
会告Ｖ 

 

平成 15 年度認定医制度報告 

 

1.平成 15 年度日本輸血学会認定医制度認定登録者(敬称略) 

（認定期間:平成 16 年 1 月 20 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

認定番号 登録者氏名 所  属 

11135 芦田 隆司 近畿大学医学部 血液・腎臓・膠原病内科輸血部 

11136 和泉 透 栃木県立がんセンター輸血管理室 

11137 小椋美知則 愛知県がんセンター血液・細胞治療部 

11138 唐沢 正光 群馬大学医学部附属病院 輸血部 

11139 河合 泰一  福井大学医学部 第一内科 

11140 川上 恵基 鈴鹿中央総合病院 内科 

11141 岸本 裕司 関西医科大学附属病院 輸血部 

11142 五明 広志 神戸大学医学部 内分泌・代謝・神経・血液腫瘍内科 

11143 小杉 浩史 大垣市民病院 血液内科 

11144 小塚 輝彦 愛媛県立中央病院 血液内科 

11145 佐藤 典宏 北海道大学医学部附属病院 輸血部 

11146 白藤 尚毅 帝京大学病院 内科学講座 

11147 杉本 健 兵庫県立成人病センター 臨床研究部 

11148 高田 昇 広島大学医学部附属病院 輸血部 

11149 田地 浩史 愛知県がんセンター 血液・細胞治療部 

11150 永嶋 貴博 自治医科大学病院 輸血細胞移植部 

11151 藤井 伸治 岡山大学医学部附属病院 第二内科 

11152 堀越 泰雄 静岡県立こども病院 血液管理室 

11153 溝渕 樹 高知赤十字病院 内科 

11154 峯岸 正好 東北大学病院 輸血部 

11155 宮本 敏浩 九州大学大学院医学研究院病態修復内科学教室第一内科 

 

2.平成 16 年度日本輸血学会認定医制度 更新登録者(敬称略) 

（認定期間:平成 16 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 

認定番号  登録者氏名      所属 

11064   谷川 宗   東京都立豊島病院 

11056   石倉 浩人  島根大学医学部 看護学科 

11057   池淵 研二  埼玉医科大学附属病院 輸血部 

11052   江崎 幸治  藤田保健衛生大学医学部 内科 

10130   木村あさの  弘前大学医学部附属病院 輸血部 

11055   小池 満   聖マリアンナ医科大学 第一内科 

11059   小林寿美子  北海道大学医学部 

11050   佐川 公矯  久留米大学医学部附属病院 臨床検査部 

11061   佐藤 博行  福岡県赤十字血液センター 

11058   佐野 雅之  佐賀大学医学部附属病院 輸血部 

11053   篠原 健次  山口県立中央病院 血液内科 
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10137   嶋  裕子  奈良県赤十字血液センター 

11048   末廣 和久  筑豊労災病院 

10132   髙橋 孝喜  東京大学医学部附属病院 輸血部 

11054   竹中 道子  神奈川県予防医学協会 

11065   田所 憲治  日本赤十字社事業局 技監 

11047   張  高明  新潟県立がんセンター新潟病院 

11062   角田 三郎  大田原赤十字病院 

11063   津田 忠昭  琴仁会 光生病院 

10134   中辻 理子  浜松医科大学 輸血免疫部 

11069   野村 昌作  関西医科大学 第一内科 

11067   坂野 章吾  名古屋市立大学 中央臨床検査部 

10136   藤村 吉博  奈良県立医科大学 輸血部 

11068   堀田 知光  東海大学医学部附属病院 第４内科 

11066   松崎 浩史  松山赤十字病院 心臓外科 

11051   政氏 伸夫  市立函館病院 

10135   三好 知明  国立国際医療センター国際医療協力局 

11060   村上 純子  駿河台日大病院 臨床検査医学 

11049   山本 哲   北海道函館赤十字血液センター 

10133   寮  隆吉  神戸大学医学部保健学科 病態解析学講座 

10138   渡辺 岩雄  福島県赤十字血液センター 

 

認定期間:平成 15 年 4 月 1日～平成 20 年 3 月 31 日 

11041   和野 雅治  金沢医科大学血液免疫内科 

 


