
【　歴代役員名簿　】

会長 稲森次生 武内病院 会長 稲森次生 武内病院 会長 稲森次生 武内病院 会長 稲森次生 武内病院 会長 稲森次生 武内病院

副会長 向井　章 市立伊勢総合病院 副会長 向井　章 市立伊勢総合病院 副会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院 副会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院 副会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院

副会長 山中隆之 川村第一病院 副会長 山中隆之 川村第一病院 副会長 山中隆之 川村第一病院 副会長 山中隆之 川村第一病院

事務局長 小林孝生 遠山病院 事務局長 小林孝生 遠山病院 事務局長 小林孝生 遠山病院 事務局長 小林孝生 遠山病院 事務局長 小林孝生 遠山病院

理事 辻本一登 亀山市立医療センター 理事 辻本一登 亀山市立医療センター 理事 辻本一登 亀山市立医療センター 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院

理事 伊藤宏之 市立四日市病院 理事 稲葉洋二 松阪中央総合病院 理事 岸江仁美 山田赤十字病院 理事 岩口行廣 名張市立病院 理事 岩口行廣 名張市立病院

理事 稲葉洋二 松阪中央総合病院 理事 岸江仁美 山田赤十字病院 理事 楠野　 松阪中央総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 岸江仁美 山田赤十字病院

理事 大川正法 済生会松阪総合病院 理事 楠野　 松阪中央総合病院 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 小林誠治 松阪中央総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院

理事 岡田　薫 中勢総合病院 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 西井宗男 大西病院 理事 柴田　守 さくらクリニック 理事 柴田　守 さくらクリニック

理事 楠野　 松阪中央総合病院 理事 西井宗男 大西病院 理事 山田康晴 鈴鹿医療科学技術大学 理事 西井　清 松阪市民病院 理事 田中　朗 松阪中央総合病院

理事 葛巻登樹満 山本総合病院 理事 西井宗男 大西病院 理事 辻本一登 亀山市立医療センター

理事 岸江仁美 山田赤十字病院 理事 白　晃 市立伊勢総合病院 理事 西井　清 松阪市民病院

理事 西井宗男 大西病院 理事 山田康晴 ヨナハ総合病院 理事 西井宗男 大西病院

理事 疋田富美夫 社会保険羽津病院 理事 白　晃 市立伊勢総合病院

理事 山本太士 公立紀南病院 理事 山田康晴 ヨナハ総合病院

監事 内田文也 松阪市民病院 監事 小林誠治 松阪中央総合病院 監事 葛巻登樹満 山本総合病院 監事 板垣正幸 遠山病院 監事 板垣正幸 遠山病院

監事 小林誠治 松阪中央総合病院 監事 小林俊彦 菰野厚生病院 監事 小林誠治 松阪中央総合病院 監事 楠野　 松阪中央総合病院 監事 別當勝紀 山田赤十字病院

会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院 会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院 会長 稲葉洋二 松阪中央総合病院 会長 辻本一登 亀山市立医療センター 会長 辻本一登 亀山市立医療センター

副会長 岩口行廣 名張市立病院 副会長 辻本一登 亀山市立医療センター 副会長 辻本一登 亀山市立医療センター 副会長 園田直樹 ほりいクリニック 副会長 園田直樹 ほりいクリニック

副会長 辻本一登 亀山市立医療センター

事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院

理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 安江一修 四日市社会保険病院 理事 安江一修 四日市社会保険病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院

理事 白　晃 市立伊勢総合病院 理事 白　晃 市立伊勢総合病院 理事 小西敏生 鈴鹿中央総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 山本和昇 鈴鹿腎クリニック

理事 柴田　守 さくらクリニック 理事 山田康晴 岡波総合病院 理事 山田康晴 鈴鹿医療科学大学 理事 山本和昇 鈴鹿腎クリニック 理事 中村博一 県立総合医療センター

理事 山田康晴 ヨナハ総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 中村博一 県立志摩病院 理事 上田　晃 山田赤十字病院

理事 西井　清 松阪市民病院 理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 上田　晃 山田赤十字病院 理事 瀬田直紀 主体会病院

理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 園田直樹 ほりいクリニック 理事 園田直樹 ほりいクリニック 理事 山田泰弘 四日市社会保険病院 理事 中出浩貴 小山田記念温泉病院

理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 山本和昇 ハートクリニック福井 理事 山本和昇 ハートクリニック福井 理事 瀬田直紀 主体会病院 理事 尾間勇志 武内病院

理事 園田直樹 ほりいクリニック 理事 中村博一 県立総合医療センター 理事 中村博一 県立志摩病院 理事 中出浩貴 小山田記念温泉病院 理事 岩田英城 三重大学医学部附属病院

理事 山本和昇 ハートクリニック福井 理事 安江一修 四日市社会保険病院 理事 上田　晃 武内病院 理事 尾間勇志 武内病院 理事 笹山幸治 三重ハートセンター

理事 中村博一 県立総合医療センター 理事 伊藤英樹 川村第一病院 理事 山田泰弘 四日市社会保険病院 理事 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学

理事 安江一修 四日市社会保険病院 理事 上田　晃 武内病院 理事 岩田英城 三重大学医学部附属病院

理事 瀬田直紀 主体会病院

監事 西井宗男 大西病院 監事 笹井直樹 遠山病院 監事 笹井直樹 遠山病院 監事 笹井直樹 遠山病院 監事 笹井直樹 遠山病院

監事 小林孝生 遠山病院 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター

名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院

名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章 名誉会長 稲葉洋二 ＪＡ三重厚生連 名誉会長 稲葉洋二
名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章

平成４年、５年度 平成８年、９年度 平成１０年、１１年度 平成１２年、１３年度平成６年、７年度

平成１６年、１７年度平成１４年、１５年度 平成１８年、１９年度 平成２０年、２１年度 平成２２年、２３年度



会長 辻本一登 亀山市立医療センター 会長 辻本一登 亀山市立医療センター 会長 辻本一登 亀山市立医療センター 会長 中村博一 三重県立総合医療センター 会長 中村博一 三重県立総合医療センター

副会長 園田直樹 ほりいクリニック 副会長 園田直樹 ほりいクリニック 副会長 園田直樹 ほりいクリニック 副会長 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学 副会長 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学

副会長 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学 副会長 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学 副会長 秋田展幸 鈴鹿医療科学大学 副会長 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 副会長 九鬼弘和 済生会松阪総合病院

事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院 事務局長 板垣正幸 遠山病院

理事 笹井直樹 遠山病院 理事 笹井直樹 遠山病院 理事 笹井直樹 遠山病院 理事 園田直樹 ほりいクリニック 理事 渕本　徹 亀山市立医療センター

理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 九鬼弘和 済生会松阪総合病院 理事 渕本　徹 亀山市立医療センター 理事 上田　晃 伊勢赤十字病院

理事 山本和昇 鈴鹿腎クリニック 理事 山本和昇 鈴鹿腎クリニック 理事 山本和昇 鈴鹿腎クリニック 理事 上田　晃 伊勢赤十字病院 理事 瀬田直紀 主体会病院

理事 中村博一 県立総合医療センター 理事 中村博一 県立総合医療センター 理事 中村博一 県立総合医療センター 理事 瀬田直紀 主体会病院 理事 尾間勇志 武内病院

理事 上田　晃 伊勢赤十字病院 理事 上田　晃 伊勢赤十字病院 理事 上田　晃 伊勢赤十字病院 理事 尾間勇志 武内病院 理事 久保公俊 市立四日市病院

理事 瀬田直紀 主体会病院 理事 瀬田直紀 主体会病院 理事 瀬田直紀 主体会病院 理事 久保公俊 市立四日市病院 理事 三浦隆史 鈴鹿腎クリニック

理事 尾間勇志 武内病院 理事 尾間勇志 武内病院 理事 尾間勇志 武内病院 理事 三浦隆史 鈴鹿腎クリニック 理事 安田芳樹 四日市羽津医療センター

理事 岩田英城 三重大学医学部附属病院 理事 岩田英城 三重大学医学部附属病院 理事 岩田英城 三重大学医学部附属病院 理事 安田芳樹 四日市羽津医療センター 理事 長尾泰明 松阪中央総合病院

理事 笹山幸治 三重ハートセンター 理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 長尾泰明 松阪中央総合病院 理事 植木直子 鈴鹿回生病院

理事 田中　朗 松阪中央総合病院 理事 寺村郁哉 鈴鹿中央総合病院 理事 寺村郁哉 鈴鹿中央総合病院 理事 植木直子 鈴鹿回生病院 理事 立石　昇 岡波総合病院

理事 寺村郁哉 鈴鹿中央総合病院 理事 谷　誠二 三重大学医学部附属病院 理事 谷　誠二 三重大学医学部附属病院 理事 山田康晴 鈴鹿医療科学大学 理事 三上　昌志 小山田記念温泉病院

監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 渕本　徹 亀山市立医療センター 監事 佐生　喬 三重大学医学部附属病院 監事 佐生　喬 三重大学医学部附属病院

監事 安江一修 四日市社会保険病院 監事 笹山幸治 三重ハートセンター 監事 笹山幸治 三重ハートセンター 監事 波田光司 遠山病院 監事 波田光司 遠山病院

名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 武内病院 名誉会長 稲森次生 名誉会長 稲森次生
名誉会長 稲葉洋二 名誉会長 稲葉洋二 名誉会長 稲葉洋二 名誉会長 稲葉洋二 名誉会長 稲葉洋二
名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章 名誉会長 辻本一登 亀山市立医療センター 名誉会長 辻本一登 亀山市立医療センター

名誉会員 向井　章 名誉会員 向井　章

令和元年、令和２年度平成２４年、２５年度 平成２６年度 平成２７年、２８年度 平成２９年、３０年度
一般社団法人　共益型三重県臨床工学技士会へ移行


