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第３期一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

代議員選出選挙の結果に関する公示について 
 

任期満了に伴う一般社団法人大阪府臨床工学技士会第３期代議員選挙の

告示に対して、66 名の方々が立候補されました。 

なお、第３期代議員選出に関しては、候補者人数が代議員の員数 70 名を

超えなかったため、代議員選出規則第５章第１６条により無投票にて当選

されましたので、ここに「第３期代議員選出選挙」の結果を報告いたしま

す。 

 

 

以上 
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第３期一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

代議員選出選挙の結果 
 

代議員定数 70 名：立候補者数 66 名 

届出順 氏名 会員番号 勤務先 

1 河原 俊介 1691 耳原総合病院 

2 吉見 隆司 291 松原徳洲会病院 

3 安田 英也 730 城山病院 

4 峰松 佑輔 486 大阪大学医学部附属病院 

5 吉田 靖 18 滋慶医療科学大学 

6 濵本 統久 379 三軒病院 

7 楠本繁崇 191 大阪大学医学部附属病院 

8 定 亮志 565 大阪市立大学医学部附属病院 

9 福田 将誉 287 箕面市立病院 

10 井上 晃仁 2 大阪母子医療センター 

11 安田 栄吉 1573 池田病院 

12 児玉 健一郎 506 PL 病院 

13 小川 新太郎 661 牧病院／牧整形外科病院 

14 岩本 和也 990 岸和田徳洲会病院 

15 七野 裕美 778 南大阪病院 

16 湊 拓巳 439 市立伊丹病院 

17 河村 誠司 887 岸和田徳洲会病院 

18 南 茂 1721 大阪大学医学部附属病院 

19 松本 優輝 1156 松原徳洲会病院 

20 南 伸治 202 堀江やまびこ診療所 

21 濱中 康弘 1197 堀江やまびこ診療所 

22 熊山 義久 546 大阪医専 

23 小北 克也 220 白鷺病院 

24 恩地 隆 470 大阪府済生会富田林病院 

25 山野 秀仁 1899 野崎徳洲会病院 

26 畑中 由佳 750 藍野大学 

27 白井 勇希 1224 大阪赤十字病院 

28 山村 智美 1524 松原徳洲会病院 

29 田中 智之 857 滋慶医療医科学大学 

30 松村 貴裕 478 吹田徳洲会病院 

31 嶋田 凜 1959 松原徳洲会病院 

32 橋本 佳典 899 南大阪病院 

33 岡本 誠一 878 南大阪病院 

34 千川 浩明 648 府中病院 

35 塩竈 和也 512 府中病院 

36 今川 恵吾 1461 阪和記念病院 

37 今村 雅一 626 柏友千代田クリニック 
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38 内田 勝宏 1491 柏友千代田クリニック 

39 松井 智博 541 阪和記念病院 

40 田 幸太郎 794 大阪大学医学部附属病院 

41 石川 由希野 847 なにわ生野病院 

42 清水 真一 845 萱島生野病院 

43 宮本 哲豪 51 淀川キリスト教病院 

44 村中 秀樹 106 生長会法人本部事務局 

45 茨田 友香 431 阪南市民病院 

46 山本 桂 255 ベルランド総合病院 

47 窪田 史子 460 ベルランド総合病院 

48 平井 圭 1089 ベルランド総合病院 

49 宇留野 達彦 904 大阪大学医学部附属病院 

50 北田 裕子 263 淀川キリスト教病院 

51 榎本 拓 16 井上病院 

52 髙田 龍弥 1785 三康病院 

53 北村 孝一 732 大阪市立大学医学部附属病院 

54 泉 暢英 22 大阪医専 

55 杉浦 正人 519 関西医科大学香里病院 

56 南部 由喜江 536 大阪ハイテクノロジー専門学校 

57 藤田 直大 2053 八尾徳洲会総合病院 

58 前川 正樹 176 大浜第一病院 

59 田中 勇真 1258 大阪大学医学部附属病院 

60 野間 康平 1615 八尾徳洲会総合病院 

61 井本 隆之 451 大阪大学医学部附属病院 

62 中西 孝次 1807 八尾徳洲会総合病院 

63 森田 庸介 1349 りんくう総合医療センター 

64 石川 慶 1267 大阪大学医学部附属病院 

65 水口 裕梨 902 さかいクリニック 

66 藤江 建朗 679 森ノ宮医療大学 

（敬称略）   


