
 

北九州診療放射線技師会福利厚生企画 抽選会の当選発表 

 

平素より、福利厚生事業にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 先日、当ホームページ等で告知しておりました抽選会を、2022 年 2 月 21 日に実施いた

しました。当選者は以下の通りです。 

 

 

 

【当選者一覧】 

・折りたたみ自転車…1 本 

戸田 英俊様   一般社団法人日本海員掖済会 門司掖済会病院 

 

・活け〆真鯛丸ごと 1 匹…1 本 

白石 遼太様   社会医療法人財団池友会 新小文字病院 

 

・黒毛和牛サーロインステーキ 200ｇ×2 枚…1 本 

酒井 康輔様   医療法人茜会 北九州市立門司病院 

 

・スチームトースター…1 本 

永富 公平様   学校法人 産業医科大学若松病院 

 

・ネスカフェゴールドブレンドバリスタ…1 本 

黒木 慶彦様   独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

 

・松阪牛すき焼き/しゃぶしゃぶ用 380ｇ…1 本 

池田 和久様   共和会 小倉リハビリテーション病院 

 

・神戸牛すき焼き/しゃぶしゃぶ用 300g…1 本 

枝光 華奈様   北九州市立医療センター 

 

・ズワイガニ 1kg（カット生タイプ）…1 本 

和田 壮市様   医療法人しょうわ会 正和中央病院 

 



・特大タラバガニ 1kg（ボイルタイプ）…1 本 

善村 公留美様  公益財団法人健和会 大手町病院 

 

・海鮮セット（ウニ、マグロ、イクラなど）…1 本 

田崎 邦彦様   社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

 

・海鮮鍋セット…1 本 

柴田 康裕様   済生会八幡総合病院 

 

・ふぐ刺し 2 人前…2 本 

渡邊 孝司様   医療法人池友会 福岡新水巻病院 

吉永 隆治様   医療法人笠松会 有吉病院 

 

・選べる近江牛（焼肉、しゃぶしゃぶ、ステーキ、コロッケ）…3 本 

松崎 賢様    社会医療法人財団池友会 新小文字病院 

片野田 光洋様  公益財団法人健和会 大手町病院 

川端 潤様    学校法人 産業医科大学病院 

 

・魚沼産コシヒカリ 5kg…3 本 

宮本 秀幸様   済生会八幡総合病院 

小石澤 学様   医療法人羅寿久会 浅木病院 

石黒 建斗様   医療法人社団 黒崎整形外科病院 

 

・近江牛すき焼き/しゃぶしゃぶ用 300g…3 本 

平田 泰子様   社会医療法人財団池友会 新小文字病院 

川田 圭亮様   社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 

佐竹 美智子様  北九州市立八幡病院 

 

・クリームチーズケーキ…2 本 

椿 悠馬様    北九州市立医療センター 

梅野 翔太様   公益財団法人小倉医療協会 三萩野病院 

 

・スターバックスオリガミパーソナルドリップコーヒーギフト…3 本 

喜多 浩士様   医療法人相生会 宮田病院 

穴見 大吾様   社会医療法人財団池友会 新小文字病院 

赤松 志歩様   社会医療法人 製鉄記念八幡病院 



・本場ドイツソーセージ 3 種セット…3 本 

海老原 聡人様  社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 

中島 汐里様   遠賀中間医師会 おんが病院 

平嶋 大雅様   北九州市立八幡病院 

 

・2 カップコーヒーメーカー…3 本 

中村 美姫様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

三村 伸一様   公益財団法人健和会 大手町病院 

市川 恭輔様   済生会八幡総合病院 

 

・ゴディバカップアイスクリーム人気商品詰め合わせ…3 本 

中嶋 藍香様   医療法人 一本杉外科医院 

杉山 寛様    独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 

今村 憲司様   医療法人しょうわ会 正和中央病院 

 

・黒毛和牛焼肉セット…3 本 

二川 康平様   社会医療法人財団池友会 新行橋病院 

江口 慎一郎様  独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 

寒竹 誠治様   片山整形外科医院 

 

・ハムギフトセット…3 本 

中川 英明様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

三谷 篤史様   独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 

江口 康治様   上曽根病院 

 

・ハーゲンダッツ人気商品詰め合わせギフト…3 本 

片山 竜也様   学校法人 産業医科大学病院 

高橋 夏世様   北九州市立医療センター 

上木 周太朗様  西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 

 

・調味料詰め合わせセット…2 本 

国分 健様    無所属 

勝野 美加様   北九州市保健福祉局 

 

 

 



・天然マグロの粗挽きネギトロ 400g…3 本 

服部 直弥様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

室田 晃様    北九州市保健所 

杉松 繁樹様   社会福祉法人小倉新栄会 新栄会病院 

 

・キーマカレーセット 4 食…3 本 

花房 和彦様   西日本産業衛生会 北九州健診診療所 

國廣 大輝様   国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 

篠原 保様    無所属 

 

 

・イベリコ豚のミンチカツ…3 本 

守田 健二様   社会医療法人財団池友会 新行橋病院 

近藤 正美様   医療法人 浜田病院 

四海 奈美様   医療法人 むた病院 

 

・ロールケーキ…1 本 

成松 秀州様   学校法人 産業医科大学病院 

 

・サッポロエビスビール缶セット…3 本 

和氣 史洋様   医療法人しょうわ会 正和なみき病院 

三善 雄斗様   医療法人敬天会 東和病院 

河野 嗣未様   医療法人 中村整形外科医院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・クオカード 3000 円…30 本 

我有 友樹様   特定医療法人敬愛会 新田原聖母病院 

小林 貴喜様   学校法人 産業医科大学病院 

末松 正義様   医療法人相生会 宮田病院 

塩谷 久美子様  社会医療法人北九州病院 北九州小倉病院 

古野 絵美理様  社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 

永井 嘉明様   医療法人若葉会 九州鉄道記念病院 

石丸 汐望様   医療法人相生会 宮田病院 

木本 沙希様   学校法人 産業医科大学病院 

山本 寿徳様   前川整形外科医院 

金子 聡様    社会医療法人財団池友会 新行橋病院 

尾坂 逸清様   九州労災病院 門司メディカルセンター 

安部 晋矢様   社会医療法人財団池友会 新行橋病院 

新穂 和樹様   前川整形外科医院 

中上 晃一様   学校法人 産業医科大学病院 

有田 夕希菜様  独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

古門 典子様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

藤田 和也様   医療法人しょうわ会 正和なみき病院 

松田 英俊様   八幡慈恵病院 

村上 雄一様   社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 

池尻 正敏様   医療法人社団晴山会 晴山会クリニック 

村田 百花様   独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

水本 崚介様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

二宮 和香様   済生会八幡総合病院 

新谷 俊也様   北九州市立医療センター 

奥野 元様    労働者健康安全機構 九州労災病院 

勝本 由美子様  医療法人社団天翠会 畠山整形外科スポーツクリニック 

一 百合子様   医療法人 安倍病院 

中河 光吉様   西村泌尿器科病院 

大山 康裕様   独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

柿原 静男様   無所属 

 

 

 

 

 



・『新入会特別枠』クオカード 3000 円…10 本 

谷山 和優様   行橋中央病院 

式見 夢希様   一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 

田口 和哉様   吉野病院 

井上 慶輝様   社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

水津 千尋様   社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 

有木 康春様   北九州市立医療センター 

岡 滉輝様    学校法人 産業医科大学病院 

沖西 史帆様   社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 

金光 史帆様   公益財団法人 健和会 大手町病院 

二神 卓朗様   独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

 

 

 

 

 

備考） 

・当選者には、商品もしくは商品受け取り用のはがきを、3 月中に登録の施設（所属登録の

ない場合等は自宅宛て）にレターパックにて発送致します。4 月になっても届かない場合

はお問い合わせ下さい。 

・退職や転職、転院により、施設変更等がある場合は北九州診療放射線技師会事務局にご

一報ください。 

・郵送におけるトラブル等につきましては、当会は一切の責任を負いかねますのでご理解

ご了承ください。 

・抽選は公平性を重視するため、福利厚生委員以外の第三者（公益財団法人健和会大手町

病院放射線部放射線技術科科長 井脇 正之氏）立会いのもと厳正に行いました。 

・その他、ご不明点やご意見ご質問は北九州診療放射線技師会事務局にお問い合わせくだ

さい。 

 

問い合わせ）北九州診療放射線技師会事務局 

TEL093-512-1326 

                  

 

 


