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代議員選挙への投票のお願い 

先に郵送およびホームページにおいて 2 点周知させていただきましたが、そのうち 1 点目の、来年度

から公益社団法人へ移行することに伴う代議員候補者が以下のとおりとなりました。2点目の代議員選挙

への投票を改めてお願いいたします。                社団法人東京都臨床検査技師会 会長 下田勝二 

代議員候補者名簿 

選挙管理委員会委員長 白井 良雄 

代議員候補者の所属される支部※1ごとに表記しています。各支部の代議員定数を選出していただきます。 

選出方法 

投票用紙は同封の投票用葉書をお使いください。他の様式は無効となります。書き損じ等の場合選挙

管理委員会に問い合わせください。（tmamt-jimu@asahi-net.email.ne.jp） 

 投票用はがきに支部毎の定数枠を記載しています。投票する候補者の候補者番号を記入してくださ

い。番号の記入は、はっきりと書き示してください。 

候補者名簿（五十音順、敬称略） 

支部 
候補者 

番号 
氏 名 所 属 

第 1支部 

代議員数 

10 名 

北区 

板橋区 

豊島区 

練馬区 

新宿区 

都外 1/2 

１－１ 荒木 理絵/アラキ リエ 社会保険中央総合病院 

１－２ 市川  篤/イチカワ アツシ 東京女子医科大学附属病院 

１－３ 市川 喜美子/イチカワ キミコ 東京医科大学病院 

１－４ 伊藤 里美/イトウ サトミ 王子生協病院 

１－５ 上前泊 智子/ウエマエトマリ トモコ 株式会社アイル内 板橋中央臨床検査研究所 

１－６ 尾形 申弐/オガタ シンジ 東京医科大学病院 

１－７ 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 

１－８ 黒田 雅顕/クロダ マサアキ 自宅会員 

１－９ 里吉 和也/サトヨシ カズヤ 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部  

１－１０ 下口 和雄/シモグチ カズオ 日本大学医学部附属板橋病院 

１－１１ 富原 健/トミハラ タケシ 帝京大学医学部附属病院 

１－１２ 中村 香代子/ナカムラ カヨコ 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査科 

第 2支部 

代議員数 

11 名 

江戸川区 

葛飾区 

足立区 

荒川区 

墨田区 

江東区 

台東区 

千代田区 

中央区 

文京区 

島しょ部 

２－１ 浅野 直仁/アサノ ナオヒト 東京女子医科大学 東医療センター 

２－２ 岡崎 充宏/オカザキ ミツヒロ 東京大学医学部附属病院 

２－３ 小野 由可/オノ ユカ 社会福祉法人 三井記念病院   

２－４ 河合 昭人/カワイ アキト 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 

２－５ 三枝 義信/サエグサ ヨシノブ 東京逓信病院  

２－６ 竹澤 理子/タケザワ リコ 社会福祉法人 三井記念病院   

２－７ 中島 美奈/ナカシマ ミナ 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 

２－８ 西山 宏幸/ニシヤマ ヒロユキ 駿河台日本大学病院 

２－９ 原  美津夫/ハラ ミツオ 駿河台日本大学病院 

２－１０ 松本 文枝/マツモト フミエ 東京医科歯科大学医学部附属病院 

２－１１ 水野 美香/ミズノ ミカ 城東社会保険病院 

２－１２ 元吉 正巳/モトヨシ マサミ 自宅会員 

２－１３ 森 貴子/モリ タカコ 東京逓信病院  
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支部 
候補者 

番号 
氏 名 所 属 

第 3支部 

代議員数 

11 名 

大田区 

品川区 

港区 

世田谷区 

杉並区 

中野区 

渋谷区 

目黒区 

３－１ 大山 貴司/オオヤマ タカシ 東京都済生会中央病院 

３－２ 奥嶋 博美/オクシマ ヒロミ 東京労災病院 

３－３ 片岡 敏孝/カタオカ トシタカ 社会福祉法人浴風会 浴風会病院 

３－４ 片野 武司/カタノ タケシ ＮＴＴ東日本関東病院  

３－５ 後藤 文彦/ゴトウ フミヒコ ＮＴＴ東日本関東病院  

３－６ 三枝 太郎/サエグサ タロウ 東京都済生会中央病院 

３－７ 白石 典子/シライシ ノリコ 北里大学北里研究所病院 

３－８ 福良 英之/フクラ ヒデユキ 自衛隊中央病院 

３－９ 星 晴彦/ホシ ハルヒコ 大森赤十字病院 

３－１０ 宮下 勉/ミヤシタ ツトム 自宅会員 

３－１１ 宮下 三江子/ミヤシタ ミエコ 公立学校共済組合 関東中央病院 

３－１２ 村本 良三/ムラモト ヨシミ (財)心臓血管研究所付属病院 

第 4支部 

代議員数 

10 名 

都下 

(市町村) 

都外 1/2 

４－１ 阿部 裕明/アベ ヒロアキ 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 

４－２ 大藤 弥穂/オオフジ ミホ 杏林大学医学付属病院 

４－３ 小野瀬 志美/オノセ シミ 東京慈恵医科大学第三病院 

４－４ 蟹由 公子/カニユ キミコ 自宅会員 

４－５ 近藤 昌知/コンドウ マサトモ 府中恵仁会病院 

４－６ 司茂 幸英/シモ ユキヒデ 杏林大学保健学部 臨床検査技術科 

４－７ 神保 明子/ジンボ アキコ 公立昭和病院 

４－８ 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 

４－９ 中野 幸生/ナカノ ユキオ 結核予防会複十字病院 

４－１０ 野口 浩明/ノグチ ヒロアキ 公立昭和病院 

４－１１ 藤田 光広/フジタ ミツヒロ 公立阿伎留医療センタ－ 

４－１２ 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－ 

※1 支部：都臨技は、都内をこれまで 6 つの地区組織として区分してきました。平成 25 年度の新法人

移行に伴い 4 つの支部へ区分することとし、各支部の会員数は概ね 1,100 名となります。各支部より選

出された代議員（正会員 100 人に一人の割合）が法人の“社員”となり、定款の変更や理事及び監事の

選任又は解任などを決める法人の最高意思決定機関である社員総会（法定の機関）の構成員として、非

常に重要な役割を担います。 


