
令和3年7月12日

役職 担当 氏名 勤務先

会長 水口　仁 刈谷豊田総合病院

副会長 鈴木　正広 岐阜医療科学大学

副会長 川口　範洋 名古屋掖済会病院

監事 近藤　裕二 自宅

監事 中村　勝 愛知医科大学病院

顧問 河合　恭嗣 自宅

顧問 佐野　幹夫 自宅

常務理事 総務 阿知波　正剛 名古屋大学医学部附属病院

常務理事 会計 清水　郁男 愛知医科大学病院

常務理事 組織調査 鈴木　誠治 名鉄病院

常務理事 学術 阿部　真治 名古屋大学医学部附属病院

常務理事 広報 荒武　利男 碧南市民病院

理事 女性委員会 安井　真由美 小牧市民病院

理事 笠井　治昌 名古屋市立大学病院

理事 小田　耕司 安城厚生病院

理事 大橋　洋一 トヨタ記念病院

理事 伊藤　勝祥 藤田医科大学病院

理事 赤井　亮太 刈谷豊田総合病院

理事 東出　了 鈴鹿医療科学大学

地区理事 名東 真野　晃浩 日赤愛知医療センター名古屋第二病院

地区理事 名西 小林　香緒利 松陰病院

地区理事 名南 辻󠄀井　重吉 大同病院

地区理事 名北 後藤　賢一 愛知学院大学歯学部附属病院

地区理事 東三 山本　和也 成田記念病院

地区理事 西三 笹尾　充 西尾市民病院

地区理事 知多 水口　敬 半田市立半田病院

地区理事 尾東 倉田　和馬 小牧市民病院

地区理事 尾西 佐藤　裕章 海南病院

（略称）

2021・2022年度　役員名簿



総務部

役職 地区 氏名 勤務先

部長 名東 阿知波　正剛 名古屋大学医学部附属病院

部員 名東 目方　祐司 名古屋市立大学病院

（略称）

会計部

役職 地区 氏名 勤務先

部長 尾東 清水　郁男 愛知医科大学病院

副部長 西三 赤井　亮太 刈谷豊田総合病院

部員 尾東 伊勢谷　昌弘 愛知医科大学病院

（略称）

組織調査部

役職 地区 氏名 勤務先

部長 名西 鈴木　誠治 名鉄病院

副部長 西三 小田　耕司 安城更生病院

理事 西三 赤井　亮太 刈谷豊田総合病院

理事 名南 小林　香緖利 松陰病院

理事 東三 山本　和也 成田記念病院

理事 尾東 倉田　和馬 小牧市民病院

部員 名東 櫻木　庸博 名古屋大学医学部附属病院

部員 名東 滝川　淳一 名古屋市立大学病院

部員 名西 大野　輝久 名古屋セントラル病院

部員 名西 大野　智之 藤田医科大学ばんたね病院

部員 名南 大橋　正男 藤田医科大学病院

部員 名南 市村　聡 中部労災病院

部員 名北 木村　昌裕 愛知県がんセンター病院

部員 名北 松本　遼 愛知学院大学歯学部附属病院

2021・2022年度　各部構成



部員 東三 中西　基真 成田記念病院

部員 西三 村松　健 岡崎市医師会

部員 西三 鈴木　郁也 岡崎市民病院

部員 知多 大橋　了士 半田市医師会健康管理センター

部員 尾東 小関　弘智 愛知医科大学病院

部員 尾東 川﨑　隆志 春日井市民病院

部員 尾西 佐藤　純 稲沢厚生病院

部員 尾西 則竹　昇 一宮市民病院

（略称）

学術部

役職 地区 氏名 勤務先

部長 名東 阿部　真治 名古屋大学医学部附属病院

副部長 東出　了 鈴鹿医療科学大学

理事 名南 伊藤　勝祥 藤田医科大学病院

理事 名東 真野　晃浩 日赤愛知医療センター名古屋第二病院

理事 名北 後藤　賢一 愛知学院歯学部附属病院

理事 西三 笹尾　充 西尾市民病院

部員 名東 植村　武司 名古屋大学医学部附属病院

部員 名東 林　大貴 日赤愛知医療センター名古屋第二病院

部員 名西 原　ゆかり 名古屋掖済会病院

部員 名西 平井　丈温 日赤愛知医療センター名古屋第一病院

部員 名南 渡邉　公憲 藤田医科大学病院

部員 名南 工藤　匡平 大同病院

部員 名北 青山　貴洋 愛知県がんセンター病院

部員 名北 坂倉　規之 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

部員 東三 市川　肇 豊橋市民病院

部員 西三 深田　真司 豊田厚生病院

部員 西三 前田　佳彦 刈谷豊田総合病院

部員 知多 手塚　文善 公立西知多総合病院

部員 尾東 遠藤　真 愛知医科大学病院

部員 尾東 西川　文也 小牧市民病院

部員 尾西 濱田　邦裕 稲沢市民病院



部員 尾西 安藤　貴法 名古屋整形外科・人工関節クリニック

（略称）

広報部

役職 地区 氏名 勤務先

部長 西三 荒武　利男 碧南市民病院

副部長 西三 大橋　洋一 トヨタ記念病院

理事 名東 笠井　治昌 名古屋市立大学病院

理事 名南 辻󠄀井　重吉 大同病院

理事 知多 水口　敬 半田市立半田病院

理事 尾西 佐藤　裕章 海南病院

部員 名東 野口　由美子 名古屋大学医学部附属病院

部員 名西 岡山　祐也 日赤愛知医療センター名古屋第一病院

部員 名西 中島　幸治 米田病院

部員 名南 山口　聖和 中京病院

部員 名南 高木　雅悠 藤田医科大学病院

部員 名北 三宅　輝八 NTT西日本東海病院

部員 名北 作内　誠二 東海病院

部員 東三 伊藤　智章 光生会病院

部員 西三 峯田　崇 八千代病院

部員 西三 佐藤　善康 （株）デンソー

部員 知多 竹内　稔晴 常滑市民病院

部員 尾東 丹羽　健一郎 公立陶生病院

部員 尾東 清水　希 愛知医科大学病院

部員 尾西 石田　雅彦 総合犬山中央病院

部員 尾西 水谷　偉俊 伊藤整形・内科　あいち腰痛オペクリニック

（略称）

選挙管理委員会

役職 地区 氏名 勤務先

委員 名東 阿知波　智生 日赤愛知医療センター名古屋第二病院

委員 名西 人見　栄一 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

委員 名南 村山　直正 大同病院



委員 名北 桒田　勤 愛知学院歯学部附属病院

委員 東三 中村　泰久 蒲郡市民病院

委員 西三 加藤　英樹 岡崎市民病院

委員 知多 加藤　弘之 知多厚生病院

委員 尾東 伊藤　直裕 旭労災病院

委員 尾西 星谷　晋一 泰玄会病院

（略称）

女性委員会　Cherishの会 

役職 地区 氏名 勤務先

委員長 尾東 安井　真由美 小牧市民病院

副委員長 西三 森　佐知子 高浜豊田病院

副委員長 西三 吉田　なお子 安城更生病院

委員 名東 西尾　直美 日赤愛知医療センター名古屋第二病院

委員 名西 山口　雅美 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

委員 名南 武田　紗季 藤田医科大学病院

委員 東三 村田　朱 成田記念病院

委員 知多 加藤　朋美 公立西知多総合病院

委員 尾東 磯谷　直子 小牧市民病院

委員 尾東 平生　蓉子 愛知医科大学病院

委員 尾西 樋口　由佳 江南厚生病院

委員 山川　和子 自宅

委員 早川　彩季 岐阜医療科学大学

（略称）


