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公益社団法人 日本小児保健協会 

令和 2年度社員総会議事録 
 

日時：令和 2年 5月 22日（金）15:00～15：20 

場所：日本小児保健協会会議室（東京都千代田区神田東松下町 12-1トナカイ神田タワー9階） 

出席理事及び監事： 

 理事 秋山 千枝子、小枝 達也、佐藤 清二、德村 光昭、平岩 幹男、渕上 達夫、

前田 美穗、山崎 嘉久、金子 一成、酒井 規夫、柳川 敏彦、花木 啓一、 

山下 裕史朗、森内 浩幸 

 監事 鈴木 順造、山縣 然太朗                                                                                            

欠席理事：東 寛、伊藤 悦朗、髙橋 勉、五十嵐 隆、田中 英一、長谷川 奉延、 

八木 信一、平山 雅浩、高田 哲、塚原 宏一、香美 祥二 

 

議事： ≪報告事項≫  

１．令和 2（2020）年度 事業計画 

２．令和 2（2020）年度 予算書 

３．令和元（2019）年度 事業報告 

４．その他 

（１）令和 2（2020）年度 協会活動助成 小児保健奨励賞の決定について 

≪審議事項≫ 

１．令和 2（2020）年度名誉会員の推薦について 

２．日本小児保健協会学術集会について 

３．令和元（2019）年度決算書案ならびに監査報告 

４．理事の選任 

５．監事の選任 

６．会長の選出 

 

《総会の成立》 

令和 2 年 5 月 22 日（金）日本小児保健協会会議室（東京都千代田区神田）において、

社員総数 178名のうち、出席者 160名（本人出席 21名、委任状出席 139名）で社員の過

半数以上に達したことにより総会は成立した。なお、新型コロナウイルス感染症に関す

る状況により、会議室での開催と同時にＷｅｂ会議での出席を勧奨した。議長は、代議員

の中から平岩幹男氏が選任され、議事を進行した。議事録署名人 2 名については、立候

補、推薦はなく、議長から鈴木順三（福島県）、山縣然太朗（山梨県）両代議員が指名さ

れ、承認が得られた。 

 

《挨 拶》 

開会に先立ち、秋山千枝子会長より挨拶がなされた。 
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《黙 祷》 

＊令和元年度中のご逝去について黙祷を捧げた。 

名誉会員 柳澤 正義（やなぎさわ まさよし） 先生 

名誉会員 小宮 弘毅（こみや ひろたけ） 先生 

岐阜県小児保健協会会長 深尾 敏幸（ふかお としゆき）先生 

 

≪報告事項≫＊報告事項について、秋山会長より説明がなされた。 

１．令和 2（2020）年度 事業計画 

 

２．令和 2（2020）年度 予算書 

 

３．令和元（2019）年度 事業報告 

 

４．その他 

（１）令和 2（2020）年度 協会活動助成 小児保健奨励賞の決定について 

＊例年、協会活動助成については総会終了後に表彰式を執り行っているが、今年度は新型コ

ロナウイルス感染症に関する状況により開催を控える。 

○研究助成 

1)論文執筆者名：北 洋輔 氏（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・

発達障害研究部／研究職） 

論文名：発達性読み書き障害の早期発見に向けた行動観察項目の開発 

掲載巻号：小児保健研究 第 78巻 3号 p.191～198 

種類：研究 

 

2)論文執筆者名：難波 知子 氏（川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科／研究職

/養護教諭） 

論文名：学校健康診断前保健調査票による胸郭異常スクリーニングの現状と課題解決モ

デルの提案 

掲載巻号：小児保健研究 第 78巻 5号 p.437～444 

種類：研究 

 

○小児保健・愛育会賞 

1)代表：長崎大学生命医科学域保健学専攻 代表者 森藤 香奈子 氏 

活動名：小児在宅医療ケア児の外出支援「トイレ貸して」運動 

推薦：長崎県小児保健協会 会長 森内 浩幸 氏 

 

2)代表：大山家族 代表者 長石 純一 氏 

活動名：小児糖尿病者を愛しみ育てる多職種連携の「大山家族」活動 

推薦：鳥取県小児保健協会 会長 花木 啓一 氏 
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≪審議事項≫ 

１．令和 2（2020）年度名誉会員の推薦について 

＊秋山会長より説明がなされた。理事会より下記の先生が推薦され、承認された。 

（石川県）小泉 晶一（こいずみ しょういち） 氏 

 

２．日本小児保健協会学術集会について 

＊秋山会長より説明がなされた。第 70回（令和 5（2023）年度）学術集会会頭として、理事

会より、小枝 達也（こえだ たつや） 先生が推薦され、承認された。 

 

３．令和元（2019）年度決算書案ならびに監査報告 

＊令和元年度決算書案について秋山会長より、また監査報告について鈴木順三監事より説明

がなされ、承認された。 

 

４．理事の選任 

＊議長より、本定時総会の終結をもって理事の任期が満了することに伴う令和 2 年度役

員改選について、理事候補者が 1 名ずつ読み上げられ、承認がとられた。下記の理事候

補者 24名についてそれぞれ出席社員の議決権の過半数の賛成があり、承認された。 

北海道ブロック  真部 淳 

東北ブロック 亀井 淳、 髙橋 勉 

関東ブロック 德村 光昭、前田 美穂、渕上 達夫、長谷川 奉延、 

 山縣 然太朗、小枝 達也、 内川 喜盛、張田 豊、三牧 正和 

北陸ブロック 越田 理恵 

中部ブロック 山崎 嘉久、平山 雅浩 

近畿ブロック 酒井 規夫、柳川 敏彦、桑田 弘美、金子 一成 

中国ブロック 花木 啓一、塚原 宏一 

四国ブロック 日下 隆 

九州・沖縄ブロック 山下 裕史朗、森内 浩幸 

（計２４名） 

 

５．監事の選任 

＊議長より、本定時総会の終結をもって監事の任期が満了することに伴う監事の選任に

ついて、代議員の岡明氏より東京都 秋山千枝子氏が、代議員の峯真人氏より埼玉県 並

木由美江氏が推薦されていることが説明され、出席社員の議決権の過半数の賛成により

承認された。 

 

６．会長の選出 

会長の選出は、総会終了後の新理事による理事会開催により決定されることとなった。  
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任期：令和2（2020）年5月22日～令和4（2022）年度改選まで 公益社団法人　日本小児保健協会 令和2年4月21日

ブロック名 都道府県 ブロック名 都道府県

伊藤　善也 今野　美紀 佐藤　洋子 滋賀県 桑田　弘美 楠　隆

続　晶子 真部　淳 児玉　荘一 小寺澤　敬子 高田　哲

青森県 荒井　宏治　 扇野　綾子 宅見　晃子 二宮　啓子 野中　路子

岩手県 亀井　淳 三浦　義孝 岡永　真由美 松田　宣子

宮城県 呉　繁夫 富澤　弥生 虻川　大樹 細井　創 松村　淳子 栗山　政憲

秋田県 高橋　勉 小泉　ひろみ 森本　昌史 川勝　秀一

山形県 清水　行敏 植田　紀美子 上野　昌江 大薗　恵一

福島県 鈴木　順造 細矢　光亮 金子　一成 酒井　規夫 佐藤　拓代

新潟県 齋藤　昭彦 住吉　智子 佐藤　勇 新宅　治夫 鈴木　裕子 田端　信忠

茨城県 青栁　直子 古池　雄治 廣原　紀恵 永井　利三郎 松本　小百合

栃木県 吉原　重美 浅井　秀実 奈良県 嶋　緑倫

群馬県 荒川　浩一 金泉　志保美 和歌山県 柳川　敏彦

峯　真人 平岩　幹男 木野田　昌彦 鳥取県 花木　啓一 前垣　義弘

並木　由美江 加藤　則子 岩田　富士彦 島根県 星野　弘太郎

小肩　敏江 森脇　浩一 浅井　澄代 岡田　あゆみ 脇　研自 尾内　一信

佐藤　好範 和田　靖之 舘野　昭彦 久保　俊英 塚原　宏一

中村　伸枝 石井　由美 今田　進 香西　克之 七木田　方美 祖父江　育子

下条　直樹 石通　宏行

秋山　千枝子 阿部　百合子 鮎沢　衛 山口県 田原　卓浩 長谷川　俊史

五十嵐　徹 泉　裕之 伊藤　保彦 徳島県 香美　祥二

井ノ口　美香子 内川　喜盛 及川　郁子 香川県 日下　隆 谷本　公重

岡　明 岡田　知雄 上石　晶子 愛媛県 井上　哲志

神川　晃 川﨑　洋子 草川　功 高知県 藤枝　幹也

小枝　達也 関口　進一郎 高瀬　真人 山下　裕史朗 坂口　祐助 吉永　陽一郎

高橋　孝雄 田久保　憲行 立花　泰夫 大賀　正一 梶原　康巨

田中　英一 土屋　正己 堤　ちはる 佐賀県 松尾　宗明

永田　智 長谷川　奉延 早川　潤 長崎県 森内　浩幸

早川　龍 原　光彦 張田　豊 熊本県 生田　まちよ

渕上　達夫 前田　美穂 三石　知左子 大分県 河野　幸治 井原　健二

三牧　正和 宮新　美智世 森岡　一朗 宮崎県 盛武　浩

山岸　敬幸 鹿児島県 根路銘　安仁 山﨑　要一

後藤　彰子 郡　建男 三宅　捷太 沖縄県 宮城　雅也 照屋　明美

横田　俊一郎 望月　博之 伊藤　秀一

髙宮　光 田中　千鶴子 山中　龍宏 　　　　　以上 178名

德村　光昭 有本　梓

山梨県 山縣　然太朗 池田　久剛

静岡県 北條　博厚 加治　正行 鈴木　和香子

富山県 嶋尾　智

石川県 越田　理恵 関　秀俊

福井県 津田　明美

長野県 稲葉　雄二 竹内　幸江

岐阜県 渡部　真奈美 中村　こず枝

浅野　みどり 伊藤　浩明 大西　文子

塩之谷　真弓 澁谷　いづみ 杉浦　太一

鈴木　孝太 堀田　法子 山崎　嘉久

三重県 平山　雅浩 落合　仁 梅本　正和

関東

埼玉県

千葉県

愛知県
中部

北陸

神奈川県

東京都

中国
岡山県

広島県

四国

九州・
沖縄

福岡県

東北

令和2（2020）年度改選　代議員候補者名簿

候補者氏名 候補者氏名

北海道 北海道

近畿

兵庫県

京都府

大阪府
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新理事名簿 

（任期：令和 2年 5月 22日～令和 4年度総会） 

 

北海道ブロック 真部 淳 

東北ブロック 亀井 淳、髙橋 勉 

関東ブロック 德村 光昭、前田 美穂、渕上 達夫、 

 長谷川 奉延、山縣 然太朗、小枝 達也、 

 内川 喜盛、張田 豊、三牧 正和 

北陸ブロック 越田 理恵 

中部ブロック 山崎 嘉久、平山 雅浩 

近畿ブロック 酒井 規夫、柳川 敏彦、桑田 弘美、金子 一成 

中国ブロック 花木 啓一、塚原 宏一 

四国ブロック 日下 隆 

九州・沖縄ブロック 山下 裕史朗、森内 浩幸 

（以上 24名） 

 

 

 

 

新監事名簿 

（任期：令和 2年 5月 22日～令和 4年度総会） 

秋山 千枝子 

並木 由美江 

（以上 2名） 
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令和 2年 5月 22日 

公益社団法人 日本小児保健協会 

 

 

 

               議    長    平岩 幹男       ㊞ 

 

 

               議事録署名人    鈴木 順造       ㊞ 

 

 

               議事録署名人    山縣 然太朗      ㊞ 

 


