
2020年度 赤ちゃん成育ネットワーク総会の議案 

 

2020年 3月 31日 

新型コロナウイルス感染症患者が全国的に増加している状況をふまえ、2020年 3月 29日（日）

新大阪丸ビル別館 5F で開催を予定しておりました「2020 年度赤ちゃん成育ネットワーク総会」

につきましては、ご参加いただく医師、コメディカル等の医療関係者の感染リスクを排除しきれ

ない可能性があり、リスクを避けることが重要と判断し、開催を中止することといたしました。 

つきましては当日、総会で提示する予定であった議案を提示いたしますので皆様の賛否をお伺

いいたします。同封の葉書に賛否を記載していただき、投函をお願いします。 

会長 堺 武男 

 

【総会議案】 

第 1号議案：2019年度決算報告 

資料 1 

 

第 2号議案：監査報告 

１．2019年度赤ちゃん成育ネットワーク収支決算 

上記決算につき監査したところ、適正妥当なるものと認めます。 

2020年 3月 31日 

監事 東保裕の介                  

監事 金原洋治                  

 

第 3号議案：赤ちゃん成育ネットワーク 2019年度事業報告（2019年 1月～12月） 

１． 総会開催：2019年 3月 24日（恩賜財団母子愛育会 4階研修室） 

２． 研修フォーラム開催：2019年 3月 24日（恩賜財団母子愛育会 4階研修室） 

３． 世話人会開催 

第 1回：2019年 3月 24日（恩賜財団母子愛育会 4階研修室） 

第 2回：2019年 6月 30日（AP東京丸の内 I(アイ)ルーム） 

第 3回：2019年 11月 3日（新大阪丸ビル別館） 

４． 会報 21号発行：2019年 2月 

５． ニュースレター作成 

10月に会員に配布した。 

６． ホームページ更新 

内容の整理、更新作業を行った。 

７． 11 月 28 日に鹿児島県で開催された新生児成育医学会・新生児看護学会合同シンポジウ

ム「NICU退院児のインタクトライフを支える」 

堺武男：「赤ちゃん成育ネットワークの紹介とその役割」 

８． 各委員会の開催 

  



第 4号議案：新会長の選出 

2019年 6月 30日に開催された第 2回世話人会において長谷川 功先生が次期会長に推薦され

た。 

 

第 5号議案：赤ちゃん成育ネットワーク 2020年度事業計画（2020年 1月～12月） 

１． 総会開催：2020年 3月 29日（新大阪丸ビル別館 5F） 

２． 研修フォーラム開催：2020年 3月 29日（新大阪丸ビル別館 5F） 

３． 世話人会開催 3回：2020年 3月 29日、6月頃（東京：予定）、10-11月頃 

４． 会報発行１回 

５． ニュースレター発行  

６． ホームページ整備、改訂の継続 

７． 各委員会開催 

８． 関係機関との連携 

 

第 6号議案：2020年度予算案 

別紙参照 

 

第 7号議案：会則の変更 

1．第 4 条【事務局】 

（旧）事務局を福岡県柳川大和町中島 1054-2「藤野医院」内におく。 

（新）事務局を山口県宇部市上町 1-6-16「金子小児科」内におく。 

2．第 11 条【顧問】 

（旧）顧問は会の活動についてアドバイスし、その任期について制限はない。 

（新）世話人会は会長経験者の中から顧問を選ぶことが出来る。 

顧問は会の活動についてアドバイスし、その任期について制限はない。 

3．細則の追加 

4条（名誉会員）  

世話人会は世話人経験者で 80歳以上となった会員のなかから名誉会員を選ぶことが出来る 

5条（世話人の定年） 

世話人の定年を 77歳と定める。 

 

 

  



【報告事項】 

1．新役員の報告 

氏名 役職・所属部会  

新津 直樹 顧問 

堺 武男 顧問 

長谷川 功 会長 

南 宏尚 副会長、新生児医療連絡会会長 

藤野 浩 副会長・周産期からの子育て支援委員会 

金子 淳子 事務局長 

古賀 亮一 会計・周産期からの子育て支援委員会 

東保 裕の介 監事 

金原 洋治 監事 

稲持 英樹 周産期からの子育て支援委員会（委員長）・研修フォーラム委員会 

村瀬 真紀 周産期からの子育て支援委員会（副委員長） 

橋本 和廣 周産期からの子育て支援委員会 

南條 浩輝 周産期からの子育て支援委員会 

吉田 雄司 周産期からの子育て支援委員会 

桑原 勲 周産期からの子育て支援委員会 

高田 慶応 周産期からの子育て支援委員会 

藤井 雅世 ホームページ委員会（委員長）・事務局長補佐 

木原 美奈子 ホームページ委員会（副委員長） 

藤岡 雅司 研修フォーラム委員会（委員長） 

田川 正人 研修フォーラム委員会（副委員長） 

犬飼 和久 研修フォーラム委員会・周産期からの子育て支援委員会 

村上 直樹 研修フォーラム委員会 

飯藤 順一 研修フォーラム委員会 

岩崎 志穂 会報編集委員会（委員長） 

佐久間 泉 会報編集委員会（副委員長） 

小口 弘毅 会報編集委員会 

杉浦 正俊 連携（新生児医療連絡会） 

渡辺 洋子 国際活動・連携（行政） 

吉永 陽一郎 連携（日本外来小児科学会） 

峯 真人   

竹内 真弓   

渡辺 眞史   

網塚 貴介   

荒木 俊介   

 



 2.庶務報告 

１.入退会、役員体制について  

①入退会について（2019年 11月 3日以降） 

  新入会員 

1. 川目 裕先生（東京慈恵会医科大学病院 遺伝科） 

2. 関 和男先生（横浜市立大学病院 NICU：神奈川県横浜市） 

3. 津村 久美先生（くみ小児科：島根県出雲市)  

4. 一島 栄美子さん（亀田総合病院 NICU看護師：千葉県鴨川市） 

5. 川口 千春先生（大和高田市立病院小児科：奈良県大和高田市） 

 

   

退会者 

1. 飯谷 秀美先生（いいたに小児科：大阪府河内長野市） 

2. 今井 丈英先生（日本医科大学多摩永山病院小児科：東京都多摩市） 

3. 山口 直人先生（心身障害児総合医療療育センター：東京都板橋区） 

4. 向後 丈英先生（八街こどもクリニック：千葉県八街市） 

 

2020年 3月 31日現在の総会員数 201 名   

 

2.会費納入状況 

  医療機関開設者  6.000円×129名 774.000円 

  それ以外  3.000円×37名 111.000円 

  過年度分  132.000円 

  過払い分  2.000円 

  合計  1.019.000円 

 

3.くまモン募金利用状況 

  資料 2 

 

 

 


