
登録番号 申請者名 施設名 所属
10702 阿部　操 関西医科大学附属病院 輸血部
10703 五十嵐　朋子 東京都立荏原病院 検査科　血液検査室
10704 石橋　壽子 聖フランシスコ病院 検査科
10705 石塚　雅次 日本鋼管病院 中央検査科血液検査室
10706 市村　正道 厚生連　村上総合病院 検査科　血清細菌検査室
10707 伊藤　志保 近畿大学医学部附属病院 輸血部
10708 稲川　美実 日本医科大学付属千葉北総病院 中央検査室　輸血検査室
10709 井上　直子 JA山口厚生連　長門総合病院 研究検査科
10710 岩﨑　清子 山口県済生会下関総合病院 中央検査科　輸血検査室
10711 上野　裕美 京都府立医科大学附属病院 輸血部･輸血検査室
10712 上嶋　三穂 昭和大学病院 輸血部
10713 上杉　貴弘 町立中標津病院 臨床検査室
10714 魚住　容子 関西電力病院 生理検査室
10715 梅本　真美 福岡赤十字病院 検査部２課　生化学・免疫輸血管理室
10716 浦　洋幸 社会保険　下関厚生病院 輸血部
10717 江頭　弘一 久留米大学病院 臨床検査部　輸血検査室
10718 大薗　優子 下関市立中央病院 検査部　外来検査室
10719 大槻　郁子 自治医科大学附属病院 輸血・細胞移植部
10720 大西　京子 松下記念病院 中央臨床検査部
10721 大橋　加母里 (社)半田市医師会　健康管理センター 臨床検査事業部　免疫・RI課
10722 加藤　井久子 愛知医科大学附属病院 輸血部
10723 加藤　弘正 名鉄病院 中央臨床検査部　血清
10724 上川　明子 山形大学医学部附属病院 輸血部
10725 橘髙　協子 国保松戸市立病院 臨床検査科　血清検査室
10726 工藤　祐美子 東京臨海病院 SRL検査室
10727 栗山　陽子 公立南丹病院　 SRL検査室
10728 黒木　真二 宮崎市郡医師会病院 緊急検査室
10729 河野　節美 大分県立病院 中央検査部　輸血室
10730 小森　浩美 京都府立医科大学附属病院 輸血部
10731 坂田　由美 総合病院　土浦協同病院 臨床検査部　輸血・緊急検査室
10732 坂元　あいこ 古賀総合病院 臨床検査技術部
10733 﨑間　里実 医療法人　恵仁会　田中病院 検査室
10734 佐久間　初代 横浜南共済病院 臨床検査科　免疫血清
10735 佐藤　繁樹 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院 臨床検査技術部門　輸血検査室
10736 佐藤　裕子 東北大学医学部附属病院 輸血部
10737 澤田　信子 医療法人　佐世保中央病院 検査室
10738 四之宮　ともみ 焼津市立総合病院 中央検査科　
10739 志磨　美緒 大阪医大病院 輸血室
10740 下地　淳一郎 沖縄県立宮古病院 検査科　
10741 神保　万里子 川崎市立井田病院 検査科
10742 高田　裕子 明生会　明生病院 検査室
10743 髙橋　一哲 新潟県立中央病院 検査科
10744 高山　淑衣 千葉西総合病院 検査科
10745 竹山　朋希 国立病院九州医療センター 臨床検査科　血清輸血検査室
10746 谷口　裕美 愛媛大学医学部附属病院 検査部　血清検査室
10747 津田　勝代 天理よろづ相談所病院 臨床病理部
10748 出村　舞香 東京女子医科大学 輸血･細胞プロセシング部
10749 中條　幹夫 国立高崎病院 研究検査科　血液検査室
10750 中塚　幸司 市立貝塚病院 検査科　細菌室
10751 長峰　誠一郎 富士市立中央病院 臨床検査科　輸血室
10752 難波　宏樹 江別市立病院 臨床検査科　
10753 西口　隆偉 国立病院大阪医療センター 臨床検査科　輸血管理室
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10754 西村　友秀 川崎社会保険病院 検査部
10755 西山　記子 松山赤十字病院 検査部　
10756 野口　由貴 静岡市立静岡病院 臨床検査技術科　微生物検査室
10757 土師　高峰 市立岸和田市民病院 中央検査部　輸血検査室
10758 馬場　千華子 福島県立医科大学医学部附属病院 輸血･移植免疫部
10759 濱里　眞理子 医療法人青葉会　新座病院 検査室
10760 浜田　映子 鳥取大学医学部附属病院 輸血部
10761 林　奈穂子 鈴鹿回生病院 検査部　
10762 廣瀬　ミユキ 済生会福岡総合病院 検査部
10763 福島　景子 市立豊中病院 臨床検査部　
10764 福山　智子 大阪府済生会中津病院 検査技術科　輸血検査室
10765 古田　賢二 国立京都病院 臨床検査科　輸血管理室
10766 古田　智春 (有)長崎医学中央検査室 検査部　血液検査室
10767 松井　奈津子 医療法人豊田会　刈谷総合病院 臨床検査科　情報・輸血室
10768 三村　喜彦 兵庫県立成人病センター 検査部　血液・輸血検査室
10769 森山　昌彦 東京都立墨東病院 検査科
10770 屋代　薫 昭和大学藤が丘病院 中央臨床検査部　血液センター
10771 山川　朋世 獨協医科大学病院 輸血部
10772 山口　佳織 宮崎県立宮崎病院 臨床検査科　輸血管理室
10773 山田　陽子 長崎県済生会病院 検査部
10774 山村　紀子 日本赤十字社　長崎原爆病院 検査部　生化学検査室
10775 山本　佳世子 京都第一赤十字病院 輸血部　輸血検査室
10776 吉田　茂久 国立病院東京医療センター 研究検査科　微生物室
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