

    ２ 管理費         

      人件費 190,000       

      会議費 0       

      租税公課 0       

      地代家賃 132,000       

      事務機材費 3,025       

      通信光熱費 0       

      消耗品費 32,180       

      通信運搬費 659,884       

      印刷製本費 0       

      広報関連費 13,081       

      旅費交通費 0       
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      減価償却費 0       

      雑費 124,978       

      支払報酬 110,000       

      支払利息 0       

      経常支出合計     2,543,496   

      経常収支差額     ▲539,667   

                

  Ⅲ その他資金収入の部         

                 

      その他の資金収入合計     0   

  Ⅳ その他資金支出の部         

                 

      その他の資金支出合計     0   

     当期収支差額     ▲539,667   

     前期繰越収支差額     5,292,527   

     次期繰越収支差額     4,752,860   

                

  （正味財産増減の部）         

  Ⅴ 正味財産増加の部         

    １ 資産増加額         

     当期収支差額（再掲） ▲988,342       

                

    ２ 負債減少額         

        448,675       

     増加額合計     ▲539,667   

                

  Ⅵ 正味財産減少の部         

    １ 資産減少額         

     当期収支差額(再掲)（マイナスの場合）         

                

    ２ 負債増加額 0       

                  

      減少額合計     0   

      当期正味財産増加額（又は減少額）      ▲539,667   

      前期繰越正味財産額 5,292,527   0   

      当期正味財産合計     4,752,860   

                  

                  

 

 

 

 

 
以上 
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第３号議案  
 

役員の変更 

   

今年度は、理事・監事の変更はありません。 
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第4号議案  
 

2022年度活動方針案 

 

Ⅰ． 概   要  

 新型コロナ感染症の影響は、未だ収束の兆しが見えず、今年度も続いていくと思われます。 

 そうした中、当機構としては、昨年度より積極的に展開してきた「オンライン形式での情報提供活動」

と「人と情報のネットワークづくり」を継続してまいります。 

 （１）健康・医療に関する情報提供とネットワークづくりの支援にかかる活動の柱としては、昨年度と

同様、オンラインによる『健康医療ネットワークセミナー』およびシンポウムの開催を中心に、その他関連団体と

の連携・協力なども進めていきます。 

 また、そうした健康・医療面に関する情報提供、そして、当機構の原点ともいえる「ＴＲ連携」を充実させて

いく上で、今年度も、当機構理事にもそれぞれの専門領域の知見、人的ネットワークなどを生かしたセミナーを

随時企画・運営していただきます。 

 こうしたコンテンツの充実に加え、オンラインによる当日の情報提供に加えて、開催日以降も講演内容を繰り

返し見ることができるようにしていきます。 

 （２）組織運営・広報活動については、恒常的に広報を地道に行って、当機構の活動を共に行っていく仲間の

数を増やしていくことに加え、リアルにお会いできるまでの間、オンライン、あるいはハイブリッドでの、会員

相互の交流を深める機会も模索します。  

 皆さまの力をお借りし、新型コロナ禍にあっても、明るく得心のいく未来実現に向けて、有意義な活動

を一歩一歩進めてまいります。  
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Ⅱ．具体的活動 

１．セミナー等を通じた情報提供とネットワークづくり  

（１）    健康医療ネットワークセミナー  

  ①通常セミナーおよび包括的方向性 

健康医療ネットワークセミナーについては、様々なカテゴリーの人々との幅広いネットワークづくりを目的に運営

します。テーマとしては、会員の要望（アンケート結果等） を踏まえて、医学研究そのものに限らず、幅広く取

り扱いながら、できる限り「誰にでもわかりやすい」セミナーにすることを重視していきます。 

新型コロナ感染症の影響や収束状況を鑑み、昨年度同様「オンライン形式」（ZOOM Webinar）で開催しなが

ら、並行して用意した会場で参加者を募集することが可能か、適宜判断していく予定です。 

開催頻度としては、およそ 1~2ヵ月に1 回のペース（1 回あたりの参加人数は50～100 人程度を想

定）を予定しており、テーマや講演者によっては、他団体との共催の形で実施することも想定しています。  

  ②理事主導によるセミナー 

新年度も引き続き当機構理事の方々に、それぞれの専門領域の知見、人的ネットワークなどを生かしたセミナー

を企画していただく予定です。具体的な実施方法については、企画・運営を担っていただく理事とも相談しなが

ら、概ね下記のような要領で進めます。 

《セミナー実施要領》 

 テーマ   ：健康・医療に関連した分野（ＴＲ連携に資するものに限らない） 

 テーマの選定：当機構理事（以下、企画担当理事）からの発案を基本とするが、ステアリング・コミッ

ティからも一部発案することも視野に入れる 

 開催回数・時間：30～40分／回×３回程度（企画担当理事自身を含む数名が交代で講師をつとめること

を想定）、年間で２テーマ程度（計６回程度）扱う 

 司会進行  ：企画担当理事 

 形式    ：オンライン配信（配信は、首都圏外からも可）および上記①に準拠 

 その他   ：事務局は、参加者の募集、システム対応等を全面的にサポートする 

 

  ③特別企画 

前年度3月から始まった３回シリーズ『コロナ禍での身体補正/セルフリハビリテーション』の第2回と第3回を

引き続き開催します。これは、昼休みの30分程度を利用した、気軽に参加できる企画です。オンラインだからこ

そ可能なコンテンツであり、原則参加者は非会員もすべて無料とし、ネットワークのすそ野を拡げることを目ざ

します。 

 上記コンテンツの充実に加え、オンラインによる情報提供の方法についても、一段と工夫を凝らしていくこ

とで、当機構会員・一般の双方に対して、有意義な情報を提供しつつ討論を深める機会を増やしていきます。 
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《今後の予定》 

回  開催日 セミナー名 講 師 

60 2022/4/22 【特別企画】３回シリーズ  

コロナ禍での身体補正/セルフリハビリテーション 

第2回 『脚の強化、歪みを直す運動』 

視聴参加者：43名 

川越リハビリテーション病院院長、 

当機構副理事長 清水 昭 氏 

同病院リハビリテーション地域活性

化・職能教育サポート部門統括マネー

ジャー 阿久澤 直樹 氏 

61 2022/5/27 

 

同 

第3回 『バランストレーニング、前庭機能訓練』  

同上 

健康医療ネットワーク・セミナー（上記①、②）の事業に関わる収入としては、会費（会員外 1 名あたり 1,000 

円） 、また、支出としては、1 回あたり講師に対する謝金 30,000 円および別途規定による交通費の支払い

を見込みます。なお、視聴者の参加については、2021年度同様、Peatixを通じて行う予定です。 

（２）    シンポジウム（第16回）  

 シンポジウムについても、健康医療ネットワークセミナーと同様に、オンライン配信（ZOOM 

Webinar）を軸にしながら、会場での開催が可能か模索していく予定です。  

 2022年９月頃までには、日程とあわせ、テーマを決定した上で、速やかに講演者の選定を開始します。シンポ

ジウムのテーマや対象分野に関し、理事・会員からの積極的なご提案や助言を期待しています。  

当事業に関する費用は当機構の事業費および協賛企業による協賛金で賄います。支出は、講師に対す

る謝金及び別途規定による交通費等の支払いと、開催運営費用、並びに、開催後の報告書等の作成送付費用を見

込みます。  

（３）    他組織との連携  

協力関係にある『ものづくり生命文明機構』、『未病社会の診断技術研究会』、一般社団法人『Jr Sr』などとの連携

をはかります（下表）。これら以外にも、当機構と目的を共有する様々な組織・団体との連携を推進し、

オールジャパンの取組みを発展させていきます。  

連携先  協力形態  具体例（予定）  

ものづくり生命文明機構  

  

相互協力  

共同広報 

活動への相互参加 

未病社会の診断技術研究会  勉強会の共同開催、 

共同広報  

未定 

（勉強会開催費用の一部負担 ） 

 

 

 

 

Jr Sr(ジュニア シニア) 相互協力 

勉強会の共同開催 

共同広報 

この連携活動に関する収入は見込みません。 

（４）    会員相互の交流に向けた検討  
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 このほか、活動が当面オンライン主体となることが見込まれる中で、会員相互の交流を深める方策等の検

討も行っていきます。 

 

２．組織運営面での活動等  

（１）    運営委員会（ステアリング・コミッティ）     随時開催 

当機構の運営全般を検討する「運営委員会（ステアリング・コミッティ）」では、構成員（下表）が、1ヶ

月に１回程度（オブザーバーとして会員も参加）、日常的な運営、シンポジウムの内容、セミナーの企画

などを検討していきます。当面は、オンラインによる開催を基本とします。 

【運営委員会構成員】  

氏   名           所  属 

珠玖 洋  理事長  三重大学                 （大学院医学系研究科教授）  

清水 昭  理事  

（副理事長）  

医療法人瑞穂会理事・川越リハビリテーション病院 （統括院長） 

谷 憲三朗 理事  

(TR研究局長) 

東京大学                （定量生命科学研究所 特任教授） 

阿川 清二 理事  

（事務局長）  

若松河田 行政書士事務所   （代表）  

渡辺 賢治 理事 医療法人 修琴堂 大塚医院 （院長） 

長野 隆 理事 株式会社 OP３       （代表取締役） 

岩田 良輔 理事 株式会社 ブランシュ コンセイエ・デサンス （代表取締役） 

中井 徳太郎  氏  環境省                   （事務次官）     

渡辺 泰司 氏  国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (再生・細胞医療・遺伝子治療事業部長)  

竹本 治 氏 ソーシャル・コモンズ   （代表） 

当活動に関する収入は見込みません。支出につきましては、旅費規程に基づく旅費支払いを見込みます。  

（２） 事務局運営体制  

その他事務局の運営は、事務局長を核としながら、昨年度と同様の体制で行うことを考えています。

基本的には有志によるボランティアによって行うものとしますが、運営サポートスタッフは２名を予定

しています。 

 

３．広報活動等  

（１）   広報活動  

 パンフレットを追加印刷するほか、セミナー、シンポジウム等における講演の概要や関連資料などを、関

係者の了解の下、ホームページ（ＨＰ）上に一段と積極的に公開していくことも検討していきます。 
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 また、関連メディアにおける記事掲載や、他の組織との共同広報を進めるとともに、オンラインセミナー等を

開催した際には、休憩時や終了直後に画面で次回セミナー等の告知を行うなど、積極的な広報に努めていきま

す（下表）。 

項目 対応       関連支出 

パンフレット  追加印刷  ・印刷代  

ホームページ  積極的な情報発信  ・維持管理担当者のアルバイト代  

・サーバー・レンタル費用  

メディアを通じた

広報  

講演者へのインタビュー記事

掲載  

（予算上は見込まず）  

他組織との連携  共同広報  （予算上は見込まず）  

オンラインセミナ

ーの活用 

・休憩時、終了直後画面での告知 

・QRコードの活用（HP画面へのアクセス用） 

このほか、シンポジウム、各種セミナー、ミーティングを通じて、当機構に興味を示してくださった方はメー

リング・リストに取り込み、その拡充をはかっていきます。  

（２）   会員募集活動          

当機構を一段と発展させ、活動内容を一層多様にしていくため、個人賛助会員を増やすことを含め、引き続

き、会員数の増加に注力するとともに、既存・新規のコミュニティや活動に関わる人の輪を拡げることに努め

ていきます。特に、オンラインセミナー等を開催した際には、休憩時や終了直後に画面で会員募集等を積極

的に行っていきます。 

セミナー、シンポジウムの講師をお引き受けいただいた場合には、3年間会員となることができる特典を

付与することを検討します。 

なお、会費滞納を理由に会員資格を喪失された個人正会員・賛助会員の方々にも、改めて当機構の活動の

趣旨を説明し、再び会員となっていただくよう働きかけてまいります。 

団体賛助会員を含めた会員数を増やすことについては、理事をはじめ、個々の会員、関係者の皆さまからのこれ

まで以上の積極的な支援を期待しています。 

（３）    その他資金支援の受付  

新型コロナ感染症の影響は計り知れないものがあるものの、会費以外の形態による資金支援の受付方

法を対外的にわかりやすく案内することで、幅広く財政面での支援を獲得することを目指します。  
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第５号議案            2022年度予算案 

書式第８号（法第１０条関係）        

2022年度特定非営利活動にかかる事業収支予算書 

           

2022年4月1日から2023年3月31日まで 

      特定非営利活動法人健康医療開発機構   

        （単位：円）   

  科目 金額   

  （経常収支の部）         

  Ⅰ 経常収入の部         

    １ 会費・入会金収入   3,000,000     

     入会金収入 0       

     会費収入 3,000,000       

    ２ 事業収入   2,140,000     

     (1)情報収集・提供事業収入 400,000       

     (2)政策提言事業収入 1,740,000       

     (3)研究・開発及び事業化の支援事業収入 0       

     (4)研究調査事業収入 0       

    ３ 補助金等収入   0     

     地方公共団体補助金収入 0       

     民間助成金収入 0       

    ４ 寄府金収入   0     

                

    ５ その他収入         

     利息収入 0       

          0     

      経常収入合計     5,140,000   

  Ⅱ 経常支出の部         

    １ 事業費   2,920,000     

     (1)情報収集・提供事業費 1,680,000       

     (2)政策提言事業費 1,240,000       

     (3)研究・開発及び事業化の支援事業費 0       

     (4)研究調査事業費 0       

                

    ２ 管理費   4,197,000     

      役員報酬 0       

      人件費 1,400,000       

      会議費 400,000       

      租税公課 40,000       

      事務機材費 10,000       

      光熱水費 0       

      地代家賃 500,000       

      消耗品費 100,000       

      通信運搬費 972,000       

      印刷製本費 400,000       

      広報関連費 30,000       

      旅費交通費 40,000       

      減価償却費 45,000       

      雑費 150,000       

      支払報酬 110,000       
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      支払利息 0       

       0       

                

      経常支出合計     7,117,000   

      経常収支差額     ▲1,977,000   

                

  Ⅲ その他資金収入の部         

    １ 固定資産売却収入         

                  

      その他の資金収入合計         

  Ⅳ その他資金支出の部         

    １ 固定資産取得支出         

                 

                

    ２ その他の資金支出合計         

     当期収支差額     ▲1,977,000   

     前期繰越収支差額     4,752,860   

     次期繰越収支差額       2,775,860   

                  

                  

 

 
以上 

 



会員状況（2022 年 3 月末現在） 

 個人正会員（敬称略）
阿川 清二
秋山 修一
池田 康夫
伊藤 昌夫
井上 和明
井上 清成
今井  浩三
岩下 照房
岩下 美幸
岩田 良輔
植田 福之
上田 龍三
内海 正義
岡本 拓也
小澤 敬也
鎌田 志賀子
河上 裕
河野  芳弘
蔵元 康雄

齋藤 英彦 
佐々木 浩二 
珠玖 洋 
嶋澤 るみ子 
清水 昭 
清水 良吉 
白井 重隆 
杉村 正樹 
染谷 一敏 
高鳥 登志郎 
竹本 治 
谷 憲三朗 
玉田 耕治 
中井 徳太郎 
中込 昌治 
長野 隆 
中村 匠太 
浜野 雅彦 
姫野 信吉 

日吉 和彦 
松田 孝 
松原 謙一 
三浦 玲子 
三木 格 
宮野 悟 
武藤 徹一郎 
森田 寛 
安田 喜憲 
山本 裕 
吉澤 保幸 
吉永 智光 
米田 和秀 
劉 志勇 
渡辺  賢治 
渡辺 一夫 
渡邉  泰司 
（計 55名） 

 個人賛助会員（敬称略）
浅野 浩也
市村 功
小川 理子
久野美和子
久保田正男

小長 洋子 
佐藤 恵里 
塩入 重彰 
出張 勝也 
芳賀  直行 

深澤 賢治 
湯地晃一郎 
吉羽 一 
（計 13 名）



 団体賛助会員 
東日本旅客鉄道株式会社  
星槎グループ学校法人国際学園   
株式会社アインホールディングス  
シミックホールディングス株式会社  
株式会社ブランシュ・コンセイエ・デサンス  
（順不同   5団体） 

 


