
日本産業衛生学会東北地方会 会員各位 

日本産業衛生学会東北地方会・地方会長・代議員選挙のお知らせ 

日本産業衛生学会東北地方会選挙管理委員会 
委員長 大河内 眞也 

拝啓 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、「学会規定」に従いまして、日本産業衛生学会東北地方会代議員および地方会長選

出選挙を実施いたします。  
今回の選挙は、学会ホームページを通した電子投票となります。郵便等による投票は一切

受け付けることが出来ませんので、注意をお願い致します。電子投票には、会員各位の使用
可能な電子メールの登録、会員番号、パスワードが学会に登録されていることが必要です。
参考までに本書類の後半に添付したマニュアルを参考の上、選挙期日までに必ず登録をし
ていただくようにお願いします。 
下記に日程等を記載させていただきます。ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、ご一

読をお願い申し上げます。  

選挙に関する日程 
9 月 27日まで 候補者名簿の公表閲覧 候補者の届出締切り  
10 月 18 日～24 日 代議員及び地方会長選挙 電子投票  
選挙権を持つ方 1 名につき、地方会長 1 名、代議員 27 名まで投票可能です。 
10 月 25日 開票ならびに当選人の決定  
10 月下旬 選挙結果を日本産業衛生学会中央選挙管理委員会に伝達  
（選挙結果は学会ホームページを通して会員各位に開示されます）  
注意事項 
選挙権（投票権） 7月 31日までに本年度会費を納入していただいた会員  
被選挙権（立候補権） 年齢制限があります。詳しくは学会 HPをご覧下さい。  

敬具 
お問い合わせ先 

日本産業衛生学会東北地方会事務局 
東北大学医学系研究科産業医学分野内 

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町 2-1 東北大学医学部 1 号館 5 階 
電話：022-717-7874 
担当：大河内眞也 



電子投票の方法・手順 

日本産業衛生学会 IT 担当理事 

（電子選挙システム担当） 

諏訪園 靖 

■電子投票メニューの前に 

① スマートフォン、PC などインターネットにつながった端末からメールアドレスの確認

や投票が可能です。（ネット環境の安定した場所で操作してください） 

 

② 日本産業衛生学会のオフィシャルサイトの右上の「会員ログイン」ボタンもしくは、 

会員専用サイトのURL （https://www.sanei.or.jp/member/）にアクセスしてくださ

い。 

 

③ すでに登録済みのメールアドレスに電子投票終了後に通知メールが届きます。その

ため、メールアドレスを変更したい場合は、マイページの「プロフィール変更」メニュ

ーから、予め、メールアドレスを変更しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜はじめに＞ 

 

電子投票機能を利用するためには、会員専用サイトにログインが必須です。 

会員専用サイトにログインするためには、会員番号とパスワードが必要です。 

パスワードがわからない場合は、登録済みのメールアドレスを入力してパスワードリマインダーでパス

ワードを再設定してください。 

予め登録されたメールアドレスが不明、未登録の方は、ホームページより事務局に会員番号と共にご

照会いただき、メールアドレス登録、パスワード設定を完了させてください。 

下記手順を御覧いただく前に、必ず、会員ログインができる状態になっていることをご確認ください。 

https://www.sanei.or.jp/member/


■電子投票メニュー 

① グローバルナビゲーションの一番右端にある「電子投票」をクリックしてください。 

「現在実施中の電子選挙一覧」として、あなたが選挙人として登録され、投票できる

選挙が表示されます。電子投票期間中に、選挙名をクリックすると、電子投票が始ま

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 被選挙人はあいうえお順で一覧で表示されます。投票する該当者にチェックをいれ

ると、フロートポップアップに現在投票した数と投票可能数が表示されます。 

投票可能数以上にチェックをいれると、「確認するボタン」が押せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 投票する被選挙人を選び終わったら「確認する」のボタンを押すと投票先の確認画

面へ移動します。 

 

④ 確認画面より、投票内容を変更する場合は[戻る]ボタンをクリックして、投票しなお

してください。 

 

⑤ 確認画面で投票する被選挙人を確認後、画面下部の[投票する]のボタンをクリック

すると投票が完了します。投票が完了すると再度投票はできません。 

 

ページトップジャンプ 



 

⑥ 投票が終了しますと、その直後にマイプロフィールに登録されているメールアドレス

に、下記の投票完了通知が届きます。 

また、会員専用サイトの電子投票ページには、該当する選挙が（投票済み）の 

ステータスに変更され表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞ 

会員ログインができない、うまく投票ができない場合、その他ご不明な点がございました 

ら、電子投票期間内のうち余裕をみて、下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

 

■電子選挙システムについて： 

日本産業衛生学会 IT 担当理事 諏訪園 靖（電話：043-226-2065） 

 

■ログイン出来ない場合についてのお問い合わせ： 

産業衛生学会事務局お問い合わせフォーム 

https://www.sanei.or.jp/contact/index.html 



令和 4 年 8 月 31 日 

日本産業衛生学会東北地方会 会員各位 

 

代議員および地方会長 立候補および候補者推薦のお願い 

 

東北地方会選挙管理委員会 

委員長   大河内 眞也 

拝 啓 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、「学会規定」に従いまして、代議員および地方会長選出選挙を別紙の通り

実施いたします。立候補者または候補者を推薦しようとする方は、同封の選挙人

名簿を確認の上、令和 4年 9月 27日（火）までに文書（同封の文書を FAXでお送

りいただくか、電子メール添付も可）にて、東北地方会選挙管理委員長へ届けて

頂くよう、宜しくお願い申し上げます（当日必着）。 

なお、公益社団法人である日本産業衛生学会は、内閣府に代議員名簿を提出し

なければなりません。また、昨年度より代議員名簿を提出する際には、自宅住所

が求められることとなりました。つきましては、代議員立候補の意向調査の際に

住所の確認を個別に行う予定です。あらかじめご承知おきください。なお、今回

の選挙より投票は学会ホームページの電子投票システムにて実施いたします。投

票方法は同封の資料をご参照ください。また、今後の連絡は、電子メールのみに

て行いますので、宜しくお願い申しあげます。 

ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 

【立候補および候補者推薦の届出先】 

 

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町 2-1 

東北大学大学院医学系研究科産業医学分野内 

日本産業衛生学会東北地方会選挙管理委員会 

e-mail: ohkouchi@doh.med.tohoku.ac.jp 

TEL：022-717-7874  FAX：022-717-7883 



 

日本産業衛生学会東北地方会 代議員および地方会長並びに理事選挙日程 

・7 月 31 日  選挙人資格の締切り 代議員配分人数の確定 

・9 月 27 日まで  選挙人名簿の公表閲覧 候補者の届出締切り 

   候補者の意思確認 

・10 月 18 日～24 日 電子投票 

・10 月 25 日  開票ならびに当選人の決定 

・10 月 31 日まで  中央選挙管理委員会へ選挙結果の報告 

                    （中央選挙管理委員会委員長は次期地方会長、代議員名簿を 

                     理事長に提出し、ホームページと機関誌に掲載） 

・12 月中旬  地方会選挙管理委員会により理事候補者選挙の実施 

      （代議員の無記名電子投票により理事候補者を選出） 

・12 月 25 日まで  中央選挙管理委員会へ選挙結果を報告 

・来年 3 月初旬まで 中央選挙管理委員会が監事候補者選挙 

・来年 5 月  総会で理事、監事の選定 理事会で理事長選定 

 

前年度より引き続き正会員であり、かつ 7 月 31 日までに会費を全納した正会員が、7 月 31

日時点で所属する地方会において選挙権および被選挙権を有します。代議員の定数は有

権者数に比例して配分されます。その他、関係規程については学会のホームページ

（https://www.sanei.or.jp）をご参照下さい。 

日本産業衛生学会東北地方会 
地方会長および代議員選出選挙の公示 

 

標記の選挙を下記日程で実施します。 

立候補者または候補者を推薦しようとする方は、令和 4年 9 月 27日（火）

までに文書(FAX、電子メール可)にて、東北地方会選挙管理委員長へ届け出

てください。なお、今後の連絡は電子メール、投票は学会ホームページの

電子投票システムにて行われますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

令和 4年 8月 31日 

 

東北地方会選挙管理委員会 委員長 大河内眞也 



日本産業衛生学会東北地方会 

東北地方会長および代議員の選任について 
 

 

● 地方会長に立候補します 氏 名              

所 属              

● 地方会長に以下の方を推薦します 

氏 名                

    所 属                

● 代議員に立候補します  氏 名              

所 属              

● 代議員に以下の方々を推薦します 
候補者名をご記載下さい。なお、代議員の投票の連記は 25名までです 
おひとりの推薦数はそれを超過しないようにお願いいたします 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返信先 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町2-1東北大学大学院医学系研究科産業医学分野内 

日本産業衛生学会東北地方会選挙管理委員会 委員長 

          E-mail:shinya.ohkouchi.a8@tohoku.ac.jp 

FAX  022-717-7883 締切りは 9 月 27日（火曜日）です 



2022.8.15現在

青森県 岩手県 秋田県 山形県

秋田　美季 伊藤　伸也 石山　智子 安達　祥子 青田　久美 佐藤　佳樹 阿部　有美 三浦　絵美里

石村　大史 片桐　修 井手　真由美 綾田　健太郎 赤塚　風花 志賀　貴子 荒川　真之 水野　光仁

伊藤　磨矢 工藤　淳子 岩田　豊人 荒生　玲 朝倉　恵子 鈴木　淳平 井口　正寛 安村　誠司

伊藤　瑠美 小水内　文子 遠藤　彰 荒木　彩子 阿部　裕一 須藤　美和子 稲毛　映子 横川　裕子

井原　一成 坂田　清美 柏谷　郁美 安藤　栄吾 荒井　由美子 清治　邦章 植松　みち子 横山　智美

内山　佳奈子 澤田　智史 菊地　由紀子 石川　仁 荒川　梨津子 高橋　亜依 遠藤　翔太 吉田　良子

蝦名　由香理 関向　和明 木村　元 一柳　統 安斉　由貴子 高橋　敦士 遠藤　高 渡部　敏恵

遠藤　守人 高橋　久美子 工藤　康嗣 小川　裕 安藤　由紀子 高橋　雅紀 太田　昌一郎

大野　智子 田鎖　愛理 小林　崇之 梶原　芽衣 五十嵐　孝之 高橋　友里恵 太田　節

岡田　元 多田　夕 佐々木　聖子 神村　裕子 井川　資英 高原　敏子 尾形　美貴子

葛西　博子 丹野　高三 佐々木　智康 軽部　由紀子 石井　美和子 竹澤　公子 尾川　朋子

木村　聡美 仲本　光一 丹治　史也 河合　直樹 石橋　義彦 多田　由美子 小野　晃

木村　峰子 萩野　とも子 照井　哲 今田　恒夫 泉　陽子 田畑　雅央 各務　竹康

熊本　寿江 藤井　ヌイ子 野村　恭子 齋藤　誠 伊藤　弘人 玉澤　絵理 加藤　清司

今　昭人 宮　秀哉 堀部　美花子 坂本　純 井上　敬 千葉　千佳子 上遠野　恭子

神　裕 茂木　隆 森　啓 菅原　保 色川　俊也 長南　淳子 菅野　茂

相馬　香里 弥富　耕平 森　洋 武田　由美子 植木　明子 角田　美穂 木村　洋

高満　幸宜 柳原　博樹 和田　桐子 富樫　久美 臼井　昭雄 中里　浩子 熊谷　智広

田中　幸子 山崎　千恵 渡邊　亜紀子 冨樫　尚子 宇都　恵美菜 中村　剛 國分　春菜

千葉　敦子 山野　真裕 渡辺　啓介 樋場　秀子 漆山　裕希 中村　康香 小松　有紀

傳法谷　純一 中島　幸裕 江戸　妙子 中山　紘子 齋藤　恵里子

中村　明美 中野　あゆみ 海老名　さゆり 新妻　宏文 佐藤　晶彦

中村　美徳 林　孝昌 大内　みやこ 西宮　愛望 佐藤　卓也

福原　智子 藤井　友美 大古　奈津子 橋本　向子 佐藤　美恵

三上　莉沙 星川　知佳子 大河内　眞也 羽鳥　智之 宍戸　裕実

武者　晃永 水元　麻美 大島　実佐子 林野　百萌 鈴木　史雄

村下　公一 村形　祥子 大竹　康彦 坂東　毅彦 澄川　睦美

森鍵　祐子 大友　志穂 平野　淳 清野　弘子

矢嶋　元 尾形　静枝 星　奈津美 高瀬　佳苗

山川　真由美 岡田　真由美 堀内　由美 高山　聡子

渡部　ふみ子 小川　浩正 本間　詩緒 武田　晶子

笠沼　勇一 真渓　淳子 近嵐　修一

菅野　恭加 松村　亜紀子 津村　紀子

菊池　広大 三浦　藍 長島　真紀

木村　裕香子 三浦　良 中村　寿雄

櫛田　正江 三上　恭訓 南雲　千尋

沓澤　千恵 三滝　亜弥 橋本　康弘

黒川　修行 村上　知征 羽仁　彩華

黒澤　一 村越　亜弥子 馬場　優

後藤　豊美 望月　るり子 日高　友郎

西條　尚男 森　弘毅 福島　哲仁

齋藤　紗弥子 矢島　健也 星　北斗

齋藤　慶史 山口　龍生 穂積　由紀江

佐々木　久美子 山本　夏男 前田　浩司

佐々木　尚子 吉田　淳史 前田　美千代

桟敷　龍子 吉田　祥子 増石　有佑

屬　明子 松本　理

宮城県 福島県

令和4年度　日本産業衛生学会東北地方会　代議員、地方会長選挙　被選挙権を有する方の名簿

＊代議員定数27名　　地方会長定数1名　　　
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