
（１） 村上記念賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成14年度 大河内　一雄 日本赤十字社中央血液センター
第2回 平成15年度 日沼　賴夫　 京都大学
第3回 平成16年度 中尾　真 東京医科歯科大学
第4回 平成17年度 遠山　博 埼玉医科大学総合医療センター
第5回 平成18年度 片山　透 国立病院機構東京病院
第6回 平成19年度 湯浅　晋治 日本赤十字社血液事業本部
第7回 平成20年度 中嶋　八良 中嶋歯科医院
第8回 平成21年度 十字　猛夫 日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所
第9回 平成22年度 清水　勝 医療法人 西城病院

第10回 平成23年度 池田　久實 北海道赤十字血液センター
第11回 平成24年度 二之宮　景光 医療法人社団ユークレイジア会　 小山病院
第12回 平成25年度 柴田　洋一 埼玉県赤十字血液センター
第13回 平成26年度 伊藤　和彦 呉みどりヶ丘病院
第14回 平成27年度 隅田　幸男 隅田幸男クリニック
第15回 平成28年度 大戸　斉 福島県立医科大学附属病院
第16回 平成29年度 髙本　滋 元 日本赤十字社 北海道ブロック血液センター
第17回 平成30年度 佐川　公矯 福岡県赤十字血液センター
第18回 令和元年度 倉田　義之 元 大阪大学医学部附属病院
第19回 令和2年度 藤村　吉博 元 奈良県立医科大学附属病院

（２） 村上記念輸血・細胞治療特別功労賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成21年度 瀬尾　たい子 元大阪府赤十字血液センター
第2回 平成22年度 　該当者なし
第3回 平成23年度 久田　正直 国立病院機構熊本医療センター
第4回 平成24年度 児玉　建 元 宮崎大学医学部付属病院
第5回 平成25年度 山内　史朗 医療法人明和会 中通総合病院
第6回 平成26年度 内川　誠 日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター
第7回 平成27年度 押田　眞知子 元大阪大学医学部附属病院
第8回 平成28年度 加藤　俊明 日本赤十字社血液事業本部
第9回 平成29年度 永尾　暢夫 元 神戸常盤大学

第10回 平成30年度 石井　規子 日本赤十字社　関東甲信越ブロック血液センター
第11回 令和元年度 小林　信昌 元 東海大学医学部付属病院
第12回 令和2年度 奥田　誠 東邦大学医療センター大森病院

（３） 村上記念奨励賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成14年度 小野寺孝行 埼玉県赤十字血液ｾﾝﾀｰ
第1回 平成14年度 山田　尚友 佐賀大学医学部附属病院
第1回 平成14年度 松本　愼二 埼玉医科大学附属病院
第1回 平成14年度 松本　玲子 長崎市立市民病院
第1回 平成14年度 笠井恵美子 佐渡総合病院
第1回 平成14年度 小本　美奈 北里大学病院
第2回 平成15年度 藤本　昌子 東京都立駒込病院
第3回 平成16年度 富山　純子 浦安市川市民病院
第4回 平成17年度 安田　広康 福島医科大学医学部附属病院
第4回 平成17年度 川畑　絹代 福島医科大学医学部附属病院
第5回 平成18年度 馬場千華子 福島医科大学医学部附属病院
第5回 平成18年度 三浦　里織 福島医科大学医学部附属病院
第6回 平成19年度 小川　公代 群馬県立心臓血管センター
第7回 平成20年度 大谷　敦子 兵庫県立塚口病院
第8回 平成21年度 池田　和彦 福島県立医科大学
第8回 平成21年度 鈴村　妙子 浜松医科大学医学部附属病院
第9回 平成22年度 高城　恵子 赤穂市民病院

第10回 平成23年度 寺嶋　由香利 関西医科大学附属枚方病院
第11回 平成24年度 小松　真由美 広島大学病院
第11回 平成24年度 瀬口　周 国立循環器病研究センター
第12回 平成25年度 下川　里美 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター
第13回 平成26年度 　該当者なし
第14回 平成27年度 　該当者なし
第15回 平成28年度 山田　千亜希 浜松医科大学医学部附属病院
第16回 平成29年度 　該当者なし
第17回 平成30年度 　該当者なし
第18回 令和元年度 　該当者なし
第19回 令和2年度 古牧　宏啓 浜松医科大学医学部附属病院
第19回 令和2年度 柳沢　龍 信州大学医学部附属病院



（４） 村上記念　認定輸血検査技師奨励賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成25年度 森　絵理子 埼玉医科大学 総合医療センター
第2回 平成26年度 大橋　裕子 姫路赤十字病院
第2回 平成26年度 杉浦　縁 藤田保健衛生大学病院
第3回 平成27年度 伊東　智子 博仁会横田病院
第3回 平成27年度 小林　健太 新潟県立がんセンター新潟病院
第4回 平成28年度 福村　瞳 日本赤十字社中四国ブロック血液センター
第4回 平成28年度 藤田　沙耶花 いわき市立総合磐城共立病院
第5回 平成29年度 上杉　弘尚 国立病院機構 渋川医療センター
第5回 平成29年度 山下　香奈子 東京慈恵会医科大学附属病院
第6回 平成30年度 岩木　啓太 東北大学病院
第6回 平成30年度 上床　貴代 北海道大学病院
第7回 令和元年度 鈴木　理映子 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
第7回 令和元年度 堀　美友香 公立学会共済組合 九州中央病院
第8回 令和2年度 大塚　浩平 旭川医科大学病院
第8回 令和2年度 目黒　冬樹 青森県立中央病院

（５） 村上記念　学会認定・臨床輸血看護師奨励賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成23年度 本田　さやか 神奈川県立がんセンター
第2回 平成24年度 阪口　真紀 大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター
第2回 平成24年度 高橋　理栄 ＮＴＴ東日本札幌病院
第3回 平成25年度 津田　由紀子 特定医療法人斎寿会 鈴鹿回生病院
第3回 平成25年度 山川　美和 国立大学法人 岡山大学病院
第4回 平成26年度 岩村　千春 青森県八戸市立市民病院
第4回 平成26年度 工藤　佐智子 山本組合総合病院
第5回 平成27年度 川股　久美 住友病院
第5回 平成27年度 髙橋　舞 秋田厚生医療センター
第6回 平成28年度 大森　信江 財団法人結核予防会 大阪府支部大阪病院
第6回 平成28年度 川村　夢乃 国立大学法人 岡山大学病院
第7回 平成29年度 白田　智子 国立病院機構 千葉医療センター
第7回 平成29年度 吉田　マリ子 盛岡赤十字病院
第8回 平成30年度 橋本　希 日本赤十字社 長崎原爆病院
第8回 平成30年度 安井　香織 岡山大学病院
第9回 令和元年度 川住　妙子 中国電力株式会社 中電病院
第9回 令和元年度 栗原　愛子 公立藤岡総合病院

第10回 令和2年度 石田　涼子 倉敷中央病院
第10回 令和2年度 森山　摩阿 岡山大学病院

（６） 村上記念 学会認定・ｱﾌｪﾚｰｼｽﾅｰｽ奨励賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成23年度 荻津　香奈江 順天堂大学医学部附属順天堂医院
第2回 平成24年度 岡村　弘子 日本赤十字社　中四国ブロック血液センター
第2回 平成24年度 戸知谷　奈美 大阪府赤十字血液センター　まいどなんば献血ルーム
第3回 平成25年度 押尾　知子 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院
第3回 平成25年度 本間　祥子 財団法人 聖路加国際病院
第4回 平成26年度 金城　隆也 かりゆし会ハートライフ病院
第4回 平成26年度 西　愛沙 熊本県赤十字血液センター
第5回 平成27年度 新城　知子 沖縄県赤十字血液センター
第5回 平成27年度 森江　由美子 島根県赤十字血液センター
第6回 平成28年度 内田　紋子 岡山県赤十字血液センター
第6回 平成28年度 中田　恵 香川県赤十字血液センター
第7回 平成29年度 髙木　尚江 岡山大学病院
第7回 平成29年度 平本　睦美 福岡県赤十字血液センター 北九州事務所
第8回 平成30年度 大森　友梨穂 岡山県赤十字血液センター
第8回 平成30年度 山村　真有美 愛媛県赤十字血液センター
第9回 令和元年度 内門　悦子 鹿児島県赤十字血液センター
第9回 令和元年度 黒田　千重美 日本赤十字社九州ブロック血液センター

第10回 令和2年度 加藤　正子 石川県赤十字血液センター
第10回 令和2年度 古村　恵理 名古屋大学医学部附属病院

（７） 村上記念 学会認定・自己血輸血看護師奨励賞
年度 氏名 所属　

第1回 平成24年度 大野　里美 岐阜県総合医療センター
第1回 平成24年度 島田　千和 奈良県立医科大学附属病院
第1回 平成24年度 馬場　恭子 聖路加国際病院
第2回 平成25年度 鵜澤　陽子 帝京大学医学部附属病院
第2回 平成25年度 山下　幸一郎 岡崎市民病院
第2回 平成25年度 長谷川　清美 医療法人社団神鋼会 神鋼病院
第3回 平成26年度 津田　由紀子 鈴鹿回生病院
第3回 平成26年度 中村　奈緒子 名古屋大学医学部付属病院
第3回 平成26年度 日高　経子 広島県赤十字血液センター
第4回 平成27年度 甲斐　純美 福岡大学病院
第4回 平成27年度 五月女　晃子 館林厚生病院
第4回 平成27年度 村岡　祐介 弘前大学医学部附属病院
第5回 平成28年度 久保田　直樹 伊勢崎市民病院
第5回 平成28年度 土屋　綾 社会医療恵仁会　くろさわ病院
第5回 平成28年度 福岡　ゆり 松山赤十字病院
第6回 平成29年度 影山　麻衣 東北海道病院
第6回 平成29年度 木下　直哉 独立行政法人労働者健康福祉機構　関西労災病院
第6回 平成29年度 髙木　尚江 岡山大学病院
第7回 平成30年度 角谷　有紀 伊勢赤十字病院
第7回 平成30年度 溝田　瑞恵 姫路赤十字病院
第8回 令和元年度 川田　明子 姫路赤十字病院
第8回 令和元年度 牧野　桃子 公益財団法人慈愛会　今村総合病院
第9回 令和2年度 梅北　幸子 宮崎大学医学部附属病院


	表彰者一覧

