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  2020 年度 第 17 回定時総会 総会記録 

【1 号議案 2019 年度事業報告】 

 

日本超音波骨軟組織学会  2019 年度の歩み 

 

 

2019年 

4 月21日(日) 

10:00-16:00 

第49回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢大阪開催｣  

： 富士通関西システムラボラトリ 4F 大会議室         (大阪府大阪市中央区城見 2-2-6) 

5 月19日(日) 

10:00-16:00 

第16回  定時総会／第38回 東日本支部学術集会 ＜東京都＞   

：東京ビッグサイト会議棟6 階605～608会議室         (東京都江東区有明3-11-1) 

6 月9日(日) 

10:00-16:00 

第50回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢福岡開催｣ 

： 九州医療スポーツ専門学校          （北九州市小倉北区馬借 1 丁目 1-2）       

6 月22日(土) 

  15:00-21:00   

第19回 フォローアップセミナー ＜大阪開催＞ 

：新大阪丸ビル別館 3階 Ｅタイプ(3-5号室)             （大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 

6 月23日(日) 

10:00-13:00 

第22回  超音波ハンズオンセミナー  入門編  ｢大阪開催｣ 

： 新大阪丸ビル別館 4階 Ｇタイプ(4-1号室)             （大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 

6 月30日(日) 

  10:00-15:00   

第51回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢北海道開催｣   

： 道民活動振興センター 520会議室             (札幌市中央区北2条西7丁目 ) 

7 月6日(土) 

11:00-21:00 

第 1回 認定資格試験対策セミナー＜第 1日目 東京開催＞ 

：メイプルイン幕張 小会議室Ｂ                       (千葉県花見川区幕張本郷1-12-1) 

7 月7日(日) 

9:00-16:00 

第 1回認定資格試験対策セミナー ＜第2日目 東京開催＞ 

：メイプルイン幕張 小会議室Ｂ                       (千葉県花見川区幕張本郷 1-12-1) 

7 月21日(日) 

10:00-16:00 

第34回 西日本支部学術集会 ＜名古屋市＞   

：ダイテックサカエ貸会議室 6Ｆ クリエイトホール   (名古屋市中区錦三丁目22番20号) 

9 月7日(土) 

  15:00-21:00   

第20回 フォローアップセミナー ＜東京開催＞ 

：タイム24ビル 13F 研修室132                           (東京都江東区青海 2-4-32) 

9 月8日(日) 

10:00-13:00 

第23回  超音波ハンズオンセミナー  入門編  ｢東京開催｣ 

：タイム24ビル 14F 研修室141                           (東京都江東区青海 2-4-32) 

9 月22日(日) 

11:00-21:00 

第１回 認定資格試験対策セミナー＜第 1日目 大阪開催＞ 

：ホテルフクラシア大阪ベイ Eタイプ会議室           (大阪市住之江区南港北1-7-50) 

9 月23日(月) 

9:00-16:00 

第１回認定資格試験対策セミナー ＜第2日目 大阪開催＞ 

：ホテルフクラシア大阪ベイ Eタイプ会議室           (大阪市住之江区南港北1-7-50) 

10月 26日(土) 

17:00-21:00 

第 6回 学会認定資格 ｢臨床運動器系超音波技師｣試験 ＜大阪府＞  

： 富士通関西システムラボラトリ 8F セミナールームB   (大阪府大阪市中央区城見 2-2-6) 

10月 27日(日) 

10:00-16:00 

第19回 学術総会(全国大会) ＜大阪府＞ 

： 富士通関西システムラボラトリ 4F 大会議室           (大阪府大阪市中央区城見2-2-6) 

11月10日(日) 

10:00-16:00 

第52回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢仙台開催｣  

： フォレスト仙台 フォレストホール第 5・6会議室            (仙台市青葉区柏木 1-2-45) 

11月17日(日) 

10:00-16:00 

第24回 超音波ハンズオンセミナー入門編   ｢岡山開催｣  

： 岡山国際交流センター 地下１階レセプションホール   （岡山市北区奉還町2丁目2-1) 

11月24日(日) 

10:00-16:00 

第53回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢東京開催｣  

： タイム24ビル 13F 研修室134                           (東京都江東区青海 2-4-32) 

12月 8日(日) 

10:00-16:00 

第54回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢石川開催｣  

：石川県地場産業振興センター 本館３階 第5研修室              (石川県金沢市鞍月2-1) 

2020年 

1 月26日(日) 

10:00-16:00 

第55回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢名古屋開催｣  

： 名古屋企業福祉会館 4F第5＋6会議室               (名古屋市中区大須2丁目19-36 ) 

2 月16日(日) 

10:00-16:00 

第39回 東日本支部学術集会 ＜東京都＞ 

： タイム24ビル 13F 研修室134                             (東京都江東区青海 2-4-32) 

3 月15日(日) 

13:00-16:00  

第16回 学会認定資格 ｢基礎運動器系超音波技師｣ 試験 (東京都) (大阪府)   

： 東京会場→未定   大阪会場→未定                          
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【2 号議案 2019 年度決算報告】 
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                       ＜2019 年度予算と 2019 年度実績＞ 

収入
2019年度予算 2019年度実績 増減 摘要
13,641,000 13,212,044 ▲ 428,956

入会金 1,065,000 1,062,000 ▲ 3,000 予算：正210名､学15名  実績：正212名､学2名
年会費 9,438,000 9,476,000 38,000 予算：正933名、学27名 実績：正944名､学9名 ※継続約82％
参加費① 1,083,000 836,500 ▲ 246,500 学術集会､学術総会　 予算：約361名   実績：約279名 ※予算より約82名の減。
参加費② 420,000 420,000 0 フォローアップセミナー   予算：60名  実績：東京33名､大阪27名   合計60名
受講料 175,000 210,000 35,000 旧教育セミナー中級編   予算：5名 実績：6名(東京会場6名 ※大阪会場は東京会場で合同開催)

認定試験料 300,000 90,000 ▲ 210,000 予算：基礎試験 15名､臨床試験10名   実績：基礎8名(延期により前受処理)、臨床6名@15,000 合計9万

学会収入 260,000 217,544 ▲ 42,456 弁当代､資料販売､資格更新料等  予算：前年実績+基礎更新20名､臨床更新2名  実績:更新基礎17名､臨床2名

賛助会会費 900,000 900,000 0 賛助会員2社  予算：賛助会員2社､計3口   実績：2社 (本多電子㈱1口、㈱SSB 2口) @300,000
380,000 288,370 ▲ 91,630 利息､印税　

雑収入 380,000 288,370 ▲ 91,630 予算：書籍の印税@520×676冊の見込+他　実績：書籍の印税@520×552冊=287,040 +他。
14,021,000 13,500,414 ▲ 520,586

支出
2019年度予算 2019年度実績 増減 摘要
5,580,000 5,725,013 145,013

会議費､接待交際費 100,000 96,254 ▲ 3,746 評議委員打ち合わせの会議費　実績：ほぼ予算通り。
会議弁当費 110,000 144,730 34,730 諸会議､総会等の弁当代   実績：各開催に於いて講師やスタッフの人数が増えた事で増。
会場施設利用費 1,900,000 2,087,294 187,294 会場賃料　 実績：会場費の値上げ及び借用備品(プロジェクタ等)の増による。
印刷費 1,500,000 1,466,686 ▲ 33,314 学会誌の印刷代及び学会抄録集､案内状､コピーカウント料  実績：ほぼ予算通り。
研究奨励金 200,000 200,000 0 研究奨励金､学術総会優秀発表奨励金 　実績：研究ノート2題（各4万）+ 全国大会表彰(2名計12万)。予算通り｡

講演料 300,000 278,425 ▲ 21,575 学術総会､学術集会､中級等の講演料   実績：ほぼ予算通り。
役務手当 1,170,000 1,201,624 31,624 理事の役務手当(総会、学術集会等の日当)   実績：日本学術会議の登録検討会議などの会務が加わり若干の増。

査読料 300,000 250,000 ▲ 50,000 前年度のレポート査読料  実績：想定よりも投稿件数が少なかった為に減。
8,083,040 8,508,659 425,619

業務委託料 3,600,000 3,600,000 0 業務委託料(つくば事務局 300,000円/月)    実績：予算通り｡
旅費交通費 2,650,000 2,891,405 241,405 講演者･講師･役員等の旅費交通費  実績：会議(学術会議登録検討)の開催増及び参加理事の増加、基調講演者の遠方による費用増による。

通信費 850,000 1,091,204 241,204 案内状･学会誌･会員証･修了証等の郵送代     実績：郵送料の値上げにより増。
機材運搬費（荷造運賃費） 1,000 0 ▲ 1,000 超音波機材､事務用品､備品等の運搬   実績：JSBM主催開催の荷物をSSB社ハンズオン開催の発送に組み入れた為、今期も費用発生せず。

事務用消耗品費 300,000 269,920 ▲ 30,080 封筒及びコピー用紙代   実績：経費節減に努め減。
租税公課 11,000 0 ▲ 11,000 印紙代､登記印紙代   実績：登記事項が生じず減｡
支払手数料 280,000 264,883 ▲ 15,117 年会費の郵便振替手数料､銀行振込手数料、登記による手数料等　  実績：ほぼ予算通り。
サーバー管理費 211,040 212,240 1,200 サーバー管理費等81,440円/年、HP委託料129,600→130,800/年  実績：消費増税により増。
顧問料 108,000 108,000 0 税理士顧問料     実績：予算通り｡
法人税･事業税等 72,000 71,007 ▲ 993 累積赤字が未だ多く残っており、法人県民税21,000円､法人市民税50,000円

22,508 0 ▲ 22,508
13,685,548 14,233,672 548,124

資産の部
2019年度予算 2019年度実績 増減 摘要

4,200,000 4,200,000
0 ▲ 1,068,710 ▲ 1,068,710

繰越利益剰余金 ▲ 335,452 ▲ 335,452
当期純利益金 335,452 ▲ 733,258 ▲ 397,806

4,200,000 3,131,290 ▲ 1,068,710

勘定科目

予備費

 純資産合計

勘定科目
基金合計
繰越利益剰余金合計

事業費

管理費

当期経費合計

勘定科目
事業収入

雑収入

当期収入合計
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【3 号議案 役員･評議員の再任･退任･新任報告】 

 

1. 本定時総会の終結をもって 2 年間の任期が満了する理事 15 名を再任する. 

理事 15 名 

  会長・理事               山田直樹（愛知県） 

副会長・諮問委員・理事   竹市勝（東京都） 

副会長・理事             田中和夫（福岡県） 

諮問委員・理事           川上泰雄（埼玉県） 

諮問委員・理事           澤田規（京都府） 

東日本支部長・理事       對馬雅彦（茨城県） 

西日本支部長・理事       大原康宏（福岡県） 

東日本副支部長・理事     曽山良之輔（新潟県） 

理事                     新井達也（埼玉県） 

理事                     矢島勇（埼玉県） 

理事                     勝田淨邦（福岡県） 

理事                     西家洋昭（北海道） 

理事                     奥山建志（大阪府） 

理事                     徳田仁志（石川県） 

理事                     山本幸治（岐阜県） 

 

 

2. 本定時総会の終結をもって 2 年間の任期が満了する理事 1 名を退任する｡ 

 

西日本副支部長・理事     金田晋（愛知県）退任 

 

 

3. 本定時総会の終結をもって西日本支部で 1 名の理事・代表理事を新任する｡ 

 

長尾淳彦（京都府）   明治国際医療大学 保健医療学部 教授 

公益社団法人 京都府柔道整復師会 会長 

公益社団法人 日本柔道整復師会 理事（学術教育部長） 

一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会 理事（学術大会担当） 

 

 

4. 本定時総会の終結をもって東日本支部で 1 名、西日本支部で 3 名の評議員を新任する｡ 

 

【東日本支部】 

 

原田 武彦（東京都）大川学園医療福祉専門学校 柔道整復学科 専科教員 

【西日本支部】 

川村 茂（京都府）   明治国際医療大学 保健医療学部 柔道整復学科 准教授 

堤  賢一（福岡県）  つつみ接骨院  院長 

奈須  崇倫（宮崎県）やわらぎ接骨院  院長 
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【一般社団法人 日本超音波骨軟組織学会 役員・名誉会長・名誉会員・評議員】 

 

 

【役員】 

会長･理事    山田直樹   瑞穂接骨院院長, 柔道整復師（愛知県） 

副会長･理事   竹市  勝   国士舘大学教授, 博士(工学)（東京都） 

副会長･理事  田中和夫   田中整骨院院長, 柔道整復師（福岡県） 

副会長･理事   長尾淳彦   明治国際医療大学教授, 修士(体育学)（京都府）  

諮問委員    川上泰雄   早稲田大学教授, 博士(教育学)（埼玉県） 

諮問委員    佐野裕司   元東京海洋大学院教授, 博士(医学)（千葉県） 

諮問委員(兼任) 竹市  勝   国士舘大学教授, 博士(工学)（東京都） 

諮問委員      澤田  規   宝塚医療大学教授, 博士(医学)（京都府） 

諮問委員      久米信好   東京有明医療大学大学院准教授, 修士(体育学)（東京都） 

諮問委員      中澤正孝   東京有明医療大学准教授, 博士(医学)（東京都） 

理事(兼任)     川上泰雄  （埼玉県） 

理事      對馬雅彦 （茨城県） 

理事      大原康宏 （福岡県） 

理事      曽山良之輔（新潟県） 

理事(兼任)     澤田 規 （京都府） 

理事          新井達也  （埼玉県） 

理事          矢島  勇  （埼玉県） 

理事          勝田淨邦  （福岡県） 

理事      西家洋昭 （北海道） 

理事          奥山建志  （大阪府） 

理事          徳田仁志  （石川県） 

理事          山本幸治  （岐阜県） 

 

 

監事(兼任)     佐野裕司 （千葉県） 

監事      渡辺正哉  上武大学准教授, 博士(医学)（群馬県） 

 

 

【名誉会長・名誉会員】 

名誉会長    藤田紀盛（故人）筑波大学名誉教授, 博士(医学)（東京都） 

名誉会員    中村辰三  森ノ宮医療大学名誉教授, 宝塚医療大学教授, 博士(学術)（兵庫県） 

 

 

【評議員】（定員：31 名）（都道府県別・順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 5 月 17 日 現在 

 

 

 

重原 浩貴 （北海道） 

工藤 重孝 （北海道） 

信田 千洋 （北海道） 

黒田 康史 （山形県） 

梅田 和典 （北海道） 

菊地 和宏 （福島県） 

高橋 祥太 （福島県） 柳田 隆泰 （茨城県） 川村 大貴 （埼玉県） 

川口 央修 （埼玉県） 石田 岳彦 （千葉県） 安原 拓芳 （千葉県） 

早川 浩実 （千葉県） 荒畑 勝一 （東京都） 坂本 明広 （東京都） 

原田 武彦 （東京都） 望月 真 （神奈川県） 波場 イサク(神奈川県） 

北村 次郎 （三重県） 前田 尚利 （三重県） 川村 茂   （京都府） 

酒本 哲聖 （大阪府） 山根 款   （大阪府） 立山 直   （大阪府） 

三浦 良平 （大阪府） 守永 和哉 （大阪府） 中澤 直彦 （大阪府） 

外林 大輔 （大阪府） 今西 博昭 （兵庫県） 堤   賢一 （福岡県） 

奈須 崇倫 （宮崎県）   
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【4 号議案 2020 年度事業案報告】 

 

日本超音波骨軟組織学会  2020 年度年間日程 

 

2020年（令和 2年） 

5 月17日(日) 

10:00-16:00 

第17回 定時総会／第35回 西日本支部学術集会 ＜大阪＞           中止 ※総会は書面総会で実施 

： クリスタルタワー20階 A会議室                          (大阪市中央区城見1-2-27)       

6 月14日(日) 

10:00-16:00 

第 56 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編「東京開催」                    中止 

： タイム 24ビル 13階 研修室 134                        (東京都江東区青海2-4-32) 

6 月20日(土) 

  11:00-21:00   

第 2 回 認定資格試験対策セミナー（大阪開催 1 日目）                      中止 

： ホテルフクラシア大阪ベイ                          （大阪市住之江区南港北1-7-50） 

6 月21日(日) 

9:00-16:00 

第 2 回 認定資格試験対策セミナー（大阪開催 2 日目）                      中止 

： ホテルフクラシア大阪ベイ                         （大阪市住之江区南港北1-7-50） 

6 月28日(日) 

  10:00-15:00   

第 57 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢北海道開催｣      延期※2021年3月7日 

： TKP 札幌カンファレンスセンター7 階 E （札幌市中央区北３条西3-1-6 札幌小暮ビル） 

7 月5日(日) 

10:00-13:00 

第25回 超音波ハンズオンセミナー 入門編 ｢広島開催｣                             中止 

： RCC 文化センター 7 階 700 会議室                        (広島市中区橋本町 5-11) 

7 月11日(土) 

15:00-21:00 

第 21 回 フォローアップセミナー ＜東京開催＞               延期※2020年9月27日 

： タイム 24ビル 13F 研修室 132                       (東京都江東区青海 2-4-32) 

7 月12日(日) 

10:00-13:00 

第 26回 超音波ハンズオンセミナー 入門編 ｢東京開催｣                     中止 

： タイム 24ビル 14F 研修室 141                       (東京都江東区青海 2-4-32) 

7 月19日(日) 

10:00-13:00 

第 27 回 超音波ハンズオンセミナー 入門編 ｢名古屋開催｣                   中止 

： 名古屋企業福祉会館 4階 第 5＋6会議室            (名古屋市中区大須 2-19-36) 

9 月12日(土) 

  15:00-21:00   

第 21 回 フォローアップセミナー  ＜大阪開催＞ 

： 新大阪丸ビル別館 3階 3-5号室              (大阪市東淀川区東中島1-18-22) 

9 月13日(日) 

10:00-13:00 

第 25 回 超音波ハンズオンセミナー  入門編 ｢大阪開催｣ 

： 新大阪丸ビル別館 4階 4-1号室              (大阪市東淀川区東中島1-18-22) 

9 月27日(日) 

10:00-16:00 

第 22 回 フォローアップセミナー ＜東京開催＞               

： タイム 24ビル 13F 研修室 132                       (東京都江東区青海 2-4-32) 

10月 17日(土) 

17:00-21:00 

第 7 回 学会認定資格 ｢臨床運動器系超音波技師｣試験 ＜東京＞   

： タイム 24ビル 14F 研修室 144                    (東京都江東区青海 2-4-32) 

10月 18日(日) 

10:00-16:00 

第 20 回 学術総会(全国大会) ＜東京都＞ 

： タイム 24ビル 13F 研修室 134                     (東京都江東区青海 2-4-32) 

11月8日(日) 

10:00-16:00 

第 35 回 西日本支部学術集会 ＜福岡＞  

： エルガーラホール 7 階 中ホール                （福岡市中央区天神 1-4-2） 

11月22日(日) 

10:00-16:00 

第 56 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢石川開催｣  

： 石川県地場産業振興センター （予定）                （石川県金沢市鞍月 2-1） 

12月 6日(日) 

10:00-16:00 

第 57 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢名古屋開催｣  

： 名古屋企業福祉会館 6 階 ホール             （名古屋市中区大須 2-19-36） 

12月 13日(日) 

10:00-16:00 

第 58 回 超音波ハンズオンセミナー  初級編 ｢盛岡開催｣  

： マリオス盛岡地域交流センター18 階 181 会議室      （盛岡市盛岡駅西通 2-9-1） 

2021年（令和 3年） 

1 月17日(日) 

10:00-16:00 

第 59 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢大阪開催｣ 

： ツイン 21 MID ツインタワー 20 階 B 会議室        （大阪市中央区城見 2-1-61） 

2 月21日(日) 

10:00-16:00 

第 40 回 東日本支部学術集会 ＜東京＞ 

： タイム 24 ビル 13F 研修室 134                      (東京都江東区青海 2-4-32) 

3 月7日(日) 

  10:00-15:00   

第 60 回 超音波ハンズオンセミナー 初級編 ｢北海道開催｣       

： TKP 札幌カンファレンスセンター7 階 E  (札幌市中央区北３条西3-1-6 札幌小暮ビル) 

3 月14日(日) 

13:00-16:00  

第17回 学会認定資格 ｢基礎運動器系超音波技師｣ 試験 (東京都) (大阪府)   

： 東京会場→未定   大阪会場→未定                          

2020 年 4 月 20 日 現在 
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【5 号議案 2020 年度予算案】 

日本超音波骨軟組織学会 2020 年度予算案 

 

 

会計期間 2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

 

収入総額 12,340,000  基 金 合 計 4,200,000 

経費総額 12,340,000  (繰越剰余金) △1,068,703 

当期純繰越金 0  (当期純繰越金) 0 

   繰越剰余金合計 △1,068,703 

   純資産合計 3,131,297 

     

収入内訳 金額 備考 

事業収入 12,110,000  

 入会金 820,000 正会員 162 名(@5,000 × 162 名),学生会員 10 名(＠1,000 × 10 名) 

 年会費 8,900,000 正会員 884 名(@10,000 × 884 名),学生会員 15 名(＠4,000 × 15 名) 

 参加費① 630,000 学術総会,学術集会 

 参加費② 420,000 フォローアップセミナー (@7000×60 名) 

 受講料 0 認定資格試験対策セミナー(旧教育セミナー中級編) 

 認定試験料 220,000 ｢基礎運動器系超音波技師｣,｢臨床運動器系超音波技師｣認定試験 

 学会収入 220,000 弁当代,資料販売,認定資格更新料など 

 賛助会会費 900,000 賛助会員 2 社 

雑収入 230,000  

 雑収入 230,000 利息,印税,他 

収入合計 12,340,000  

   

経費内訳 金額 備考 

事業費 4,961,000  

 会議費,接待交際費 140,000 評議員打ち合わせ等の会議費,接待交際費 

 会議弁当費 108,000 諸会議,総会等の弁当代 

 会場施設利用費 1,550,000 会場賃料 

 印刷費 1,500,000 学会誌･抄録集･案内状等の印刷料,コピーカウント料 

 研究奨励金 120,000 研究奨励金,学術総会優秀発表奨励金 

 講演料 223,000 学術総会,学術集会,中級編,フォローアップ等の講演料 

 役務手当 1,020,000 役員,講師,スタッフの役務手当(総会,学術集会等の日当) 

 査読料 300,000 論文,研究レポ-ト,教育セミナー中級編レポート等の査読料 

管理費 7,373,440  

 業務委託料 3,600,000 業務委託料(つくば事務局¥300,000/月) 

 旅費交通費 1,670,000 講演者･講師･役員等の旅費交通費 

 通信費 1,100,000 案内状･学会誌･会員証等の郵送代,電話代 

 機材運搬費 0 超音波機材,事務用品,備品等の運搬 

 事務用消耗品費 290,000 封筒,コピー用紙,消耗備品等 

 租税公課 20,000 印紙代,登記印紙代 

 支払手数料 300,000 郵便振替手数料,銀行振込手数料,登記変更手数料 

 サーバー管理費 213,440 サーバー管理費等¥81,440/年、HP 作成委託料 132,000/年 

 顧問料 108,000 税理士顧問料 

 法人税･事業税等 72,000  

予備費 5,560  

経費合計 12,340,000  
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＜2019 年度実績と 2020 年度予算案＞ 

収入
2019年度実績 2020年度予算案 増減 摘要
13,212,044 12,534,000 ▲ 678,044

入会金 1,062,000 860,000 ▲ 202,000 ※実績：正212名､学2名    予算案：正170名､学生10名
年会費 9,476,000 8,980,000 ▲ 496,000 ※実績：正944名､学9名    予算案：正892名､学生15名
参加費① 836,500 759,000 ▲ 77,500 学術集会､学術総会  ※実績：約361名  予算案：5/17西学術集会中止により前年実績より30%減253名で算定。

参加費② 420,000 420,000 0 フォローアップセミナー   ※実績：東京33名､大阪27名 合計60名 (@7,000) 予算案：前年実績にて算定。

受講料 210,000 175,000 ▲ 35,000 教育セミナー中級編　実績6名(東京6名、大阪中止) 　予算案:5名の見込みで算定。
認定試験料 90,000 220,000 130,000 ※実績：基礎7名@10,000､1名@5,000(再受験)※延期  臨床6名@15,000  予算案：基礎・前期延期含め15名､臨床 5名で算定｡

学会収入 217,544 220,000 2,456 弁当代､資料販売､資格更新料等     予算案：例年実績に加え、資格更新予定者は基礎39名@5,000､臨床2名で算定@8,000｡

賛助会会費 900,000 900,000 0 賛助会員2社    予算案：本多電子(株)様1口､㈱SSB社様2口で算定｡
288,370 230,000 ▲ 58,370

雑収入 288,370 230,000 ▲ 58,370 利息､印税 　予算案：､前年実績（552冊）より約20％DOWN（-110冊）を見込算定。@520×442冊=229,840｡

13,500,414 12,764,000 ▲ 736,414

支出
2019年度実績 2020年度予算案 増減

5,725,013 5,310,000 ▲ 415,013
会議費､接待交際費 96,254 170,000 73,746 評議委員打ち合わせの会議費、接待交際費  予算案：前年実績にロゴマーク謝礼金を加算。
会議弁当費 144,730 127,000 ▲ 17,730 諸会議､総会等の弁当代   予算案：5/17西日本学術集会相当分を減額して算定。
会場施設利用費 2,087,294 1,770,000 ▲ 317,294 会場賃料　  予算案：4/18、5/16理事会　5/17西日本学術集会を中止として算定。
印刷費 1,466,686 1,500,000 33,314 学会誌の印刷代及び学会抄録集､案内状､コピーカウント料     予算案：前年実績により算定｡
研究奨励金 200,000 120,000 ▲ 80,000 研究奨励金､学術総会優秀発表奨励金  予算案：今期は研究奨励金論文の応募が無い為､全国大会の表彰のみで算定｡

講演料 278,425 223,000 ▲ 55,425 学術総会､学術集会､中級等の講演料     予算案：5/17西学術集会相当分を減額して算定。
役務手当 1,201,624 1,100,000 ▲ 101,624 理事の役務手当(総会、学術集会等の日当)   予算案：5/17西学術集会を中止として算定。
査読料 250,000 300,000 50,000 前年度のレポート査読料    予算案：原著1題､研究ノート2題の査読を実施中。+例年の実績と合わせ増｡

8,508,659 7,453,440 ▲ 1,055,219
業務委託料 3,600,000 3,600,000 0 業務委託料(つくば事務局 300,000円/月)  予算案：前年実績より算定｡
旅費交通費 2,891,405 1,750,000 ▲ 1,141,405 講演者･講師･役員等の旅費交通費   　予算案：4/18,5/16理事会、5/17西日本学術集会を中止として算定。

通信費 1,091,204 1,100,000 8,796 案内状･学会誌･会員証･修了証等の郵送代   予算案：前年実績で算定。
機材運搬費（荷造運賃費） 0 0 0 超音波機材､事務用品､備品等の運搬    予算案：例年の実績より算定｡
事務用消耗品費 269,920 290,000 20,080 封筒及びコピー用紙代   予算案：備品購入予定もなく、例年実績により算定｡
租税公課 0 20,000 20,000 印紙代､登記印紙代   　予算案：役員登記の予定により算定｡
支払手数料 264,883 300,000 35,117 年会費の郵便振替手数料､銀行振込手数料、登記による手数料等　　 予算案： 例年の実績より算定｡

サーバー管理費 212,240 213,440 1,200 サーバー管理費等81,440円/年、HP作成委託料132,000/年 　予算案：前年実績より算定｡
顧問料 108,000 108,000 0 税理士顧問料　予算案：前年実績より算定｡
法人税･事業税等 71,007 72,000 993 ※赤字の累積が残っている為、今期も前年実績より算定｡

0 560 560
14,233,672 12,764,000 ▲ 1,469,672

資産の部
2019年度実績 2020年度予算案 増減 摘要

4,200,000 4,200,000
▲ 1,068,710 ▲ 1,068,710

繰越利益剰余金 ▲ 335,452 ▲ 1,068,710
当期純利益金 ▲ 733,258 0

3,131,290 3,131,290  純資産合計

勘定科目
事業費

管理費

予備費
当期経費合計

勘定科目
基金合計
繰越利益剰余金合計

当期収入合計

勘定科目
事業収入

雑収入
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【6 号議案 その他報告】 

1．2019 年度 認定資格試験対策セミナー(旧教育セミナー中級編), 認定資格試験実施報告 

2019 年度  認定資格試験対策セミナー               受講者 6 名,  修了者 6 名 

2019 年度  学会認定資格｢基礎運動器系超音波技師」 ※8名の受験申込があるが延期により未定 

2019 年度  学会認定資格｢臨床運動器系超音波技師｣   受験者 6 名,  合格者 1 名 

  

2.  2019 年度 フォローアップセミナー実施報告 

2019 年 6 月 22 日（土）15 時 00 分～21 時 00 分 大阪開催  27 名出席 

2019 年 9 月 7 日（土）15 時 00 分～21 時 00 分 東京開催  33 名出席 

 

3. 学会認定資格「臨床運動器系超音波技師」の実施報告 

第 6 回 学会認定資格「臨床運動器系超音波技師」試験（大阪開催） 

2019 年 10 月 26 日（土）17 時 00 分～21 時 00 分  

受験者数 6 名, 合格者 1 名 

 

≪過去実績≫ 

          第 1 回目(東京開催) 受験者数 15 名, 合格者 3 名 

第 2 回目(大阪開催) 受験者数 11 名, 合格者 2 名  

第 3 回目(東京開催) 受験者数  9 名, 合格者 2 名 

第 4 回目(大阪開催) 受験者数  3 名, 合格者 0 名 

第 5 回目(東京開催) 受験者数  5 名, 合格者 0 名 

第 6 回目(大阪開催) 受験者数  6 名, 合格者 1 名 

 

4．2020 年度 認定資格試験対策セミナー(旧教育セミナー中級編)の受講申し込み結果 

 

2020 年度は大阪会場での実施予定であったが、申し込み人数が開催要項の人数に 

満たなかった為、今期の認定資格試験対策セミナーは中止となりました｡ 

 

5．日本超音波骨軟組織学会認定 臨床運動器系超音波技師 受験要項の改定 

 

旧) 1.受験資格：3) 基礎運動器系超音波技師の資格試験を取得した後，全国大会， 

支部学術集会において 1 回以上の研究発表，症例報告を行ったもの 

 

    

  新) 1.受験資格：3) 基礎運動器系超音波技師の資格試験を取得した後，全国大会で 1 回以上， 

もしくは支部学術集会において 2 回以上の研究発表，症例報告を行ったもの 

 

6. 臨時総会の実施予定 

       ｢日本学術会議｣への登録を推進していく計画に関して、本学会の定款・会則の変更が必要と

なる事を受け、10 月 18 日に実施する 第 20 回学術総会(全国大会)に於いて、臨時総会の実施

を予定｡ 
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7. WEB セミナーの実施予定 

       この度、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の感染拡大による開催中止の措置に伴い、 

本学会では ＷＥＢでのセミナーを計画しております｡ ＷＥＢでのセミナー準備が整い次第、 

会員の皆様には改めてご案内申し上げます｡ 

 

8．学会ロゴマークの制定および学会誌の表紙デザインの変更 

       本定時総会の終結をもって下記のマークを本会のロゴマークと制定する｡ 

他、次号の学会誌（第 19 巻･第 2 号）より、表紙のデザインを下記の通りに変更とする｡ 

 

 

学会ロゴマーク 

 

 

 

学会表紙デザイン 

 

 

9. 会誌第 19 巻･第 2 号「2019 年度研究業績集」は、6 月下旬発刊の見込み｡ 

 


