
お知らせ

2023・2024 年度 代議員選挙結果報告
選挙管理委員会

2023・2024年度代議員選挙の当選者を下記のとおり報告します．任期は，2022年 6月 6日から 2年後の代議員選挙終了
時までとなります．投票率は 21.5％（3398／15805）でした．

50音順敬称略
氏　名 所　属 氏　名 所　属

相川　良人 山梨大学医学部附属病院 加藤　京一 昭和大学
青山　信和 琉球大学病院 加藤　豊幸 九州大学病院
青山　英樹 岡山大学病院 加藤　英樹 群馬パ－ス大学
赤木　憲明 岡山大学病院 加藤　英幸 千葉大学医学部附属病院
荒木　隆博 山形県立中央病院 加藤　　守 秋田県立循環器・脳脊髄センター
飯田紀世一 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 金沢　　勉 新潟大学医歯学総合病院
飯森　隆志 千葉大学医学部附属病院 神谷　貴史 大阪大学医学部附属病院
五十嵐隆元 国際医療福祉大学成田病院 茅野　伸吾 東北大学病院
池田　龍二 熊本大学病院 狩野麻名美 市立函館病院
石川　栄二 横浜市立大学附属病院 河窪　正照 九州大学
石坂　欣也 北海道大学病院 川下　郁生 広島大学
石崎宗一郎 済生会富山病院 川田　秀道 久留米大学病院
石田　隆行 大阪大学大学院 川眞田　実 大阪国際がんセンター
石田　智一 福井大学医学部附属病院 甲谷　理温 山口大学医学部附属病院
石田　有治 東京電子専門学校 木口　雅夫 広島大学病院
石橋　　徹 土谷総合病院 岸本　健治 大阪公立大学医学部附属病院
石原　敏裕 国立がん研究センター中央病院 木田　哲生 滋賀医科大学
石風呂　実 広島大学病院 北川　　久 東京慈恵会医科大学附属病院
磯辺　智範 筑波大学 北村　茂利 佐賀大学医学部附属病院
井田　義宏 藤田学園　藤田医科大学病院 木藤　善浩 信州大学医学部附属病院
板谷　春佑 手稲渓仁会病院 工藤　和也 市立秋田総合病院
市田　隆雄 大阪市立大学医学部附属病院 久冨　庄平 山口大学医学部附属病院
今江　禄一 東京大学医学部附属病院 國友　博史 藤田医科大学
岩井　譜憲 群馬パ－ス大学 久保　　均 福島県立医科大学
岩永　秀幸 東京大学医学部附属病院 熊谷　孝三 広島国際大学
上田　悦弘 大阪国際がんセンター 黒岩　靖淳 古賀総合病院
上野登喜生 福岡大学病院 黒木　英郁 久留米大学病院
牛尾　哲敏 滋賀医科大学医学部附属病院 小泉　幸司 京都大学医学部附属病院
内田　幸司 情報通信研究機構 木暮　陽介 順天堂大学医学部附属順天堂医院
瓜倉　厚志 国立がん研究センター中央病院 小澤　友昭 青森市民病院
大浦　弘樹 国立病院機構 九州医療センター 小島　礼慎 金沢大学附属病院
大河原伸弘 聖マリアンナ医科大学東横病院 小林　隆幸 北里大学北里研究所病院
太田　佳孝 岩手医科大学附属病院 小林　正人 信濃町立信越病院
大野　　剛 熊本大学 小味　昌憲 宮崎大学医学部附属病院
大橋　一也 名古屋市立大学病院 小山　修司 名古屋大学
大村　知己 秋田県立循環器・脳脊髄センター 今野　雅彦 山形県立中央病院
小笠原克彦 北海道大学大学院 斎　　政博 東北大学病院
奥田　保男 量子科学技術研究開発機構 西郷　康正 鹿児島大学病院
小口　　宏 名古屋大学大学院 齋藤　茂芳 大阪大学大学院
小倉　圭史 札幌医科大学附属病院 坂本　　崇 済生会熊本病院
小田桐逸人 東北大学大学院 坂本　　肇 順天堂大学
越智　茂博 東千葉メディカルセンター 坂本　　博 東北大学病院
小野口昌久 金沢大学 酒本　　司 国立病院機構長崎医療センター
風間　清子 新潟手の外科研究所病院 佐藤　英介 順天堂大学
梶迫　正明 京都大学医学部附属病院 佐藤　和彦 大阪大学医学部附属病院
樫山　和幸 大阪急性期・総合医療センター 佐藤　俊光 山形大学医学部附属病院
香月　伸介 同信会 福岡整形外科病院 佐藤　智春 東洋公衆衛生学院



氏　名 所　属 氏　名 所　属

篠原　範充 岐阜医療科学大学 能登　義幸 新潟大学医歯学総合病院
渋川　周平 順天堂大学 野水　敏行 富山労災病院
澁谷　孝行 金沢大学 萩原　芳広 栃木県立がんセンター
清水　紀恵 熊本大学病院 橋田　昌弘 帝京大学福岡医療技術学部
白石　順二 熊本大学大学院 畑　　純一 東京都立大学
白川　裕一 熊本大学病院 羽手村昌宏 熊本大学病院
城生　朋顕 大分大学医学部附属病院 濱口　裕行 北海道大学病院
神宮司公二 北里大学病院 林　　則夫 群馬県立県民健康科学大学
杉澤　浩一 株式会社イ－メディカル東京 原田　邦明 柏葉脳神経外科病院
鈴木　幸司 山形大学医学部附属病院 原田　耕平 札幌医科大学附属病院
鈴木　雄一 東京大学医学部附属病院 肥合　康弘 帝京大学
須藤　高行 群馬大学医学部附属病院 東出　　了 鈴鹿医療科学大学
諏訪　和明 獨協医科大学埼玉医療センター 平野　　透 柏葉脳神経外科病院
関　　将志 北里大学病院 福澤　　圭 虎の門病院
曽我部和美 帝京大学 福田　　徹 長崎大学病院
高尾　由範 大阪公立大学医学部附属病院 福永　淳一 九州大学病院
高木　　卓 千葉市立海浜病院 福永　正明 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
高津　安男 藤田医科大学 福西　康修 彩都友紘会病院
高橋　伸光 奥州市総合水沢病院 藤岡知加子 広島大学病院
高橋　大樹 国立病院機構あきた病院 藤淵　俊王 九州大学
高松　　聡 さいたま赤十字病院 舩山　和光 北海道勤労者医療協会勤医協中央病院
武井　宏行 群馬大学医学部附属病院 前田　　賢 （株）マエダ
竹井　泰孝 川崎医療福祉大学 前田　幸人 香川大学医学部附属病院
竹内　　岳 函館五稜郭病院 孫田　恵一 北海道大学病院
辰己　 大作 都島放射線科クリニック 松澤　博明 大阪大学医学部附属病院
立石　敏樹 国立病院機構宮城病院 松友　紀和 杏林大学
田中　利恵 金沢大学 松原　孝祐 金沢大学
谷川　琢海 北海道科学大学 松本　一則 魚沼基幹病院
田ノ岡征雄 宝塚市立病院 丸山　裕稔 福岡病院
千田　浩一 東北大学大学院 水井　雅人 鈴鹿回生病院
千葉　大志 市立角館総合病院 三井　宏太 佐賀県医療センター好生館
蝶野　大樹 札幌医科大学附属病院 三村　尚輝 福山市民病院
塚本　篤子 ＮＴＴ東日本関東病院 宮地　利明 金沢大学
辻岡　勝美 藤田医科大学 三好　　治 岐阜大学医学部附属病院
對間　博之 神戸常盤大学 三輪　建太 福島県立医科大学
筒井　悠治 純真学園大学 村上　克彦 福島県立医科大学附属病院
寺澤　和晶 日本赤十字社さいたま赤十字病院 村上　誠一 純真学園大学
富田　博信 済生会川口総合病院 望月　純二 みなみ野循環器病院
長木　昭男 倉敷中央病院 森田　康祐 熊本大学病院
永澤　直樹 鈴鹿医療科学大学 谷川原綾子 北海道科学大学
長澤　宏文 国立がん研究センター 梁川　範幸 つくば国際大学
中田　　充 東北大学病院 柳田　　智 つくば国際大学
長濱　宏史 札幌医科大学 谷畑　誠司 東京女子医科大学病院
中前　光弘 りんくう総合医療センター 山口　隆義 華岡青洲記念病院
中村　泰彦 純真学園大学 山城　 晶弘 長野赤十字病院
南部　秀和 近畿大学病院 山村憲一郎 徳島文理大学
西池　成章 りんくう総合医療センター 山本鋭二郎 大阪府済生会野江病院
西出　裕子 岐阜医療科学大学 山本　浩之 倉敷中央病院
西丸　英治 広島大学病院 山本　泰司 島根大学医学部
西山　徳深 岡山済生会総合病院 横町　和志 広島大学病院
根岸　　徹 東京都立大学大学院 我妻　　慧 北里大学
根本　幹央 自治医科大学附属病院 鷲塚　冬記 東邦大学医療センター大森病院
能登　公也 金沢大学附属病院 和田　博文 済生会熊本病院


