
No 氏　名 役 職

1 松山　浩吉 会　長
◎ 2 津森　孝生 会　長

3 大久保　芳明 会　長
4 武田　温裕 会　長
5 藤江　　博 会　長
6 島田　英司 会　長
7 森　十久子 監　事
8 大平　真司 理　事
9 佐々木　洋 会　長

10 島田　永和 常任理事
11 山中　英治 理　事
12 辻井　正彦 院　長
13 中口　清美 看護部長
14 髙橋　登志恵 業務第一部長
15 島岡　正之 部　長
16 石橋　敬三 部　長
17 松本　小百合 所　長
18 髙山　佳洋 所　長

◎会長 （順不同）

No 氏　名 役 職

1 横山　　隆 副会長
◎ 2 清水　隆行 会　長

3 小川　清二 会　長
4 𠮷﨑　昌宏 会　長
5 島田　英司 会　長
6 豊田　雅子 副会長
7 柚木　求見 理　事
8 島岡　正之 部　長
9 西田　一明 部　長

10 石橋　敬三 部　長
11 松本　小百合 所　長
12 髙山　佳洋 所　長

◎会長 （順不同）

No 氏　名 役 職

1 柏井　　朗 副会長
2 西村　博幸 副会長

◎ 3 山下　正洋 会　長
4 萬野　智昭 副会長
5 森　十久子 監　事
6 中野　道雄 会　長
7 𠮷本　宏一 会　長
8 山岡　信也 理　事
9 山崎　　肇 薬剤部長

10 島岡　正之 部　長
11 西田　一明 部　長
12 石橋　敬三 部　長
13 松本　小百合 所　長
14 髙山　佳洋 所　長

◎会長　 （順不同）

平成30年度 中河内圏域の各懇話会・検討会等 委員名簿

布施医師会
八尾市歯科医師会
布施薬剤師会
河内薬剤師会
枚岡薬剤師会
八尾市薬剤師会
柏原市薬剤師会
大阪府薬剤師会
八尾市立病院
東大阪市健康部
八尾市健康まちづくり部
柏原市健康福祉部
東大阪市保健所
八尾市保健所

河内総合病院（大阪府看護協会）
全国健康保険協会大阪支部（医療保険者）
東大阪市健康部
柏原市健康福祉部
東大阪市保健所

東大阪市保健所
八尾市保健所

所　　　　属

八尾市薬剤師会
大阪府歯科医師会
東大阪市健康部
八尾市健康まちづくり部
柏原市健康福祉部

中河内医療・病床懇話会 委員名簿

中河内歯科保健懇話会 委員名簿

中河内薬事懇話会 委員名簿

布施医師会
河内医師会
枚岡医師会
八尾市医師会
柏原市医師会
柏原市歯科医師会
枚岡薬剤師会
大阪府医師会
大阪府病院協会
大阪府私立病院協会
大阪府私立病院協会
市立東大阪医療センター（大阪府公立病院協議会）

布施医師会
東大阪市西歯科医師会
東大阪市東歯科医師会
八尾市歯科医師会
柏原市歯科医師会

八尾市保健所

所　　　　属

所　　　　属
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No 氏　名 役 職

1 武田　温裕 会　長
◎ 2 塩野　　茂 所　長

3 鷹野　　譲 心臓センター長
4 池側　恭洋 外科医長（救急診療科兼任）
5 呉　教東 救急科部長
6 秋月　克彦 救急センター長
7 星田　四朗 院　長
8 森　啓太郎 救急部長
9 岩井　敦志 救急診療部長

10 佐藤　博之 院　長
11 平川　正隆 警防部警備課長
12 橋本　和彦 救急救助課長
13 藤井　昇仁 副署長兼消防課長
14 田邊　雅章 課　長
15 松本　小百合 所　長
16 髙山　佳洋 所　長

◎会長 （順不同）

No 氏　名 役 職

1 松山　浩吉 会　長
2 津森　孝生 会　長
3 大久保　芳明 会　長
4 武田　温裕 会　長

◎ 5 藤江　　博 会　長
6 清水　隆行 会　長
7 小川　清二 会　長
8 𠮷﨑　昌宏 会　長
9 島田　英司 会　長

10 山下　正洋 会　長
11 萬野　智昭 副会長
12 森　十久子 監　事
13 中野　道雄 会　長
14 𠮷本　宏一 会　長
15 木下　秀夫 会　長
16 島田　永和 院　長
17 中口　清美 看護部長

18 山口　恵子 管理者

19 前川　阿紀子 常務理事
20 高橋　和子 部　長
21 田辺　卓次 部　長
22 石橋　敬三 部　長
23 福永　悟之 課　長
24 寺島　　潔 課　長
25 田中　　徹 次長兼高齢介護課長
26 松本　小百合 所　長
27 髙山　佳洋 所　長

◎会長 （順不同）

東大阪市西歯科医師会

東大阪市保健所
八尾市保健所

八尾市地域福祉部
柏原市健康福祉部
東大阪市福祉部地域包括ケア推進課
八尾市地域福祉部高齢介護課
柏原市健康福祉部

布施薬剤師会

布施医師会
河内医師会

河内総合病院

八尾はぁとふる病院（大阪府私立病院協会）
河内総合病院（大阪府看護協会）

河内医師会訪問看護ステーション
（大阪府訪問看護ステーション協会）

柏原市社会福祉協議会
東大阪市福祉部

河内薬剤師会
枚岡薬剤師会
八尾市薬剤師会
柏原市薬剤師会
国分病院（大阪精神科病院協会）

石切生喜病院
八尾市立病院
医真会八尾総合病院
八尾徳洲会総合病院
市立柏原病院
東大阪市消防局
八尾市消防本部
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部

枚岡医師会
八尾市医師会

八尾市医師会
大阪府立中河内救命救急センター
市立東大阪医療センター
若草第一病院

所　　　　属

柏原市医師会

大阪府健康医療部 保健医療室 医療対策課
東大阪市保険所
八尾市保健所

東大阪市東歯科医師会
八尾市歯科医師会

中河内在宅医療懇話会 委員名簿

柏原市歯科医師会

所　　　　属

中河内救急懇話会 委員名簿



No 氏　名 役 職
1 武田　温裕 会　長
2 小川　清二 会　長
3 𠮷本　宏一 会　長

◎ 4 木下　秀夫 院　長
5 山本　幸良 理事長
6 弓崎　恭俊 院　長
7 鷹野　　譲 循環器内科部長
8 塩野　　茂 所　長
9 辻本　直子 所　長

10 高橋　和子 部　長
11 田辺　卓次 部　長
12 石橋　敬三 部　長
13 松本　小百合 所　長
14 髙山　佳洋 所　長

◎会長 （順不同）

No 氏　名 役 職
1 柏井　　朗 副会長
2 上田　広伸 理　事
3 樋口　　拓 副会長

◎ 4 武田　温裕 会　長
5 藤江　　博 会　長
6 𠮷﨑　昌宏 会　長
7 森田　圭一 理　事
8 松本　小百合 所　長
9 髙山　佳洋 所　長

10 高林　弘の 所　長
11
12
13
14
15
16

◎会長 （順不同）

八尾市保健所
大阪府藤井寺保健所

八尾市薬剤師会

布施医師会
河内医師会
枚岡医師会
八尾市医師会

所　　　　属

所　　　　属

八尾市医師会
東大阪市東歯科医師会

中河内精神医療懇話会 委員名簿

八尾市保健所

中河内圏域脳卒中等地域連携クリティカルパス検討会 委員名簿

大阪府立中河内救命救急センター

東大阪市保健所

柏原市医師会
八尾市歯科医師会

八尾市地域福祉部
東大阪市福祉部

柏原市薬剤師会
国分病院（大阪精神科病院協会）
八尾こころのホスピタル（大阪精神科病院協会）
弓崎いこいクリニック（大阪精神科診療所協会）
市立東大阪医療センター

訪問看護ステーション　ふろーる

柏原市健康福祉部
東大阪市保健所

その他の委員は調整中 


