
入会希望者各位

団体名 都道府県 住所 住所団体 住所団体予備 役職 氏名 電話番号

公益社団法人　北海道臨床工学技士会 〒 ０６２－０９３１ 北海道 札幌市豊平区平岸一条６－３－４０ ＫＫＲ札幌医療センター 臨床工学科内 011-822-1811
一般社団法人　青森県臨床工学技士会 〒 ０３７－８５１１ 青森県 弘前市扇町２－２－２ 津軽保健生活協同組合　健生病院 臨床工学科内 事務局長 福士　王菊 0172-55-7717
一般社団法人　岩手県臨床工学技士会 〒 ０２０－８５６０ 岩手県 盛岡市三本栁６地割１番地１ 盛岡赤十字病院 医療技術部　医療工学課内 事務局長 小野　晃 019-637-3111
一般社団法人　宮城県臨床工学技士会 〒 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 022-252-1111
公益社団法人　秋田県臨床工学技士会 〒 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 018-829-5000
一般社団法人　山形県臨床工学技士会 〒 ９９４－００２８ 山形県 天童市鍬ノ町１－２－１０ 医療法人社団清永会　天童温泉矢吹クリニック 臨床工学部内 事務局長 五十嵐　洋行 023-656-9811
一般社団法人　福島県臨床工学技士会 〒 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 024-925-1188
一般社団法人　茨城県臨床工学技士会 〒 ３１０－００３４ 茨城県 水戸市緑町３－５－３５ 茨城県保健衛生会館内 029-306-7010
一般社団法人　栃木県臨床工学技士会 〒 ３２９－０４１３ 栃木県 下野市駅東５－１３－１６ ことうだ腎クリニック 事務局長 平出　裕紀 0285-44-8345
一般社団法人　群馬県臨床工学技士会 〒 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 027-269-7455
公益社団法人　埼玉県臨床工学技士会 〒 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 村杉　浩 049-276-1639
一般社団法人　千葉県臨床工学技士会 〒 ２６０－００３１ 千葉県 千葉市中央区新千葉２－２－３ 三愛記念病院 技術部 事務局長 安田 幸一郎 043-246-2271
一般社団法人　東京都臨床工学技士会 〒 １５３－００４４ 東京都 目黒区大橋２－１６－２８　パインヒルズ３０１号 03-3469-1687

一般社団法人　神奈川県臨床工学技士会 〒 ２２０－００１１ 神奈川県 横浜市西区高島２－１０－１３　横浜東口ビル６０６号室 045-594-6877
一般社団法人　山梨県臨床工学技士会 〒 ４００－８５０６ 山梨県 甲府市富士見１－１－１ 山梨県立中央病院 臨床工学課内 事務局長 竹川　英史 055-253-7111
一般社団法人　長野県臨床工学技士会 〒 ３８３－８５０５ 長野県 中野市西１－５－６３ 北信総合病院 臨床工学科 事務局長 竹田　博行 0269-22-2151
一般社団法人　新潟県臨床工学技士会 〒 ９５０－０１９４ 新潟県 新潟市中央区紫竹山６－４－１２ ＩＣＭ　国際メディカル専門学校内 niigatace@gmail.com

一般社団法人　静岡県臨床工学技士会 〒 ４２０－８６３０ 静岡県 静岡市葵区追手町１０－９３ 静岡市立静岡病院 医療支援部　臨床工学科内 事務局長 興津　健吾
shizurinko.since.1990.4@s
hizurinko.sakura.ne.jp

一般社団法人　愛知県臨床工学技士会 〒 ４６６－８６５０ 愛知県 名古屋市昭和区妙見町２－９ 名古屋第二赤十字病院 医療技術部　臨床工学課内 事務局　　　薗田　誠 052-832-1121
一般社団法人　岐阜県臨床工学技士会 〒 ５００－８２２６ 岐阜県 岐阜市野一色７－２－５ 澤田病院 腎臓病センター 事務局長 野々村　浩光 058-247-3355

一般社団法人　共益型　三重県臨床工学技士会 〒 ５１４－００４３ 三重県 津市南新町１７－２２ 同心会　遠山病院 臨床工学部 事務局長 板垣　正幸 059-227-6171
一般社団法人　富山県臨床工学技士会 〒 ９３９－８５１１ 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 076-422-122
一般社団法人　石川県臨床工学技士会 〒 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 080-6369-3142
一般社団法人　福井県臨床工学技士会 〒 ９１８－８５０３ 福井県 福井市和田中町舟橋７－１ 社会福祉法人恩賜財団　福井県済生会病院 臨床工学部 事務局長 木野　明美 0776-23-1111
一般社団法人　滋賀県臨床工学技士会 〒 ５２４－００２２ 滋賀県 守山市守山４－１４－１ 済生会　守山市民病院 臨床工学科内 事務局長 高久　雅孝 077-582-5151
一般社団法人　京都府臨床工学技士会 〒 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 075-803-5089
一般社団法人　大阪府臨床工学技士会 〒 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 06-6879-5095
一般社団法人　兵庫県臨床工学技士会 〒 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 0798-45-5292
一般社団法人　奈良県臨床工学技士会 〒 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 0744-29-8020

一般社団法人　和歌山県臨床工学技士会 〒 ６４９－６４９３ 和歌山県 紀の川市西三谷９３０ 近畿大学生物理工学部 医用工学科内 事務局長 西手　芳明 0736-77-3888
一般社団法人　鳥取県臨床工学技士会 〒 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 事務局長 雑賀　真也 0859-38-6975
一般社団法人　島根県臨床工学技士会 〒 ６９８－０００３ 島根県 益田市乙吉町イ１０３－１ 益田赤十字病院　 医療技術部　臨床工学技術課内 0856-22-1480
一般社団法人　岡山県臨床工学技士会 〒 ７００－０９１２ 岡山県 岡山市北区大供表町３－１４ 086-235-7786
一般社団法人　広島県臨床工学技士会 〒 ７３２－００５７ 広島県 広島市東区二葉の里３－１－３６ 医療法人ＪＲ広島病院 診療支援部　臨床工学室内 事務局長 輪内　敬三 082-262-1171
一般社団法人　山口県臨床工学技士会 〒 ７５５－８５０５ 山口県 宇部市南小串１－１－１ 山口大学医学部附属病院　 ＭＥ危機管理センター 事務局長 松山　法道 0836-22-2495
一般社団法人　徳島県臨床工学技士会 〒 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 事務局長 林　博之 088-642-5050
一般社団法人　香川県臨床工学技士会 〒 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 塩見　基 087-861-3261
一般社団法人　高知県臨床工学技士会 〒 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 斧　武志 088-823-2285
一般社団法人　愛媛県臨床工学技士会 〒 ７９２－８５４３ 愛媛県 新居浜市王子町３－１ 住友別子病院 診療部臨床工学室　 0897-37-7111
一般社団法人　福岡県臨床工学技士会 〒 ８１０－００７３ 福岡県 福岡市中央区舞鶴３－１－２７　第二理研ビル２階 株式会社　ジーニス　コンベンションサービス内 092-722-2811
一般社団法人　佐賀県臨床工学技士会 〒 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 事務局長 木村　崇 0952-34-3269
一般社団法人　長崎県臨床工学技士会 〒 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 095-824-1101
一般社団法人　熊本県臨床工学技士会 〒 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 096-354-6781
公益社団法人　大分県臨床工学技士会 〒 ８７０－００２３ 大分県 大分市長浜町２－７－２２ 株式会社　マイダスコミュニケーション内 097-579-6565
一般社団法人　宮崎県臨床工学技士会 〒 ８８６－０２１２ 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 事務局長 平田　朋彦 0984-44-1141

公益社団法人　鹿児島県臨床工学技士会 〒 ８９２－８５１２ 鹿児島県 鹿児島市長田町１４－３ 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院 透析室内 事務局長 前村　隆治 099-226-9111
一般社団法人　沖縄県臨床工学技士会 〒 ９０１－２１２６ 沖縄県 浦添市宮城２－１７－１ みやざと内科クリニック 事務局長 豊川　賢次 okinawa_ce@yahoo.co.jp

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。
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