
理事長（代表理事） 安藤 勝信 練馬光が丘病院

副理事長（常務理事） 山下 芳久 埼玉医科大学保健医療学部

副理事長（常務理事） 清 　正夫 JCHO埼玉メディカルセンター

副理事長（常務理事） 森田 高志 埼玉医科大学総合医療センター

事務局長（常務理事） 村杉   浩 埼玉医科大学病院

常務理事　 鑓田 晋治 さいたま赤十字病院

常務理事　 津田 武七 久喜クリニック

常務理事　 新井 実延 北里大学メディカルセンター

常務理事　 山中   望 防衛医科大学校

理事 中嶋 康仁 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

理事 小久保 領 自治医科大学附属さいたま医療センター

理事 樺澤 寛二 埼玉医科大学病院

理事 野本 健児 友愛日進クリニック

理事 中島   要 さいたまほのかクリニック

理事 猪本 由紀 関越病院

理事 坂下 浩太 埼玉医科大学国際医療センター

理事 渡邉 哲広 獨協医科大学埼玉医療センター

理事 児玉 圭太 埼玉医科大学総合医療センター

監事 大濵 和也 埼玉医科大学病院

監事 細谷 博光 細谷会計事務所

名誉会員 草間 良昌 群馬パース大学

名誉会員 田中 雅巳

名誉会員 見目 恭一 埼玉医科大学名誉教授

名誉会員 古川 周三 新宿石川記念会

名誉会員 今井 和政 友愛クリニック

名誉会員 田中 和彦 須田医院

事務局長 村杉   浩 埼玉医科大学病院

財務部長 森田 高志 埼玉医科大学総合医療センター

財務委員長 児玉 圭太 埼玉医科大学総合医療センター

学術部長 新井 実延 北里大学メディカルセンター

学術委員長 小久保 領 自治医科大学附属さいたま医療センター

学術副委員長 坂下 浩太 埼玉医科大学国際医療センター

学術委員 梶 真悠子 東京都健康長寿医療センター

学術委員 野本 洋平 さやま腎クリニック

学術委員 一噌 登史紀 須田医院

教育委員長 中嶋 康仁 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

教育副委員長 渡邉 哲広 獨協医科大学埼玉医療センター

教育委員 齋木 啓太 さいたま赤十字病院

教育委員 中山 有香 彩の国東大宮メディカルセンター

教育委員 後藤   悟 さいたま市民医療センター

教育委員 西川   徹 世田谷神経内科病院

教育委員 樺澤 寛二 埼玉医科大学病院

教育委員 小澤 友也 康正会総合クリニック

公益社団法人 埼玉県臨床工学技士会 役員名簿

2020～2021年度 名誉会員、役員（理事・監事）、委員



教育委員 吉本   裕 草加市立病院

教育委員 中島   要 さいたまほのかクリニック

教育委員 山中   望 防衛医科大学校

教育委員 吉野 秀樹 埼玉医科大学総合医療センター

広報部長 津田 武七 久喜クリニック

広報委員長 野本 健児 友愛日進クリニック

広報副委員長 北脇 丈博 埼玉医科大学総合医療センター

広報委員 秋山 貴弘 埼玉医科大学総合医療センター

広報委員 石川 一人 さやま腎クリニック

広報委員 鷺谷   亮 岡村記念クリニック

編集委員長 猪本 由紀 関越病院

編集委員 荒川 静司 戸田中央総合病院

編集委員 岩本 典夫 行徳総合病院

編集委員 志村 麻美 彩の森草加クリニック

編集委員 岡部 知徳 さいたま赤十字病院

医療安全部長 鑓田 晋治 さいたま赤十字病院

医療安全委員長 樺澤 寛二 埼玉医科大学病院

医療安全委員 秋元 照美 埼玉医科大学病院

医療安全委員 児玉 圭太 埼玉医科大学総合医療センター

医療安全委員 榊田 真一 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

医療安全委員 永沢 周太朗 蓮田病院

災害対策委員長 鑓田 晋治 さいたま赤十字病院

災害対策副委員長 新井 実延 北里大学メディカルセンター

災害対策委員 本多   仁 埼玉医科大学病院

災害対策委員 内田 周作 小川病院

災害対策委員 桑原   瞳 獨協医科大学埼玉医療センター

災害対策委員 四ノ宮 弘樹 航空公園西口内科

災害対策委員　 佐野 浩司 大宮吉沢クリニック

特別事業部長 山中   望 防衛医科大学校

ワークライフバランス委員長 中島   要 さいたまほのかクリニック

ワークライフバランス副委員長 坂下 浩太 埼玉医科大学国際医療センター

ワークライフバランス委員 島田 佳博 寄居本町クリニック

ワークライフバランス委員 田辺 貴幸 榊原記念病院

ワークライフバランス委員 梶 真悠子 東京都健康長寿医療センター

ワークライフバランス委員 藤川 飛鳥 若葉内科クリニック

ワークライフバランス委員 森本 達也 シャローム病院

ワークライフバランス委員 藤巻 幸祐 関越腎クリニック

健康長寿委員長 村杉   浩 埼玉医科大学病院

健康長寿副委員長 堀口 光寿 新座志木中央総合病院

健康長寿委員 津田 武七 久喜クリニック

健康長寿委員 新井 実延 北里大学メディカルセンター

健康長寿委員 清 　正夫 JCHO埼玉メディカルセンター

選挙管理委員会委員長 古庄 拓也 友愛みぬまクリニック

選挙管理委員会副委員長 葉 　秀寿 埼玉医科大学国際医療センター


