
       日本軟骨代謝学会 定款 

 

第１章 総   則 
（名称） 

第 1 条 本会は，日本軟骨代謝学会と称する． 

（主たる事務所） 

第 2 条 1 本会は，主たる事務局を〒466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65，名古屋大学医学部 

整形外科学教室に置く． 

2 本会は，理事会の決議により従たる事務局を必要な場所に置くことができる． 

（目的） 

第 3 条 本会は， 軟骨と関節疾患の研究の進歩及び発展を図ることを目的とする． 

（事業） 

第 4 条 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う． 

(1) 学術集会の開催 

(2) 機関誌，図書その他の刊行 

(3) 国際的な情報の収集と公開 

(4) その他，本会の目的達成に必要な事業 

（機関） 

第 5 条 本会には， 評議員， 評議員会及び理事のほか， 理事会， 監事及び会員総会を置く． 

 

第２章 会員及び評議員 

（会員） 

第 6 条 本会の会員は，次のとおりとする． 

(1) 正会員     本会の目的に賛同する個人 

(2) 賛助会員  本会の事業を賛助するために理事会の承認を受けて入会した個人又は団体 

(3) 学生会員  本会の目的に賛同する学部学生，および大学院生，またはこれに準ずる者 

(4) 名誉会員  本会に特に功績があった者で，理事会，評議員会で推薦され，総会で承認された者 

(5) 特別会員  軟骨や関節疾患又はこれに関連する分野において造詣が深く，理事会の推薦をうけた 

者 

（評議員） 

第 7 条 1  評議員は，次項に定める条件を備えた会員の中から第 3 項に定める方法で選考され，理事会の 

選考を経て，評議員会の承認を受けることによって選出される． 

2  会員が評議員に選出されるには， 次の条件を全て満たさなければならない． 

(1) 正会員であること 

(2) 軟骨や関節疾患又はこれに関連する研究に関して顕著な業績及び実績をいずれも有すること 

(3) 医学および関連の自然科学を通じて社会に多大な貢献を行っていること 

3  理事会は， 前項の条件を満たした会員の中から， その決議によって評議員を選考する． 

4  前3項のほか評議員の選出に関する事項で本定款に定めのない事項については， 理事会の 

決議により別に定める． 

（入会） 

第 8 条 本会の正会員， 賛助会員として入会しようとする者は， 理事会において別に定めるところにより 

申し込み， 理事会の承認を受けなければならない． 

（会費） 

第 9 条 1 本会の年会費は次のように定め，毎年支払うものとする． 

(1) 正会員        5，000円 

(2) 賛助会員  100，000円 

(3) 学生会員     3，000円 

(4) 名誉会員  会費を免除する 

(5) 特別会員  会費を免除する 

2 会員は，支払い済みの会費については，理由の如何を問わずその返還を諮求することが 

できないものとする． 

（資格喪失） 

第10条 1 会員は， 次の各号の1つに該当するときは， その資格を喪失する． 

(1) 自己の意思で退会したとき 

(2) 除名されたとき 



(3) 3年分以上会費等を滞納したとき（なお、2年間会費を滞納した場合は会誌等の発送を中止する）  

2 評議員は，前項各号の1つに該当するときのほか，次の各号の1つに該当するに至ったときは、 

               その資格を喪失する． 

(1) 評議員となった日から 4 年以内に終了する事業年度のうち最終の定時評議員会が終結したとき 

(2) 年齢が65歳となったとき，尚継続して評議員の活動に意思表明があった者については，７０才まで

継続してこの活動を認める 

3 本会は， 前項第1号によって資格を喪失する評議員を， 第７条の規定によって評議員に選出する 

ことができる．  この場合において当該評議員は， 引き続き評議員となる意思を有しない場合を 

除き， 第７条第1項の評議員会の承認があった日に新たに評議員になったものとみなす． 

4 前項第2号によって資格を喪失する評議員は， 意思確認後、70歳までの延長は認める．  

同項第1号の事由が生じる日までの間， 評議員の資格を継続させることができる． 

（自己の意思による退会） 

第11条  会員は， 理事会において別に定めるところの届け出により， 任意に退会することができる． 

（除名） 

第12条 1  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは， 評議員会は特別決議によって当該会員を除名 

することができる． 

(1) 本定款その他の規則に違反したとき 

(2) 本会の名誉を傷つけ， 又は目的に反する行為をしたとき 

(3) 本会の会員としての義務に違反し， かつその程度が著しいとき 

(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき 

2 前項の除名決議があったときは， 本人に通知するものとする． 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第13条 1  会員が前12条の規定によりその資格を喪失したときは， 本会に対する会員としての権利 を失い， 

義務を免れる．ただし，未履行の義務は，これを免れることはできない． 

2 本会は，会員がその資格を喪失しても，既納の会費その他の拠出金品は，これを返還しない． 

 

第３章 評議員会及び総会 

（議決権） 

第14条  評議員は， 各1 個の議決権を有する． 

（評議員会の権限） 

第15条  評議員会は， 次の事項を決議する． 

(1) 各事業年度の事業報告及び決算 

(2) 役員の選任及び解任 

(3) 評議員の承認 

(4) 学術集会学会長の承認 

(5) 会員の除名 

(6) 会費の額 

(7) 役員の報酬の額又はその基準 

(8) 定款の変更 

(9) 解散 

(10) 理事会において評議員会に付議した事項 

(11) 前各号に定めるもののほか，法令に規定する事項及び本定款に定める事項 

（評議員会の種類及び開催） 

第16条  1 本会の評議員会は， 定時評議員会及び臨時評議員会の2 種類とする． 

2 定時評議員会は毎年 1 回， 毎事業年度終了後3 か月以内に開催する． 

3  臨時評議員会は，次のいずれかに該当する場合に開催する． 

(1) 理事会が開催決議をしたとき 

(2) 総評議員の10分の1  以上の評議員から， 会議に付議すべき事項及び理由を示して評議員会 

の招集が請求されたとき 

（評議員会の招集） 

第17条  1 評議員会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき学術集会会長が招集する．  

ただし，評議員全員の同意がある場合には，書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合 

を除き，その招集手続を省略することができる． 

2 評議員会の招集は，会議の日時，場所，目的事項を記載した書面をもって会日の1 週間前までに 

通知しなければならない．ただし，書面又は電磁的方法による表決ができる場合には2 週間前まで 

に通知しなければならない． 



（議長） 

第18条     評議員会の議長は，学術集会会長がこれに当たる．学術集会会長に事故があったときはあらかじめ理 

事会において定めた順序に従い，他の理事がこれに代わる． 

（定足数及び決議） 

第19条  1 評議員会の決議は，法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き，出席した評議員の議決権の 

過半数をもって行う． 

2 前項の規定にかかわらず， 次の決議は， 特別決議として， 総評議員の議決権の3 分の 2 以上に 

当たる多数をもって行う． 

(1) 定款の変更 

(2) 会員の除名 

(3) 監事の解任 

(4) 本会の解散 

(5) その他法令で定めた事項 

3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければ 

ならない．理事又は監事の候補者の合計数が，第２６条第1 項に定める員数を上回る場合には， 

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任する 

こととする． 

（議決権の代理行使） 

第20条     評議員会に出席できない評議員は，他の評議員を代理人として議決権を行使することができる． 

代理権の授与は，評議員会ごとにしなければならない． 

（決議及び報告の省略） 

第21条  1 理事又は評議員が評議員会の目的である事項について提案をした場合において，当該提案につき 

評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当該提案を可決する旨の 

評議員会の決議があったものとみなす． 

2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において，当該事項を 

評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の 

意思表示をしたときは，当該事項の評議員会への報告があったものとみなす． 

（議事録） 

第22条  1 評議員会の議事については，法令の定めるところにより議事録を作成し，これに議事の経過の要領 

及びその結果等を記載し，議長並びに出席した理事及び監事の内議長が指名した２名が署名又は 

記名押印し，こ れを10年間主たる事務所に保存する． 

2 評議員，理事，監事，当会の債権者その他の利害関係人は，理由を記した書面を提出してこれを 

閲覧することができる． 

（名簿） 

第23条    本会は評議員名簿を作成する． 

（評議員会巡営） 

第24条     評議員会の運営に関し必要な事項は，法令，定款に定めるもののほか理事会において定める評議 

員会運営内規による． 

（総会） 

第25条  1 毎年1 回，総会を開催する． 

2 学術集会会長は，総会に第15条に基づき評議員会で決議された事項を報告しなければならない．  

3 会員は総会において会の運営などに関し，意見を述べる事ができる． 

4 第16条及び第17条の規定は， 会員総会につき準用する． 

 

第４章 役   員 

（役員） 

第26条  1 本会に，次の役員を置く． 

(1) 理事  10名以上25名以内 

(2) 監事 1 名以上2 名以内 

2 理事及び監事は，理事会の決定を経て，評議員会の承認を得て選任する． 

（監事の職務権限） 

第27条    監事は，本会の活動及び財産を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する． 

（任期） 

第28条  1 理事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終の定時評議員会の終結の時 

までとする．ただし再任を妨げない． 

 



2 監事の任期は，選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終の定時評議員会終結の時 

までとする．ただし再任を妨げない． 

3 理事又は監事は，第26条第1 項に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により 

退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する． 

（解任） 

第29条    理事又は監事は，評議員会の決議によって解任することができる．ただし，監事を解任する場合は， 

評議員会の特別決議をもって行わなければならない． 

 

第５章 理 事 会 

（構成） 

第30条    理事会は， すべての理事をもって構成する． 

（権限） 

第31条    理事会は次の職務を行う． 

(1) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 

(2) 規則の制定，変更及び廃止に関する事項 

(3) 事業報告及び収支決算の承認 

(4) 事業計画及び収支予算の設定並びに変更 

(5) 理事および監事の推薦 

(6) 評議員の推薦 

(7) 学術集会学会長の推薦 

(8) 名誉会員，特別会員の推薦 

(9) 正会員，賛助会員および法人会員の承認 

(10) 理事の職務の執行の監督 

(11) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定 

（招集） 

第32条  1 理事会は，法令に別段の定めがある場合を除き，学術集会会長が招集する．ただし，理事及び 

監事の全員の同意がある場合には，その招集手続を省略することができる． 

2 理事は，会議の目的である事項を示して，理事会の招集を請求することができる． 

3 監事は，必要があると認めるときは，理事会の招集を請求することができる． 

（議長） 

第33条    理事会の議長は，学術集会会長がこれに当たる．学術集会会長に事故があったときは，議場において 

議長を選出する． 

（決議） 

第34条  1 理事会の決議は，本定款に別段の定めがある場合を除き，議決に加わることができる理事の過半数 

が出席し，その過半数をもって行う． 

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は，議決に加わることができない． 

（決議及び報告の省略） 

第35条  1 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，当該提案につき議決に 

加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当該 

提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす．ただし，監事が異議を述べたときは，  

この限りでない． 

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは，当該 

事項を理事会へ報告することを要しない． 

（議事録） 

第36条    理事会の議事については，法令の定めるところにより議事録を作成し，これに議事の経過の要領及び 

その結果等を記載し，議長並びに出席した理事及び監事の内、議長が指名した２名が署名又は記名押

印し，これを10年間主たる事務所に保存する． 

 

第６章 学術集会 

（学術集会及び学会長） 

第37条  1 本会は， 定款第 4 条第1項にもとづき，毎年1回， 日本軟骨代謝学会学術集会（以下「学術集会」 

という．）を開催する． 

2 学術集会に学術集会会長 1 名を置く． 

3 学術集会会長は，理事の中から，理事会の決定を経て，評議員会の承認を得て定める． 

4 学術集会の組織及び運営に関し必要な事項は，理事会の決議により別に定める． 

 



名誉会員内規 

第1条 当学会定款第6条4項に基づき，名誉会員に関 する内規を定める． 

第2条 日本軟骨代謝学会 名誉会員（以下名誉会員）は年齢満65歳 に逹した下記の会員の中から，理事会の

決定を経て，評議員会の承認を得た者に，これを任命する． 

(1)学会会長，理事の経験のある者 

(2)その他学会に対し，顕著な功績のあった者 

第3条    名誉会員の任期は終身とする．ただし，名誉会員としてふさわしくない行為があると認められるときは， 

理事会，評議員会の議を経て名誉会員の称号を取り消すことができる． 

第4条  名誉会員は会費を免除される． 

第5条  名誉会員は評議員会の開催通知を受け，任意に出席することができる．また，学術集会会長の要請に 

より意見を開陳することができる．ただし，議決権は有しないものとする． 

第6条  この内規の改正は，理事会の決議により評議員会の承認を得て，会員総会に報告する． 

 

特別会員内規 

第1条 当学会定款第6条5項に基づき，特別会員に関する内規を定める． 

第2条 日本軟骨代謝学会特別会員（以下特別会員）は理事会の決定を経て，評議員会の承認を得た者に，これ

を任命する． 

第3条 特別会員は会費を免除される． 

第4条 特別会員は評議員会の開催通知を受け，任意に出席することができる． また，学術集会会長の要請に 

より意見を開陳することができる．ただし，議決権は有しないものとする， 

第5条 この内規の改正は，理事会の決議により評議員会の承認を得て，会員総会に報告する． 

 

理事・監事選出内規 

第1条 理事・監事候補者は以下の要件を満たすものとする． 

(1) 評議員である者 

(2) 理事により推薦された者 

第2条 理事・監事は，理事会の決定を経て，評議員会の承認を得て選任する． 

 

評議員選出内規 

第1条 当学会定款第7条4項に基づき，評議員 の選出に関する内規を定める． 

第2条 評議員候補者は定款第7条2項に定める以下の要件を満たすものとする． 

(1) 原則として卒後15年以上の正会員であること． 

(2) 顕著 な業績とは最近10年間 の軟骨と関節疾患の研究に関する発表（講演を含め 5 回以上，学会

発表のうち1回以上は本学会での発表，いずれ も筆頭演者であることを要 しない） 

(3) 顕著な実績とは本学会ならびに軟骨と関節疾患に関する他学会の役員，評議員，委員会委員，座

長などである． 

(4) 社会的貢献とは，相応の役職（例えば，主任教授，部長，医長など）と共にその見識・人柄や国内

外学会での発表・発言（質疑応答）の内容などにより，総合的に評価・判断 されるものである． 

第3条 評議員候補者の推薦方法は，次の資料を添えて当該年度学術集会の2か月前までに 本学会事務局に 

提出する． 

(1) 理事の推薦状 

(2) 主要経歴 

(3) 軟骨と関節疾患に関する主要業績目録 

第4条 評議員を4年間継続した時点で，さらに評議員を継続 する場合には， 原則として評議員であった期間の

業績および実績について理事会による資格継続審査を受けることとする． 

第5条 評議員であることを辞退する場合は，本人が学術集会会長に書面で申し出る． 

第6条 評議員においては会員除名項目である定款第12条第1項第4号 の「その他除名すべき正当な事由」に次

の事由を含むものとする． 

(1) 評議員資格継続に関する審査基準に抵触した場合． 

(2) 評議員会に相応の理由な く3年連続欠席した場合． 

第7条 評議員は任期途中で65歳を迎えた場合，定款10条4項に基づき， 任期終了まで評議員を継続する． 

第8条 この内規の改正は，理事会の決議により評議員会の承認を得て，会員総会に報告する． 
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