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登録番号 登録者 勤務先 登録番号 登録者 勤務先

347 浅川　綱 山梨県赤十字血液センター検査課 398 金子　芳春 東京医科大学霞ヶ浦病院輸血部

348 新井　さゆみ 群馬県赤十字血液センター検査課 399 川越　善子 奈良県立奈良病院　輸血部

349 飯泉　明恵 東京医科大学霞ヶ浦病院中央検査科 400 郡谷　哲男 兵庫医科大学輸血部

350 飯田　伸一 成田赤十字病院検査部 401 小西　光子 済生会松山病院検査科

351 一倉　保 群馬県赤十字血液センター検査課 402 佐々木　正照 札幌医科大学医学部附属病院検査部

352 宇津　民子 癌研究会附属病院　臨床検査第Ⅱ部 403 佐田　達夫 九州厚生年金病院中央検査室

353 榎本　新一 新潟県立新発田病院　臨床検査部 404 佐野　薫 公立八鹿病院中央検査科

354 金丸　和浩 国立療養所西別府病院研究検査部 405 沢村　弘子 羽島市民病院臨床検査室

355 蒲池　正次 防衛医大病院輸血部 406 塩崎　恵美 静岡県立総合病院検査部

356 川平　宏 日本大学板橋病院輸血室 407 新舎　裕子 武田総合病院　検査部

357 小林　美智子 千葉県赤十字血液センタ－ 408 水津　恵子 山口県赤十字血液センター検査課

358 重田　勝義 ㈱カイノス営業推進部 409 鈴木　新吾

359 篠原　茂 獨協医科大学病院輸血部 410 滝村　小百合 京都第一赤十字病院輸血検査室

360 菅野　直子 自治医科大学附属病院輸血・免疫移植部 411 田窪　澄子 大阪労災病院　臨床検査科

361 鈴木　明 東北大学医学部附属病院輸血部 412 竹下　仁 大阪府三島救命救急センター検査科

362 須永　和代 東京医科大学病院輸血部 413 立野　順子 広島県赤十字血液センター検査課

363 瀬下　敏 新潟県赤十字血液センター　供給部 414 田中　明美 産業医科大学病院輸血部

364 高橋　武良 埼玉県赤十字血液センター検査係 415 田中　真典 産業医科大学病院輸血部

365 高橋　好春 東京西赤十字血液センタ－ 416 谷　久尚 国家公務員共済組合連合会六甲病院　検査部

366 竹下　誠治郎 京都第一赤十字病院検査部 417 谷上　純子 大阪府赤十字血液センター検査課

367 田中　一人 弘前大学医学部附属病院輸血部 418 玉置　達紀 社会保険紀南綜合病院中央臨床検査部

369 鶴田　せつ子 県西部浜松医療センター臨床検査技術科 419 辻　美佐子 大阪府赤十字血液センター技術部

370 戸口　玲子 埼玉県熊谷赤十字血液センター製剤課 420 富安　和光 福岡赤十字病院検査部

371 徳本　恵子 川崎製鉄健康保険組合千葉病院検査科 421 永井　博 大阪府立成人病センター臨床検査科

372 中原　利昭 浜の町病院　臨床検査部 422 中桐　逸博 川崎医科大学附属病院輸血部

373 中村　嘉彦 東海大学病院細胞移植研究センター 423 中田　弘 九州大学医学部附属病院輸血部

375 長谷部　津也子 済生会川口総合病院臨床検査科 424 西岡　好美 三重県赤十字血液センター検査課

376 山口　登美江 総合太田病院検査科 425 西原　美幸 積善会附属十全総合病院中央臨床検査科

377 鮒岡　裕 ＮＴＴ西日本金沢病院 426 丹羽　玲子 愛知医科大学病院　輸血部

378 松嶋　寛 長野県松本赤十字血液センター医薬情報係 427 橋本　徹也 国立療養所香川小児病院　研究検査科

379 松原　賢弘 神奈川県赤十字血液センター検査課 428 橋本　洋 広島鉄道病院中央検査室

380 丸山　祥子 秋田社会保険病院検査科 429 早瀬　敬一 社会保険小倉記念病院輸血部

381 横山　一二美 秋田赤十字病院検査部 430 東　尚美 済生会熊本病院検査部

382 和田　寿子 大宮赤十字病院検査部 431 藤井　フサ子 九州大学医学部附属病院輸血部

383 渡辺　富美子 社会保険船橋中央病院　血清検査室 432 藤井　実 長崎県赤十字血液センター検査課

384 渡邊　都 金沢社会保険病院　検査部 433 藤原　義一 旭川赤十字血液センター検査課

385 安藤　郁子 大阪市立十三市民病院臨床検査部 434 細井　英司 徳島大学医療技術短期大学部衛生技術学科

386 石谷　まさ子 兵庫県赤十字血液センター検査課 435 松浦　真人 京都市立病院臨床検査部科

387 市川　宗昭 箕面市立病院中央検査部 436 松尾　節恵 鳥取県赤十字血液センター製剤課

388 井上　純子 長崎県赤十字血液センター供給課 437 真鍋　寛司 福岡赤十字血液センター検査一課

389 今里　和義 健康保険諌早総合病院検査部 438 三谷　朋子 奈良県立三室病院　中央臨床検査部

390 入江　充 広島県赤十字血液センター検査課 439 三觜　隆一 大津赤十字病院　検査部

391 江川　佐登子 長崎県赤十字血液センター検査課 440 村井　順一郎 大阪市立大学医学部附属病院輸血部

392 小河　英人 大阪府赤十字血液センタ－ 441 矢澤　百合香 都立府中病院　輸血部

393 沖田　健一 社会保険下関厚生病院輸血部 442 吉田　須美子 重井医学研究所附属病院臨床検査部

394 片岡　章 滋賀県赤十字血液センター　技術部 443 和田　幹子 国立別府病院検査科

395 片岡　節子 倉敷中央病院臨床検査科 444 渡辺　実 美唄労災病院検査科

396 勝浦　洋一 徳島県赤十字血液センター検査課 445 渡辺　芳文 大分県赤十字血液センター　医薬情報担当

397 金沢　美恵子 日本赤十字社医療センター中央検査部 446 小安　美佐子 埼玉県立がんセンタ－　臨床検査部

登録番号 登録施設

156

157

158

159

島根県赤十字血液センター

東京医科大学霞ヶ浦病院

株式会社日立製作所　日立総合病院

１．2001年度認定輸血検査技師登録更新者名簿（認定期間：2001.4.1～2006.3.31）

２．2001年度認定指定施設

熊本大学医学部附属病院　


