
Tel 029-282-1151

Fax 029-282-7156

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○11-1080 塚原　忠 液・輸 08-4528 椎名　将昭 病

08-4819 加藤　稔 生 13-3259 青木　貞男 般

63-0290 小池　勝人 微 70-1819 磯部　祥子 生

70-0834 小林　昌弘 微 08-4280 赤堀　良道 化

Tel 029-295-2611

Fax 029-295-5022

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0438 平根　浩二 全

Tel 0294-52-4352

Fax0294-52-4135

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0218 菅原　あけみ 生・化・液・般

Tel 0294-52-3115

Fax 0294-52-6296

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0570 遠藤　貞子 生・般

[経営主体　市町村]            北茨城市民病院　(病床数　183床) Tel 0293-46-1121

[施設番号:9080023]            〒319-1711　北茨城市関南町関本下1050番地 Fax 0293-46-1471

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-0639 矢吹　康晴 全 08-4902 増田　幸子 全

08-0513 仁田　学 全 11-5664 千田　理恵 全

08-4418 滝　　　悟 全 08-0731 鈴木　廣美 全

08-4841 渡辺　真一郎 全

Tel 0293-23-0911

Fax 0293-24-1366

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4138 葛原　繁明 微 08-4959 飯塚　良太 化・疫

○27-5958 北川　真喜 微

[施設番号:9080169]         〒319-1221　日立市大みか町6-17-1

[経営主体　医療法人]   医療法人　光風会　回春荘病院　検査室　(病床数　350床)

[施設番号:9080194]         〒318-0004　高萩市上手綱朝山3333-26

[経営主体　会社]             極東製薬工業㈱高萩工場

[経営主体 厚生労働省]　　　独立行政法人　国立病院機構　茨城東病院　(病床数　457床)

[施設番号:　9080172]　　〒311-0105　那珂市菅谷605

[経営主体 　医療法人]　　　　医療法人社団　青燈会　小豆畑病院　検査科　(病床数　90床)

[施設番号:9080148]　　　〒319-1221　日立市大みか町1-13-18

[経営主体　医療法人] 　医療法人　日立渚会　大原神経科病院　検査室　(病床数　246床)

[施設番号: 9080042]　　〒319-1113　那珂郡東海村照沼825



Tel 0294-52-2119

Fax 0294-53-9933

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0394 田辺　悦子 化・液・般

Tel　029-263-0651

Fax 029-263-7047

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0132 大川　武子 液

Tel 029-295-5121

Fax 029-295-5125

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4605 堀内　希美子 生

Tel 0293-23-1122

 Fax0293-24-0933

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0367 金澤　薫 管・化・清 08-0252 安蔵　　充 胞・般

08-0003 武藤　慎吾 生 08-4795 鈴木　朋美 生

08-4075 大庭　克則 液・般 70-1779 瀬戸　貴絵 生

08-4183 五十嵐　淳 輸・微 11-6686 丹　あゆ子 生

08-4779 花田　貴之 清・輸・化

[経営主体　医療法人]　　         聖麗メモリアル病院 　　　 (病床数　72床) Tel 0294-52-8500

[施設番号:9080156]               〒319-1235　日立市茂宮町841番地 Fax 0294-52-8516

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4542 佐々木　孝憲 管(科長)・全 08-5146 川﨑　泰徳 全

08-4622 佐藤　良孝 全 71-0902 石森　弘子 全

08-4269 小林　忠良 全 71-5945 高橋　光司 全

08-4994 森島　明子 全 　　　71-9949 　　田切　ゆかり 　　　　　　　全

Tel 0293-24-0770

Fax 0293-24-0866

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4208 鈴木　晴美 全

 [施設番号:9080161]        〒319-1222　日立市久慈町4-16-10

[経営主体　医療法人]      医療法人　群羊会　久慈茅根病院　検査室(病床数　78床)

 [施設番号:9080026] 　　　　　　〒318-0004　高萩市上手綱上ヶ穂町1006-9

[経営主体　厚生連]　　　　県北医療センター　高萩協同病院　(病床数　220床)

[施設番号:9080147]         〒311-1226　ひたちなか市幸町16-1

[経営主体　医療法人]　　　　　　貞心会　西山堂慶和病院　検査課　(病床数　199床)

[施設番号　9080212]　　　　　〒311-0133 　那珂市鴻巣2347-1

[経営主体　医療法人]   医療法人　克仁会　恵愛小林クリニック　検査室(病床数　18床)

[施設番号:9080202]　　　　　〒318-0004　　高萩市上手綱赤塚268

[経営主体　医療法人]　　医療法人　それいゆ会　高萩それいゆ病院　(病床数　150床)



Tel 0293-42-1221

Fax 0293-30-6361

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-0256 鈴木　千代子 全 08-4632 大越　敏恵 全

Tel 0294-43-2323

Fax 0294-43-3313

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○07-0551 岡　陽一郎 管・全 71-3805 鶴見　裕子 全

08-5276 丹　佑介 全 08-5277 根本　珠美 全

Tel 029-353-3135

Fax 029-353-3138

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4922 小野　伊緒理 全

[経営主体　公益社団法人地域医療振興協会]   村立　東海病院　検査室　(病床数　80床) Tel 029-282-2188

Fax 029-306-2811

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4081 金澤　ゆかり 全 08-4722 助川　裕樹 全

08-4444 安孫子　智子 全

Tel 0294-44-8800

Fax 0294-42-4843

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-5039 前澤　麗 全

Tel 029-353-2800

Fax 029-353-5400

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4787 綿引　紀恵 08-4741 萩野谷　明子　

08-4873 塩澤　奈々 08-4720 河内　克弘

71ｰ0127 根本　絢香 72ｰ1017 塙　正成

[経営主体　医療法人]　　　　医療法人　芳医会　瀧病院　(病床数　114床)

[施設番号:9080024]　　　　　〒319-1541　北茨城市磯原町磯原2-305

[施設番号:9080364]                  〒319-1413　日立市小木津966

[経営主体　医療法人]　              医療法人　永井ひたちの森病院

[施設番号:9080354]         〒312-0012　ひたちなか市馬渡3841-10

[経営主体　医療法人]　          つちだ内科泌尿器科クリニック

[経営主体　医療法人] 　　　　医療法人　愛正会　田尻ヶ丘病院　(病床数　270床)

[施設番号:9080115]　　　　　　〒319-1416　日立市田尻町3-24-1

[施設番号:9080324]   　　　　　〒311-0113　那珂市中台745-5

[経営主体　医療法人]　　医療法人　健清会　那珂記念クリニック　検査科　(病床数　19床)

[施設番号:9080163]                     〒319-1112 　那珂郡東海村村松2081-2



Tel 0294-72-5121

Fax 0294-72-5124

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4483 片岡　徳子 生 08-5209 伊東　　忍 生

Tel 0294-24-1212

Fax 0294-24-1212

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4385 佐藤　登紀子 化 08-0680 笹村　祥子 生

08-0366 桜庭　満枝 液・清 13-5362 江尻　里美 生

08-4616 岩間　順子 液・清 08-4615 下村　和子 般・清

Tel 0294-37-0567

[施設番号:9080029]                  〒316-8533　日立市鮎川2-8-16 Fax 0294-37-1312

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0197 松田　佳之 管・輸 ○08-4983 田中　剛志 生･微

08-4158 渥美　光世 生・免 70-0351 岡部　和宏 化・免

08-4431 冨山　厚子 生･微・輸 70-8256 橋本　智美 生・微

08-5293 宮川　知美 液･化・生 71-8981 関根　未夢 生・微

Tel 029-354-4114

Fax 029-354-4115

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4017 小野　まゆみ 胞 08-5202 安齋　まゆみ

Tel 0295-52-5151

Fax 0295-55-7260

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0154 廣木　輝雄 病・微・輸 08-5245 鈴木　聖一 生・輸

○06-4215 近岡　理文 （責）管・検体全 08-5103 鈴木　敦子 生・液

08-5160 佐藤　典子 （主任）生 70-5220 白石　満夢美 化・般・液

08-4915 初鳥　美樹子 生・微 09-4505 青木　弘幸 採・病・微

Tel 029-276-1547

Fax 029-275-1163

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4319 滝　　美樹 90-80325 鈴木　晶子　

08-4214 齋藤　清孝　

[経営主体　医療法人]　　　　　　　 医療法人　日鉱記念病院　検査科　(病床数　100床)

[施設番号　9080362]　　　　　　　　〒312-0032  ひたちなか市津田1952-1

[経営主体　済生会]　　　　　　　　　 常陸大宮済生会病院  臨床検査科

[施設番号:9080036] 　　　　　　　　〒317-0064　日立市神峰町2-12-8

[経営主体　] 　　　　　　　　　　　　　はやかわクリニック　    　　　　　（病床数　16床）

[経営主体　会社]　  ㈱日立ハイテクノロジーズ　科学・医用システム事業統括本部

　　　　　　　　         　科学・医用システム設計開発本部　医用システム第一設計部

[経営主体　社会医療法人]　社会医療法人　愛宣会　ひたち医療センター　(病床数　273床)

[施設番号:9080372] 　　　　　　　　　〒319-2255  常陸大宮市田子内町30３3-3

[施設番号:9080325]　　　　　　　　　〒312-8504  ひたちなか市市毛882番地

[経営主体　医療法人]　            医療法人　貞心会　西山堂病院　検査課　(病床数　115床)

[施設番号　9080038]               〒313-0014常陸太田市木崎二町931-2



[経営主体　会社]　                   日立化成㈱　特殊分析検査センタ- (HCL) Tel 0294-23-8947

Fax 0294-24-2578

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-5067 嵐　　宏子 08-5297 小原　恵子

08-5068 和田　菊江 08-0676 渡邊　紀子

Tel 0294-38-6003

Fax 0294-38-6003

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-0542 高橋　貴美子 管・全 08-4660 大内　悦子 全

Tel 0294-34-1020

Fax 0294-35-7100

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4567 八杉　晃則 管・全 08-4252 石井　雄一 全

08-4020 詫間　紀子 全 08-4627 山本　由起子 全

08-4190 小澤　勢津子 全 08-5282 沼田　洋子 全

Tel 0294-23-1111

Fax 0294-23-8302

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0188 佐々木　伸夫 生 08-4645 天野　貴子 病・胞

○08-0655 赤津　義文 管 08-4571 松浦　恵美子 輸・液

08-4007 金澤　嘉文 病・化 08-4617 加藤　奈穂子 生

08-4573 谷田部　範子 化・清 08-5193 大西　真枝 液

08-5107 安藤　瑞基 化・清 08-0422 山元　隆 採

08-4354 鈴木　貴弘 微・般 08-5291 鴨志田　陽子 生

08-5038 加藤　愛美 微・般 04-4563 柴田　愛子 生

08-4184 高田　正之 微・般 08-5244 中村　晋也 病・胞

08-4107 比佐　智子 微・般 08-5289 小室　忠裕 輸・液

08-0540 江尻　裕子 生 08-5137 濱　慶子 病

08-4022 小山田　和子 輸・液 08-5281 西村　信也 病

08-0699 佐藤　裕子 生 70-1228 山崎　かおり 輸・液

08-4163 益子　潤 微・般 70-1229 高田　彩香 生

08-4113 澤畑　詔子 微・般 70-3637 亀山　美沙紀 輸・液

08-4211 大原　克之 生 08-0290 菊池　史子 採・化

08-4353 尾身　俊幸 生 08-0677 瀬谷　真弓 化・清

08-5139 指田　聡美 化・清 70-9499 片山　優 生

08-4240 柳田　篤 病・胞 70-9007 野荒　詩織 微・般

08-4412 清水　久美子 病・胞 71-5008 五耒　美里 微・般

08-4472 桑原　博之 輸・液 71-8749 小林　遥香 生

08-4160 川﨑　朋美 生 71-8772 鈴木　美千 病・胞

71-8743 志田　智哉 化・清

[施設番号:9080030]　　　　　　　　〒317-0077　日立市城南町2-1-1

[経営主体　会社]　　　　　　　　　　㈱日立製作所　日立総合病院　　(病床数　651床)

[経営主体　会社]　                    ㈱日立製作所　日立健康管理センタ

[施設番号:9080342]                  〒317-8555 日立市東町4-13-1

[経営主体　会社]       ㈱日立製作所　日立総合病院附属多賀クリニック　検査技術科

[施設番号:9080164]                  〒317-0076　　日立市会瀬町4-3-16

[施設番号:9080032]    〒316-0035  日立市国分町2-1-2



Tel 029-354-5111

Fax 029-354-6079

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-0656　　 根本　誠一 管（化・清） 08-4635 原口　恵 生

08-0193 雲類鷲　恭子 病・胞 08-5020 戸祭　祐介 化・清

08-0224 根本　昌夫 般 08-5140 大髙　里美 化・清

08-0280 持田　節子 般 08-5174 武田　智美 微

08-4045 石川　栄一 生 70-2608 森田　康平 病・胞

08-4251 沼波　亮一 液・輸 70-4055 栗原　美穂 生

08-4424 柄澤　宏 生 70-7047 肥田　笑美子 般

08-4518 石田　大士 化・清・病 70-7127 富樫　健太 化・清・般

08-4241 長澤　由美子 液・輸 70-8784 松本　利恵 微

08-4323 野上　淳子 液・輸 71-5681 横倉　綾香 液・輸

08-4502 川嶋　美紀子 化・清 71-8739 猪野　綾菜 生

Tel 0294-33-5911

Fax0294-26-0323

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0598 吉澤　智恵子 管 08-5123 清水　真理子 全

○08-4303 磯野　雄寿 全 08-5182 大友　祐太 全

08-4207 設楽　幸恵 全 70-0916 栗田　愛 全

08-4304 稲川　博子 胞 70-2863 緑川　愛美　 全

70-2028 日沼　のぞみ 全 71-3874 荒金　優香 全

Tel 0294-34-2103

Fax 0294-33-1800

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0375 鈴木　啓之 全

TEL 0294-72-5511

FAX 0294-72-5516

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0263 石川　淳子 液・清

Tel 0293-24-1212

Fax 0293-24-6200

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4533 田村　恵子 全 08-4837 斉藤　幸男 管・全

[経営主体　公益財団法人]　　　　　　　　日立メデイカルセンター

[施設番号:9080117]　　　　　　〒313-0016  常陸太田市金井町3670

[施設番号:9080031]　　　　　　　　　〒317-0073  日立市幸町1-17-1

{経営主体　医療法人]　 医療法人　愛正会　やすらぎの丘温泉病院　検査室(病床数　157床)

[施設番号:9080175]　　　　　　〒316-0012  日立市大久保町2409-3

[施設番号:9080306]      〒318-0003  高萩市下手綱1951-6

[経営主体　医療法人]　　　　　医療法人　藤慈会　藤井病院　検査室　(病床数　80床)

[経営主体　会社]　　　　　　　㈱日立製作所　ひたちなか総合病院　　(病床数　302床)

[施設番号:9080046]　　　　　　　〒312-0057　　ひたちなか市石川町20-1

[経営主体　医療法人]　　　医療法人　圭愛会　日立梅ヶ丘病院　　(病床数　313床)



Tel 029-272-1246

Fax 029-274-1336

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-0398 黒澤　宏治郎 生・化・US

Tel 029-303-7555

Fax 029-303-7757

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4048 舟木　早苗 全 08-5181 安部　いづみ 全

Tel 029-276-2626

Fax 029-276-2626

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

11-4545 青木　貴美

Tel 0294-33-8255

Fax 0294-34-5512

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

０8-0408 大和田　敏秀 管

Tel　029-272-5184

Fax 029-274-2282

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

114376 繪面　俊明 管・生・検 85089 高橋　明美 生・検

125595 永山　明子 生・検 84624 国馬　ゆき子 生・検

[施設番号:9080347]         〒311-0011　ひたちなか市中根5125-2

{経営主体　]　 　　　　　　　つだ中央クリニック　　　　　　　　検査室　　　(病床数　10　床)

[施設番号:9080384]      〒312-0032   ひたちなか市津田3728-1

{経営主体 　医療法人]　 　　ひたちなか母と子の病院　　検査室　　　(病床数　27　床)

[施設番号:9080308]      〒312-0055　 ひたちなか市大成町31-19

[経営主体　医療法人]   医療法人　浦川会 勝田病院　検査室(病床数　85床)

{経営主体　医療法人]　 　医療法人　修礼会　おあしす内科リウマチ科クリニック

[施設番号:9580002]      〒316-0015　日立市金沢町3-17-15

[施設番号:9080106]          〒312-0048  ひたちなか市春日町12-2

[経営主体　医療法人]　      医療法人　恵明会　四方医院　検査室　(病床数　19床)


