
Tel 0296-20-3480

Fax 0296-20-3482

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-0313 吉江　主視 般・生 08-4451 小野　正憲 般・生

Tel 0280-87-8111

Fax 0280-87-6629

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-0536 深澤　徳行 管(技師部長) 08-5308 高橋　一彰 化・清・輸

08-0748 篠原　　進 生 70-7456 長谷川　優介 病・胞

08-0486 遠山　卓明 採 71-0242 中㠀　拓巳 化・清・輸

08-0470 木下　達弥 般・液 71-1234 鈴木　香純 生

08-0515 坂田　由美　 化・清・輸 71-6579 木村　美範 般・液・輸

08-0635 佐藤　和代 液・微 71-6573 塚原　花菜 生・般

08-4366 猪瀬　由美子 生 08-5159 関　磨澄美 微・生

08-4473 古谷　哲也 微 70-5247 塚原　弘樹 生

08-4577 内山　直樹 病・胞 70-9952 尾形　優 化・清

08-4249 小林　千佳 採 08-4998 青山　美恵子 微

08-4778 矢野　美由紀 病・胞 08-5224 清水　陽平 般・液・輸

09-4320 内田　清子 生 70-1665 坂入　千佳 微

Tel 0296-37-3101

Fax 0296-37-4850

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4477 小澤　直也 生・般

[経営主体　社団法人] 　　　　　きぬ医師会病院　臨床検査科　　(124床) Tel 0297-23-1771

Fax 0297-22-8111

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4681 中山　恵美 生

[経営主体　医療法人] 　　　　　木根淵外科胃腸科病院 Tel 0297-35-3131

Fax 0297-35-9209

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

08－5061 田村　瞳

[施設番号: 9080217]        〒308-0125　筑西市関本分中37-1

[経営主体　公益財団法人]      茨城県総合健診協会県西センタ- 　検診課

[施設番号　:9080089]       〒306-0433 猿島郡境町2190

[施設番号　:9080301]      〒308-0104 筑西市木戸352

[経営主体　医療法人]      杏人会　大圃病院　　　(病床数　200床)

[経営主体　厚生連]        茨城西南医療センタ-病院　臨床検査部　　(病床数358床)

[施設番号　:9080179]　　　　　〒303-0016　常総市新井木町13-3

[施設番号　:9080366]　　　　　〒300-3501　坂東市辺田1430



[経営主体　医療法人]      恒貴会　協和中央病院　　　　(病床数　199床) Tel 0296-57-6131

[施設番号　:9080103]      〒309-1195 筑西市門井1676番地１ Fax 0296-57-4676

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-0564 門馬　敏郎 管 71-7456 若森　彩加 生

08-4422 小林　玉樹 生 08-4130 石川　彰子 化・液・輸・般

08-5237 飯泉　さおり 生 08-4131 柴山　加代子 化・液・輸・般

08-5238 椎名　友美 生 08-4268 湯本　朱子 化・液・輸・般

08-5239 上野　紀子 生 70-0468 関　久美子 化・液・輸・般

 70-6266 吉江　悦子 生

[経営主体　市町村]　　　　県西総合病院　　臨床検査科　　　(病床数　303床) Tel 0296-75-3171

[施設番号:9080080]　　　 〒309-1295 桜川市鍬田604 Fax 0296-75-1351

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4030 柳林　和美 化・管理 08-5141 浅野　江梨子 化・清

08-0257 鈴木　由美子 生・病 42-4301 仲見川　恵美 般・生

08-4176 瀧沢　貴子 生・病 08-4785 瀬尾　裕治 般・清

08-4374 仁平　和夫 液・輸・清 08-5009 大山　直美 化・生

08-4907 水見　幸江 液・輸

[経営主体　市町村]          古河市福祉の森診療所　検査室 Tel 0280-48-6521

[施設番号:9080086]         〒306-0044   古河市新久田271-1 Fax 0280-48-6627

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

08-4142 中村　佳子 般・化・生・胞

[経営主体　医療法人]  医療法人徳洲会　古河総合病院　検査科　（病床数　234床） Tel 0280-47-1010

FAX0280-47-1293

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

13-8581 宇田　義浩 管・細・化・清・般・液 11-6608 吉田　春江 生・化・清・般・液

70-0078 賀長　裕介 生・化・清・般・液 70-7298 木村　那実 生・化・清・般・液

70-0079 伏木　真澄 生・化・清・般・液 70-7066 橋本　沙織 化・輸・細・清・般・液

70-0080 鈴木　健文 生・輸・化・清・般・液 70-7276 町田　穂乃香 化・輸・清・般・液

09-4576 中林　麻規子 生・化・清・般・液 71-7171 山根　潤也 化・輸・細・清・般・液

71-9709 飯野　哲矢 化・輸・清・般・液

Tel 0280-23-7111

Fax 0280-23-7092

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4089 阿部　恵美子 管・生 08-4933 高橋　　豪 化・生

08-4295 久保田　正博 輸・液 70-5570 齋藤　久美 採・病

08-4404 髙階　久美子 般・病・生 71-4529 片股　悦子 採

[経営主体　赤十字]　　　　　　古河赤十字病院 　　　(病床数　200床)

[施設番号:9080087] 　　　　〒306-0014　古河市下山町1150

[施設番号 9080370]             〒306-0041  古河市鴻巣1555          



Tel 0296-28-5900

Fax 0296-28-5903

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-0558 福嶋　陽子 全 08-4940 大矢　幸子 全

08-0726 小貫　明美 全 08-4783 松田　裕美子 全

Tel 0280-92-7055

Fax 0280-92-7056

会員番号 氏名 主担当業務

08-4678 田村　綾子 生理

Tel 0296-35-1225

Fax 0296-35-1579

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

08-4699 松林　直 研究

Tel 0296-43-5100

Fax 0296-43-5156

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

08-4784 柿木　千鶴 全 70-2881 和田　玲香 全

Tel 0297-44-2000

Fax 0297-30-3166

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4892 吉田　純子 全 47-4535 鹿久保　苗子

10-4393 中村　仁 全

Tel 0280-98-4438

Fax 0280-98-4438

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

13-6202 落合　努 全(副科長) 08-5079 工藤　　仁 輸（係長）

08-4358 一条　博子 生 08-0495 小林　邦子 生（係長）

○08-4554 馬場　由美子 液 08-5223 菊池　桂介 化

08-4701 宮田　教子 化 08-5266 長谷川　亜紀 生

08-5078 窪谷　真利子 般・採（主任） 713735 今埜　彩乃 採・受

08-5172 米内　浩子 般 713745 岸　淳美 採・受

08-5173 須藤　美香 般・採

[経営主体　医療法人]           ホスピタル坂東　　　　　　(病床数　450床)

[施設番号:9080195]             〒306-0515 坂東市沓掛411

[施設番号:9080333]　　　　　　〒304-0002 下妻市江2051

[施設番号:9080320] 　　　　　〒306-0221 古河市駒羽根825-1

[経営主体　医療法人] 　　仁寿会　　総和中央病院　検査室　　(病床数 113床)

[施設番号:9080188]          〒308-0848 筑西市幸町2-7-7

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

[施設番号:9080320] 　　　　　〒307-0036　結城市北南茂呂1075-2

[経営主体　会社] 　　　　日水製薬㈱中央研究所

[経営主体　医療法人]  　　　　光潤会　平間病院　　　　　　(病床数　75床)

[施設番号:9080171]                         〒306-0232 古河市東牛谷707

[経営主体　茨城県民生活協同組合]     友愛記念病院　検査科　　(病床数　325床)



Tel 0280-97-3368

Fax 0280-97-3368

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4003 森田　勝道 (科長）超音波・病 11-6419 荒明　美和 超音波・病

08-4815 佐藤　順子 （副科長）超音波・病 08-5285 阿久津　孝 超音波・病

08-4947 間中　伸行 （係長）超音波・病 71-3737 林　由希子 超音波・病

08-4855 小倉　景子 超音波・病 08-5171 山田　佳代 超音波・病

Tel 0296-33-4161

Fax 0296-33-6130

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

○08-4070 高田　菜穂子 管・全 08-5056 新山　真美 全

08-4071 斉藤　美知江 全 08-5131 大武　麗子 全

08-5007 赤羽　智子 全 08-4445 野上　律子 全

Tel 0280-98-0400

Fax0280-23-2876

会員番号 氏名 主担当業務 会員番号 氏名 主担当業務

11-4967 長塚　昌代 全 08-5286 真田　美咲 全

08-5263 舘野　友里恵 全 09-4308 今泉　佳代 全

11-5927 大関　弘美 全 70-6028 岡部　葉子 全

Tel 0296-48-9393

Fax 0296-24-7474

会員番号 氏　名 主担当業務 会員番号 氏　名 主担当業務

○08-4178 谷口　敦男 管・全・透析 08-5150 宮尾　利奈 全

72-1127 荻野　幹大 全

[施設番号:9080190]　　　　　〒307-0001 結城市大字結城9629-1

[経営主体　医療法人] 一樹 　筑西腎クリニック　臨床検査部

[施設番号:　9580022]    〒308-0841　筑西市二木成1925

[施設番号:9080387]　　　　　〒306-0232 古河市東牛谷815-1

[施設番号:9080171]                          〒306-0232 古河市東牛谷707

[経営主体　医療法人] 医療法人社団　同樹会　結城病院　検査室　(病床数　194床)

[経営主体　茨城県民生活協同組合] 友愛記念病院 超音波・病理診断科 (病床数　325床)

[経営主体　医療法人] 　　医療法人　恵樹会　いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック


