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                           平成１６年１０月現在所属 

赤座 達也（日本赤十字社中央血液センター検査部）   １６年４月同左 

浅井 隆善（千葉大学医学部附属病院輸血部）      静岡県赤十字血液センター 

新井 盛夫（東京医科大学病院輸血部）         東京医科大学臨床検査医学講座 

池田 久實（旭川医科大学医学部附属病院検査部）    北海道赤十字血液センター 

池本 卯典（日本毛髪医科学研究所）          日本獣医畜産大学外科教室 

伊藤 和彦（京都大学医学部附属病院輸血部）      三菱電機・関西支社健康管理センター 

伊藤 碩侯（日本赤十字社血漿分画センター）      退会 

伊藤 武善（日本大学医学部板橋病院）         同左 

稲葉 頌一（九州大学医学部附属病院輸血部）      神奈川県赤十字血液センター 

内川  誠（日本赤十字社中央血液センター）      東京都赤十字血液センター 

内田 立身（香川県赤十字血液センター）        同左 

大江与喜子（兵庫医科大学病院輸血部）         樹徳会上ヶ原病院 

大里 敬一（産業医科大学病院）            退会 

大塚 節子（岐阜大学医学部附属病院輸血部）      同左 

大戸  斉（福島県立医科大学附属病院輸血部）     同左 

大庭  敬（福島県立医科大学附属病院輸血部）     退会 

小川 昌昭（大阪府北大阪赤十字血液センター）     逝去  

甲斐 俊朗（兵庫医科大学病院輸血部）         同左 

柿田  章（北里大学医学部外科）           退会 

葛西 眞一（旭川医科大学医学部第二外科）       同左 

風間 睦美（帝京大学医学部附属病院第一内科）     社会福祉法人新栄会滝野川病院 

片山  透（東京都東京西赤十字血液センター）     － 

神白 和正（東京都老人医療センター検査部）      東京都立大塚病院 

鎌倉 正英（帝京大学医学部附属病院第一内科・輸血部） 同左 

神谷  忠（愛知県赤十字血液センター）        同左 

川越 裕也（川越診療所・大阪市）           同左 

川島 康平（名古屋大学医学部第一内科）        同左 

河村 洋一（石川県立中央病院中央検査部）       同左 

神田 靖男（日本大学医学部板橋病院輸血部）      逝去 

木村あさの（弘前大学医学部附属病院輸血部）      同左 

倉田 義之（大阪大学医学部附属病院輸血部）      同左 

幸道 秀樹（東京都立府中病院輸血科）         同左 

小島 健一（新潟県赤十字血液センター）        同左 

小松 文夫（東京医科歯科大学医学部附属病院輸血部）  女子栄養大学 

小山 信彌（東邦大学医学部大森病院胸部心臓血管外科） 同左 

斎藤 憲治（獨協医科大学医学部第三内科）       退会 

斎藤 英彦（名古屋大学医学部第一内科）        独)国立病院機構・名古屋医療センター 

坂本 久浩（産業医科大学病院輸血部）         医療法人茜会 

櫻田 恵右（北海道大学医学部第三内科）        札幌逓信病院 

佐治 博夫（京都府赤十字血液センター）        退会処理 

佐藤  暢（鳥取大学医学部麻酔・蘇生学）       医療法人眞誠会介護老人保健施設 

塩原信太郎（金沢大学医学部附属病院輸血部）      同左 

品田 章二（新潟県済生会三条病院）          同左 

柴田 洋一（東京大学病院輸血部）           埼玉県赤十字血液センター 



渋谷  温（埼玉医科大学小児科）           同左 

霜山 龍志（北海道赤十字血液センター）        同左 

十字 猛夫（日本赤十字社中央血液センター）      日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 

白川  茂（三重大学医学部第二内科・医療法人友隣会協立病院）  公道会病院 

白木  洋（福岡県赤十字血液センター）        同左 

新名主宏一（鹿児島大学医学部附属病院輸血部）     退会 

関口 定美（北海道赤十字血液センター）        逝去 

高嶋 聡子（産業医科大学病院輸血部）         同左 

高梨 吉則（東京女子医科大学心臓血圧研究所外科）   横浜市立大学第一外科 

鷹野 壽代（福岡大学病院輸血サービス）        聖マリア病院輸血部 

髙橋 孝喜（虎の門病院輸血部）            東京大学医学部附属病院輸血部 

高松 純樹（名古屋大学医学部附属病院輸血部）     同左 

滝口 智夫（金沢医科大学医学部血液免疫内科・輸血部） 退会 

滝澤 久夫（富山医科薬科大学医学部法医学）      同左 

田崎 哲典（福島県立医科大学附属病院輸血部）     岩手医科大学附属病院 

田中 明美（産業医科大学病院輸血部）         同左 

田中 真典（産業医科大学病院輸血部）         同左 

谷脇 清助（兵庫医科大学病院輸血部）         同左 

月本 一郎（東邦大学医学部大森病院小児科）      同左 

出口 克巳（三重大学医学部医療技術短期大学）     退会 

照屋  純（順天堂大学医学部輸血学）         退会 

轟木 元友（九州厚生年金病院心臓血管外科）      とどろきクリニック 

富永 誠一（北里大学医学部胸部外科）         相模台病院健診クリニック 

冨山 佳昭（大阪大学医学部第二内科）         大阪大学大学院血液腫瘍内科 

伴野 丞計（日本赤十字社血漿分画センター）      同左 

中島 一格（日本赤十字社中央血液センター）      東京都西赤十字血液センター 

中田 浩一（産業医科大学病院輸血部）         同左 

中辻 理子（浜松医科大学病院輸血免疫部）       同左 

中村  徹（福井医科大学医学部第一内科）       林病院 

中村 幸夫（国立弘前病院産婦人科）          国立国際医療センター産婦人科 

西川 健一（鳥取大学医学部附属病院輸血部）      鳥取大学医学部保健学科 

二之宮景光（小山病院・東京都）            同左 

野崎 宏幸（琉球大学医学部地域医療研究センター）   琉球大学医学部沖縄・アジア研究センター 

野原 正信（産業医科大学病院輸血部）         同左 

原   宏（兵庫医科大学病院輸血部）         同左 

原田 実根（岡山大学医学部第二内科）         九州大学大学院病態修復内科学教室 

濱崎 直孝（九州大学医学部附属病院検査部）      九州大学医学部臨床検査医学 

比嘉 幸枝（産業医科大学病院輸血部）         同左 

日吉 克己（国立浜田病院外科）            独)国立病院機構・浜田医療センター 

藤巻 道男（東洋公衆衛生学院）            同左 

藤村 吉博（奈良県立医科大学病院輸血部）       同左 

古川  研（群馬大学医学部法医学）          群馬大学医学部附属病院 

堀内  篤（近畿医科大学医学部第三内科）       － 

前田 信治（愛媛大学医学部第二生理学）        退会 

前田 平生（埼玉医科大学総合医療センター輸血部）   同左 

前田 義章（福岡県赤十字血液センター）        日本赤十字社血液事業本部 



真木 正博（秋田県赤十字血液センター）        老人保健施設 千秋苑 

正宗 良知（国立仙台病院外科）            相雲会小野田病院 

松井 良樹（筑波大学臨床医学系輸血室）        同左 

松浦 尚雄（京都府赤十字血液センター）        同左 

松崎 博允（熊本大学医学部附属病院輸血部）      － 

松田 重三（帝京大学医学部第一内科）         帝京大学医学部内科学講座 

松田 利夫（東京都赤十字血液センター研究一課）    日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 

松本美富士（名古屋市立大学医学部附属病院輸血部）   山梨県立看護大学短期大学部 

三浦 泰裕（国立予防衛生研究所細菌・血液製剤部）   退会 

三澤 眞人（兵庫医科大学病院輸血部）         同左 

水野 伸一（愛知県赤十字血液センター）        トヨタ記念病院血液内科 

宮原 正行（岡山県赤十字血液センター）        同左 

三好 知明（国立国際医療センター  国際医療協力局）  同左 

三輪 史朗（沖中記念成人病研究所）          同左 

村上 和子（福岡県赤十字血液センター）        同左 

森木 光司（森木病院・高知県）            同左 

山口 一成（熊本大学医学部附属病院輸血部）      国立感染症研究所血液安全性研究部 

湯浅 晉治（順天堂大学医学部輸血学）         日本赤十字社血液事業本部 

吉岡 尚文（秋田大学医学部法医学）          同左 

吉田 久博（山口大学医学部附属病院薬剤部）      明治薬科大学 

吉原なみ子（国立予防衛生研究所）           国立感染症研究所エイズ研究所センター 

寮  隆吉（神戸大学医学部附属病院輸血部）      神戸大学医学部保健学科病態解析学 

若杉 和倫（東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ免疫血液内科） 同左 

和田 英夫（三重大学医学部第二内科）         同左 

 

「常用輸血医学用語解説文」作成にあたって 

 

  平成７年８月に作成しました「常用輸血医学用語集」（学会誌第４１巻３号会告）の解説文を１１４名の輸

血学会評議員・会員の先生方に作成をお願いしまして、本号に掲載して頂くことになりました。御多忙のと

ころ、快く作成をお引受頂きました先生方に深く感謝致します。一つ一つの用語は輸血医学の広範な領域を

構成するジグソーパズルの一片にすぎませんが、系統だった構想のもとに組み合わせて見ると、将来の輸血

医学の展望が見えてくると考えられます。また個々の専門分野からみれば不十分な点や誤り、新たに追加す

べき用語が多数存在するものと思われますので、正誤表作成のために御気付きの個所がございましたら事務

局まで御意見を御寄せ下さい。 

  なお、作成された先生方の御意見により、３１用語を削除し、新たに２２用語を追加致しました。 

 

平成７、８年度日本輸血学会用語委員会 

              坂本久浩、稲葉頌一、柴田洋一、品田章二、高橋孝喜 

 


