
歴代勤務医部会正副部会長    （R04.9.5 現在） 
年度 府医会長 勤務医部会長 勤務医部会副部会長 

Ｓ４８ 山口 正民 橋本  博 阿部 源三郎 関  一郎 藤田 栄隆 

Ｓ４９・５０ 山口 正民 橋本  博 阿部 源三郎 関  一郎 藤田 栄隆 

Ｓ５１・５２ 山口 正民 橋本  博 阿部 源三郎 関  一郎 
S51 藤田 栄隆

S52 渡辺 直寛 

Ｓ５３・５４ 山口 正民 橋本  博 雲井 康晴 冨田 和義 和田  博 

Ｓ５５・５６ 山口 正民 橋本  博 雲井 康晴 冨田 和義 和田  博 

Ｓ５７・５８ 稲葉  博 橋本  博 阿部 源三郎 上嶋  勲 渡辺 直寛 

Ｓ５９・６０ 稲葉  博 橋本  博 阿部 源三郎 上嶋  勲 河野 修造 

Ｓ６１・６２ 杉本 宗雄 橋本  博 阿部 源三郎 河野 修造 鶴原 常雄 

Ｓ６３・Ｈ１ 杉本 宗雄 杉本  侃 阿部 源三郎 新谷 善典 濱田 和孝 

Ｈ２・３ 植松 治雄 吉矢 生人 阿部 源三郎 濱田 和孝 鶴原 常雄 

Ｈ４・５ 植松 治雄 吉矢 生人 阿部 源三郎 濱田 和孝 千代 豪昭 

Ｈ６・７ 植松 治雄 吉矢 生人 濱田 和孝 千代 豪昭 辻野 芳弘 

Ｈ８・９ 植松 治雄 吉川 邦彦 濱田 和孝 
H8 河野 修造

H9 花井  淳 
船戸 正久 

Ｈ１０・１１ 植松 治雄 吉川 邦彦 船戸 正久 花井  淳 杉田 隆博 

Ｈ１２・１３ 植松 治雄 吉川 邦彦 花井  淳 杉田 隆博 三宅 忠夫 

Ｈ１４・１５ 植松 治雄 村田 雄二 藤田 敬之助 三宅 忠夫 志村 研太郎 

Ｈ１６・１７ 酒井 國男 村田 雄二 藤田 敬之助 三宅 忠夫 志村 研太郎 

Ｈ１８・１９ 酒井 國男 杉本  壽 藤田 敬之助 三宅 忠夫 
H18志村研太郎

H19 片桐 修一 

Ｈ２０・２１ 酒井 國男 杉本  壽 大笹 幸伸 片桐 修一 幸原 晴彦 

Ｈ２２・２３ 伯井 俊明 澤  芳樹 上田 真喜子 片桐 修一 幸原 晴彦 

Ｈ２４・２５ 伯井 俊明 澤  芳樹 上田 真喜子 片桐 修一 幸原 晴彦 

Ｈ２６・２７ 伯井 俊明 澤  芳樹 下村 嘉一 幸原 晴彦 中島 康夫 

Ｈ２８・２９ 茂松 茂人 澤  芳樹 福田 寛二 幸原 晴彦 中島 康夫 

Ｈ３０・３１ 茂松 茂人 澤  芳樹 星賀 正明 幸原 晴彦 中島 康夫 

Ｒ２・３ 茂松 茂人 澤  芳樹 星賀 正明 幸原 晴彦 中島 康夫 

Ｒ４・５ 

茂松 茂人 

高井 康之 

（R4.9 交代） 

澤  芳樹 杉本 圭相 幸原 晴彦 中島 康夫 

 

 

 

 


