
Tel 0297-48-6111

Fax 0297-48-6116

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0585 藤沼　美智子 全

Tel 029-864-0303

Fax 029-864-6223

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

70-5585 　小菅　紗矢香 全 　08-5292 　高橋　由希子 全

Tel 0299-22-5151

Fax 0299-24-3692

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

09-4084 星野　朋男 管・全 07-4504 川﨑　光子 全

Tel 029-888-9236

Fax 029-888-9284

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0735 野上　達也 科長 08-0658 西須　直美 生

○08-4547 金崎　雅子 全

Tel 029-873-3111

Fax 029-874-1031

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4604 桜井　祐子 生 08-4894 飯島　明子 生

○08-4314 栗島　一恵 生 70-6190 最勝寺　綾乃 生

70-4092 宮内　美貴 生 08-4833 椛　　明子 生

70-4134 平石　良美 生 08-4629 山口　千恵子 生

70-0195 佐藤　綾子 生 71-1783 神戸　麻衣 生

40-5745 村瀬　里美 生 71-1675 成田　茜 生

11-6421 千葉　絵理子 生 71-8280 清水　和希 生

Tel 0297-66-6111

Fax 0297-60-2105

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-5259 古田　一美 化・血･生

[経営主体　医療法人] 　　　　　　医療法人　健佑会　いちはら病院　　(病床数　199床)

 [施設番号: 9080207]　　　　　　 〒300-3295 つくば市大曽根3681

[施設番号 : 9080107]　　　　　　　　〒300-1231 牛久市猪子町896

[施設番号 : 9080160]       〒315-0023　石岡市東府中１－７

[経営主体　公益法人] 　公益社団法人 地域医療振興協会　石岡第一病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査室　(病床数　126床)

[経営主体　茨城県] 　　　茨城県立医療大学付属病院
　　　　　　　　　　　　　　　　医療技術部　臨床検査科　　　　　　　（病床数　120床）

[施設番号 : 9080337]              〒301-0007 龍ヶ崎市馴柴町1-15-1

[施設番号 : 9080303]             〒300-0331 稲敷郡阿見町阿見原4733

[経営主体　医療法人]　　　　　牛尾病院 　臨床検査科　　　　　　(病床数　160床)

[経営主体　医療法人] 医療法人　三星会　茨城リハビリテ-ション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査科　　　(病床数　178床)

[施設番号: 9080145]　    　　　　　〒302-0112 守谷市同地360

[経営主体　医療法人]               牛久愛和総合病院　検査　　(病床数　371床)



Tel 029-835-0014

[施設番号 :　9080371]              〒300-0835 土浦市大岩田2472 Fax 029-822-1611

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-5093 土田　泰子 全 　70-1408 野口　麻里 全

08-4313 舘林　礼子 全 71-1971 吉村　千恵美 全

Tel 029-830-7000

Fax 029-830-7707 

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4811 根本　恵利 全

Tel 029-854-1881

Fax 029-854-1883

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4521 本橋　しのぶ 全

Tel 029-887-1161

Fax 029-888-0116

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0593 弘中　美保子 全 08-5022 高橋　幸恵 全

Tel 029-822-5050

Fax 029-826-7903

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

137307 國仲　伸男 掌理 08-5267 大澤　俊之 生

70-0601 草薙　真里 病・胞 70-3490 原　正敏 化・液・輸

080023 富谷　千恵子 微 156605 千葉　雅裕 化・液・輸

708152 宇都木　建 化・病 630614 塩月　絵梨 生

085206 新井　真弓 病・胞 711873 津川　志保 生

Tel 0299-26-3130

Fax 0299-26-6573

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

70-1425 川上　翔子 全 70-8346 飛田　郁恵 全

○08-4899 飯島　由美 全 71-6767 山崎　真優 全

[経営主体　医療法人] 　            大石内科クリニック

[経営主体]　　　医療法人社団　桜水会　　柏田診療所　　　（病床数19床）

[施設番号:9080390]　　　　　　〒300-1232　牛久市上柏田2-39-1

[経営主体　医療法人]　　　　　医療法人テーデーシー　川井クリニック

[施設番号:9080380]　　　　　　〒305-0812　つくば市東平塚715-1

[経営主体　財団法人]            霞ヶ浦成人病研究事業団　健診センタ-

[施設番号 : 9080330]                〒315-0037 石岡市東石岡4-1-38

[施設番号 : 9080152]            〒300-0332 稲敷郡阿見町中央3-20-1

[経営主体　医療法人]　      医療法人　幕内会　山王台病院　(病床数　52床)

[施設番号 : 9080061]      　　　　　　　〒300-0812 土浦市下高津2-7-14

[経営主体　独立行政法人]  　　　　　　　霞ヶ浦医療センタ-　　　(病床数　２５０床)



Tel 029-830-3711

Fax 029-846-3721

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0485 宮本　和典 管(技師部長) 08-5304 小野　詩保 生

08-0706 池田　聡 総・採 08-5305 矢口　加奈子 生

08-4002 高谷　澄夫 病・胞 70-1955 閨谷　直子 生

08-0500 酒寄　祐子 微 70-4648 草間　智香 微

○08-0632 本間　恵美子 病・胞 70-5089 佐藤　裕也 病・胞

08-0633 藤岡　恵子 液 70-5161 宮内　遙香 化・清

08-0674 坂本　由美子 輸 70-0350 羽生　亮太 病・胞

08-0496 吉川　弘美 健診 70-6650 二川　恵美 液

08-0567 玉田　佐知子 般 71-0471 香月　友加里 般

08-0736 菊池　千恵子 生 12-5176 岩田　幸広 輸

08-4079 関口　芳恵 情報 70-9638 芝田　彩 般

08-4068 福島　由美子 微 70-6813 黒沢　優子 化・清

08-4173 榮　京子 生 71-0567 藤田　麻衣 病・胞

08-4748 若狭　伸尚 生 71-5876 古張　薫子 生

08-4867 鈴木　悟 化・清 71-3977 藤井　暁子 生

08-0657 相澤　美穂 病・胞 71-3427 篠崎　廣 輸

08-4378 中島　陽子 情報 71-4112 市毛　亜沙美 化・清

08-4379 熊倉　早苗 健診 70-5572 赤津　恵 生

08-4442 篠﨑　ひとつ 微 71-6535 今野　拓郎 化・清

08-4440 飯田　恵子 情報 71-6568 齋藤　奈津美 生

08-4230 川崎　いち恵 輸 71-6530 佐藤　有紗 液

08-4441 五十嵐　恵子 輸 71-6546 柴山　佳奈絵 微

08-4558 小圷　将江 生 71-6519 滝本　将士 病・胞

08-4556 古徳　久美子 液 08-5287 長谷川　光代 生

08-4962 栗又　真奈美 液 71-8168 田中　絵梨 生

08-4963 小山　高明 生 71-9941 沼田　益美 病・胞

08-5006 野田　沙織 化・清 72-0610 梶山　知紗 病・胞

09-4524 海野　貴史 生 70-6367 齋藤　夏織 化・清

08-5112 新井　伸介 化・清 08-0014 菊池　貴恵子 総・採

08-5211 長田　奈保子 般 08-4749 信田　祥子 生

08-5212 中原　理恵子 化・清 08-4798 坪松　美穂 生

08-5213 横須賀　仁美 病・胞 08-4491 渡辺　哉子 生

08-5252 松橋　佐知子 化・清 70-0473 石川　博規 化・清

08-5255 郡司　隆徳 微 08-5274 茅場　祐加 般

[ 経営主体　厚生連]　　総合病院土浦協同病院　臨床検査部　　(病床数　800床)

[施設番号 : 9080062]          〒300-0028 土浦市おおつ野四丁目1番1号



[経営主体　社会医療法人]　　若竹会　つくばセントラル病院　　　(病床数　313床) Tel 029-872-1494

[施設番号 : 9080183]　               〒300-1211 牛久市柏田町1589-3 Fax 029-872-1494

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0636 酒巻　文子 生 12-5992 岩崎　利絵 生

08-4453 川口　哲夫 生 08-5130 橋本　仁美 生

08-4724 本橋　淳子 生 08-5043 大田　幸子 生

08-4971 饗場　仁美 生 70-8541 越生　恵 生

08-4970 中西　宜子 生 70-8895 青柳　詩織 生

08-5084 師山　真理子 生 08-5086 菅野　良子 生

08-0560 榎崎　茂 生

Tel 029-873-2511

Fax 029-872-3820

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○01-1014 中山　ゆかり 輸・般 08-4596 道明　恵子 生・液

08-4308 飯田　祐子 般・化

Tel 029-836-3645

Fax 029-836-9598

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0166 畠山　美智子 胞 08-5273 田仲　友里 生

08-0727 和智　正子 生 70-4536 鈴木　マナ 生

08-4258 富田　広 微 71-3836 風見　亜花里 液・般・輸

08-4462 江幡　清美 体外受精 08-5232 大貫　史明 病・胞

08-4890 高橋　洋子 微 70-4535 宮田　裕理 体外受精

○08-4919 近藤　貴稔 化・清・液 71-3287 渡辺　泰崇 化

13-5647 竹井　晴行 微 08-5070 西平　芙美子 生

08-4974 木村　理絵 生 08-0442 森田　千代乃 液・輸

71-5017 大畑　尚貴 微 ○08-0020 深澤　政勝 管・病・胞

70-8519 神藤　衿奈 化・清・液 71-4556 青木　美帆 化・体外受精

Tel 029-858-9590

Fax 029-858-9591

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0716 木村　里美 生 08-0350 稲葉　由美子 生

71-1948 今泉　里美 生

[経営主体　国立大学法人] 　〒305-0821  つくば市春日4-12-7

[経営主体　医療法人社団]　　　　　つくば双愛病院　　　    (病床数　176床)

[ 経営主体　財団法人]　　          筑波学園病院　　検査部　　　　 (病床数　331床)

[施設番号 : 9080131]  　　　　　　　〒305-0854  つくば市上横場2573-1

[施設番号:9080201]　　　筑波技術大学　保健科学部附属東西医学統合医療センター

[施設番号 : 9080206]                〒300-1245  つくば市高崎1008



Tel 029-864-1212

Fax 029-864-8135

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0360 大森　美恵子 胞 08-5087 高階　幸恵 生

08-4033 鎗田　真弓 生 08-5116 中山　由佳 生

08-4614 古橋　綾 胞 08-5226 迫田　昭子 生

08-5013 福田　由佳 生 70-0269 福田　佳奈子 生

08-5011 桑原　允子 生 70-8862 門田　麻美 生

Tel 029-853-3837

Tel 029-853-3837

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0266 櫻井　秀子 般 08-4210 佐藤　晶子 液

Tel 029-853-3863

Fax 029-853-7032

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4725 南木　融 管・遺 08-5214 中島　真名美 生

08-0431 稲葉　武 生 08-4668 中山　朋子 微

08-0749 上牧　隆 生 08-5231 井上　淳子 般

08-0420 後藤　美紀 微 08-5258 丸田　友香 生

08-0427 飯田　典子 生 08-4290 齋藤　寿美 輸

08-4780 亀谷　里美 生 08-0460 杉山　真由美 輸

08-0464 蛯原　紀枝 微 08-0465 高橋　和子 輸

08-0242 大木　圭子 遺 70-1905 国井　紗土美 生

13-8854 神田　智之 遺 13-9504 今泉　敦子 生

08-4856 根岸　知恵 般 70-1139 国井　拓弥 遺

08-4603 中島　英樹 生 70-0860 菅谷　陽平 生

08-4985 山崎　慎介 遺 70-3162 中山　霞 生

08-5049 根﨑　里美 生 70-3182 清水　彩音 生

○08-5162 髙野　千明 生 70-6099 根本　大輔 微

08-5163 新井　裕介 般 70-6737 小山　諒太 遺

08-5184 井上　真由 般 63-0763 太田　真希 生

08-5186 横山　千恵 般 70-5904 椎名　亮揮 生

71-1287 岡本　英未子 生 08-4851 渡邉　真由美 輸

71-2682 佐藤　美穂 生 71-8895 竹内　裕紀 生

70-8137 法木　綾香 生 71-5949 山野井　紘子 微

13-6416 山内　陽子 生 08-4263 芦沢　泰代 微

71-4560 下山　久美子 生 13-9042 渡邉　真博 微

08-4405 荒木　めぐみ 生 08-0296 原　由紀子 般

71-8829 村田　桃子 生 71-8834 渡部　慎之介 般

71-8584 倉持　栞 生 70-3391 菅谷　紗起 輸

71-8042 高柳　雄大 生

[ 施設番号 : 9080138]          〒300-2622  つくば市要1187-299

[ 経営主体　国立大学法人]　　　　　　　筑波大学　医学医療系技術室

[施設番号 : 9080066]                  〒305-8575  つくば市天王台1-1-1

[経営主体　医療法人]　  医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　 (病床数　432床)

[施設番号 : 9080066]                 〒305-8576  つくば市天久保2-1-1

[ 経営主体　文部科学省]             筑波大学附属病院  検査部　 (病床数　800床)



Tel 029-853-3865

Fax 029-853-3752

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0559 河村　久雄 病 70-9447 中島 世莉奈 病・胞

○08-4889 古屋　周一郎 病・遺 08-4437 鈴木　隆 病・胞

10-5686 村田　佳彦 病・胞 08-5306 馬場　正樹 病

14-7676 中川　智貴 病・胞 申請中 尾又　七海 病

70-8856 杉山　栞 病・胞

Tel 029-853-3456

Fax 

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

20-45-37 山内　一由

Tel 029-850-1280

Fax 029-850-1321

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0206 鈴木　悦 09-4610 星野　雅也

14-5205 山本　隆之 11-7023 永井　友和

14-1097 屋城　俊夫 70-3304 森山　紀彦

08-0209 石島　道邦 70-0796 井上　慶子

14-6837 宮崎　有紀 70-8607 斎藤　諒大

08-4878 内藤　麻美 70-9275 川村　真奈美

08-4478 及川　仁 08-5284 生井　美樹

08-5143 石橋　紀世 71-8338 森田　清香

13-9747 國平　あゆみ 70-0352 甲斐　千博

70-0353 玉井　賢司郎 39-4548 藤田　裕美

71-2334 杉山　恵利香 70-9156 金沢　陽介

78-5279 江田　奈央子 72-0247 田中　望紅

Tel 029-867-1211

Fax 029-867-1213

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0378 山中　薫 全 ○08-4607 宮本　せい 全

Tel 029-855-0777

Fax 029-855-0814

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0722 富山　悦子 全 08-4811 根本　恵利 全

14-4994 大久保　総子 全 11-5344 石黒　美香子 全

[施設番号 : 9080068]          〒300-4231  つくば市北条5118

[ 経営主体　医療法人]　　　 医療法人社団　桜水会    筑波病院　 (病床数　250床)

[ 経営主体　文部科学省]             筑波大学附属病院  病理部　 (病床数　800床)

[ 経営主体　医療法人]　医療法人　恵仁会   筑波中央病院 検査科　 (病床数　89床)

[施設番号 : 9080174]                 〒305-0043  つくば市大角豆1761

[施設番号 : 9080392]                 〒305-0005  つくば市天久保2-1-17

[施設番号 : 9080066]                 〒305-8576  つくば市天久保2-1-1

[経営主体  文部科学省]　　　　　筑波大学人間総合科学研究科　(医学）

[施設番号:9080389]　　　　　　〒309-8575　つくば市天王台1-1-1

[ 経営主体　]                    つくば  i-Laboratory



Tel029-874-3321

Fax029-874-2742

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-5161 小峰　光世

Tel 029-858-5278

Fax 029-858-5278

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4908 中村　浩司 管・全 70-0898 長峯　正流 化・清・輸

08-0097 小林　伸子 管･生 70-6021 代田　愛美 生

08-0138 田山　順一 生 70-6195 西村　優花 病・胞

08-4151 飯泉　幸子 生 70-6382 関根　明日香 液・般・化

08-4763 直井　玲子 生 70-6509 弓野　翔平 生

08-4848 山下　計太 輸・化・清・微 09-4486 村井　陽子 病・胞

08-4975 山本　充恵 化・清・液 71-0293 鈴木　比奈子 微・般

08-4886 井波　美穂 生 70-8550 内海　真佑美 液・般

08-4887 石川　麻衣子 生 70-8614 末原　香子 輸・化・清

○11-5343 石黒　和也 病・胞 71-2261 杉江　麻真 微・輸

08-5059 上田　有美 病・胞 71-3493 深谷　伸吾 病

08-5138 大河内　良美 病・胞 71-3491 福島　彩乃 病

08-5199 髙橋　美和 病 71-3488 野口　真理子 微・化

08-5197 来栖　朋恵 生 71-3490 大塚　有紗 生

08-5128 上田　淳夫 微・液・般 11-5875 安達　千晶 生

08-5261 山岸　依里子 液・般 08-5236 武藤　千秋 生

08-5298 松崎　恵理子 生 71-5589 郡司　香里 生

70-1479 安田　正徳 生 71-9038 小澤　里歩 生

70-3176 石松　寛美 病・胞 71-9210 鹿野谷　栞里 化・清・微

70-3688 小沼　愛 生 71-9321 関　昌世 般・液

70-7857 中島 由季 生 71-9177 松崎　彩花 病

Tel 029-874-4753

Fax 029-874-4753

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4655 須永　由希子 般・液・化・輸 70-7985 大矢　祐仁 般・液・化・輸

70-1498 山崎　弘子 般・液・化・輸 70-6105 西山　浩史 般・液・化・輸

70-0797 島田　彩子 般・液・化・輸   

[施設番号 : 9080319]     〒300-1211 牛久市柏田町1589-3

[経営主体　会社]　     つくばセントラル病院内　LSIメディエンス　臨床検査室

[ 施設番号 : 9080154]　　〒305-8558  つくば市天久保1-3-1

[経営主体　財団法人]　筑波メディカルセンタ-病院　臨床検査科　(病床数　453床)

 [経営主体　医療法人]　           　　　　　　　 筑波胃腸病院

[施設番号:9080376]              〒300-1252　　つくば市高見原1-2-39



Tel 029-887-1161

Fax 029-887-6266

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0436 福島　良明 管・胞 08-4691 川畑　大輔 微

08-0009 石井　明 採 08-4692 高嶋　知子 生

08-0434 平村　秀幸 病・採 08-4927 唐澤　恵利華 生

08-0264 渋沢　　稔 生 08-4990 細野　絵梨 生

08-0352 大塚　光一 病・胞 08-4657 梅林　直美 採

○08-0359 菅原　麻美 生 08-4928 藤本　雅子 採

08-0599 宇津木　悟 病・胞 08-5046 嶋田　さなえ 採

08-4042 宇津木奈緒美 生 08-5050 山本　英子 病・胞

08-4397 三枝　有希 微 08-5188 石井　朝子 輸・採

12-4556 川村　修司 輸・採 70-5768 廣瀬　彩夏 微

08-4475 福島　智子 微 70-8504 川﨑　達矢 病

08-4559 柏木　淳一 病・胞 70-8783 田村　佳美 生

08-4613 下野　真義 輸・採 71-2687 関　のぞみ 生

     氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4929 大田　夏恵 般・化・液 14-7540 永江　隆幸 般

08-4845 笹川　真理 化・清 14-6647 塚原　恒久 管・液

08-5115 小野山　智恵 化・清・液 70-0221 松木　一 液

70-0286 栗原　一樹 般・液 71-3228 浅香　淳 般・液

71-7783 鳴澤　秀平 化・清 13-5093 木内　峰代 化・清

70-9706 長津　清美 化・清 72-0269 星野　絢美 化・清

Tel 029-837-1785

Fax 029-838-0128

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-5081 吉田　彩子 全

Tel 0297-78-6111

Fax 0297-78-6116

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0691 古田　恒二 管・胞 08-4911 浜崎　佳子 化・胞

08-4576 片桐　辰二 化 08-5071 神林　亜矢子 液・生

08-4232 土田　千恵子 液・生 08-5166 海老原　愛美 清・般・胞

08-4182 平山　佐知子 清・般 08-4702 石塚　史子 液・生

08-4498 竹内　江利子 液・生 70-0715 篠崎　さゆり 液・生

08-4910 中村　宗平 化・胞 70-0714 冨永　めぐみ 清・般

[施設番号 : 9080074]       〒300-0395  稲敷郡阿見町中央3-20-1

[経営主体　学校法人]　　東京医科大学　茨城医療センター　中央検査部　(病床数　501床)

       東京医科大学　茨城医療センター　ＬＳＩメディエンス（ブランチ）                     Tel 029-840-2003

[施設番号 : 9080186]   　　　　　　　〒305-0067  つくば市館野636

[経営主体　医師会]取手北相馬保健医療センタ- 医師会病院検査科　(病床数　150床)

[経営主体　個人]　　　　　　　　　　　東郷医院　　検査室

[施設番号 : 9080144]　　〒302-0032 取手市野々井1926



Tel 0297-74-5551

Fax 0297-73-1558

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

〇08-0577 菊池　充 管（部長）・微 08-4960 櫻井　良子 輸

08-0051 野崎　千恵子 生 08-4961 窪木　暁子 生

08-0335 瀧澤　紀子 受 08-4988 菅谷　紀子 病・胞

08-0344 勝沼　紀子 受 08-5109 鈴木　健太 病・胞

08-0181 岩井　正 受 08-4997 山田　幸正 病・胞

08-4162 五十嵐　健一 輸 08-5191 梶原　菜々美 般

08-4170 広田　百合子 般 08-5192 小野瀬　紀行 生

08-4248 廣瀬　博美 病 08-5302 荻野　靖子 液

08-4459 浦田　輝夫 液 70-3144 石神　亜矢子 微

08-4006 安田　真二 般 70-2722 大輪　睦 液

08-4250 庄司　理秀 生 70-4533 奥野　優子 生

08-4500 亀井　淳子 生 70-5518 川上　翔 微

08-4381 藤井　桂子 病・胞 71-2534 江幡　望 化・清

08-4344 木下　君枝 生 71-7270 富森　慈 生

08-4343 銘苅　　摂 輸 71-6235 松沼　亜央衣 化・清

08-4593 宮本　光章 化・清

Tel 0297-78-1101

Fax 0297-78-1151

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4203 堀　由美子 全

Tel 029-837-2721

Fax 029-838-1653

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4024 東出　正人 管 08-4956 大貫　貴雄 液

08-4718 串田　久子 管・清 12-5324 寺尾　秀樹 清

08-4581 小関　　亮 般 70-2187 仁平　幸恵 清

08-4715 宮田　照美 微 08-4801 上野　美穂 般

08-5105 塚田　泰子 液 ○72-0399 髙橋　優介 液

08-0742 田村　孝弘 液

Tel 029-831-5849

Fax 029-832-1372

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-4661 大内　崇徳 管・全 08-0423 沖　博美 全

12-0856 野澤　修 全 08-4273 星　小百合 全

70-7385 秋葉　絵梨香 全 08-4023 皆川　勝子 全

[経営主体　会社]　　　　　　　㈱日立製作所土浦診療健診センタ　検査科

[経営主体　会社]　　　　　　　　　　㈱江東微生物研究所　微研中央研究所つくば

[施設番号 : 9080065]              〒300-0012　土浦市神立東2-27-8

[施設番号 : 9080135]             〒302-0034  取手市戸頭1-8-21

[施設番号 : 9080078]　　　　　　〒302-0022　取手市本郷2-1-1

[経営主体　医療法人]　　　　　　医療法人　西秀会　西間木病院　　　(病床数 73床)

[経営主体　厚生連]　　　　　JAとりで総合医療センター　(病床数　414床)

[施設番号 : 9080181]              〒305-0854  つくば市上横場445-1



Tel 0299-43-0079

Fax 0299-43-6498

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-5004 神谷　香代子

Tel 0299-79-2114

Fax 0299-80-4018

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0357 諸岡　とし江 管（室長）

[経営主体　会社]　　　　　　　　　　㈱メディカルアート・ラボラトリー Tel 029-831-0954

Fax 029-831-0962

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4817 酒井　美樹 生化学　　血液

Tel 029-874-7290

Fax 029-874-7290

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

26-4713 徳永　博正 全

Tel 0297-45-3311

Fax 0297-48-8489

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

〇14-5107 佐賀　清美 全 08-4866 山口　尚希 全

702088 津軽　かおり 全 706258 根本　理沙 全

Tel 0297-45-5111

Fax 0297-45-5050

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

12-4410 上村　明好 管（技師長）・生 08-5256 石塚　愛 生

08-4186 菊地　淑子 採血 08-5154 秋江　健太 検体

08-4066 菊池　美保子 検体 71-8733 阿部　英智 検体

○08-4520 篠崎　一也 検体 11-5795 鈴木　寿江 生

08-4996 山下　由紀子 検体 08-5225 鈴木　菜央 生

08-4917 武井　かおり 検体 71-3496 後藤　明香 生

08-5216 横田　よしみ 検体 71-3497 長堀　未央 生

08-4668 山崎　由美子 検体 71-3486 須田　祥太 生

08-4680 長谷川　智美 検体

[施設番号:9080184]           〒302-0118  守谷市立沢980-1

[施設番号:9080159]                   〒300-0605  稲敷市幸田1247

[経営主体　社会医療法人]　　　総合守谷第一病院 （病床数　203床）

[経営主体　医療法人]　　　　 医療法人　慶友会　守谷慶友病院　(病床数　179床)

[施設番号:9080197]                           〒302-0102  守谷市松前台1-17

[経営主体　医療法人]　　　医療法人　盡誠会　宮本病院　検査室　（病床数　417床）

[経営主体　会社]　　　　 牛久愛和総合病院内　㈱BML　検査室

[施設番号 : 9080331]             〒315-0116　石岡市柿岡3787

[経営主体　医療法人]　　　　　　滝田会　丸山荘病院　　　　　　　(病床数　194床)

[施設番号:9080310]           〒300-1296  牛久市猪子町896

[施設番号:9080316]  　　　　　　　〒300-0011 土浦市神立中央5-11-6　2階



Tel 0299-46-1115

Fax 0299-46-5998 

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4674 仲田　純美 管（科長） 08-4690 木内　綾 全

710402 色川　裕子 全 719374 渡邊　美樹 全

[経営主体　済生会]　　　　　龍ケ崎済生会病院　臨床検査科   （病床数　210床） Tel 0297-63-7111

[施設番号:9080339]                     〒301-0854     龍ケ崎市中里1-1 Fax 0297-63-7119

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4659 染野　智治 管・検体 08-5301 戸枝　義博 採・検・内・健

○11-5099 小澤　さち子 採・生･内・健 08-4532 斉藤　小百合 採・生・健

08-4781 丸山　智子 採・生・健 08-4580 井出　義子 採・検

08-4658 渡辺　けい子 採・生 70-0059 根本　光子 採・生・健・検

08-5155 稲葉　賢暁 検・微・内 70-2912 八島　朋美 採・検・病

08-4572 清田　友枝 微・検 70-6475 日置　咲奈 採・生・健・検

08-5047 今井　麻里子 採・生・病・検 70-6432 桑名　千尋 採・内・検・健

08-5234 太田　裕野 採・生・検・健・微 70-7538 池ノ辺　香苗 採・生・検・健・病

27-7625 篠塚　よしの 採・生・健 70-3204 石橋　聡子 検・健・内

08-0671 浦田　真由美 検 71-8869 上野　敦子 採・生・健

08-0600 植田　光夫 病・細 71-1331 杉山　紗矢 採・生・健・検・微

71-3322 石山　眞緒 採・内・健・検 19-4424 飯島　なつき 採・生・健・検

71-5767 豊島　沙也加 採・生・健・内 72-0900 堀田　陽平 採

70-8633 大橋　由貴 採・検・微

Tel 029-856-1072

Fax 029-856-1237

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

26-4717 臼井　正広 全

Tel0297-21-0840

Fax0297-21-0844

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4775 岡田　麻理亜 生 08-4980 新井　渚 生

08-5117 長須　貴之 生

Tel 029-877-6177

Fax 

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

70-6367 齋藤　夏織

[施設番号:9580001]　　　　　　〒300-2622　つくば市要1187-299

[施設番号:9080386]　　　　　　〒302-0115  守谷市中央2-16-1　　アワーズもりや1F

[経営主体　会社]　　　　　JSR㈱筑波研究所　ライフサイエンス

[施設番号:9080385]　　　　　　〒305-0841   つくば市御幸が丘　２５

[施設番号:9080317]                       〒315-0122  石岡市東成井2719

[経営主体　医療法人八郷病院]　　　　八郷整形外科内科病院　　（病床数　106床）

[経営主体　医療法人]　　医療法人社団筑波記念会　筑波総合クリニック

[経営主体　医療法人財団　健康睡眠会]　　　　　　　　もりやスリープクリニック



Tel  0299-44-3211

Fax 0299-44-3219

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0372 石川　忍 管・全

Tel 0297-23-2253

Fax 0297-23-2253

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

11-4197 堀江　一夫 全 08-4885 滝川　和孝 全

Tel 029-826-6000

Fax 029-826-6937

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

13-6007 當銘良也 病理 13-4272 藤田和子 免疫・輸血

13-2238 阿部美紀子 血液 09-4053 吉田保子 助手

Tel 029-831-9711

Fax 029-831-9702

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

14-4430 石﨑　智枝 全 72-0041 髙野　杏奈 全

12-5473 石塚　寿子 全

[施設番号 : 9580014]       〒315-0112　石岡市部原760－1

[経営主体　医療法人寛正会]　水海道さくら病院　検査科　(病床数　99床)

[ 施設番号 : 9580027]　　〒303-0005  常総市水海道森下町4447

[ 経営主体　学校法人霞ヶ浦学園]      つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科

[施設番号 : 90800??]                 〒300-0051　茨城県土浦市真鍋6-20-1

[経営主体　医療法人社団青洲会]　　　　神立病院　　（病床数　160床）

[施設番号:9580015]                       〒300-0011  土浦市神立中央5-11-2

[経営主体　医療法人] 　医療法人 新生会　豊後荘病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査科　(病床数　493床)


