日本臨床泌尿器科医会 20 周年記念事業
開催趣意書および寄付募集要項

日本臨床泌尿器科医会事務局

ご挨拶
謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は日本臨床泌尿

器科医会に格別のご配慮とご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、日本臨床泌尿器科医会は今年創立 20 周年を迎えます。それを受けまし
て、日本臨床泌尿器科医会では 20 周年記念事業を企画することになりまし
た。
1999 年大阪で開催された日泌総会時より日臨泌が主催することになり、初代
前川正信会長、第 2 代会長に吉田英機昭和大学教授、第 3 代会長に私が就任し
現在に至っております。かつて泌尿器科医の大半は大学を含む勤務医で占めら
れていましたが、泌尿器科単独での開業医も年々増加して、また高齢化社会に
向けて排尿、男性学の問題に取り組む社会的ニーズも出てき来ました。今後は
手術点数だけでなく泌尿器科の日常内科的診療についての保険診療に目を向け
ていく必要があると考えます。日臨泌は日常の一般泌尿器科診療の質と社会的
評価の向上、保険診療の充実と経済的社会的基盤の強化、充実であることを目
指しております。
20 周年記念事業を開催するにあたりまして、経費は最小限とした上で主に参
加費などで補う所存でございますが、諸経費高騰の折、また参加費徴収にも慣
例上限度があり、経費の一部を諸団体・諸会社などからの支援に頼らざるを得
ないのが実情です。近年の厳しい社会情勢の折に誠に恐縮ではございますが、
20 周年記念事業開催の意義にご理解をいただき、ご協力を賜りますよう謹んで
お願い申し上げます。本事業への趣旨をご高覧いただきまして、ご厚情賜りま
すよう重ねてお願い申し上げます。
まずは、略儀ながらお知らせ旁々お願い申し上げます。
謹白
平成 28 年 7 月吉日
日本臨床泌尿器科医会
会長

宮﨑

良春

寄付金募集要項
１． 寄付の名称
日本臨床泌尿器科医会 20 周年記念事業 寄付金
２． 寄付内容
①目標額：1,550,000 円
②寄付依頼対象先：医薬品機器メーカー・製薬メーカー・その他企業団体
③寄付期間：2016 年 3 月〜2017 年 5 月 31 日
④寄付の用途：日本臨床泌尿器科医会 20 周年記念事業
３． 寄付金の申込み方法
申し込み用紙に必要事項をご記入の上、ご郵送または FAX にてお申し込
み下さい。
寄付下さる方は、下記の口座にお振込をお願いいたします。
銀行名：池田泉州銀行
店番号：311（西宮北口支店）
口座番号：普通預金

145650

口座名：日本臨床泌尿器科医会

秋山喜久夫

口座名（カナ）：ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳﾋﾆﾖｳｷｶｲｶｲ

ｱｷﾔﾏｷｸｵ

４． 透明性ガイドラインについて
貴社が当事業に対しての寄付金等の費用に関して、公表することに同意し
ます。
５． 寄付に関してのお問い合わせ先
日本臨床泌尿器科医会事務局
〒662-0832 西宮市甲風園 1-10-11

秋山泌尿器科 内

FAX：0798-65-0863
E-mail：akiyamahinyoukika@cosmos.ocn.ne.jp

日本臨床泌尿器科医会 20 周年記念事業 収支予算案
《収入の部》
項

目

1 参加費

予算額
10,000

円×

200 名

2,000,000 円

2 補助金（本部より）

2,000,000 円

3 寄付金

1,550,000 円

収入合計

5,550,000 円

《支出の部》
項

目

予算額

1 準備費
打合せ会議費・雑費

500,000 円

2 当日運営費
会場費

700,000 円

機材費

400,000 円

看板費

150,000 円

人件費

250,000 円

招聘費

500,000 円

印刷費

300,000 円

通信費

150,000 円

事業委託費

500,000 円

雑費

100,000 円

懇親会費用
支出合計

10,000

円×

200 名

2,000,000 円
5,550,000 円
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日本臨床泌尿器科医会 規約
第1 章 総 則
（名称）
第1 条 本会は、日本臨床泌尿器科医会と称する。
（事務所）
第2 条 本会は、主たる事務所を兵庫県西宮市甲風園1 丁目10-11 中村ビル 3 階秋山泌尿器科内に置
く。
2. 本会は、総会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。
（目的）
第3 条 本会は、臨床泌尿器科学の発展と普及、ならびに泌尿器科医の生涯にわたる研鑽を通じて、そ
の診療の質と社会的評価の向上、経済的 基盤の強化に寄与することを目的とする。
（事業および事業部）
第4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行い必要に応じて事業部を設ける
（1）研究会、研修会及び講演会等の開催。 （学術部）
（2）泌尿器科及びその関連領域の保険医療の改善と情報提供。 （社会保険部）
（3）泌尿器科医療の向上と普及をつうじて福祉に貢献するための事業。 （医療対策部）
（4）会員の相互扶助および親睦を図るための企画。
（5）会報の発行とホームページの作成管理 （広報部）
（6）都道府県の泌尿器科医会や医師会泌尿器科分科会などとの連携と協力。
細則 都道府県の泌尿器科医会は、申し出があれば理事会、総会に諮り当会の支部となることが可
能である。支部役員の選出および任期は当該医会で決定する。
（7）勤務医会員の抱える諸問題の情報交換とその対策 （勤務医部会）
（8）財務管理と経理の合理的運用 （財務部）
（9）その他、本会の目的達成に必要な事業。

第2 章 会 員
（会員）
第5 条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する次の三者で構成する.
① 正会員 医師
② 特別会員
③ 賛助会員 正会員以外の法人またはそれに準ずる者
（入会）
第6 条 1. 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が定めた入会申込書により、会
長に申し込まなければならない。
2. 入会は、本会が定めた基準により理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知す

る。
3. 入会日は入会金および年会費を支払った年月日とする。
（会費等）
第7 条 会員は、総会において定められた入会金および年会費を納入しなければならない。ただし特別
会員はこのかぎりではない。
（資格の喪失）
第8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
（1）退会したとき。
（2）禁治産、準禁治産または破産の宣告を受けたとき。
（3）死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
（4）2 年以上年会費を滞納したとき。
（5）第10 条に基づき除名されたとき。
（退会）
第9 条 会員は理事会の議決を経て会長が定めた退会届を会長に提出して、任意に退会することができ
る。
（除名）
第10 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において4 分の3 以上の議決に基づき、除名す
ることができる。ただし、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）本会の規約または規則に違反したとき。
（2）本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
（拠出金品の不返還）
第11 条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金は、返還しない。

第3 章 役 員
（種類及び定数）
第12 条 1. 本会に、次の役員を置く。
理 事 16 人以上30 人以内
監 事 2 人又は3 人
2. 理事のうち、1 人を会長、4 人以内を副会長、1 人を専務理事、若干名を常務理事とす
る。
（選任等）
第13 条 1. 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において互選する。
3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事の1 人とその親族、その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を
越えてはならない。

5. 監事は、互いに親族、その他特別の利害関係にある者であってはならない。
（職務）
第14 条 1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があら
かじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4. 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
5. 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。
6. 監事は、次に掲げる業務を行う。
（1）会計を監査すること。
（2）理事の業務執行状況を監査すること。
（3）会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
（4）前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは 招集する
こと。
（任期）
第15 条 1. 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任または任期満了の後においても、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。
（解任）
第16 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において２分の１以上の議決に基づいて解任す
ることができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
（1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
（2）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ると認められるとき。
（報酬等）
第17 条 1. 役員は、有給とすることができる。ただし、当分の間は無給とする。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

第4 章 委員会
（諸委員会）
第18 条 1. 本会事業部に総務、広報、学術、社会保険、財務、医療対策、勤務医、の各委員会を置
き、必要に応じて他の委員会を設ける ことができる。
2. これらの委員長は会長が指名し理事会において決定する。
3. 委員の定数は委員会の役割に応じて決定し、指名後総会で承認を得る。
4. 任期は第15 条の役員の任期に準じる。

（都道府県委員会）
第19 条 各都道府県会員のなかから、原則として各1 名の委員の推薦を求め、都道府県委員会を設ける
ことができる。

第5 章 総 会
（種別）
第20 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2 種とする。
（構成）
第21 条 総会は会員をもって構成する。
（権能）
第22 条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
（1）事業計画及び収支予算についての事項。
（2）事業報告、及び収支決算についての事項。
（3）財産目録及び貸借対照表についての事項。
（4）その他、この医会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められたもの。
（開催）
第23 条 通常総会は毎年1 回開催する。
1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
（2）会員の5 分の1 以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
（3）第14 条第6 項第4 号の規定により監事から招集の請求があったとき。
（招集）
第24 条 総会は、会長が招集する。
1. 会長は前条第２項の規定による請求があったときはその請求のあった日から30日以内に臨時総会
を招集しなければならない。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
とも10日前までに通知しなければならない。
（議長）
第25 条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。
（定足数）
第26 条 総会は、会員の過半数の出席はなければ開会することができない。
（議決）
第27 条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。
（書面表決等）
第28 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面

をもって表決するか、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前２条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
（議事録）
第29 条 総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。
（1）日時及び場所
（2）会員の現在員数、出席者数（書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する
こと）
（3）開催目的、審議事項及び議決事項
（4）議事の経過の概要及びその結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長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、署名押印をしなけれ
ばならない。

第6 章 理 事 会
（構成）
第30 条 理事会は、理事をもって構成する。
（権能）
第31 条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
（1）総会に付議すべき事項
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
（種類及び開催）
第32 条 1.理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。
2. 通常理事会は、毎年２回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（1）会長が必要と認めたとき。
（2）理事現在数の3 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招集の請求があ
ったとき。
（3）第14 条第6 項第4 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
（招集）
第33 条 1. 理事会は会長が必要と認めるとき招集する。
2. 会長は、理事現在数の3 分の1 以上から会議の目的がある事項を記載した書面をもって招
集 の請求があったときは、その請求のあった日から14 日以内に理事会を招集しなければ
ならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。

（議長）
第34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
（理事会の定足数等）
第35 条 理事会には、第28 条ら第31 条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総
会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7 章 常任理事会
（構成）
第36 条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び監事をもって構成する。
（機能）
第37 条 常任理事会は、本来は理事会における審議に付されるべき事項のうち、次のような場合に審議
をおこなう。
（1）緊急を要するもの
（2）簡単なもの
（3）その他、会長が適当と認めたもの
（開催）
第38 条 常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催し、会長が召集する
（1）会長が必要と認めたとき
（2）他の理事、監事より請求があり、それを会長が認めたとき
（議決）
第39 条 常任理事会は構成員の2 分の1 以上の出席をもって成立し、過半数をもって決する。

第8 章 名誉会長及び顧問
（名誉会長及び顧問）
第40 条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2. 名誉会長は、会長に対し必要な助言を行う。
3. 顧問は、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
4. 顧問に関する事項は、総会の承認を経て会長が別に定める。
第9 章 財産及び会計
（財産の構成）
第41 条
本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
（1）入会金及び年会費
（2）寄付金品
（3）財産から生じる収入
（4）事業に伴う収入

（5）その他の収入
（財産の管理）
第42 条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
（経費の支弁）
第43 条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
（事業計画）
第44 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、
総会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
（暫定予算）
第45 条 1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理
事 会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
（事業報告及び決算）
第46 条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減
計画書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ
ならない。
（長期借入金）
第47 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
（会計年度）
第48 条 本会の会計年度は、毎年1 月1 日に始まり12 月31 日に終わる。

第10 章 事 務 局
（設置等）
第49 条
1. 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 会議の設定運営、諸規定の整備、渉外活動などを行う
5. 事務局長は財務部長を兼務する
（備付け帳簿及び書類）
第50 条 事務局には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
（1）規約
（2）理事、監事及びその他職員の名簿並びに履歴書
（3）会員名簿及び会員の異動に関する書類
（4）許可、認可等及び登記に関する書類

（5）規約に定める期間の議事に関する書類
（6）収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
（7）資産、負債及び正味財産の現状を示す書類
（8）その他必要な帳簿及び書類
第11 章 規約の変更及び解散
（規約の変更）
第51 条 この規約は総会において会員総数3 分の2 以上の議決を経なければ変更することができない。
（解散）
第52 条 本会は民法第68 条第1 項第2 号から第4 号まで及び第2 項第2 号の規定によるほか、総会に
おいて会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
（残余財産の処分）
第53 条 本館の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の3 分の2 の議決を経て、 本会
の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第12 章 補則
（委任）
第54 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定め
る。
（1998「平成10 年」.4.11）
年会費に関する細則
年会費は当分の間次のごとくとする
正会員、2,000 円。
特別会員、無料。
賛助会員、100,000 円。
2001 年（平成13 年）1 月1 日より年会費を次のごとく改正する。
正会員（開設者）、10,000 円。
正会員（勤務医、その他）、2,000 円。
賛助会員、100,000 円。
特別会員、無料。
（2000「平成12 年」.6.10 改正）
2011 年（平成23 年）1 月1 日より年会費を次のごとく改正する。
正会員（開設者）、20,000 円。
正会員（勤務医、その他）、3,000 円。
賛助会員、100,000 円。
特別会員、無料。
（2010「平成22 年」4.25 改正）

（退会者の再入会について）
第55 条 入会金を徴収する。金額はそれぞれの会費の未納分で最大3 年分
（2012 年「平成 25 年」4 月 28 日改正）
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