
岩手県立病院医師連合会役員・理事名簿  《令和元(2019）年度》

　会　 長 中野　達也 (大船渡) 庶務担当理事 阿部　隆之 (磐井) 木村　尚人 (中央)

　副会長 小山田　尚 (中部） 広報担当理事 島岡　 理 (中央) 渡辺　道雄 (中央)

　副会長 遠野　千尋 (久慈) 会計担当理事 池端　 敦 (中央) 石川　徹 (釜石）

監　　事 田村　乾一 (中部) 葛西　敏史 (軽米)

  医 師 協 議 会 医療用設備整備調査
   　 (1号・2号）  定員12  　委員会 定員5

久慈 白石　直人　 （形成） 白石　直人　 （形成）

久慈 遠野　千尋 　 （外） 遠野　千尋　 （外）

軽米 葛西　敏史　 （外) 葛西　敏史 　 （外)

二戸 西山　理 （循） 西山　理　 （循） 及川　　浩　　 （放)

一戸 佐々木　由佳　 （精）

九戸 菅原　　敏　 （内)

中央 赤坂　威一郎　 （内視） 島岡　　理 　 （児外） 中村　明浩　 （循)

中央 大浦　裕之　 （呼外) 渡辺 　道雄　 （外）

紫波 藤井　正範 （内)

沼宮内 大津　友見　 （外)

中部 樫村　博史　 （脳外） 中野　達也　 （外）

中部 田村　乾一　 （神内）

中部 小山田　 尚　 （外）

遠野 高橋　　完 （循）

東和 松浦　和博 （外）

大迫 星　晴久　 （内）

胆沢 八木　卓也　 （循） 八木　卓也　 （循）

江刺 清水　幸彦　 （脳外）

磐井 平野　拓司　 （外） 阿部　隆之　 （外） 佐藤　耕一郎　 （外）

南光 村川　泰徳　 （精） 村川　泰徳　 （精）

千厩 塩井　義裕 （外)

大東 上野　正博　 （内）

大船渡 久夛良　徳彦 （内） 小笠原　敏浩　 （産）

高田 田坂　登司博 （内)

住田 工藤　正一郎　 （内）

宮古 石黒　保直　 （外）

山田 吉田　樹由 （内)

釜石 石川　　徹 　 （外)

大槌 黒田　継久 （内）

病院 病 院 理 事

新任青字



　≪令和元(2019）年度≫ 　青字　新委員会及び新任

【1】医師連役員 【4】医師確保対策検討委員会

会長   中野　達也  （大船渡） 委員1   佐藤   耕一郎  （磐井）

副会長 　小山田　尚  （中部） 委員2   石川     徹  （釜石）

副会長   遠野   千尋    （久慈） 委員3   中野   達也  （大船渡）

庶務担当理事 　阿部　隆之  （磐井） 委員4   遠野   千尋    （久慈）

庶務担当理事   木村　尚人  （中央） 委員5   相馬　  淳  （中央）

広報担当理事   島岡     理  （中央）
【5】 医療用設備整備調査委員会

広報担当理事 　渡辺　道雄  （中央） 委員1   佐藤   耕一郎  （磐井）

会計担当理事 　池端　　敦  （中央） 委員2   遠野   千尋    （久慈）

会計担当理事   石川     徹    （釜石） 委員3 　中村   明浩  （中央）

監事   田村   乾一  （中部） 委員4   小笠原  敏浩  （大船渡）

監事 　葛西　敏史  （軽米） 委員5   及川     浩  （二戸）

【2】１，２号医師協議会 【6】医療情報化推進委員会

委員1   中野   達也  （大船渡） 委員1   相馬　  淳  （中央）

委員2   小山田  尚    （中部） 委員2   中村   正人  （胆沢）

委員3   田村   乾一  （中部） 委員3   中村     紳  （磐井）

委員4   遠野　千尋  （久慈） 委員4   及川     浩  （二戸）

委員5   白石   直人  （久慈） 委員5 　石黒　保直　  （宮古）

委員6   島岡     理  （中央）
【7】薬事検討委員会

委員7 　渡辺　道雄  （中央） 委員1   小山田　尚   （中部）

委員8 　八木　卓也  （胆沢） 委員2   臼田　昌弘  （中央）

委員9   阿部　隆之  （磐井）
【8】クリニカルパス委員会

委員10 　西山　理  （二戸） 委員1 　池端　　敦  （中央）

委員11   葛西   敏史  （軽米） 委員2 　小山田　尚  （中部）

委員12   村川   泰徳  （南光） 委員3 　鈴木　俊郎  （胆沢）

【3】医師に関する諸問題検討委員会
委員4 　大津　　修  （大船渡）

委員1   中野　達也  （大船渡） 委員5 　佐藤　耕一郎  （磐井）

委員2 　小山田　尚  （中部）
【9】医療クラーク業務検討委員会

委員3   遠野   千尋    （久慈） 委員1   中野　達也   （中部）

委員4 　阿部　隆之  （磐井） 委員2   清水　幸彦  （江刺）


