
 

2020 年 4月 1 日 

公益社団法人東京都臨床検査技師会 

会員各位 

 

選挙管理委員会    

委員長  神田 裕介 

 

2020、2021 年度代議員選挙結果の公示 
 

 

代議員選挙の結果、下記の方々が代議員に選出されました。 

総投票数 1324 票、有効票 1315 票、無効票 9 票 

期限切れの無効票 26 票 

記 

東支部 代議員定数：17 名 

当選者  

得票数 会員番号 氏名                              所属 

54 709040 梅原 翼   / ウメバラ ツバサ   公益財団法人がん研究会有明病院 

42   114323 常名 政弘  / ジョウナ マサヒロ  東京大学医学部附属病院   

42 138684 脇田 満   / ワキタ ミツル       順天堂大学医学部附属順天堂医院 

35 139673 三輪 佑果  / ミワ ユカ       社会福祉法人 三井記念病院 

27   630746 名倉 豊   / ナグラ ユタカ    東京大学医学部附属病院 

26   705962 星本 敦吉  / ホシモト アツキ   ライフエクステンション研究所付属 

                           永寿総合病院   

24 130652 原 美津夫  / ハラ ミツオ       日本大学病院 

23      138695 大竹 千晶  / オオタケ チアキ    東京都立墨東病院 

21      630954 山﨑 貴之  / ヤマザキ タカユキ   江戸川区医師会医療検査センター 

18      703568 武田 孝太  / タケダ コウタ    東京女子医科大学 東医療センター 

17 138719 小林 紘士  / コバヤシ ヒロト     日本医科大学付属病院 

17      134745 山本 美津代 / ヤマモト ミツヨ   朝日生命成人病研究所附属医院 

16      703667 伊藤 光弘  / イトウ ミツヒロ   がん感染症センター都立駒込病院 

14      630713 山下 純一  / ヤマシタ ジュンイチ 日本医科大学付属病院 

9       135514  中野 幸生  / ナカノ ユキオ    公益財団法人 結核予防会 

                           総合健診推進センター 

8       116352  金野 豊   / コンノ ユタカ    医療法人財団 健和会 柳原病院 

7       131500  重田 勝義  / シゲタ カツヨシ   自宅会員 

補欠当選者 

7       134062  湯川 千鶴子 / ユカワ チヅコ    社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 

  重田勝義氏と湯川千鶴子氏の得票数が同票であったため、選挙管理委員会の抽選により 

重田勝義氏を当選と確定しています。 



西支部 代議員定数：14 名 

当選者 

得票数 会員番号 氏名                              所属 

40   136051 坂井 範子  / サカイ ノリコ    杏林大学医学部付属病院 

27   701801 本山 拓也  / モトヤマ タクヤ   杏林大学医学部付属病院 

24   701821 梶 良太   / カジ リョウタ    東京医科大学八王子医療センター 

24      139623 嘉成 孝志  / カナリ タカシ    東京医科大学八王子医療センター 

21      630107 中島 亜紀子  / ナカジマ アキコ    日野市立病院 

21      138741 鳴海 武長  / ナルミ タケノブ   日本医科大学 多摩永山病院 

19      134206 水谷 奈津子 / ミズタニ ナツコ   杏林大学保健学部臨床検査技術学科 

17      139915  井登 佳子  / イトウ ヨシコ       東京都保健医療公社                  

多摩北部医療センター 

17   630054 陣場 貴之  / ジンバ タカユキ   武蔵野赤十字病院 

17   704825 引田 大智  / ヒキダ ダイチ    公立昭和病院 

13   711204 佐野 駿樹  / サノ トシキ     結核予防会 複十字病院 

12   138836 神保 明子  / ジンボ アキコ    公立昭和病院 

10   713136 沖倉 秀明  / オキクラ ヒデアキ  公立福生病院 

10   712107 犬飼 友哉  / イヌカイ トモヤ   青梅市立総合病院 

補欠当選者 

9    146513  仲倉 能毅  / ナカクラ ヨシタケ  東京都保健医療公社                  

多摩北部医療センター 

8       724371 栗山 聡奈  / クリヤマ サトナ   医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 

6    715310  萩野 千聖  / ハギノ チサト    医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南支部 代議員定数：16 名 

当選者 

得票数 会員番号 氏名                所属 

32   134685  髙野 小百合 / タカノ サユリ    社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 

28   124591 榎本 由美  / エノモト ユミ     東京慈恵会医科大学附属病院 

27      700610 畑田 和哉   / ハタダ カズヤ       伊藤病院 

26      084628 福良 英之    / フクラ ヒデユキ     陸上自衛隊衛生学校 

20      136785 大内 和真  / オオウチ カズマ   大森赤十字病院 

19      138232 杉山 邦男  / スギヤマ クニオ   東邦大学医療センター 大森病院 

18      139100 伊藤 ゆづる / イトウ ユヅル       NTT 東日本関東病院 

18      138068 佐藤 信博  / サトウ ノブヒロ   東邦大学医療センター 大森病院 

15      135910 佐々木 泰信 / ササキ ヤスノブ     NTT 東日本関東病院 

15      712284  萩原 健太  / ハギワラ ケンタ   東京労災病院 

15      135262  宮下 勉   / ミヤシタ ツトム   医療法人社団鴻鵠会 睦町クリニック 

13      632127  久保 有紀  / クボ ユキ      医療法人財団城南福祉医療協会 

                           大田病院 

12   134726 石川 真理  / イシカワ マリ    東京都立広尾病院 

12   717631 今田 大助  / イマダ ダイスケ   自衛隊中央病院 

11   725286 池浦 一聖  / イケウラ イッセイ  国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

11   139992 中村 晃英  / ナカムラ アキヒデ  新渡戸記念中野総合病院 

補欠当選者 

7       138830  片岡 敏孝  / カタオカ トシタカ  辻仲病院柏の葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北支部 代議員定数：19 名 

当選者 

得票数 会員番号 氏名                所属 

35 134791 市川 喜美子 / イチカワ キミコ     東京医科大学病院 

28   134157  北尾 幸男  / キタオ サチオ    日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

22   630250 中川 央充  / ナカガワ テルミチ   慶應義塾大学病院 

21   131765 西山 宏幸  / ニシヤマ ヒロユキ   日本大学医学部附属板橋病院 

17   714952 鈴木 隆臣    / スズキ タカオミ   東京ほくと医療生活協同組合 

王子生協病院 

16      138980 秋田 直美  / アキタ ナオミ       順天堂大学医学部附属練馬病院 

16      136002 黒田 雅顕  / クロダ マサアキ   帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科 

16      130529 平石 佳子  / ヒライシ ヨシコ   慶應義塾大学病院 

15      146512  難波 美津子 / ナンバ ミツコ    順天堂大学医学部附属練馬病院 

14   136729 田邊 晃子  / タナベ アキコ    慶應義塾大学病院 

13   630831 伊藤 葵   / イトウ アオイ    東京女子医科大学病院 

12      135324 今入 紀子  / イマイリ ノリコ   練馬区医師会医療健診センター 

11   136668 谷道 由美子 / タニミチ ユミコ   日本大学医学部附属板橋病院 

11   708871 松本 侑己  / マツモト ユウキ   日本大学医学部附属板橋病院 

10   136603 出野 健   / イデノ ケン     日本大学医学部附属板橋病院 

10      715565  坂本 舞   / サカモト マイ    日本大学医学部附属板橋病院 

10      704858  細羽 恵美子 / ホソバ エミコ    東京女子医科大学病院 

9    704126  石関 治   / イシゼキ オサム   日本大学医学部附属板橋病院 

8       139494 堀田 直   / ホッタ スナオ    医療法人社団博鳳会 敬愛病院 

補欠当選者 

6    137374  須崎 由美  / スザキ ユミ     東京電子専門学校 

6    131684 罇 正弘   / モタイ マサヒロ   練馬区健康部生活衛生課 

5       701803  大澤 健   / オオサワ タケシ   帝京大学医学部附属病院  

 

 

 

 

 

 

 

 


