
第 66 回 日本赤十字社診療放射線技師会 定期総会議事録 

 

1．日 時：令和元年 5 月 31 日（金）15：30～17：00 

2．場 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム ホール D－5 

3．出席者：日本赤十字社診療放射線技師会 会員 139 名 

4．議事録作成人 事務局常任理事 大竹 覚 

5．総会次第 

（1）開会の辞 

（2）会長挨拶 

（3）表  彰 

（4）総会議事運営報告 

（5）議長選出 

（6）議事録署名人選出、採決係り任命 

（7）議事 

      第一号議案  平成 30 年度事業経過報告 

      第二号議案  平成 30 年度決算報告 

      第三号議案  平成 30 年度監査報告 

      第四号議案  平成 31 年度事業計画（案） 

      第五号議案  平成 31 年度予算計画（案） 

      第六号議案  その他 

（8）議長解任 

（9）閉会の辞 

 

 総会次第に基づいて開会の辞、安彦会長の挨拶のあと議事審議へと続いた。 

・ 表彰式は委員長の中山理事により執り行われ、功労賞 29 名、奨励賞 2 名、施設奨励賞

4 施設が表彰された。                   

※功労賞被表彰者 29 名                    (敬称略、順不同) 

（旭 川）東堂 剛三 （栗 山）大野 修 （石 巻）嶋田 雅博 

（水 戸）山縣 徳治 （芳 賀）武藤 美子 （足 利）中里 明 

（さいたま）市川 誠二 （小 川）小林 教浩 （みなと）宮沢 明 

（長 岡）入澤 佳弘 （長 岡）田村 博文 （長 岡）地崎 純一 

（安曇野）茅野 充治 （下伊那）伊藤 保 （高 山）中田 幸博 

（名 一）筒井 倫雄 （名 一）大西 勝治 （名 二）黒木 荘八 

（伊 勢）中野 和彦 （長 浜）橋本 清和 （京 二）木村 嘉則 

（鳥 取）磯見 正美 （松 江）岡 俊一 （岡 山）梶谷 努 
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（高 松）高橋 徹 （高 松）安部 淳子 （唐 津）平田 一英 

（熊 本）濱田 勝徳 （熊 本）耕 仁征 

※奨励賞被表彰者  2 名 

（石 巻）及川 林 （神 戸）小川 宗久 

※奨励賞被表彰施設 4 施設 

石巻赤十字病院 ･ 高山赤十字病院 ･ 日本赤十字社和歌山医療センター 

広島赤十字・原爆病院 

 

・ 総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の大竹理事より行われた。 

  本日の出席者 139 名、委任状提出者 1,373 名、合計 1,512 名を確認し、会則第 20 条に

基づき本総会は成立と報告された。 

・ 議長選出について会場より立候補がないため、執行部から姫路赤十字病院 井手 充浩 

氏、高槻赤十字病院 松原 健夫 氏の 2 名が推薦され拍手をもって承認された。 

・ 議長から議事録署名人 2 名・採決質疑記録係 2 名が任命され、拍手をもって承認され

た。議事録署名人に、秋田赤十字病院 三浦 司 氏、福島赤十字病院 海藤 隆紀 氏。         

  採決質疑記録係に、神戸赤十字病院 福嶋 英人 氏、高知赤十字病院 小松 悠哉 氏。 

・ 議長井手 氏の進行により議事に入った。（第一号議案から第三号議案） 

 

1．第一号議案から第三号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により採決に入った。 

※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第一号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第二号議案は全会一致で可決された。 

 委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第三号議案は全会一致で可決された。 

 委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

 

議長を松原氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第六号議案） 

2．第四号議案および第五号議案について執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により採決に入った。 

※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第四号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第五号議案は全会一致で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 
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3．第六号議案について正者副会長より報告。 

（①表彰規程改正について、②会費納入規約改正案について） 

※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 139）。第六号議案は賛成多数で可決された。 

     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,512） 

 

以上にて議事を全て終了し議長は解任され、閉会の辞のあと総会は終了となった。 

以上 

 

議事の経過概要並びに結果を明確にするため本議事録を作成し，議事録署名人及び議長

は次のとおり署名押印する。 

令和元年 7 月 1 日  

 

                  議事録署名人 

 

           三浦  司     ㊞  

 

         海藤  隆紀    ㊞  

 

定期総会議長 

 

       井手 充浩   ㊞  

 

       松原 健夫   ㊞  
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