
役 職 担 当 氏 名 勤務先

代表理事(会⻑) 中根 生弥 JA愛知厚生連豊田厚生病院

理事(副会⻑) 総務部門 夏目 久美子 岡崎市⺠病院

理事(副会⻑) 渉外部門 藤田 孝 藤田医科大学病院

理事(副会⻑) 学術部門 岡田 元 JA愛知厚生連安城更生病院

理事 庶務部⻑ 柴田 典子 愛知県がんセンター中央病院

理事 会計部⻑ 石神 弘子 名古屋第二赤十字病院

理事 学術部⻑ 内田 一豊 豊橋市⺠病院

理事 精度管理事業部⻑ 菊地 良介 名古屋大学医学部附属病院

理事 組織部⻑ 刑部 恵介 藤田医科大学

理事 広報部⻑ 武山 純也 地域医療機能推進機構中京病院

理事 総務担当 小木曽 美紀 日進おりど病院

理事 学術担当 神野 洋彰 春日井市⺠病院

理事 標準化担当 佐野 俊一 愛知医科大学病院

理事 組織担当 和出 弘章 トヨタ記念病院

理事 組織担当 湯上 小百合 JA愛知厚生連海南病院

理事 組織担当 橋村 正人 国家公務員共済組合連合会名城病院

理事 組織担当 山村 宗幸 労働者健康安全機構旭ろうさい病院

理事 組織担当 岩月 恵子 労働者健康安全機構中部労災病院

理事 組織担当 明壁 均 常滑市⺠病院

理事 学術担当 ⽝塚 ⻫ JA愛知厚生連安城更生病院

理事 庶務担当 手嶋 充善 豊橋市⺠病院

監事 山﨑 正夫 山﨑法律事務所

監事 中井 美千代 労働者健康安全機構中部労災病院

令和2・3年度 役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先
JA愛知厚生連
豊田厚生病院

労働者健康安全機構
中部労災病院
JA愛知厚生連
安城更生病院

地域医療機能推進機構
中京病院

精度管理事業部
標準化

社会医療法人宏潤会
大同病院

岡崎市医師会
公衆衛生センター

監事 山﨑 正夫 山﨑法律事務所

豊川市民病院渡辺 基裕組織部理事

理事 組織部 中村 広基 西尾市民病院

理事 組織部 村瀬 斉 半田市立半田病院

春日井市民病院

理事 組織部 今井 正人 愛知医科大学病院

理事 学術部 鈴木 博子 愛知県がんセンター研究所

理事 総務部 柴田 典子 愛知県がんセンター中央病院

理事 組織部⾧ 刑部 恵介 藤田保健衛生大学

学術部⾧ 内田 一豊 豊橋市民病院

理事 精度管理事業部⾧ 菊地 良介 名古屋大学医学部附属病院

岡崎市民病院

理事 会計部⾧ 石神 弘子 名古屋第二赤十字病院

平成30・31年度 役員名簿

理事(副会⾧) 渉外部門 藤田 孝 藤田保健衛生大学病院

監事 椙山 広美

理事 佐野 俊一

理事 組織部 和出 弘章

木下 健次郎組織部

理事(副会⾧) 学術部門 岡田 元

理事 広報部⾧ 武山 純也

理事 庶務部⾧ 夏目 久美子

理事

愛知医科大学病院

理事 庶務部 水野 義樹

トヨタ記念病院

稲沢市民病院理事

理事 学術部 神野 洋彰

代表理事(会⾧) 中根 生弥

理事(副会⾧) 総務部門 中井 美千代



役 職 担 当 氏 名 勤務先

代表理事(会⻑) 椙山 広美 岡崎市医師会公衆衛生センター

理事(副会⻑) 総務部門 藤田 孝 藤田保健衛生大学病院

理事(副会⻑) 学術部門 所 嘉朗 愛知県がんセンター中央病院

理事(副会⻑) 渉外部門 中根 生弥 JA愛知厚生連豊田厚生病院

理事 庶務部⻑ 夏目 久美子 岡崎市⺠病院

理事 会計部⻑ 森田 秀夫
社会医療法⼈宏潤会

大同病院

理事 学術部⻑ 中井 美千代
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全福祉機構

中部労災病院

理事 精度管理事業部⻑ 佐野 俊一 愛知医科大学病院

理事 組織部⻑ 牛田 展浩
社会医療法⼈宏潤会
だいどうクリニック

理事 広報部⻑ 山田 真
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構

中京病院

理事 会計部 堤 ちあき 名古屋大学医学部附属病院

理事
精度管理事業部 
(AiCCLS担当)

内田 一豊 豊橋市⺠病院

理事 精度管理事業部 菊地 良介 名古屋大学医学部附属病院

理事 学術部 鈴⽊ 博子 名古屋大学大学院医学部保健学科

理事 学術部 郡司 昌治 名古屋第一赤十字病院

理事 組織部 矢田 啓二
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 

名古屋医療センター

理事 組織部 南⾥ 隆憲 名古屋市⽴東部医療センター 

理事 広報部 片山 孝文
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構

中京病院

理事 組織部 ⽩⽯ 了三 半田市医師会健康管理センター 

理事 広報部 井上 正朗 碧南市⺠病院

理事 庶務部 神谷 秀典 新城市⺠病院

監事 松本 祐之 名古屋大学医学部附属病院

監事 山﨑 正夫 山﨑法律事務所

平成28・29年度 役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先

会長 椙山　広美
一般社団法人　岡崎市医師会
公衆衛生センター

副会長 総務部門 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院

副会長 学術部門 所　嘉朗 あいち小児保健医療総合センター

副会長 渉外部門 中井　規隆
独立行政法人　労働者健康福祉機構
中部労災病院

理事 庶務部長 夏目　久美子 岡崎市民病院

理事 会計部長 森田　秀夫 社会医療法人宏潤会　大同病院

理事 学術部長 滝野　寿 名古屋市立大学大学院

理事 精度管理事業部長 鈴木　博子 春日井市民病院

理事 組織部長 岩尾　文彦 国立病院機構名古屋医療センター

理事 広報部長 山田　真 地域医療機能推進機構中京病院

理事 会計部 吉子　健一 名古屋大学医学部附属病院

理事
精度管理事業部

AiCCLS担当
内田　一豊 豊橋市民病院

理事
精度管理事業部

精度管理事業/基幹施設担当
佐野　俊一 愛知医科大学メディカルクリニック

理事 学術部 赤座　久美子 名鉄病院

理事 庶務部 江崎　吉美 名鉄病院

理事 組織部 大野　則仁 小牧市民病院

理事 広報部 早川　登 愛知県がんセンター中央病院

理事 学術部 藤原　宗孝 名古屋記念病院

理事 組織部 粕谷　法仁 厚生連知多厚生病院

理事 学術部 迫　欣二 厚生連豊田厚生病院

理事 広報部 雪吹　克己 蒲郡市民病院

監事 岸　孝彦 愛知医科大学病院

監事 山崎　正夫 山崎法律事務所

顧問 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院

平成26・27年度　役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先

会長 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院

副会長 総務部門 椙山　広美
社団法人　岡崎市医師会
公衆衛生センター

副会長 学術部門 所　嘉朗 あいち小児保健医療総合センター

副会長 渉外部門 中井　規隆
独立行政法人　労働者健康福祉機構
中部労災病院

理事 庶務部長 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院

理事 会計部長 森田　秀夫 社会医療法人宏潤会　大同病院

理事 学術部長 岡田　元 安城更生病院

理事 精度管理事業部長 鈴木　博子 春日井市民病院

理事 組織部長 大橋　功男
公益財団法人　春日井市健康管理事業団
春日井市健康管理センター

理事 広報部長 山田　真 社会保険中京病院

理事 庶務担当 吉子　健一 名古屋大学医学部附属病院

理事
精度管理事業部

標準化担当
内田　一豊 豊橋市民病院

理事
精度管理事業部

精度管理事業担当
佐野　俊一 愛知医科大学メディカルクリニック

理事 学術担当 野田　明子
中部大学臨床検査技術教育・実習センター
生命健康科学部生命医科学科

理事 庶務担当 江崎　吉美 名鉄病院

理事 組織担当 大野　則仁 小牧市民病院

理事 広報担当 瀧本　淳 公立陶生病院

理事 学術担当 福田　隆広
独立行政法人　労働者健康福祉機構
中部労災病院

理事
精度管理事業部

基幹施設小委員会担当
早川　隆司 西知多医療厚生組合　東海市民病院

理事 組織担当 丹羽　京太郎 岡崎市民病院

理事 広報担当 森　明裕 厚生連渥美病院

監事 岸　孝彦 愛知医科大学病院

監事 山崎　正夫 山崎法律事務所

平成25年度　役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先

会長 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院

副会長 総務部門 椙山　広美
社団法人岡崎市医師会
公衆衛生センター

副会長 学術部門 岸　孝彦 愛知医科大学病院

副会長 渉外部門 中井　規隆
独立行政法人　労働者健康福祉機構
中部労災病院

常務理事 庶務部長 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院

常務理事 会計部長 森田　秀夫 社会医療法人宏潤会　大同病院

常務理事 学術部長 中根　生弥 豊田厚生病院

常務理事 精度管理事業部長 岡田　元 安城更生病院

常務理事 組織部長 所　嘉朗 愛知県がんセンター中央病院

常務理事 広報部長 堀　隆彦 名古屋市立西部医療センター

理事 AiCCLS担当 鈴木　博子 春日井市民病院

理事 庶務担当 夏目　篤二 豊橋市民病院

理事 精度管理事業担当 岡田　光義 株式会社デンソー健康推進部

理事 学術担当 野田　明子
中部大学臨床検査技術教育・実習センター
生命健康科学部生命医科学科

理事 広報担当 石田　誠 津島市民病院

理事 組織担当 川島　誠 名古屋第二赤十字病院

理事 組織担当 中野　優子
独立行政法人　労働者健康福祉機構
旭労災病院

理事 学術担当 佐藤　茂 名古屋市立大学病院

理事 広報担当 磯村　久子 常滑市民病院

理事 庶務担当 榎本　喜彦 藤田保健衛生大学病院

理事 基幹施設小委員会担当 神谷　光宏 豊橋市民病院

監事 桒原　正喜 愛知県がんセンター中央病院

監事 山崎　正夫 山崎法律事務所

顧問 荻津　直通 藤田保健衛生大学医療科学部

平成23・24年度　役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先

会長 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院

副会長 椙山　広美
社団法人岡崎市医師会
公衆衛生センター

副会長 岸　孝彦 愛知医科大学病院

副会長 中井　規隆
労働者健康福祉機構
中部労災病院

常務理事 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院

常務理事 森田　秀夫 医療法人宏潤会　大同病院

常務理事 中根　生弥 厚生連豊田厚生病院

常務理事 岡田　元 厚生連安城更生病院

常務理事 所　嘉朗 愛知県がんセンター中央病院

常務理事 堀　隆彦
名古屋市立西部医療センター
城北病院

理事 鈴木　博子 春日井市民病院

理事 夏目　篤二 豊橋市民病院

理事 岡田　光義 株式会社デンソー健康推進部

理事 平松　久美子 名古屋市立大学病院

理事 安原　俊弘 厚生連江南厚生病院

理事 加藤　克幸 名古屋大学医学部附属病院

理事 滝　賢一 愛知医科大学病院

理事 牛田　展浩 医療法人宏潤会　大同病院

理事 江坂　洋一 知多市民病院

理事 鈴木　良典 トヨタ記念病院

理事 近藤　三雄 蒲郡市民病院

監事 桒原　正喜 愛知県がんセンター中央病院

監事 山﨑　正夫 山崎法律事務所

顧問 荻津　直通 藤田保健衛生大学短期大学

平成21・22年度　役員名簿



役職 担当 氏名 勤務先

会長 荻津　直通 藤田保健衛生大学短期大学

副会長 椙山　広美 岡崎市医師会

副会長 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院

副会長 桒原　正喜 あいち小児保健医療総合センター

常務理事 田中　規雄 豊橋市民病院

常務理事 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院

常務理事 岸　孝彦 愛知医科大学附属病院

常務理事 中根　生弥 厚生連加茂病院

常務理事 森田　秀夫 医療法人宏潤会 大同病院

常務理事 中井　規隆
労働者健康福祉機構
中部労災病院

理事 山岸　宏江 名古屋第一赤十字病院

理事 鈴木　博子 春日井市民病院

理事 所　嘉朗 愛知県がんセンター中央病院

理事 岡田　元 安城更生病院

理事 堀出　剛 名古屋掖済会病院

理事 落合　一裕
名古屋医師協同組合
名古屋臨床検査センター

理事 鈴木　孝幸 名古屋市立東市民病院

理事 酒井　求 社会保険中京病院

理事 榊原　末松　 半田市立半田病院

理事 左右田　春美 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

理事 村上　昌彦 豊川市民病院

監事 大江　幸雄
国家公務員共済組合連合会
名城病院

監事 山﨑　正夫 山崎法律事務所

平成19・20年度　役員名簿
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