
一般社団法人国立医療学会 定期社員総会・評議員会議事録 

 

平成２６年６月６日（金）午後４時００分より、東京都目黒区東が丘２丁目５番２

１号の独立行政法人国立病院機構本部２階大会議室において、定期社員総会・評議員

会を開催した。 

 

 社員総数４３名 出席社員４３名（うち代理権の授与を行った社員２６名） 

（出席理事の氏名 梅田珠実、上池渉、川井充、桐野髙明、楠岡英雄、武田純三、

田所慶一、直江知樹、久部洋子、堀田知光、村上優、村中光） 

（出席監事の氏名 瀬戸昭則） 

 

上記のとおり定足数に足る社員の出席があり、本定期社員総会・評議員会は適法に

成立したので、理事長 桐野髙明が議長となり開会を宣するとともに、直ちに議案の

審議に入った。 

 

 

第１号議案 評議員の選任について 

議長が出席社員に諮ったところ、理事会推薦のとおり満場一致で承認可決した。 

氏  名 所   属 役職名 

阿部 容久 国立がん研究センター 診療放射線技師長 

五十嵐 隆 国立成育医療研究センター 理事長 

石川 秀俊 国立病院機構災害医療センター 理学療法士長 

庵原 俊昭 国立病院機構三重病院 院長 

岩永 知秋 国立病院機構福岡病院 院長 

梅田 珠実 国立病院機構本部 医務担当理事 

江頭 有一 国立病院機構東埼玉病院 栄養管理室長 

及川 奈美 国立病院機構東京医療センター 作業療法士長 

大島 久二 国立病院機構東京医療センター  副院長 

岡田 久香 国立病院機構岡山医療センター  看護部長 



小川 惠子 国立病院機構名古屋医療センター 看護部長 

春日 雅人 国際医療研究センター 理事長 

上池 渉 国立病院機構呉医療センター 院長 

川井 充 国立病院機構東埼玉病院  院長 

桐野 髙明 国立病院機構本部 理事長 

楠岡 英雄 国立病院機構大阪医療センター 院長 

工藤 一大 国立病院機構横浜医療センター 院長 

小松崎 知子 国立病院機構東京病院 看護部長 

近藤 健 国立病院機構名古屋医療センター 副院長 

齊藤 未利子 国立病院機構千葉医療センター 副学校長 

島津 章 国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター長 

瀬戸 昭則 国立病院機構東京医療センター 事務部長 

宗田 良 国立病院機構南岡山医療センター 院長 

武田 純三 国立病院機構東京医療センター 院長 

田所 慶一 国立病院機構仙台医療センター 院長 

鴇田 民子 国立病院機構仙台医療センター 看護部長 

冨澤 達 国立病院機構別府医療センター 薬剤科長 

内藤 博昭 国立循環器病研究センター 病院長 

直江 知樹 国立病院機構名古屋医療センター 院長 

中井 國雄 国立病院機構南和歌山医療センター 院長 

永島 妙子 国立病院機構九州医療センター 看護部長 

原田 敦 国立長寿医療研究センター 病院長 

樋口 輝彦 国立精神･神経医療研究センター 理事長 



久部 洋子 国立病院機構東京医療センター 副院長 

藤田 邦雄 国立療養所長島愛生園 園長 

堀田 知光 国立がん研究センター 理事長 

村上 優 国立病院機構琉球病院 院長 

村中 光 国立病院機構九州医療センター 院長 

森本 保 国立病院機構三重中央医療センター 院長 

山岸 文雄  国立病院機構千葉東病院  院長 

吉田 和浩 国立病院機構横浜医療センター 臨床検査技師長 

和賀 忍 国立病院機構青森病院 院長 

渡津 千代子 国立病院機構大阪医療センター 看護部長 

 

 

第２号議案 理事の選任について 

議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。なお、被

選任者は、席上でその就任を承諾した。 

氏  名 所   属 役職名 

梅田 珠実 国立病院機構本部 医務担当理事 

春日 雅人 国立国際医療研究センター 理事長 

上池 渉 国立病院機構呉医療センター 院長 

川井 充 国立病院機構東埼玉病院 院長 

桐野 髙明 国立病院機構 理事長 

楠岡 英雄 国立病院機構大阪医療センター 院長 

近藤 健 国立病院機構名古屋医療センター 副院長 

武田 純三  国立病院機構東京医療センター 院長 

田所 慶一 国立病院機構仙台医療センター 院長 



直江 知樹 国立病院機構名古屋医療センター 院長 

久部 洋子 国立病院機構東京医療センター 副院長 

堀田 知光 国立がん研究センター 理事長 

村上 優 国立病院機構琉球病院 院長 

村中 光 国立病院機構九州医療センター 院長 

 

 

第３号議案 監事の選任について 

 議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。なお、被

選任者は、席上でその就任を承諾した。 

氏  名 所   属 役職名 

庵原 俊昭 国立病院機構三重病院 院長 

瀬戸 昭則 国立病院機構東京医療センター 事務部長 

 

 

第４号議案 平成２５年度収支決算について 

 議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。 

 

 

第５号議案 議事録署名人の選任について 

 議長は定款施行細則第１２条に則り、議事録署名人として、武田純三、瀬戸昭則を

選任した旨議事に諮ったところ、満場一致で可決承認した。 

 

 

報告事項 編集委員について 

 事務局より人事異動等に伴う編集委員の変更について報告があった。 

 

報告事項 職種別会員数・評議員数について 

 事務局より職種別会員数・評議員数について報告があった。 

 

報告事項 第 69 回国立病院総合医学会日程等の変更について 

 事務局より第 69 回国立病院総合医学会日程等の変更について報告があった。 



以上をもって本日の議事が終了したので、午後４時２０分、定期社員総会・評議員

会は閉会した。 

 

 

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長

及び出席社員の中から議長により選任された議事録署名人２名はこれに記名押印す

る。 

 

 

 

 

平成２６年６月６日 

 

一般社団法人国立医療学会 定期社員総会・評議員会 

 

 

議  長             桐野 髙明 

 

 

出席社員             武田 純三 

 

 

出席社員             瀬戸 昭則 

 

 

（この議事録の作成に係る職務を行った者 事務局 佐藤 康一郎） 


