
Tel 029-243-2311

Fax029-241-1380

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-4041 堀江　薫 生 70-5202 仲野　莉永 化

08-5066 鈴木　美郷 化

Tel 029-241-6652

Fax029-243-9550

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-0708 岩間　貞樹 08-0527 永田　紀子

Tel 029-246-5566

Fax 029-246-5614

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0112 中山　修一 08-0687 武井　浩充

08-0273 石野　はるみ 08-0703 山口　恭子

08-0545 森島　耕生 ○08-0704 長谷川　健

08-0557 谷川　道浩 08-4239 松本　武重郎

08-0568 大江　和紀 08-0584 羽石　靖浩

Tel 029-241-0011

Fax 029-241-0332

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-0589 檜山　浩一 管 08-4284 長峯　則夫 胞・病

08-0178 齋藤　由美 胞 08-4329 大内　圭介 生・般

08-0281 菊地　幸乃 その他 08-4450 川澄　幸一 般

08-0401 舩橋　紀子 生・般 08-4466 千葉　幸子 胞・病

08-0413 照沼　雅子 般 08-4513 上野　奈美 血

08-0426 赤堀　聡子 化 08-4514 平根　隆志 生・般

08-0454 飯村　由美子 胞 08-4709 寺門　真智子 胞

08-0523 加瀬　　香 細・胞 08-4802 武石　充弘 胞

08-0622 芥川　悦子 胞 08-4804 宮岡　典子 胞・病

08-0662 中島　優子 胞・病 08-4806 加藤　伸江 胞

08-0663 田家　真奈 胞 70-9472 小澤　亜由美 その他

08-4015 松本　紀子 化 71-1416 小泉　友季 生・般

08-4103 澤田　博美 その他 71-4116 田尻　涼 胞

08-4189 安蔵　昌子 化 71-4345 小池　佑樹 化

[経営主体　医療法人]　　 医療法人社団　相川会　相川内科病院   (病床数　50床)

[施設番号:9080009]　　　　　　　　　〒310-8501 水戸市笠原町489-5 

[経営主体　財団法人] 　　　　　　　公益財団法人茨城県総合健診協会

[施設番号:9080091] 　　　　　　　〒310-0851 水戸市千波町212 

[施設番号:9080001]    　　　　　〒310-0852  水戸市笠原町993-2  

[経営主体 日本赤十字社]　    　　　　茨城県赤十字血液センタ-

[施設番号:9080012]   　　　　　〒311-3117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3114-8 

[経営主体　茨城県]　   　　　　　　　　茨城県衛生研究所



Tel 029-241-0100

Fax 029-241-5313

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○70-5506 中本　有美 微・公 08-0387 清水　祥子 微・公

Tel 029-243-1111

Fax 029-243-1108

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-4195 菊池　博美 生・般

Tel  029-254-1151

Fax  029-254-1170

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0043 寺山　秀子 70-1138 山王丸　翔 病・液・般

○08-0743 猪野　浩史 病・液・般 71-1191 宮崎　峰幸 生

08-4575 吉澤　美樹 輸・微 71-1190 亀田　有里 生・化

08-4703 滑川　誠一 微・化・輸 71-6619 藤田　彩希 液・般

08-5176 小神埜　里彩 生・化・微 71-9563 高橋　美憂 生

08-5269 石川　賀江 液・般 08-0183 今井　恵美子 液・般

Tel 029-259-3121

Fax 029-259-6904

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-0251 朝比奈　弘　 全

[経営主体　茨城県 ]　 Tel 0296-77-1151

[施設番号:9080020]                  〒309-1717　　笠間市旭町654 Fax0296-78-0334

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

09-0656 田邊　俊雄 管（科長） 08-0325 矢萩　かをる 全

08-4282 小池　恵司 全 70-1871 大内　恵理子 全

[施設番号:9080002]    　　　　　　　〒310-0852  水戸市笠原町993-2

[経営主体　茨城県]    　　　　　　 　　茨城県水戸保健所

[経営主体　茨城県文化福祉時事業団]　　茨城県立あすなろの郷病院　　(病床数　50床)

[経営主体　一般財団法人] 　　　一般財団法人茨城県メディカルセンター

[経営主体　茨城県] 　　　　　　　　　　茨城県立こども病院

[施設番号:9080022]                           〒319-0306   水戸市杉崎1460

[施設番号9080157]　　　　　　　　　　〒311-4145  水戸市双葉台3-3-1

　茨城県立こころの医療センター

[施設番号:9080134]  　　　　　　　〒310-8581  水戸市笠原町上組489



Tel 0296-77-1121

Fax 0296-77-2886

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0472 髙木　英 管 70-0679 古村　祐紀 病・胞

08-4055 鈴木　洋志 管・生 08-5294 磯田　達也 微

08-4270 山下　ゆうか 管・液 70-0680 安田　真大 病・胞

○08-4145 内田　好明 管・病・胞 70-1597 小沼　茜 液

08-4282 小池　恵司 管・化・清 70-3565 小林　恵里奈 般・微・化・清

08-0707 大本　誠 般 70-3564 小井戸　綾子 病・胞・遺

08-4264 白田　忠雄 化・清 70-8857 外山　真彦 輸

10-4212 今泉　伸一 生 70-3554 高野　奈々絵 輸

08-4552 吉澤　一恵 微 70-5859 坂本　京 生

08-4551 橋本　多恵 生 71-2953 堀野　史織 病

08-4989 阿部　香織 病・胞・遺 71-3204 溝渕　恭弘 般・化・清

08-5201 新発田　雅晴 化・清・般・胞 70-3224 木村　枝里 生

08-5040 津久井　明子 遺・液 71-2887 仁平　有紀 液

08-5200 横田　知加子 生 71-7423 蛯名　琴音 生

08-5108 長須　健悟 遺・液 72-0125 長島　菜穂 液

08-5246 秋葉　久味 液 08-4509 粟野　浩子 微

08-5295 飯田　愛美 生 08-0578 澤村　和美 全

Tel029-221-2513

Fax029-226-6418

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-5070 西平　芙美子 08-4726 諸澤　久美子

Tel  029-267-2191

Fax 029-267-0959

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-4368   浅野　かおり 液・化・般・生 08-4870 佐藤　恵 液・化・般・生

72-0543 川田　周平 液・化・般・生

Tel 029-254-4555

Fax029-254-3003

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-5152 坂場　暁子

Tel 029-246-2111

Fax029-304-5111

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0122 今川　純子 生・化 08-4286 高星　明浩 生・化

[経営主体　茨城県] 　茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　(病床数　500床)

[施設番号:9080019]    〒309-1793  笠間市鯉渕6528

[経営主体　医療法人]     　　　　　　小澤眼科内科病院

[施設番号:9080338]　  　　　　　　〒310-0845　　水戸市吉沢町246-6

[施設番号:9080329]      　　　　　〒310-0063　　水戸市五軒町2-3-7

[施設番号:9080122]     　　　　 〒311-1311　　東茨城郡大洗町大貫915

[経営主体　医療法人]     　　　　　　大久保病院

[施設番号:9080139]　  　　　　　〒310-0905　　水戸市石川4-4040-32

[経営主体　医療法人]　医療法人　渡辺会　大洗海岸病院　　　（病床数　177床）

[経営主体　医療法人]　   　　　　　　植野産婦人科医院　　　　　　　　（病床数　18床）



Tel029-304-0111 

Fax029-304-1208

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4883 田澤　隆行

Tel 029-255-3791

Fax029-255-5191

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4492 袴塚　裕子 生、化

Tel 0296-77-0034

Fax 0296-77-0952

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4380 岡安　智恵

Tel 029-254-1244

Fax 029-254-3415

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4154 小圷　文子 管 08-5073 磯　　和利 全

○08-4619 吉田　恭子 全 70-9667 大澤　美咲 化・清

Tel 029-259-2951

Fax 029-259-2576

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0506 鈴木　三好

○08-0493 鈴木　知巳 管(取締役支社長)

Tel 029-226-3021

Fax 029-221-9690

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0455 中山　弘子 管 70-0716 笠井　美恵子 全

○08-4835 山田　ちひろ 全 70-0717 田中　めぐみ 全

08-5065 金澤　妙子 全 申請中 和田　睦美

[経営主体　医療法人]     医療法人　大場内科クリニック

[経営主体　医療法人]     医療法人　川上医院

[施設番号:9080209]       〒311-4153 　水戸市河和田町高野坪862

[施設番号:9080334]                 〒309-1737　笠間市中央1-2-24

[経営主体　市町村] 　　　　　　　　　笠間市立病院　　　                   (病床数　30床)

[施設番号:9080369]       〒310-0841 　水戸市酒門町275-3

[経営主体　会社]        　　　　コスモ理研株式会社　関東支社

[経営主体　会社] 　　　　　　　㈱江東微生物研究所　水戸支所

[施設番号:9080005]　　　　　　〒311-4151 　水戸市姫子１丁目101-5

[施設番号:9080344]    　　　〒319-0315　水戸市内原町467番地の17

[施設番号:9080130]       　　〒310-0803　　水戸市城南3-15-17

[経営主体　生協法人] 　  　　　　　　城南病院　　　　　　　（病床数　121床）



Tel 029-248-5660

Fax 029-248-6630

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0538 川又　勉 全

[経営主体　共済連]　       国家公務員共済組合連合会　水府病院 Tel 029-309-6571

 [施設番号:9080008]       〒311-4141　　水戸市赤塚1-1 Fax 029-309-6538

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0324 楡井　恵子 管 08-4579 長島　美佳 輸・生

○08-4174 高木　尚宏 液・清 08-4430 梅田　恵 般・液

08-0205 飯田　智子 病 70-2672 宮地　朋美 生・輸

08-4437 鈴木　　隆 病・胞 08-5091 吉田　明恵 生・輸・般

Tel　029-247-2251

Fax 029-247-2254

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0388 関　　雄蔵 全 ○08-4073 萩野谷美智子 全

08-0356 大川　紀子 全 08-0231 安蔵　浩美 全

13-9940 長岡　美幸 全

Tel 029-225-8858

Fax 029-225-8874

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

13-1635 池澤　剛 管 08-0688 高野　洋美 化・液

○08-5026 菊池　宏明 般・輸 70-3709 佐藤　恵 般・輸・胞

08-0661 赤城　益美 微 08-5127 新谷　留美子 般・輸

08-4388 野崎　浩司 化・液 71-1174 須藤　由紀子 般・輸

08-4992 篠田　智和 化・液 70-8656 大塚　喬太 般・輸

71-1158 清水　貴之 化・液 08-4721 照沼　よし美 微

70-8490 上野　洋樹 化・液 70-0451 富井　唯 微

71-6426 鈴木　那菜 化・液 70-7990 伊藤　俊徳 微

71-6424 細谷　京平 化・液 71-6425 古橋　諒士 微

72-0463 飛田　和幸 化・液

[経営主体　医療法人]　 　　　　　　　医療法人社団　聖嶺会　立川記念病院 Tel 0296-77-7211

[施設番号:9080359]　　　　　　　　　〒309-1736 　笠間市八雲2-12-14 Fax 0296-78-0518

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0701   栁田　玲子 全 08-4034 野口　真由美 全

71-6461 小野田　拓也 全

[施設番号:9080016]                〒310-0804　　水戸市白梅2-9-13

 [施設番号:9080018]                〒310-0844　　水戸市住吉町193-97

[経営主体　会社] 　                 　㈱セントラル医学検査研究所　　検査部

[経営主体　医療法人]　　　　　　　　住吉クリニック病院　　　　　　(病床数　70床)

[施設番号:9080146]　　〒310-0836　　水戸市元吉田町879-8

[経営主体　会社] 　     　　　　昭和メディカルサイエンス水戸営業所



[経営主体　厚生労働省] 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センタ- (病床数　500床) 029-240-7711

[施設番号:9080006]　　　　　　　　　〒311-3193東茨城郡茨城町桜の郷280 029-240-7788

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

12-5975 藤澤　紀良 管（技師長） 14-6120 倉持　善伸 輸・液

12-0812 佐藤　成彦 採（副技師長） 08-4813 渡辺　　力 生・微

○08-0253 岡村　悦子 化･清 20-4763 田中　孝志 生・病

08-0729 高山　房男 般・微 08-5132 竹内　智也 微・般

13-2311 根本　浩 液・生 63-0614 塩月　絵梨 生

12-4253 萩原　淳 輸・液 63-0682 水越　寛 液

08-4435 中谷　穏 生 08-5283 上杉　弘尚 輸・液

14-4509 鈴木　芳明 病 70-0911 渡邉　隼 生

12-5727 田島　秀昭 微・病 70-6444 古賀　菜摘 生

09-4399 倉部　　裕 病 70-3615 福嶋　一成 清

08-4535 羽部　久美子 生

[経営主体　厚生連]　　　筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター

Tel 029-231-2371

[施設番号:9080013]　　　　〒310-0015　　水戸市宮町3-2-7 Fax 029-233-9931

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4172 袴塚　純一 管（部長）・病・胞 08-5307 奥本　麻衣 病

08-0497 原田　文子 管・生 08-5300 澤畠　絵里加 微

08-4077 石川　真由美 管・化・般 08-4548 木村　靖子 生

08-4161 関　　由紀子 微 70-7064 荘司　由希子 輸・液

08-0641 杉田　晴美 採 71-0538 岡村　早紀 生

08-4490 上野　幸恵 採 70-3301 大森　瑞穂 生

08-4728 水流　凡子 化・般 70-2672 宮地　朋美 生

12-4897 大部　勝彦 輸・液 71-0349 宮本　千聖 液

○08-4794 内田　誠一 生 72-1079 八鍬　安里菜 病

08-4893 中村　真弓 液 71-9080 福釜　江莉奈 生

08-5264 秋谷　唯 般・化 71-9132 門田　菜々 般・化

08-5207 遠藤　祥子 生 08-4918 小柴　裕美 生

　　　　　　　　　　　　　　　　総合病院　水戸協同病院　臨床検査部　　(病床数　401床)



[経営主体　済生会]  　　　　　　水戸済生会総合病院 　臨床検査科　　(病床数　472床) Tel 029-254-9048

[施設番号:9080017]              〒311-4198　　水戸市双葉台3-3-10 Fax 029-254-9048

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0135 浅井　雅彦 管(科長) 08-4951 金子　暁子 般・液

08-0548 安藤　　浩 化（副科長） 08-4950 米川　伸生 微

08-0117 川﨑　智章 胞・病 08-5119 市毛　多衣子 微

○08-0269 桧山　文彦 液・般 08-5120 菊池　尚美 生

08-0565 田口　　洋 受・採 08-5167 園部　恵理 生

13-2225 宮田　忠明 生 08-5168 渡邊　恵美 生

08-0164 駒木根　一世 生 08-4564 石川　尚子 生

08-0520 飯沼　祥子 般・液 08-5169 渡邉　寛子 般・液

08-4223 小谷松 寿美子 胞・病 08-5170 小林　摩努加 輸・化

08-4144 中村　　聰 化・清 70-3767 荻沼　亮平 液・般

08-4335 飛田　知美 胞・病 70-3880 杉山　佳織 胞・病

08-4336 齋藤　智恵子 輸・化 11-6507 平野　友啓 微

08-4334 丹野　　亘 胞・病 70-6725 西田　有香 生

08-4375 武藤　圭一 化・清 71-0081 細谷　大貴 輸・化

08-4497 佐藤　美恵子 生 71-6037 原口　実和 般・液

08-4565 小泉　幸恵 生 70-9668 平井　朱香 生

08-4755 岡野　正道 輸・化 08-4756 鈴木　映美 受・採

08-4846 植木　理恵 生

[経営主体　赤十字] 　　　　　　　　　水戸赤十字病院　　臨床検査部　　　　　(病床数　483床)Tel 029-221-5177

[施設番号:9080010]　　　　　　　　　〒310-0011　水戸市三の丸3-12-48 Fax 029-227-0819

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0407 山本　千代 輸・管(技師長) 08-5278 二木　啓志 液・般

08-0342 中田　郁代 生（課長） 08-5147 鹿島　裕史 生

08-0370 梶山　恵美子 化・清 70-9279 藤沼　紀仁 生

08-0143 遠西　弘美 液・般 71-3988 佐竹　藍 微

08-0498 佐久間　宣博 採 71-8737 根岸　哲生 液・般

08-4578 岡野　直樹 生 08-0160 川上　啓子 採

08-4826 小山　和幸 微 08-0026 石田　和敏 化・清

08-4978 尾﨑　幾夫 輸 08-4393 長峯　幸恵　 生

08-4094 橋本　由美子 液・般 08-5095 森　美紀 生

14-5635 吉田　菜穂子 生

[経営主体　赤十字] 　　　　　水戸赤十字病院　　病理診断科部　　　(病床数　483床) Tel 029-221-5177

[施設番号:9080010]　　　　　　　　　〒310-0011　水戸市三の丸3-12-48 Fax 029-227-0819

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4494 三村　貴裕 病・胞(課長) 70-3049 森田　沙希 病・胞

70-0863 土肥　香緒里 病・胞 71-8842 山上　茉央 病



[経営主体　会社]　　　　　　　　　　　保健科学研究所水戸ラボラトリー Tel 029-241-7123

[施設番号:9080191] 　　　　　　　　〒310-0851　水戸市千波町455-1市毛ビル Fax 029-241-7122

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-0690 平井　宣男 化・液・清

[経営主体　医療法人　]　特定医療法人財団　古宿会　水戸中央病院　　臨床検査科 Tel 029-309-8600

[施設番号:9080129] 　　　　　　　　〒311-1135　水戸市六反田町1136-1 Fax 029-309-8527

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

○08-4134 布施　操 管・生 申請中 笹ノ間　亜希

08-0684 舟木　　実 化・清 09-4696 佐藤　温美

08-5248 二木　友子 液・生 申請中 大枝　昭平

08-5250 鳩貝　名津紀 全

[経営主体　]　　　　　　　　　　　清真会　丹野病院 検査科 Tel 029-226-6555

[施設番号:9080381] 　　　　　〒310-0841 水戸市酒門町仲田4887 Fax 029-225-3725

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

08-4147 深作　義治 全

[経営主体　]　　　　　　　　　　　　　みなみ赤塚クリニック 検査科 Tel 029-257-6060

[施設番号:9080382] 　　　　　　　　〒311-4153　水戸市河和田町4940 Fax

会員番号 氏名 業務担当 会員番号 氏名 業務担当

11-6000 米川　　悠

[経営主体　個人]   　　　　　　　　 井川動物病院 Tel 0291-37-1566

[施設番号: 9080356]                 〒311-1401　鉾田市箕輪1795 Fax 0291-37-1394

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0382 井川　香代子 般

[経営主体　個人]        石岡循環器科脳神経外科病院  検査部　　(病床数　68床) Tel 0299-58-5211

[施設番号: 9080208]　　　　　　　　　〒311-3434　小美玉市栗又四ヶ1768-29 Fax 0299-58-5200

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4455 小貫　陽子 全 70-7385 関　絵梨香 全

08-5274 太田　祐加 全

[経営主体　公益財団法人] 　　　　　　 鹿島病院  臨床検査科　　　(病床数　261床) Tel 0299-82-1271

[施設番号 : 9080053]    　　　　　〒314-0012 鹿嶋市平井1129-2 Fax 0299-82-1824

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0626 高橋　真由美 全



[経営主体　独立行政法人]   　　　 鹿島労災病院  中央検査部　　(病床数　199床) Tel 0479-48-4111

[施設番号 : 9080137]               〒314-0343　神栖市土合本町1-9108-2 Fax 0479-48-3012

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0508 志賀　智子 管・液・採 08-0217 阿部　武 微.液・般

○08-0509 奈良　正裕 般 08-0008 柳川　俊人 化・清・輸・採

08-0207 奈良　美代子 般・微・採 13-4824 木村　直子 生

08-0121 八木　明男 化・輸・清・採 08-4676 伊東　昌子 生

[経営主体　医療法人] 　　　医療法人　善人会　小山記念病院　　(病床数　224床) Tel 0299-85-1111

[施設番号 : 9080345] 　　　　　〒314-0030　鹿嶋市厨5-1-2 Fax 0299-85-1112

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-5235 片田　裕也 生 70-4261 柏﨑　麗菜 生

70-1828 石﨑　志織 生 70-4151 飯田　実穂 採血

01-6979 大浅　彬 生 70-9670 植田　麻佑子 生

71-3513 平山　晴奈 生 71-0779 冨永　裕希子 生

71-9372 片田　修斗 生

[経営主体　会社]                     BML鹿島 Tel  0299-82-8588

[施設番号 : 9080051]               〒314-0031　鹿嶋市宮中6-8-24 Fax  0299-82-0204

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0395 金澤　進 管・全 08-4097 岡田　康子 管・全

Tel 0299-56-0600

[ 施設番号 : 9080328]        〒311-3516　行方市井上藤井98-8 Fax 0299-37-4155

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0534 高野　勤 管・生 08-4903 鈴　木　亜希子 生・輸・清

08-0547 笠原　房男 微 08-4827 斉藤　智仁 化・液

08-0555 伊勢澤　真里子 生 08-5099 細川　香里 生・般

08-4367 長峯　裕二 微・輸 70-0872 滝　博美 病・胞

08-4606 上野　和幸 化・液 71-9608 中村　真衣 化・液

08-4434 北澤　かおり 病・胞

[ 経営主体　済生会] 　　　　　　　 神栖済生会病院  検査科　　　(病床数　179床) Tel 0299-97-2111

[施設番号 : 9080155]              〒314-0112　神栖市知手中央7-2-45 Fax 0299-97-2134

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-4262 石井　徹二 管・全 08-5118 持塚　麻美 全

08-4527 椎名　一恵 全 08-4820 野中　義文 全

08-5081 青木　奈美子 全 70-5308 小玉奈々子 全

12-5093 加納　純子 全 70-7783 鈴木　恒平 全

[ 経営主体　厚生連]　　土浦協同病院　なめがた地域医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査部　　 (病床数　199床)



[経営主体　社会福祉法人]　     白十字会　白十字総合病院　　　(病床数　320床) Tel 0299-92-3311

[施設番号 : 9080052]             〒314-0134 神栖市賀2148 Fax 0299-92-1167

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

08-0606 谷　文子 生

[経営主体　医療法人]　　　　　　　鉾田病院　検査室　　　　　　　　(病床数　62床) Tel 0291-32-3313

[施設番号 : 9080114]             〒311-1504　鉾田市安房1650-2 Fax 0291-32-3430

会員番号 氏　　名 主担当業務 会員番号 氏　　名 主担当業務

○08-0569 二瓶　　司 管・全 08-0067 高柳美伊子 全

[経営主体　医療法人　]　　　　　              鹿嶋ハートクリニック Tel 0299-77-8888

[施設番号:9080388]　　　　　　〒314-0146　神栖市平泉1-168 Fax 0299-77-8615

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

08-4540 伯耆　淳子 全

[経営主体 　医療法人]　　　　　　健清会　　那珂記念ＭＩＴＯクリニック　　　　検査課 Tel 029-300-3355

[施設番号:9080391]　　　　　　〒310-0015　水戸市宮町1-7-33　水戸サウスタワー12F Fax 029-300-3356

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-5229 小島　美里


