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近畿支部  

勤務先都道府県 氏名 勤務先 

滋賀県 奥村 直也 医療法⼈緑⽣会 南⼤津クリニック 

⽊下 昌昭 甲賀市⽴信楽中央病院 

⻄川 昭則 東近江市蒲⽣医療センター 

野々⼭ 裕⼰ 地⽅独⽴⾏政法⼈ 市⽴⼤津市⺠病院 

⼭内 聡 地⽅独⽴⾏政法⼈ 市⽴⼤津市⺠病院 

京都府 ⾜⽴ 歳昭 医療法⼈ 知⾳会 御池クリニック 

池⽥ 雄⼠ 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

⾅井 和美 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

⼤⻄ 達也 医療法⼈ 健康会 京都南病院 

⼩川 武 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

⾦⾕ 洸希 医療法⼈ 知⾳会 御池クリニック 

北井 孝明 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

北野 琢也 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

坂井 ゆかり 医療法⼈ 創健会 ⻄村診療所 

櫻井 勝則 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

兵藤 康弘 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

三宅 悠司 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

森川 敬⽃ 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

⼤阪府 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅⽥ 直樹 社会医療法⼈ペガサス 



勤務先都道府県 氏名 勤務先 

⼤阪府  池宮城 光哉 ⼤阪がん循環器病予防センター 

⼤城 勲 ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 

岡⽥ 恵理 医療法⼈ 協仁会 ⼩松病院 

岡⽥ 和浩 医療法⼈ 協仁会 ⼩松病院 

尾⽥ 裕司 社会医療法⼈ ⽣⻑会 府中病院 

加藤 丈佳 枚⽅公済病院 

岸本 真美 医療法⼈ 財団医親会 OBP クリニック 

久保 ⽂裕 ⼤阪がん循環器病予防センター 

⼩林 章浩 社会医療法⼈ ⽣⻑会 府中病院 

塩村 由美 医療法⼈ 協仁会 ⼩松病院 

島⽥ 繁也 ⼤阪市⽴総合医療センター 

嶋村 由美 医療法⼈ 財団医親会 OBP クリニック 

清⽔ 徳⼈ 医療法⼈ 上野会 上野会クリニック 

⽩井 美保⼦   

瀧本 元 医療法⼈ ⾕⼝クリニック 

⽵綱 猛 ⼤阪市⽴総合医療センター 

⽥所 和幸 ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 アクティ健診セ
ンター 

中⾕ 紋⼦ ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 千⾥ＬＣ健診セ
ンター 

錦 ⾹⾥ オリエンタル労働衛⽣協会 ⼤阪⽀部 メディカル
クリニック 

蓮尾 智之 ⼤阪がん循環器病予防センター 

東野 博夫 東⼤阪⽣協病院 

平⼭ 崇光 ⼤阪警察病院 



勤務先都道府県 氏名 勤務先 

⼤阪府 
 

藤⽥ 陽蔵 ⼤阪がん循環器病予防センター 

前⼭ 美誠 ⼤阪掖済会病院 

松原 明夫 ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 千⾥ＬＣ健診セ
ンター 

丸野 秀⾏   

三浦 ⼀利 ⼤阪がん循環器病予防センター 

三島 久典 ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 千⾥ＬＣ健診セ
ンター 

向井 ⼀也 社会医療法⼈ペガサス ⾺場記念病院 

村上 惠美 ⼀般財団法⼈ 住友病院 

村⽥ 智⼦ 済⽣会 富⽥林病院 

森 昭弘 上野会クリニック 

森⽥ 賢太朗 医療⽣協かわち野東⼤阪⽣協病院 

⽮頭 賢太郎 医療法⼈ ⾕⼝クリニック 

⼭野 英司 社会医療法⼈ ⽣⻑会 府中病院 

和久本 義昌 ⼀般財団法⼈ 関⻄労働保健協会 

和⽥ 優⼀   

兵庫県 岩佐 順平 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター 

宮地 和明 社会医療法⼈ 中央会 尼崎中央病院 

奈良県 
伊奈 純平 医療法⼈まつおかクリニック 内視鏡検査・CT検

査クリニック 

菅家 ⼤樹 奈良県⻄和医療センター 

佐藤 洋 医療法⼈ 桜翔会 中辻病院 

杤 秀樹 社会医療法⼈ 平和会 吉⽥病院 

 



勤務先都道府県 氏名 勤務先 

奈良県 森下 健⼀ 医療法⼈ 健康⽀援三恵 三恵クリニック 

⼭﨑 礼司 社会医療法⼈ 平和会 吉⽥病院 

和歌⼭県 上久保 裕太 北出病院 

⿊川 正伸 医療法⼈ 明星会 星野胃腸クリニック 

⼭崎 純 紀南病院 

 


