
NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 

2021 年度通常総会議事録 

 

今回の総会は定款第 23 条に基づき理事長代行が招集し、対面ではなく第 24 条に基づき書

面、ファクシミリあるいは電磁的方法をもって表決が行われた。 

 

参加者数：会員総数 1048 名中書面表決 571 名 

 

1 第 1 号議案：役員(理事・監事)再任および新規理事候補の件 

 

表決者 571 名のうち 568 名の賛成をもって可決された。 

 

2021 年 6 月 22 日 

理事長代行 杉野吉則 

議事録署名人 理事 水谷 勝 

理事 富樫聖子 



NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 

2021年度総会議案書 

 

審議案件 

 

第 1号議案 役員(理事・監事)再任の件 

 

 現任役員の任期は、定款第 15条により本総会・理事会の終結を以て完了いた

します。そこで、先般、役員の皆様にご提出いただいた「役員再任承諾届出書」

をもとに再任案を作成いたします。同条に従い、再任後の任期は 2 年間となり

ます。 

すでに退任された鈴木雅雄理事の後任として、ぎふ綜合健診センターの髙橋

裕司先生、長谷川圭三理事の後任として、宮城県対がん協会の菅野宏之技師、

腰塚慎二理事の後任として、さいたま赤十字病院の大森正司技師が新規理事候

補として推挙されました。また、大類幸悦理事より退任の意向があり、後任と

して南東北総合病院の下山田明技師を推挙する案が運営委員会で審議・承認さ

れましたので、合わせてご審議のほど宜しくお願いいたします。 

 本議案は、定款第 13 条および第 22 条に従い総会案件として審議をお願いい

たします。 



2021年度(〜2022年度)NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構役員(表)

理事長 馬場　保昌 東京 退任 理事 北川　まゆみ 東京 再任

副理事長 杉野　吉則 東京 再任 理事 重松　綾 東京 再任

副理事長 八巻　悟郎 東京 再任 理事 高橋　伸之 北海道 再任

理事 入口　陽介 東京 再任 理事 稲葉　雅志 青森 再任

理事 吉田　諭史 東京 再任 理事 宮田　和則 新潟 再任

理事 安保　智典 北海道 再任 理事 西川　孝 三重 再任

理事 宮川　国久 長野 再任 理事 中谷　恒夫 富山 再任

理事 石川　勉 栃木 退任 理事 藤澤　靖 京都 再任

理事 中原　慶太 佐賀 再任 理事 中村　信美 山口 再任

理事 吉村　平 三重 退任 理事 板谷　充子 兵庫 再任

理事 丹羽　康正 愛知 再任 理事 前川　進 兵庫 再任

理事 萩原　武 北海道 再任 理事 芳野　克洋 大阪 再任

理事 仲村　明恒 東京 再任 理事 石川　祐三 広島 再任

理事 小田　丈二 東京 再任 理事 平　定一郎 岡山 再任

理事 水谷　勝 東京 再任 理事 中園　直幸 大阪 再任

理事 土亀　直俊 熊本 再任 理事 村上　誠一 山口 退任

理事 松川　正明 東京 再任 理事 村岡　勝美 千葉 再任

理事 剛崎　寛徳 東京 再任 理事 川上　哲弘 神奈川 再任

理事 丸山　保彦 静岡 退任 理事 柏木　秀樹 大阪 再任

理事 草加　勝康 岡山 退任 理事 石本　裕二 福岡 再任

理事 加藤　勝章 宮城 再任 理事 中村　祐二朗 東京 再任

理事 森田　秀祐 福岡 再任 理事 富樫　聖子 東京 再任

理事 松尾　祥弘 大阪 再任 理事 小牟田　学 北海道 再任

理事 伊藤　高広 奈良 再任 理事 松谷　基広 岩手 再任

理事 髙橋　裕司 岐阜 新任 理事 中村　真 神奈川 再任

理事 木村　俊雄 神奈川 再任 理事 鷲見　和幸 東京 再任

理事 佐藤　清二 東京 再任 理事 見本　真一 神奈川 再任

理事 鶴田　恭央 東京 再任 理事 菅野　宏之 宮城 新任

理事 浅田　栄一 東京 再任 理事 大森　正司 埼玉 新任

理事 岡田　義和 東京 再任 理事 下山田　明 福島 新任

理事 工藤　泰 東京 再任 監事 原田　容治 東京 再任

理事 福岡　良和 神奈川 再任 監事 小川　利政 大阪 再任


