
会告Ⅲ 

平成１６年度認定医制度報告 

 
Ⅰ．平成１６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１７年１月２０日～平成２２年３月３１日) 

認定番号 登録者氏名 所 属 

11156 飯野 昌樹 山梨県立中央病院 小児科 

11157 石井 昭広 千葉県がんセンター 腫瘍血液内科 

11158 井上 信正 国立病院機構 大阪医療センター 総合内科  

11159 浦崎 芳正 福井大学医学部附属病院 輸血部  

11160 大坪 寛子 東京慈恵会医科大学病院 輸血部  

11161 大西 宏明 杏林大学医学部臨床検査医学 

11162 菅野  仁 東京女子医科大学病院 輸血・細胞ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ科 

11163 北澤 淳一 黒石市健康保険黒石病院  

11164 北中  明 香川大学医学部臨床検査医学 

11165 黒川 敏郎 富山県立中央病院 血液内科  

11166 清水 直美 千葉大学医学部附属病院 輸血部 

11167 杉浦  勇 豊橋市民病院 血液内科輸血センター  

11168 但馬 史人 鳥取大学医学部 第二内科 

11169 豊嶋 崇徳 九州大学病院 遺伝子・細胞治療部 

11170 飛田  規 焼津市立総合病院 

11171 中村 文彦 天理よろづ相談所病院 血液内科 

11172 長村登紀子 東京大学医科学研究所 細胞ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ・輸血部 

11173 林  孝昌 天理よろづ相談所病院 血液内科 

11174 藤田  浩 都立墨東病院 輸血科 

11175 布施 一郎 生命科学医療センター 再生・移植医療部門 

11176 又野 禎也 市立礪波総合病院 内科 

11177 米村 雄士 熊本大学医学部附属病院 輸血部 

 

2.平成１7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１７年４月１日～平成２２年３月３１日) 

認定番号 登録者氏名 所 属 

10140 藤井 寿一 東京女子医科大学輸血・プロセシング部 

10141 大塚 節子 岐阜大学医学部附属病院輸血部 

10142 伊藤 国明 国立がんセンター東病院化学療法科 

10143 松本 美富士 山梨県立看護大学短期大学部人間・健康科学 

10144 和田 英夫 三重大学医学部第二内科臨床検査医学 

10145 平林 憲之 名古屋第二赤十字病院血液内科 

10146 冨山 佳昭 大阪大学大学院血液・腫瘍内科 

10148 笠井 正晴 札幌北楡病院内科 

10151 葛西 眞一 旭川医科大学附属病院第二外科 

10153 南  信行 三重県立一志病院 

10154 前川 勲 医療法人修彰会 沼崎病院 

10156 甲斐 俊朗 兵庫医科大学輸血部 

10157 三澤 眞人 兵庫医科大学内科学血液腫瘍科 
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10158 大江 与喜子 樹徳会上ヶ原病院 

10159 森岡 正信 愛育病院 内科 

10160 櫻田 恵右 札幌逓信病院 

10161 新井 盛夫 東京医科大学 臨床検査医学 

10162 伊藤 武善 日本大学板橋病院輸血室 

10164 松尾 雄二 大阪医科大学輸血部 

10165 梶井 英治 自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門 

11006 佐分利能生 大分県立病院 

11007 樋口 清博 新潟県厚生連糸魚川総合病院 

11008 霜山 龍志 北海道赤十字血液センター 

11009 神林 裕行 太田西ノ内病院血液疾患センター 

11010 塩原 信太郎 金沢大学医学部附属病院輸血部 

11011 小池 正 長岡赤十字病院 輸血部 

11012 和田 秀穂 川崎医科大学内科学教室 

11013 柏村 眞 国保松戸市立病院血液内科 

11014 加藤 栄史 愛知医科大学輸血部 

11015 藤井 康彦 山口大学医学部輸血部 

11070 室井 一男 自治医科大学附属病院輸血・細胞移植部 

11071 前川 平 京都大学医学部附属病院輸血細胞治療部 

11072 安村 敏 富山医科薬科大学附属病院第三内科輸血・細胞治療部 

11073 上田 恭典 倉敷中央病院血液内科・血液治療センター 

11074 八田 善弘 日本大学医学部第一内科 

11075 岩崎 博道  福井大学医学部附属病院 第１内科 

11076 水田 秀一 藤田保健衛生大学医学部血液化学療法科 

11077 竹尾 高明 市立四日市病院内科 

11078 武田 正 大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学 

11079 田坂 大象 香川大学医学部附属病院 第一内科 

11080 今村 信 福井赤十字病院 内科 

11081 渡辺 新 中通総合病院小児科  

11083 佐藤 伸二 公立置賜総合病院 内科 

11084 程原 佳子 滋賀医科大学附属病院  輸血部 

11085 佐藤 裕二 北海道大学医学部消化器外科・一般外科 

11086 菊池 博 大分大学医学部附属病院 輸血部 

11087 濱口 元洋 国立病院機構名古屋医療センター血液内科 

11088 宮村 耕一 名古屋第一赤十字病院 

11089 神前 昌敏 大阪府南大阪赤十字血液センター 

 

 


