入会希望者各位

全国都道府県臨床工学技士会事務局名簿
団体名
公益社団法人 北海道臨床工学技士会
一般社団法人 青森県臨床工学技士会
一般社団法人 岩手県臨床工学技士会
一般社団法人 宮城県臨床工学技士会
公益社団法人 秋田県臨床工学技士会
一般社団法人 山形県臨床工学技士会
一般社団法人 福島県臨床工学技士会
一般社団法人 茨城県臨床工学技士会
一般社団法人 栃木県臨床工学技士会
一般社団法人 群馬県臨床工学技士会
公益社団法人 埼玉県臨床工学技士会
一般社団法人 千葉県臨床工学技士会
一般社団法人 東京都臨床工学技士会
一般社団法人 神奈川県臨床工学技士会
一般社団法人 山梨県臨床工学技士会
一般社団法人 長野県臨床工学技士会
一般社団法人 新潟県臨床工学技士会
一般社団法人 静岡県臨床工学技士会
一般社団法人 愛知県臨床工学技士会
一般社団法人 岐阜県臨床工学技士会
一般社団法人 共益型 三重県臨床工学技士会
一般社団法人 富山県臨床工学技士会
一般社団法人 石川県臨床工学技士会
一般社団法人 福井県臨床工学技士会
一般社団法人 滋賀県臨床工学技士会
一般社団法人 京都府臨床工学技士会
一般社団法人 大阪府臨床工学技士会
一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会
一般社団法人 奈良県臨床工学技士会
一般社団法人 和歌山県臨床工学技士会
一般社団法人 鳥取県臨床工学技士会
一般社団法人 島根県臨床工学技士会
一般社団法人 岡山県臨床工学技士会
一般社団法人 広島県臨床工学技士会
一般社団法人 山口県臨床工学技士会
一般社団法人 徳島県臨床工学技士会
一般社団法人 香川県臨床工学技士会
一般社団法人 高知県臨床工学技士会
一般社団法人 愛媛県臨床工学技士会
一般社団法人 福岡県臨床工学技士会
一般社団法人 佐賀県臨床工学技士会
一般社団法人 長崎県臨床工学技士会
一般社団法人 熊本県臨床工学技士会
公益社団法人 大分県臨床工学技士会
一般社団法人 宮崎県臨床工学技士会
公益社団法人 鹿児島県臨床工学技士会
一般社団法人 沖縄県臨床工学技士会

〒

都道府県

住所

住所団体

住所団体予備

役職

氏名

電話番号

事務局長 中川 一郎

011-822-1811
0178-72-5111
019-641-6633
022-252-1111
018-829-5000
023-682-8566
024-925-1188
0297-62-1212
0285-82-2195
027-269-7455
0492-76-1639
043-246-2271
03-3469-1687
045-594-6877
055-267-5500
0269-22-2151
025-267-1251

医療支援部 臨床工学科内

事務局長 興津 健吾

shizurinko.since.1990.4@sh
izurinko.sakura.ne.jp

名古屋第二赤十字病院

医療技術部 第二臨床工学課内

事務局

澤田病院

腎臓病センター

事務局長 野々村 浩光

三重県 津市南新町17-22

遠山病院

臨床工学部

事務局長 板垣 正幸

富山県 富山市今泉北部町 2-1

富山市民病院

臨床工学科内

事務局長 熊代 佳景

〒 920-1180

石川県 金沢市太陽が丘1-1

北陸大学

医療保健学部内

事務局長 髙橋 純子

〒 918-8501

福井県 福井市月見2-4-1

福井赤十字病院

医療技術部 臨床工学技術課

〒 525-0014

滋賀県 草津市駒井沢町395-1

医療法人社団 第二富田クリニック

〒 602-8155

京都府 京都市上京区千本通竹屋町東入主税町910

京都保健衛生専門学校

臨床工学科専攻科内

事務局

〒 565-0871

大阪府 吹田市山田丘2-15

国立大学法人 大阪大学医学部附属病院

臨床工学部内

事務局長 楠本 繁崇

〒 663-8501

兵庫県 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学病院

臨床工学部内

事務局長 大平 順之

〒 634-8522

奈良県 橿原市四条町840

奈良県立医科大学附属病院

医療技術センター内

事務局長 井ノ上 哲智

新宮市立医療センター

臨床工学部内

事務局長 坂本 亮輔
事務局長 雑賀 真也

〒 062-0931

北海道 札幌市豊平区平岸1条6-3-40

ＫＫＲ札幌医療センター

臨床工学科

事務局

〒 031-8555

青森県 八戸市田向3-1-1

八戸市立市民病院

臨床工学科内

事務局

〒 020-0121

岩手県 盛岡市月が丘1-29-15

医療法人社団恵仁会 三愛病院

臨床工学科内

事務局長 浅沼 慶彦

〒 983-0824

宮城県 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1

仙台オープン病院

臨床工学室

事務局長 千葉 美樹

〒 010-1495

秋田県 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1

秋田赤十字病院

医療技術部 臨床工学課内

事務局長 大山 幸男

〒 990-0882

山形県 山形市嶋北4-5-5

医療法人社団清永会 矢吹病院

臨床工学部内

事務局長 五十嵐 洋行

〒 963-8558

福島県 郡山市西ノ内2-5-20

太田綜合病院附属太田西ノ内病院

ＭＥ室内

事務局長 橋本 潤一

〒 301-0004

茨城県 龍ヶ崎市馴馬町2668-1

セントラル腎クリニック龍ヶ崎

臨床工学部

事務局長 並木 暢也

〒 321-4306

栃木県 真岡市台町2461

芳賀赤十字病院

臨床工学技術課

〒 371-0004

群馬県 前橋市亀泉町甲3-12

群馬県立心臓血管センター

臨床工学課内

事務局長 角田 卓哉

〒 350-0495

埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医科大学病院

臨床工学部内

事務局長 大濵 和也

〒 260-0027

千葉県 千葉市中央区新田町2-3

三愛記念病院

技術部

〒 153-0044

東京都 目黒区大橋2-16-28 パインヒルズ301号

〒 220-0011

神奈川県 横浜市西区高島2-10-13

横浜東口ビル606号

事務局

山梨県 甲斐市篠原2975-1

原口内科・腎クリニック

透析室・事務

〒 383-8505

長野県 中野市西1-5-63

北信総合病院

臨床工学科

〒 950-2071

新潟県 新潟市西区西有明町1-5

信楽園病院附属 有明診療所

〒 420-8630

静岡県 静岡市葵区追手町10-93

静岡市立静岡病院

〒 466-8650

愛知県 名古屋市昭和区妙見町2-9

〒 500-8226

岐阜県 岐阜市野一色7-2-5

〒 514-0043
〒 939-8511

和歌山県 新宮市蜂伏18-7

事務局長 伊橋 徹
事務局

〒 400-0115

〒 647-0072

郵送物送付先

事務局長 高橋 満彦
事務局長 竹田 博行

事務局長 重矢 直彦
事務局長 久保 哲哉

〒 683-8504

鳥取県 米子市西町36-1

鳥取大学医学部附属病院

ＭＥセンター

〒 693-8555

島根県 出雲市姫原4-1-1

島根県立中央病院

臨床工学科内

〒 700-0912

岡山県 岡山市北区大供表町3-14

〒 734-8551

広島県 広島市南区霞1-2-3

広島大学病院

〒 753-0221

山口県 山口市大内矢田北5-11-21

医療法人社団水生会 柴田病院内

事務局長 錦織 伸司
事務局

ＭＥ機器管理室内

事務局長 森重 水貴
事務局長 竹内 綾亮

〒 779-3125

徳島県 徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1

医療法人明和会 たまき青空病院

臨床工学部内

〒 760-0018

香川県 高松市天神前4-18

ＫＫＲ高松病院

ＭＥセンター内

事務局長 林 博之
事務局長 塩見 基

〒 780-0066

高知県 高知市比島町4-6-22

医療法人仁栄会 島津病院

臨床工学科

事務局

〒 799-1592

愛媛県 今治市喜田村7-1-6

済生会今治病院

透析室

事務局

〒 830-8543

福岡県 久留米市津福本町422

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院

臨床工学室内

事務局長 本田 靖雅

〒 849-8501

佐賀県 佐賀市鍋島5-1-1

佐賀大学医学部附属病院

ＭＥセンター

〒 850-0032

長崎県 長崎市興善町 5-1

医療法人衆和会 長崎腎病院

斧 武志

事務局長 木村 崇
事務局

〒 860-0004

熊本県 熊本市中央区新町4-7-22

医療法人野尻会 熊本泌尿器科病院

事務局長 下條 隆史

〒 870-0844

大分県 大分市古国府1155-1

株式会社 マイダスコミュニケーション内

事務局

宮崎県 小林市野尻町東麓1176

医療法人友愛会 野尻中央病院

臨床工学・ＭＥ室内

公益社団法人鹿児島共済会 南風病院

透析室内

〒 886-0212
〒 892-8512

鹿児島県 鹿児島市長田町14-3

〒 901-2126

沖縄県 浦添市宮城2-17-1

みやざと内科クリニック

公益社団法人 日本臨床工学技士会に入会希望の方は、まず勤務先もしくは自宅のどちらかに該当する各都道府県技士会事務局にお問い合わせください。

事務局長 平田 朋彦
事務局長 前村 隆治
事務局長 豊川 賢次

052-832-1121
058-247-3355
059-227-6171
076-422-1112
080-6369-3142
0776-36-3630
077-535-9056
075-803-5089
06-6879-5095
0798-45-5292
0744-29-8020
0735-31-3333
0859-38-6975
0853-30-6637
086-235-7786
082-257-5158
083-927-2800
088-642-5050
087-861-3261
088-823-2285
0898-47-2500
0942-38-0055
0952-34-3269
095-824-1101
096-354-6781
097-544-7070
0984-44-1141
099-226-9111
okinawa_ce@yahoo.co.jp

