
（一社）静岡県臨床衛生検査技師会　令和2年度  部門役員氏名   No.1

部門名 役　職 地　区 会員番号 氏　名 所属施設名

部門長 東部 225504  金﨑　悠  聖隷沼津病院

副部門長 中部 224862  佐藤　千紗子  静岡市立清水病院

会計係 中部 224290  北川　順子  静岡県立総合病院

部門員 西部 225571  石川　秀和  中東遠総合医療センター

部門員 中部 224446  粟原　直子  静岡済生会総合病院

部門長 東部 225021  大橋　勝春  三島総合病院

副部門長 中部 225566  塩川　一樹  静岡市立清水病院

会計係 東部 702689  長岡　祐美  NTT東日本伊豆病院

部門員 東部 224097  杉澤　きよ美  沼津市立病院

部門員 西部 700780  後藤　千絵  聖隷三方原病院

部門長 東部 220949  米山　富江  JCHO三島総合病院

副部門長 西部 224635  加藤　仁己  浜松赤十字病院

会計係 中部 224168  横井　晴美  静岡県立こども病院

部門員 東部 114209  渡邊　淑江  静岡医療センター

部門員 中部 146747  榊原　康平  市立島田市民病院

部門員 西部 224513  髙田　麻里  浜松労災病院

部門長 西部 224627  名倉　理教  浜松医科大学医学部附属病院

副部門長 東部 224245  加藤　美由紀  伊東市民病院

会計係 中部 224555  粳田　和美  藤枝市立総合病院

部門員 東部 224412  山岸　薫  聖隷沼津病院

部門員 中部 225295  石田　和也  静岡済生会総合病院

部門員 中部 224917  小野田　薫  静岡県立こども病院

部門員 西部 434258  上村　桂一  中東遠総合医療センター

部門長 中部 225274  中野　翔太  静岡済生会病院

副部門長 東部 225038  梁瀬　博文  静岡県立静岡がんセンター

会計係 中部 224816  斉藤　実佳子  静岡市立清水病院

部門員 東部 708882  土屋　明実  順天堂大学医学部附属静岡病院

部門員 中部 224278  亀山　拓哉  市立島田市民病院

部門員 中部 225229  松島　江里  静岡県立こども病院

部門員 西部 224076  山口　聡子  浜松医療センター

部門員 西部 225248  石戸谷　典明  聖隷三方原病院

部門員 西部 224350  五十島　輝美  自宅
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（一社）静岡県臨床衛生検査技師会　令和2年度  部門役員氏名   No.2

部門名 役　職 地　区 会員番号 氏　名 所属施設名

部門長 西部 225199  別所　加央里  聖隷三方原病院

副部門長 中部 225098  山田　清隆  静岡赤十字病院

会計係 東部 224831  田中　裕志  共立蒲原総合病院

部門員 東部 225550  内野　有子  富士市立中央病院

部門員 東部 713422  滝　創紀  富士宮市立病院

部門員 中部 224981  岩﨑　朋弘  静岡県立総合病院

部門員 中部 703132  土屋　和輝  静岡済生会総合病院

部門員 西部 224893  澤田　早織  浜松医科大学医学部附属病院

部門員 西部 705832  本多　譲  中東遠総合医療センター

部門長 中部 225556  村越　大輝  静岡県立総合病院

副部門長 西部 705542  山田　将臣  浜松医科大学附属病院

会計係 西部 225447  北畑　友美  聖隷健康診断センター

部門員 西部 225041  鈴木　泰秀  静岡厚生連　遠州病院

部門員 西部 225200  大庭  恵子  聖隷浜松病院

部門員 西部 225539  若林　佳介  浜松医療センター

部門員 西部 224045  春口　公哉  磐田市立総合病院

部門員 中部 225294  川添　由起  静岡済生会総合病院

部門員 中部 700818  中村  和也  ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院

部門員 中部 224130  青島　克子  焼津市立総合病院

部門員 中部 720958  勝俣　雄登  静岡市立清水病院

部門員 中部 702732  加納　将   JCHO桜ヶ丘病院

部門員 東部 705953  澤口  諒  聖隷沼津病院

部門員 東部 224206  勝又 　住夫  共立蒲原総合病院

部門長 東部 225457  阿部　将人  静岡県立静岡がんセンター

副部門長 中部 700705  菅沼　涼平  静岡県立総合病院

会計係 西部 705753  水野　章吾  聖隷浜松病院

部門員 中部 221083  黒山　祥文  静岡赤十字病院

部門員 西部 721654  平井　那知  浜松医科大学附属病院

部門員 東部 225458  田代　千穂  静岡県立静岡がんセンター

部門長 西部 224949  大井　直樹  磐田市立総合病院

副部門長 中部 225031  牧野　いづみ  焼津市立総合病院

会計係 西部 225212  清水　美千絵  聖隷健康診断センター

部門員 中部 225374  内藤　真希  静岡県立総合病院

部門員 東部 225515  尾形　裕以  富士市立中央病院

部門員 西部 224516  谷髙　由利子  聖隷三方原病院

部門員 東部 703428  髙島　麻倭子  聖隷沼津病院
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