
 

平成 26年 3月 31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  白井 良雄 

 

 

平成 26-27年度代議員選挙結果のお知らせ 
 

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 1512票、有効票 1502票、無効票 10票 

 

得票数 氏  名 所  属 

東支部 

54 脇田 満 / ワキタ ミツル 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 

51 竹澤 理子 / タケザワ リコ 三井記念病院 

43 原 美津夫 / ハラ ミツオ 駿河台日本大学病院 

38 井合 律子 / イアイ リツコ がん研有明病院 

38 常名 政弘 / ジョウナ マサヒロ 東京大学医学部附属病院 

36 島野 志都子 / シマノ シツコ 東京医科歯科大学医学部附属病院 

32 平田 あかね / ヒラタ アカネ 東京女子医科大学東医療センター 

24 河合 昭人 / カワイ アキヒト 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 

19 三澤 慶樹 / ミサワ ヨシキ 東京大学医学部附属病院 

18 山崎 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 水野 美香 / ミズノ ミカ 城東社会保険病院 

18 山下 純一 / ヤマシタ ジュンイチ 日本医科大学付属病院 

西支部   

57 佐藤 英樹 / サトウ ヒデキ 杏林大学医学部付属病院 臨床検査部 

48 野口 浩明 / ノグチ ヒロアキ 公立昭和病院 

45 望月 健司 / モチヅキ ケンジ 東京医科大学八王子医療センター 

38 松田 一平 / マツダ イッペイ 日本医科大学多摩永山病院 

27 近藤 昌知 / コンドウ マサトモ 府中恵仁会病院 

25 寺島 照国 / テラジマ テルクニ 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 

22 二木 由里 / フタツギ ユリ 都立小児総合医療センター 

19 神保 明子 / ジンボ アキコ 公立昭和病院 

17 五十嵐 朋子 / イガラシ トモコ 都立多摩総合医療センター 

   

   

   

   

   



 

 

南支部   

71 後藤 文彦 / ゴトウ フミヒコ NTT東日本関東病院 

44 田中 克昌 / タナカ カツマサ 伊藤病院 

40 白石 典子 / シライシ ノリコ 北里大学北里研究所病院 

39 奥島 博美 / オクシマ ヒロミ 東京労災病院 

30 福良 英之 / フクラ ヒデユキ 自衛隊中央病院 

30 佐々木 泰信 / ササキ ヤスノブ NTT東日本関東病院 

28 植山 千加 / ウエヤマ チカ 立正佼成会附属佼成病院 

26 星 晴彦 / ホシ ハルヒコ 大森赤十字病院 

24 昆 雅士 / コン マサシ 東京都済生会中央病院 

22 宮下 三江子 / ミヤシタ ミエコ 関東中央病院 

19 岡部 悦子 / オカベ エツコ 世田谷区保健センター 

17 片岡 敏孝 / カタオカ トシタカ 浴風会病院 

   

北支部   

56 尾形 申弐 / オガタ シンジ 東京医科大学病院 

55 堀内 正志 / ホリウチ マサシ 東京都健康長寿医療センター 

39 市川 喜美子 / イチカワ キミコ 東京医科大学病院 

33 上前泊 智子 / ウエマエトマリ トモコ (株)アイル 板橋中央臨床検査研究所 

31 伊藤 里美 / イトウ サトミ 東京ほくと医療生活共同組合王子生協病院 

25 大澤 和彦 / オオサワ カズヒコ 順天堂医学部附属練馬病院 

24 関根 亨 / セキネ トオル 日本大学医学部附属板橋病院 

19 中山 真人 / ナカヤマ マヒト 東京保健会 病態生理研究所 

18 中尾 和城 / ナカオ カズキ 東京都医療保険協会練馬総合病院 

15 元吉 正巳 / モトヨシ マサミ 自宅 

13 上村 佑太 /カミムラ ユウタ 帝京大学医学部附属病院 

   

   

   

 

 

 


