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一般社団法人 日本腎不全看護学会 

正会員 各位 

一般社団法人 

日本腎不全看護学会 

選挙管理委員会 

 

第 3 期代議員選挙結果報告 

 

2021 年 3 月 10 日～3 月 30 日に実施いたしました代議員選挙の結果、以下の 62 名が第 3

期代議員に選出されましたのでご報告申し上げます。 

 

地区 氏名 所属先名 

北海道 伊藤 美和子 医）桑園中央病院 

北海道 福島 亮 社会（医）北海道恵愛会 札幌南一条病院 

北海道 山田 哲也 医）腎友会 岩見沢クリニック 

東北 近江 薫 医）明和会 中通総合病院 

東北 熊谷 幸喜 南三陸病院 

東北 徳田 久美 鶴岡協立病院 

東北 水尻 信雄 十和田市立中央病院 

関東 青木 栄子 いなげ腎クリニック 

関東 岩崎 和子 横浜市立大学附属病院 

関東 植木 博子 公立福生病院 

関東 宇賀神 ゆかり 東京都済生会中央病院 

関東 岡 美智代 群馬大学大学院 

関東 小坂 志保 東京工科大学 

関東 齋藤 凡 東京大学附属病院 

関東 杉山 瞬 医）社団日高会 日高病院 

関東 鈴鹿 ゆかり 医）社団善仁会 

関東 髙橋 さつき 群馬大学大学院 

関東 谷口 弘美 医）財団松圓会 東葛クリニック病院 

関東 辻村 陽子 医）厚済会 上大岡仁正クリニック 

関東 中島 朋美 医）眞仁会 横須賀クリニック 

関東 長谷川 とし子 医）眞仁会 北久里浜たくちクリニック 

関東 濵井 章 杏林大学医学部附属病院 

関東 平野 道枝 国際医療福祉大学 

関東 由井 淑子 医）石心会 川崎クリニック 
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北陸・甲信越 飯田 美沙 長野市民病院 

北陸・甲信越 大西 冬美 富山大学附属病院 

北陸・甲信越 中野 いずみ 
財）新田塚医療福祉センター 福井総合クリニッ

ク 

北陸・甲信越 新田 靖之 JCHO 若狭高浜病院 

北陸・甲信越 松木 理浩 市立富山市民病院 

東海 青木 真理 豊橋市民病院 

東海 薄井 園 公立学校共済組合 東海中央病院 

東海 片村 幸代 医）名古屋記念財団 新生会第一病院 

東海 熊澤 ひとみ 医）偕行会 透析医療事業部 

東海 小塚 めぐみ 医）名古屋記念財団 東海クリニック 

東海 後藤 浩也 医）同心会 遠山病院 

東海 高井 奈美 名古屋大学医学部附属病院 

東海 鳥居 芳行 医）光寿会 今池腎クリニック 

東海 山本 美和 医）明陽会 成田記念病院 

近畿 青木 加代子 医）昂会 日野記念病院 

近畿 石田 真由 兵庫県立尼崎総合医療センター 

近畿 板谷 真紀子 医）北辰会 有澤総合病院 

近畿 今西 伸子 医）柏友会 柏友千代田クリニック 

近畿 江上 豊 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

近畿 小林 圭一 医）桜翔会 中辻医院 

近畿 中村 雅美 公立大学法人大阪府立大学 

近畿 鉾立 優作 公益財団法人 豊郷病院 

近畿 増田 佐智子 医）やまびこ会 堀江やまびこ診療所 

近畿 森田 悦敬 医）坂口クリニック 

中国 篠原 謙太 日本赤十字広島看護大学 

中国 新田 千恵美 医）一陽会 原田病院 

中国 服部 智子 日本赤十字広島看護大学 

中国 山下 麻紀 安田女子大学 

四国 岡庭 知子 医）讃志会 花ノ宮クリニック 

四国 小川 治美 医）佐藤循環器科内科 

九州・沖縄 阿部 利恵 NPO法人日本看護キャリア開発センター 

九州・沖縄 小山 貴也 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 

九州・沖縄 坂 さとみ 
医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・

内科 
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九州・沖縄 城間 久美絵 熊本赤十字病院 

九州・沖縄 德田 勝哉 医）原三信病院 

九州・沖縄 西津 規 一般財団法人 平成柴川会 小倉記念病院 

九州・沖縄 平松 美紀 活水女子大学 

九州・沖縄 吉田 恵美 九州大学病院 

 

以上 


