
認定番号 登録者氏名     所 属 

10003 中嶋 八良 中嶋歯科医院 

10008 酒井 力 千葉県がんセンター血液化学療法科 

10009 中村 徹 福井大学医学部第一内科 

10010 月本 一郎 東邦大学 医学部 小児科学第一講座 

10011 上平 憲 長崎大学大学院医歯学総合研究科 臨床検査医学 

10012 高折 益彦 東宝塚さとう病院 

10013 吉岡 尚文 秋田大学医学部法医学 

10014 林  英夫 京都第二赤十字病院・内科 

10016 信岡 亘 岩倉病院 

10017 西郷 勝康 神戸大学病院 輸血部 

10018 藤井 浩 京都府赤十字血液センター 

10020 前田 平生 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 

10021 森木 光司 森木病院 

10023 髙松 純樹 名古屋大学医学部附属病院 

10024 片山 透 国立病院機構 東京病院 

10026 小林 政英 県西部浜松医療センター 

10028 伊藤 和彦 三菱電機㈱関西支社 健康管理ｾﾝﾀｰ 

10030 遠山 博 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 

10031 福武 勝幸 東京医科大学 臨床検査医学講座 

10032 松井 良樹 筑波大学臨床医学系 

10033 神谷 忠 愛知県赤十字血液センター 

10034 山口 一成 国立感染症研究所 血液・安全性研究部 

10037 大戸 斉 福島県立医科大学附属病院輸血移植免疫部 

10039 鈴木 久三 岡崎市民病院 輸血部 

10043 森島 泰雄 愛知県がんセンター中央病院 

10045 松田 重三 帝京大学医学部内科学講座 

10047 品田 章二 新潟県赤十字血液センター   

10048 稲葉 頌一 神奈川県赤十字血液センター 

10049 二之宮 景光 小山病院 

10053 松浦 尚雄 京都府赤十字血液センター 

10055 坂本 久浩 医療法人茜会 昭和病院 

10056 湯浅 晋治  

10057 浅井 隆善 静岡県赤十字血液センター 

10059 十字 猛夫 日本赤十字社血液事業本部 

10060 倉田 義之 四天王寺国際仏教大学 

10061 清水 勝 医療法人西城病院 

10063 岩永 隆行 宝生会ＰＬ病院内科 

10065 椿  和央 近畿大学医学部奈良病院血液内科 

10068 原  宏 上ヶ原病院 

10073 西川 健一 鳥取大学医学部 保健学科 

10074 柴田 洋一 埼玉県赤十字血液センター 

10076 浮田 實   

10083 中村 幸夫 伊豆赤十字病院 

平成19年日本輸血・細胞治療学会認定医制度 更新登録者 (敬称略) 

認定期間: 平成 19年 1月 21 日～平成 24 年 3月 31

会 告 Ⅳ 53-3 



認定番号 登録者氏名     所 属 

10089 池田 久實 北海道赤十字血液センター 

10091 緒方 洪之 JA 長野厚生連安曇野総合病院 

10092 古川 研   

10093 吉田 弥太郎 医仁会武田綜合病院内科 

11025 矢野 邦夫 県西部浜松医療センタ－  

11026 福江 英尚 小原病院 

11027 小西 奎子 独)国立病院機構 金沢医療センター  研究検査科 

11028 正宗 良知 医療法人相雲会 小野田病院 

11029 菊地 秀 独)国立病院機構  仙台医療センター 外科 

11031 田中 朝志 東京医科大学八王子医療センター臨床病理科 

11032 山口 弓子 広島県赤十字血液センター 

11033 脇本 信博 帝京大学医学部附属病院 整形外科 

11034 星  順隆 東京慈恵会医科大学輸血部 

 
  

認定番号 登録者氏名     所 属 

11110 井上 千加子 愛知県赤十字血液センター 研究課 

11111 上田 幹夫 石川県立中央病院 血液免疫内科 

11112 大久保 光夫 埼玉医科大学総合医療センター輸血部 

11113 小原 明 東邦大学医療センター大森病院輸血部 

11114 梶原 道子 東京医科歯科大学附属病院輸血部 

11115 竹下 明裕 浜松医科大学 

11116 中田 浩一 産業医科大学病院臨床検査・輸血部 輸血療法科 

11118 樋口 敬和 自治医科大学附属大宮医療センター 

11119 松本 雅則 奈良県立医科大学 輸血部 

11120 水野 伸一 トヨタ記念病院血液内科 

11121 宮田 茂樹 国立循環器病センター輸血管理室 

11122 浅井 治 東京慈恵医大血液・腫瘍内科 

11123 角南 一貴 国立病院機構 岡山医療センター 

 

認定期間:平成 19 年 4 月 1日～平成 24 年 3 月 31 日 

平成 18 年度日本輸血・細胞治療学会認定医制度登録者(敬称略)      

認定期間: 平成 19 年 1 月 20 日～平成 24 年 3 月 31 日 

認定番号 登録者氏名     所 属 

11201 木村 晋也 京都大学医学部附属病院輸血部 

 


