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　　　　施　設　名

　　　　住　　所

平成30・2019年度　　役　員

氏　　名

　勝　山　政　彦

　中　田　恵美子

　倉　田　主　税

　嶋　田　昌　司

　高　田　穂　波

　片　岡　美　香

　小　林　昌　弘

　上　杉　一　義

　柳　田　裕　起

　森　嶋　良　一

　猪　田　猛　久

　小　谷　敦　志

　高　木　豊　雅

　西　川　　武

　南　田　貴　仁

　岸　森　千　幸

　東　谷　あかり

　西　原　幸　一

　木　下　真　紀 

　宇　山　二　美

　長谷川　　章

　吉　岡　明　治

大和高田市立病院 臨床技術科

〒635-8501　大和高田市礒野北町1-1

奈良県総合医療センター 臨床検査部

〒630-8581　奈良市七条西町2丁目897-5

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

〒634-8522　橿原市四条町840

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

〒632-8552　天理市三島町200

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

〒634-8522　橿原市四条町840

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

〒634-8522　橿原市四条町840

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

〒632-8552　天理市三島町200

南奈良総合医療センター 臨床検査部

〒638-8551　吉野郡大淀町大字福神8番1

奈良県総合医療センター 臨床検査部

〒630-8581　奈良市七条西町2丁目897-5

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

〒634-8522　橿原市四条町840

済生会中和病院

〒633-0054　桜井市大字阿部323

近畿大学医学部奈良病院 臨床検査部

〒630-0293　生駒市乙田町1248-1

奈良県総合医療センター 臨床検査部

〒630-8581　奈良市七条西町2丁目897-5

奈良県立医科大学附属病院 病院病理部

〒634-8522　橿原市四条町840

奈良県西和医療センター 中央臨床検査部

〒636-0802　生駒郡三郷町三室1-14-16

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

〒632-8552　天理市三島町200

高井病院

〒632-0006 天理市蔵之庄町470-8

市立奈良病院

〒630-8305　奈良市東紀寺町1-50-1

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

〒632-8552　天理市三島町200

宇陀市立病院

〒633-0298　奈良県宇陀市榛原萩原815番地

高の原中央病院 臨床検査科

〒631-0805　奈良市右京1-3-3

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

〒632-8552　天理市三島町200

役　職

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事　　　　学術部

理　事　　　　学術部

理　事　　　　学術部

理　事

理　事

理　事　地域保健事業部

理　事

理　事

理　事　 北部地区担当

理　事　 中部地区担当

理　事　 南部地区担当

監　事

監　事

担　当

渉外担当

学術担当

 

事務局長

事務局・総務部長

事務局・庶務部

事務局・庶務部

事務局・経理部長

組織法規部長

検査研究部門担当部長

精度管理担当部長

生涯教育担当部長

渉外部長

地域保健事業部長

公衆衛生担当部長

広報部長

福利厚生部長

兼：渉外部

兼：公衆衛生

兼：事務局経理部

一般社団法人　 奈良県臨床検査技師会
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TEL  0744-32-0230 ㈹

木　村　雅　文（健康づくりセンター）　事務取り扱い責任者

一般社団法人　 奈良県臨床検査技師会

【事務局】 〒632-8552　奈良県天理市三島町200 

天理よろづ相談所病院　臨床検査部  
（TEL）0743-63-5611（8528）

【事務局】 〒636-0302　奈良県磯城郡田原本町宮古404-7

奈良県健康づくりセンター内

ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ http://www.naraamt.or.jp

Email   info@naraamt.or.jp

奈良県臨床検査技師会　名誉顧問
高　橋　　浩 　　自宅

奈良県臨床検査技師会　顧問
山　﨑　正　晴 　　奈良県立医科大学附属病院

松　尾　収　二 　　天理よろづ相談所病院

中　村　文　彦 　　奈良県総合医療センター

奈良県臨床検査技師会　名誉会員
山　中　　亨 　　自宅

山　名　正　夫 　　自宅

増　谷　喬　之 　　自宅

山　本　慶　和 　　天理医療大学
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日本臨床衛生検査技師会・日臨技近畿支部　役員

日本臨床衛生検査技師会

山　本　慶　和 　　血液形態標準化ワーキンググループ委員

　　　　　　　 　　認定臨床化学・

　　　　　　　 　　免疫化学精度保証管理技師制度審議会 委員　

日臨技近畿支部

勝　山　政　彦 　　奈良県幹事

日本臨床検査技師会連盟
今　田　周　二 　　奈良県連絡責任者

（財）奈良県健康づくり財団
勝　山　政　彦 　　理事

中　田　恵美子 　　評議員
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2019年   委　員　会

選挙管理委員

吉　田　　崇

堀　川　寛　子

松　岡　直　子

岡　田　直　子

奈良県立医科大学附属病院

大和高田市立病院

天理よろづ相談所病院

奈良県西和医療センター

役員推薦委員

宮　林　知　誉

吉　村　　葵

菊　田　健　太

奈良県立医科大学附属病院

大和高田市立病院

宇陀市立病院

生涯教育研修委員会

小　谷　敦　志

吉　岡　明　治

嶋　田　昌　司

森　嶋　良　一

中　島　久　晴

委員長 近畿大学医学部奈良病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県総合医療センター
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精度管理事業推進委員会

山　下　貴　哉

伊　東　裕　之

倉　村　英　二

松　村　充　子

川　健　　二

岡　本　朋　子

斉　藤　真裕美

武　野　建　吾

髙　橋　　陸

山　田　浩　二

廣　田　浩　二

鈴　木　啓太郎

水　澤　広　樹

藤　江　拓　也

飯　尾　洋　紀

中　島　久　晴

高　木　豊　雅

上　野　真　佑

浦　　雅　彦

龍　見　重　信

小　出　泰　志

藤　川　麻由美

廣　田　貴　代

川　邊　晴　樹

高　谷　恒　範

佐　藤　妙恵果

高　田　旬　生

潮　崎　裕　也

猪　田　猛　久

委員長 市立奈良病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県総合医療センター

奈良県総合医療センター

天理よろづ相談所病院

南奈良総合医療センター

市立奈良病院

大和高田市立病院

市立奈良病院

大和高田市立病院

奈良県総合医療センター

奈良県総合医療センター

奈良県総合医療センター

奈良県西和医療センター

近畿大学医学部奈良病院

奈良県立医科大学附属病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県立医科大学附属病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

済生会中和病院
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広報委員会

岸　森　千　幸

井　本　真　弓

松　岡　直　子

木　下　真　紀

今　村　仁　美

森　分　和　也

宮　林　知　誉

西　岡　正　彦

泉　屋　直　輝

委員長 天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

済生会中和病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県立医科大学附属病院

大和高田市立病院

奈良県総合医療センター

検査研究部門運営委員会

中　村　彰　宏

永　井　直　治

龍　見　重　信

竹　岡　加　陽

廣　田　貴　代

浦　　雅　彦

阿　部　教　行

大　前　和　人

畑　中　徳　子

松　村　充　子

前　川　ふみよ

高　谷　恒　範

佐　藤　妙恵果

植　東　ゆ　み

北　川　大　輔

枡　尾　茂

木　下　真　紀

薮　内　博　史

頃　橋　信　慶

倉　田　主　税

森　嶋　良　一

委員長 天理医療大学

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院　

天理よろづ相談所医学研究所

天理よろづ相談所病院

近畿大学医学部奈良病院

天理よろづ相談所病院

市立奈良病院

天理医療大学

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所医学研究所

奈良県立医科大学附属病院　

奈良県立医科大学附属病院　

天理よろづ相談所病院

奈良県総合医療センター

奈良県西和医療センター

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院　

奈良県立医科大学附属病院　

奈良県立医科大学附属病院　

奈良県立医科大学附属病院　
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＊：日臨技・標準化部会 奈良県基幹施設代表者

臨床検査精度保証施設認証委員会・臨床検査データ標準化委員会

倉　田　主　税

猪　田　猛　久

嶋　田　昌　司＊

田　中　　忍　＊

胡　内　久美子＊

山　本　慶　和

委員長

副委員長

顧問

奈良県立医科大学附属病院

済生会中和病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県総合医療センター

天理医療大学

講演会等企画委員会

髙　木　豊　雅

大　林　　準

日　置　貴美子

廣　田　貴　代

長谷川　　章

上　野　真　祐

谷　口　恵　理

柳　田　裕　起

川　　健　司

中　田　恵美子

勝　山　政　彦

委員長 奈良県総合医療センター

天理よろづ相談所医学研究所

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

高の原中央病院

奈良県西和医療センター

奈良県立医科大学附属病院

奈良県総合医療センター

天理よろづ相談所病院

奈良県総合医療センター

大和高田市立病院

奈臨技IT委員会

大　林　　準

松　谷　勇　人

倉　村　英　二

龍　見　重　信

北　川　大　輔

林　田　雅　彦

小　林　昌　弘

嶋　田　昌　司

委員長 天理よろづ相談所医学研究所

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県総合医療センター

天理よろづ相談所医学研究所

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院
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事務局庶務部会

小　林　昌　弘

吉　岡　明　治

花　尻　康　人

宮　林　知　誉

諸　井　ひろみ

小　阪　　慎

岩　永　寿美華

大　西　明　希

鈴　木　眞　子

田　村　早　紀

中　川　美　純

中　西　琴　音

中　本　聖次郎

宮　野　成　久

片　岡　美　香

嶋　田　昌　司

委員長 天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院

奈良県立医科大学附属病院

天理よろづ相談所病院

組織法規部委員会

柳　田　裕　起

宇　山　二　美

山　本　周　一

榧　木　美　佳

委員長 奈良県総合医療センター

宇陀市立病院

宇陀市立病院

奈良県総合医療センター

福利厚生委員会

東　谷　あかり

工　藤　愛

窪　田　淑　美　

川　健　司

川　明　希

委員長 高井病院

高井病院

高井病院

天理よろづ相談所病院

天理よろづ相談所病院
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予算委員会

上　杉　一　義

嶋　田　昌　司

宇　山　二　美

勝　山　政　彦

中　田　恵美子

倉　田　主　税

高　田　穂　波

柳　田　裕　起

森　嶋　良　一

猪　田　猛　久

小　谷　敦　志

高　木　豊　雅

西　川　　武

南　田　貴　仁

岸　森　千　幸

東　谷　あかり

委員長 南奈良総合医療センター

天理よろづ相談所病院

宇陀市立病院

大和高田市立病院

奈良県総合医療センター

奈良県立医科大学附属病院　

奈良県立医科大学附属病院

奈良県総合医療センター

奈良県立医科大学附属病院

済生会中和病院

近畿大学医学部奈良病院

奈良県総合医療センター

奈良県立医科大学附属病院

奈良県西和医療センター

天理よろづ相談所病院

高井病院
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生物化学分析部門
倉田　主税
（県立医科大学附属病院）

遺伝子染色体検査部門
山口 直子
（県立医科大学附属病院）　

生理機能検査部門
廣田 貴代 
（天理よろづ相談所病院）

一般検査部門
中村 彰宏  
（天理医療大学）

血液検査部門
永井 直治
（天理よろづ相談所病院）

病理部門
浦　雅彦
（近畿大学医学部奈良病院）

細胞部門
龍見　重信
（県立医科大学附属病院）

微生物検査部門
阿部 教行 
（天理よろづ相談所病院）　
輸血・移植検査部門
大前 和人  

（市立奈良病院）

検査総合管理部門
畑中 徳子
（天理医療大学）

臨床化学検査分野
倉田　主税（県立医科大学附属病院）

免疫検査分野
松村　充子（天理よろづ相談所病院）

遺伝子染色体検査分野
山口　直子
（県立医科大学附属病院）　

神経検査分野
高谷　恒範（県立医科大学附属病院）

機能検査分野
白土　美佳（県立医科大学附属病院）

画像検査分野
植東　ゆみ（天理よろづ相談所病院）

一般検査分野
北川　大輔（奈良県総合医療センター）

血液検査分野
永井　直治（天理よろづ相談所病院）

病理検査分野
浦　雅彦（近畿大学医学部奈良病院）

細胞検査分野
龍見　重信（県立医科大学附属病院）

微生物検査分野
阿部　教行（天理よろづ相談所病院）

輸血・移植検査分野
大前　和人（市立奈良病院）

検査総合管理分野
枡尾　茂（奈良県西和医療センター）
チーム医療分野
木下　真紀（天理よろづ相談所病院）

木村　雅文
倉村　英二
頃橋　信慶
猪田　猛久
川崎　洋高
田原　有加里
古澤　瑠依
成田　真奈美
岡本　朋子
余村　求
前川　ふみよ
竹岡　加陽
山崎　貴之
龍見　重信
李　相太
田中　宏明
池嶋　拓弥
宮林　知誉
中本　和男
小林　昌弘
米田　さおり
川邊　晴樹
菊田　健太
大谷　祐哉
溝端　亮兵
栗岡　利里子
武田　侑子
吉岡　明治
片岡　美香
森分　和也
尾崎　里美
飯尾　洋紀
川　健司
下村　大樹
高橋　陸
武野　健吾
廣田　浩二
山口　直子
泉谷　直輝
坂本　真一

南田　貴仁
松田　江身子

宇井　孝爾
鈴木　啓太郎
山下　貴哉
南　睦
松本　克也
今村　仁美
中島　久晴
谷口　恵理
菅　沙央里
西浦　晃代

（健康づくりセンター）
（天理よろづ相談所病院）
（県立医科大学附属病院）
（済生会中和病院） 
（大和橿原病院）
（奈良市総合医療検査センター）
（平成記念病院）

（天理よろづ相談所病院）
（天理よろづ相談所病院）
（天理よろづ相談所病院）

（天理よろづ相談所医学研究所）
（天理よろづ相談所医学研究所）
（天理よろづ相談所病院）
（県立医科大学附属病院）　
（県立医科大学附属病院）　
（県立医科大学附属病院）　
（県立医科大学附属病院）

（県立医科大学附属病院）
（奈良県総合医療センター）
（天理よろづ相談所病院）

（県立医科大学附属病院）
（天理よろづ相談所病院）
（宇陀市立病院）
（奈良県総合医療センター）
（県立医科大学附属病院）

（奈良県総合医療センター）
（県立医科大学附属病院）
（天理よろづ相談所病院）

（県立医科大学附属病院）
（県立医科大学附属病院）
（奈良市総合医療検査センター）
（奈良県総合医療センター）
（天理よろづ相談所病院）

（天理よろづ相談所病院）
（天理よろづ相談所病院）
（奈良県総合医療センター）
（市立奈良病院）
（県立医科大学附属病院）

（奈良県総合医療センター）
（天理よろづ相談所病院）

（奈良県西和医療センター）
（天理よろづ相談所病院）

（県立医科大学附属病院）
（大和高田市立病院）
（市立奈良病院）

（天理よろづ相談所病院）
（市立奈良病院）
（済生会中和病院）
（奈良県総合医療センター）

（県立医科大学附属病院）
（奈良県西和医療センター）
（南奈良総合医療センター）

検査研究部門　担当者（部門長・分野長・分野員）
部門・部門長

（日臨技・近畿支部ｼﾝﾎ ｼ゚ ｳ゙ﾑ用）
分野・分野長
（奈臨技活動分野）

分　野　員
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9290001

9290002

9290003

9290004

9290005

9290007

9290008

9290010

9290032

9290033

9290036

9290109

9290051

9290065

9290046

9290093

9290103

9290084

9790004

社会福祉法人 恩賜財団

　　　　　　 済生会奈良病院

地域医療振興協会 市立奈良病院

社会医療法人 平和会 吉田病院

医療法人 岡谷会 おかたに病院

独立行政法人国立病院機構

　　　　　　　奈良医療センター

奈良市総合医療検査センター

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 

　　　　　 奈良県総合医療センター

財団法人 沢井病院

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 

　　　　　 奈良県西和医療センター

松本快生会 西奈良中央病院

医療法人 和幸会 阪奈中央病院

医療法人社団 松下会 白庭病院　

　　　　　

医療法人 新生会 高の原中央病院

　　　　　

医療法人 康仁会　西の京病院

医療法人 拓生会 奈良西部病院

近畿大学医学部奈良病院

医療法人 大西会 大西内科医院

株式会社 ファルコバイオシステムズ

              　 奈良ラボラトリー

生駒市立病院

630-8145

630-8305

631-0818

630-8141

630-8053

630-8031

630-8581

630-8258

636-0802

631-0022

630-0243

630-0136

631-0805

630-8041

631-0061

630-0293

631-0033

631-0032

630-0213

奈良市八条4-643

奈良市東紀寺町1-50-1

奈良市西大寺赤田町1-7-1

奈良市南京終町1-25-1

奈良市七条2丁目789番

奈良市柏木町519-5

奈良市七条西町2-897-5

奈良市船橋町8

生駒郡三郷町三室1-14-16

奈良市鶴舞西町1-15

生駒市俵口町741

生駒市白庭台6-10-1

奈良市右京1-3-3

奈良市六条町102-1

奈良市三碓町2143-1

生駒市乙田町1248-1

奈良市あやめ池南2-2-8

奈良市あやめ池北1丁目32-21メディカルコートあやめ池Ａ201

生駒市東生駒1丁目6番地2

TEL.0742-36-1881　FAX.0742-36-1880

TEL.0742-24-1251　FAX.0742-22-2478

TEL.0742-45-4601　FAX.0742-46-5010

TEL.0742-63-7703　FAX.0742-63-7703

TEL.0742-45-4591　FAX.0742-48-3512

TEL.0742-33-7875　FAX.0742-33-7423

TEL.0742-46-6001　FAX.0742-46-6011

TEL.0742-23-3086　FAX.0742-22-9265

TEL.0745-32-0505　FAX.0745-32-0517

TEL.0742-43-3333　FAX.0742-43-8607

TEL.0743-74-8660　　　　　　　　　

TEL.0743-70-0022　FAX.0743-70-0023

TEL.0742-71-1030　FAX.0742-71-7006

TEL.0742-35-1211　FAX.0742-35-1160

TEL.0742-51-8700　FAX.0742-51-8500

TEL.0743-77-0880　FAX.0743-77-0890

TEL.0742-46-5381　FAX.0742-47-5124

TEL.0742-53-9010　FAX.0742-53-9011

TEL.0743-72-1727　FAX.0743-72-1727

【北部地区】

施設No. 施          設 〒 住　所 電　話

施　　設　　名
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9290013

9290055

9290113

9290015

9290049

9290052

9290063

9290072

9290075

9290078

9290080

9290101

9290102

9290108

9290111

公益財団法人 天理よろづ相談所病院

公益財団法人 天理よろづ相談所医学研究所

学校法人 天理よろづ相談所学園

　　　　 天理医療大学　医療学部

独立行政法人 地域医療機能推進機構

　　　　　　 大和郡山病院

医療法人 厚生会 奈良厚生会病院

医療法人社団 田北会 田北病院

医療法人 果恵会 恵王病院

医療法人 健和会 奈良東病院

医療法人 郁慈会 服部記念病院

ニッセイ聖隷クリニック

株式会社 メディック・奈良

社会医療法人 高清会 高井病院

医療法人 藤和会 藤村病院

医療法人 友紘会 奈良友紘会病院

医療法人 ふくしまクリニック

632-8552

632-8552

632-0018

639-1013

639-1039

639-1016

636-0002

632-0001

639-0214

636-0071

632-0006

632-0006

639-1160

639-0212

632-0093

天理市三島町200

天理市三島町200

天理市別所町80-1

大和郡山市朝日町1-62

大和郡山市椎木町769-3

大和郡山市城南町2-13

北葛城郡王寺町王寺2-10-18

天理市中之庄町470

北葛城郡上牧町大字上牧字薬師山4244

北葛城郡河合町高塚台1-8-1

天理市蔵之庄町486

天理市蔵之庄町470-8

大和郡山市北郡山町104-3

北葛城郡上牧町服部台5-2-1

天理市指柳町311-3

TEL.0743-63-5611　FAX.0743-63-1530

TEL.0743-63-5611　FAX.0743-63-1530

TEL.0743-63-7811　FAX.0743-63-6211

TEL.0743-53-1111　FAX.0743-53-0258

TEL.0743-56-5678　FAX.0743-56-0212

TEL.0743-54-0272　FAX.0743-54-1887

TEL.0745-72-3252　FAX.0745-72-7599

TEL.0743-65-1771　FAX.0743-65-4157

TEL.0745-77-1369　FAX.0745-77-1369

TEL.0745-33-2211　FAX.0745-33-2212

TEL.0743-65-3141　FAX.0743-61-0065

TEL.0743-65-0372　FAX.0743-65-2464

TEL.0743-53-2001　FAX.0743-53-6157

TEL.0745-78-3588　FAX.0745-78-1535

TEL.0743-62-1120　FAX.0743-62-1121

【中部地区】

施設No. 施          設 〒 住　所 電　話
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9290017

9290020

9290021

9290022

9290024

9290025

9290030

9290067

9290071

9290077

9290079

9290085

9290096

9290098

9290105

9290037

9790003

9790005

9790006

公立大学法人　奈良県立医科大学附属病院

　中央臨床検査部 病院病理部 輸血部

大和高田市立病院

特定医療法人 健生会 土庫病院

組合立国保中央病院

社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院

社会福祉法人 恩賜財団 済生会御所病院

宇陀市立病院

医療法人 橿原友紘会 大和橿原病院

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

奈良県総合リハビリテーションセンター

一般財団法人 奈良県健康づくりセンター

医療法人 鴻池会 秋津鴻池病院

社会医療法人 平成記念病院

医療法人 桂会 平尾病院

中井記念病院

医療法人 弘仁会 南和病院

医療法人 翠悠会 翠悠会診療所

医療法人 医誠会

　　　　 橿原リハビリテーション病院

南和広域医療企業団

　　　　 南奈良総合医療センター

藤井会 香芝生喜病院

634-8522

635-8501

635-0022

636-0302

633-0054

639-2306

633-0298

634-0045

636-0345

636-0302

639-2273

634-0813

634-0076

635-0051

638-0833

634-0007

634-0032

638-8551

639-0252

橿原市四条町840

大和高田市礒野北町1-1

大和高田市日之出町12-3

磯城郡田原本町宮古404-1

桜井市大字阿部323

御所市三室20

宇陀市榛原萩原815

橿原市石川町81

磯城郡田原本町大字多722

磯城郡田原本町宮古404-7

御所市池の内1064

橿原市四条町827

橿原市兵部町6-28

大和高田市根成柿151-1

吉野郡大淀町福神1-181

橿原市葛本町676-1

橿原市田中町104-1

吉野郡大淀町大字福神8番1

香芝市穴虫3300-3

TEL.0744-22-3051　FAX.0745-23-9217

TEL.0745-53-2901　FAX.0745-53-2908

TEL.0745-53-5471　　　　　　　　　

TEL.0744-32-8800　FAX.0744-32-8811

TEL.0744-43-5001　FAX..0744-46-3065

TEL.0745-62-3585　FAX.0745-63-2335

TEL.0745-82-0381　FAX.0745-82-0264

TEL.0744-27-1071　FAX.0744-27-4609

TEL.0744-32-0200　FAX.0744-32-0208

TEL.0744-32-0230　FAX.0744-32-8664

TEL.0745-63-0601　FAX.0745-62-1092

TEL.0744-29-3300　FAX.0744-29-3309

TEL.0744-24-4700　FAX.0744-25-4672

TEL.0745-21-1100  FAX.0745-21-1101

TEL.0747-54-5800　FAX.0747-54-5700

TEL.0744-26-2222　FAX.0744-25-4957

TEL.0744-25-1251　FAX.0744-20-2071

TEL.0747-54-5000　FAX.0747-54-5020

TEL.0745-71-8115　　　　　　　　　

【南部地区】

施設No. 施          設 〒 住　所 電　話
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　　◎は、施設連絡責任者

正　会　員

【北部地区】

9290001　社会福祉法人恩賜財団 済生会奈良病院
〒630-8145　奈良市八条4-643

中央検査室

TEL.0742-36-1881　FAX.0742-36-1880

294465 新井　恭平

294242 伊藤　典子

712762 衣川　元治

294270 林田　幸治

294212 吉田　和弘◎

9290002　地域医療振興協会 市立奈良病院
〒630-8305　奈良市東紀寺町1-50-1

臨床検査室

TEL.0742-24-1251　FAX.0742-24-1295

265210 大前　和人

294436 鎌倉　佳子

723336 熊岡　千恵

294284 小林　史孝

277091 寺井　利枝

235917 西川　香奈子

275062 西原　幸一◎

277870 廣田　浩二

721962 藤岡　梨香

124600 堀江　優美

708448 政　　俊行

277151 松本　克也

700596 松本　莉沙

290108 松山　友彦

716779 水澤　広樹

294452 向井　正弘

294437 森　　多恵子

294491 森山　美奈子

294490 山木　陽平

294299 山下　貴哉

294392 米田　裕美子

9290003　社会医療法人 平和会 吉田病院
〒631-0818　奈良市西大寺赤田町1-7-1

検査科

TEL.0742-45-4601　FAX.0742-45-5010

294208 伊藤　朋行

702154 上田　長寿

◎ 294441 川畑　望 290345 横山　浩

9290004　医療法人 岡谷会 おかたに病院
〒630-8141　奈良市南京終町1-25-1

検査科

TEL.0742-63-7703　FAX.0742-63-7703

275505 大西　美奈子

294168 岸本　比呂子

017150 相澤　彩水

294354 田中　邦博

725079 勝田　真生◎

290348 松山　真紀子

264857 岸本　美知子

9290005　独立行政法人 国立病院機構 奈良医療センタ－
〒630-8053　奈良市七条2丁目789番地

研究検査科

TEL.0742-45-4591　FAX.0742-48-3512

722240 指宿　佑華

290195 延命　孝也◎

294429 大杉　奈保美 713819 岡部　世奈

9290007　奈良市総合医療検査センター
〒630-8031　奈良市柏木町519-5

検査室

TEL.0742-33-7875　FAX.0742-33-7423

707795 生田　久瑠美

294096 大澤　まゆみ

294206 尾崎　里美

714500 加藤　慎吾

713084 亀井　千鶴

290382 川邊　隆

294210 小柳　彩

294293 坂口　敦子

294397 菅　　麻里亜

294097 田原　有加里

711200 辻　　みちよ

290396 中嶋　紳介

294095 春田　貴

◎

724450 藤井　綾香

294185 前田　愛

714433 南　　律子

290079 宗川　義嗣

707768 村井　洋子

707767 山川　恵梨
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9290008　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
〒630-8581　奈良市七条西町2-897-5

臨床検査部

TEL.0742-46-6001　FAX.0742-46-6011

712526 飯尾　洋紀

294520 石田　篤正

716422 泉屋　直輝

708488 井上　裕行

701834 今西　佑季

294455 遠周　美千子

294074 太田　奈津子

703181 大谷　祐哉

294144 岡　　美也子

290294 岡山　幸成

708486 榧木　美佳

294521 北川　大輔

277720 栗岡　利里子

294093 胡内　久美子

290337 斉藤　真裕美

720262 新谷　祐衣

717110 鈴木　崇真

294406 髙木　豊雅

703969 武野　建吾

294145 竹村　利恵

290313 辻野　秀夫

290226 津田　勝代

294454 中島　久晴

290016 中田　恵美子

705216 中村　文彦

290193 中本　和男

719114 中山　奈月

714067 西本　佳那

290267 原田　譲

294478 福田　佳織

294209 枡尾　和江

700694 南　　佳世

294363 南　　貴美

721627 森田　唯花

726803 安浪　かんな

294156 柳田　裕起

290018 山川　昭彦

290111 山口　敬子

721492 吉村　薫

◎

9290032　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
〒636-0802　生駒郡三郷町三室1-14-16

中央臨床検査部

TEL.0745-32-0505　FAX.0745-32-0517

294456 上野　真佑

294177 内田　麻里

718123 梅木　佑亮

707485 岡田　直子

294387 上辻　杏奈

294091 河原田　昌世

723726 北川　真菜

290199 草尾　恵

◎

294214 黒河　美香

294485 澤　　知佳

709541 菅　　沙央里

725991 角　　幸未

294271 髙津　明美

712740 瀧井　美紗希

294080 辻内　智美

294400 宮田　綾子

290009 中山　みどり

294040 西川　邦子

727625 林田　佳保里

712057 原田　直宏

290393 枡尾　茂

290001 三谷　典映

709597 南田　貴仁

9290033　社会医療法人松本快生会 西奈良中央病院
〒631-0022　奈良市鶴舞西町1-15

臨床検査科

TEL.0742-43-3333　FAX.0742-43-8631

294515 髙辻　剛

272229 鳥井　仁美

264111 西谷　永享

714229 林　　由津紀

275008 吉田　雅美◎

9290036　医療法人 和幸会 阪奈中央病院
〒630-0243　生駒市俵口町741

臨床検査科

TEL.0743-74-8660　FAX.0743-74-8627

294073 岡井　真理

720313 住吉　大輝

724462 谷口　伶央斗

◎

274875 寺元　弘

278750 蜜本　翔伍

294330 南　　朱

290367 吉村　豊

9290010　一般財団法人 沢井病院
〒630-8258　奈良市船橋町8

臨床検査室

TEL.0742-23-3086　FAX.0742-22-9265

294227 清水　祐美

725959 式見　千明

◎ 709806 鈴木　祐子 274825 濱元　志保
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9290051　医療法人 新生会 高の原中央病院
〒631-0805　奈良市右京１丁目3-3

臨床検査科

TEL.0742-71-1030　FAX.0742-71-7006

294256 天野　知子

294305 石井　智子

294365 石川　伸

265244 大前　麻希

294308 川村　文

723270 栗田　由美

274908 瀬戸口　有紀

276696 中井　統紀子

294239 長谷川　章

278452 日髙　友梨恵

276776 真柴　祥代

294428 森田　祥子

294197 安田　匡文

271663 薮田　三起子

◎

9290065　医療法人 康仁会 西の京病院
〒630-8041　奈良市六条町102-1

臨床検査科

TEL.0742-35-1211　FAX.0742-35-1160

275145 上嶌　孝啓

265463 塚原　静佳

294123 書川　敬◎ 718850 塚原　静佳

9290093　近畿大学医学部奈良病院
〒630-0293　生駒市乙田町1248-1

臨床検査部

TEL.0743-77-0880　FAX.0743-77-0890

274520 浦　　雅彦

264469 岡田　亨

294513 河合　邦恵

709168 河地　見波

274200 小谷　敦志

718725 齊藤　冬見

◎ 294473 佐藤　裕之

276943 菅野　知恵美

713017 高比良　直也

727056 田口　直樹

712226 竹村　盛二朗

709237 寺口　皓

274833 松村　佳永子

294514 村上　愛

701351 吉岡　雅文

728165 吉田　功輝

394174 米津　準人

9290109　医療法人社団 松下会 白庭病院
〒630-0136　生駒市白庭台6-10-1

検査科

TEL.0743-70-0022　FAX.0743-70-0023

265354 北尾　順子 

294294 竹田　幸史

294379 松村　陽介◎ 704812 高瀬　早紀

9290046　医療法人 拓生会 奈良西部病院
〒631-0061　奈良市三碓町2143-1

検査室

TEL.0742-51-8700　FAX.0742-51-8500

244282 木多　有香 294234 阪野　典子◎ 722676 宮下　真弓

9790004　生駒市立病院
〒630-0213　生駒市東生駒1丁目6番地2

検査科

TEL.0743-72-1727　FAX.0743-72-1727

722794 尾崎　元香 701150 長谷川　智 264997 森本　恵理

9290084　株式会社 ファルコバイオシステムズ奈良ラボラトリー
〒631-0032　奈良市あやめ池北1丁目32-21 メディカルコートあやめ池A201

検査室

TEL.0742-53-9010　FAX.0742-53-9011

294166 岡部　東矢 294249 関本　奈奈◎

9290103　医療法人 大西会 大西内科医院
〒631-0033　奈良市あやめ池南2-2-8 TEL.0742-46-5381　FAX.0742-47-5124

290355 堀山　祥子◎
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9290013　公益財団法人 天理よろづ相談所病院
〒632-8552　天理市三島町200

臨床検査部

TEL.0743-63-5611　FAX.0743-63-1530

725884 東　　成臣

294300 阿部　教行

294352 阿部　梨栄

290334 伊東　裕之

290259 井上　あけみ

701844 今西　礼

294511 井本　真弓

725877 岩崎　弘希

290250 岩﨑　瑞穂

720129 岩永　寿美華

294199 植東　ゆみ

294075 大河原　まつよ

705756 大野　歩

705640 大野　裕貴

709364 岡本　朋子

720089 沖　　久嗣

709257 梶田　二愛

725878 加藤　俊哉

720026 川　　明希

708782 川　　健司

294481 川邊　晴樹

290258 菊田　多恵子

290354 岸森　千幸

294070 北川　実美

294068 北川　孝道

294247 北田　佳代

294102 木下　真紀

294451 倉村　あい美

294318 倉村　英二

294023 桑野　和代

290292 小出　泰志

715882 河野　紋

290101 河野　久

720028 小阪　慎

703189 小林　彩乃

294218 小林　昌弘

716072 坂井　優

294024 坂本　真一

290335 佐藤　京子

720104 佐藤　吉祥

294423 潮崎　裕也

294067 嶋田　昌司

294200 下村　大樹

715586 新家　徹也

716003 杉山　慎太郎

723249 鈴木　眞子

720159 瀬良　章

294265 曽山　あかね

294264 曽山　奉教

290356 高田　章美

708899 高田　旬生

705296 高田　真奈美

294479 高橋　明徳

720100 高橋　光一郎

708865 髙橋　陸

715887 竹原　真帆

720073 谷村　圭亮

708406 田上　剛史

722341 田村　早紀

715899 茶木　善成

290360 土屋　直道

290257 豊田　茂美

290264 豊田　充宏

294282 永井　直治

723259 中川　美純

294137 中川　美穂

722290 中西　琴音

720184 仲村　ちあき

723535 中本　聖次郎

294509 橋本　恵理子

◎

290358 橋和田　須美代

290330 長谷川　正行

294302 花尻　康人

709258 馬場　創汰

709293 馬場　萌

294103 原田　博子

294139 日裏　淑恵

294076 日置　貴美子

709134 土方　一輝

294171 廣田　貴代

290238 福田　悦子

294237 福田　砂織

294370 藤川　麻由美

290231 藤本　宜子

294319 益田　理栄子

294169 松尾　収二

705314 松岡　直子

290295 松下　陽子

294201 松田　江身子

294394 松谷　勇人

294450 松谷　日路子

294283 松村　充子

715729 松本　学

294340 三島　直子

716107 三戸部　貴教

290403 南　　睦

722860 宮野　成久

294484 諸井　ひろみ

725874 山﨑　健太

294395 山崎　貴之

294174 山崎　善夫

294422 吉岡　明治

290328 吉田　秀人

290351 吉村　さゆり

716076 余村　求

9290055　公益財団法人 天理よろづ相談所医学研究所
〒632-8552　天理市三島町200

研究所 

TEL.0743-63-5611　FAX.0743-63-1530

290262 大林　準

290400 竹岡　加陽

◎ 290210 林田　雅彦

290336 福塚　勝弘

294069 前川　ふみよ

【中部地区】
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9290015　独立行政法人 地域医療機能推進機構 大和郡山病院
〒639-1013　大和郡山市朝日町1-62

臨床検査科

TEL.0743-53-1111　FAX.0743-55-0258

294162 井田　淳

274289 岡本　直子

713167 京坂　渉平

275859 佐藤　直美

276701 塩本　一正

294183 中村　純造◎

290166 仁井　忠

270875 山内　衛

9290049　医療法人 厚生会 奈良厚生会病院
〒639-1039　大和郡山市椎木町769-3

検査科

TEL.0743-56-5678　FAX.0743-56-0212

290370 篠浦　毅一郎◎ 294101 隅　佐恵美

9290063　医療法人 果恵会 恵王病院
〒636-0002　北葛城郡王寺町王寺2-10-18

検査部

TEL.0745-72-3252　FAX.0745-72-7599

294389 伊藤　久恵◎

9290072　医療法人 健和会 奈良東病院
〒632-0001　天理市中之庄町470

検査室

TEL.0743-65-1771　FAX.0743-65-4157

294255 中島　浩司◎

9290075　医療法人 郁慈会 服部記念病院
〒639-0214　北葛城郡上牧町大字上牧字薬師山4244

臨床検査室

TEl.0745-77-1369　FAX.0745-77-1369

711231 關本　美穂 294245 山本　まさみ

9290078　ニッセイ聖隷クリニック
〒636-0071　北葛城郡河合町高塚台1-8-1

臨床検査室

TEl.0745-33-2211　FAX.0745-33-2212

294170 荻野　真弓 290133 酒井　美智子◎

9290052　医療法人社団 田北会 田北病院
〒639-1016　大和郡山市城南町2-13

検査部

TEL.0743-54-0272　FAX.0743-54-1887

709035 杉谷　美香

294100 巽　　志伸

709033 辰巳　武史

◎

294285 中森　隆志

278574 樋本　貴大

407096 藤川　美緒

726010 平城　明菜

9290080　株式会社 メディック奈良
〒632-0006　天理市蔵之庄町486

検査部

TEL.0743-65-3141　FAX.0743-61-0065

330399 大谷　敦

254525 坂口　悟

244336 錦見　博

294362 西田　知秀

254157 長谷川　一郎

294035 別所　直子

713391 吉田　佑一

◎

9290113　学校法人 天理よろづ相談所学園 天理医療大学
〒632-0018　天理市別所町80-1

医療学部 臨床検査学科

TEL.0743-63-7811　FAX.0743-62-6211

294104 小松　方

294338 中村　彰宏

708475 野口　延由

◎ 290350 畑中　徳子

294180 松本　智子

290069 山本　慶和

277271 和田　晋一
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9290108　医療法人 友紘会 奈良友紘会病院
〒639-0212　北葛城郡上牧町服部台5-2-1

検査室

TEL.0745-78-3588　FAX.0745-78-1535

278349 宮口　克之◎ 718851 竹本　智聖

9290111　医療法人 ふくしまクリニック
〒639-0093　天理市指柳町311-3

検査室

TEL.0743-62-1120　FAX.0743-62-1121

294011 高田　みづき◎

9290102　医療法人藤和会 藤村病院
〒639-1160　大和郡山市北郡山町104-3

検査室

TEL.0743-53-2001　FAX.0743-53-6157

714038 本田　尚子◎

9290101　社会医療法人 高清会 高井病院
〒632-0006　天理市蔵之庄町470-8

臨床検査部

TEL.0743-65-0372　FAX.0743-65-5700

290311 安達　博成

294487 浦川　真由美

717303 喜多　美遊

294324 工藤　愛◎

294013 千崎　香

716602 中谷　美智

701571 東谷　あかり

725088 堀内　明代

727956 堀部　まりこ

720083 四元　くるみ

716497 窪田　淑美

726726 堀口　紗央里
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9290017　公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院
〒634-8522　橿原市四条町840

中央臨床検査部・病院病理部・輸血部

TEL.0744-22-3051　FAX.0744-22-4810

719814 東　　千陽

711432 池嶋　拓弥

277269 宇井　孝爾

726654 植田　七海

705729 上野　華恵

723769 内池　伸和

290315 内池　敬男

290047 梅木　弥生

715158 土方　加奈

290365 片岡　美香

276437 加藤　順子

723205 木村　友稀奈

270657 清松　佐知子

294050 倉田　主税

294047 小泉　章

276674 米田　さおり

703618 頃橋　信慶

294506 佐藤　妙恵果

294119 島岡　光美

294297 清水　博美

294432 清水　祐美子

294051 下村　志帆

294150 白土　美佳

718394 杉井　公美

294444 鈴木　久恵

708609 隅　　志穂里

294118 高岡　尚

290312 髙田　穂波

294149 高谷　恒範

294500 竹内　真央

294383 武田　侑子

708643 龍見　重信

703650 田戸　志舞

294090 田中　京子

290086 田中　忍

720733 田中　宏明

294148 田邉　雅世

294445 谷口　恵理

718414 谷山　歩

706506 田畠　歩

294505 辻中　彩香

290105 問本　佳予子

718792 中谷　晋也

712834 仲森　稜

294146 西川　武

702986 蓮輪　有加里

294117 長谷川　真弓

◎

254462 畑野　真以子

294015 馬塲　由美

711550 原　　大輔

705331 平野　絵美

294464 深町　圭子

290332 福井　義雅

294266 豆田　清美

705687 溝端　亮兵

701350 宮林　知誉

277678 三輪　佳子

294016 森嶋　良一

294122 森田　陽子

294032 森分　和也

725955 山上　萌

716664 山木　千晴

290309 山口　直子

290134 山口　弘美

726635 山田　将太

290171 山本　さよみ

294184 吉田　崇

290340 吉田　秀子

464487 李　　相太

715288 渡邊　拓也

【南部地区】

9290020　大和高田市立病院
〒635-8501　大和高田市礒野北町1-1

臨床技術科

TEL.0745-53-2901　FAX.0745-23-9217

706264 山下　奈々子

277885 岡　　彰子

290343 勝山　政彦

708831 渋谷　理佐子

290341 杉村　照子◎

265027 鈴木　啓太郎

707581 山下　亜衣

722387 橘　　郁真

274593 西浦　宏和

290168 西岡　正彦

716620 藤江　拓也

290342 堀川　寛子

701934 吉村　葵

9290021　社会医療法人 健生会 土庫病院
〒635-0022　大和高田市日之出町12-3

検査室

TEL.0745-53-5471

294046 太田　園

294306 酒井　春雄◎

294083 辻本　和代

701677 原田　美香

294496 藤本　結大

9290022　組合立 国保中央病院
〒636-0302　磯城郡田原本町宮古404-1

中央検査室

TEL.0744-32-8800　FAX.0744-32-8811

294181 田頭　幸和

720938 中村　勇樹

◎ 276161 玉岡　景介 294347 百地　直人
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9290025　社会福祉法人 恩賜財団 済生会御所病院
〒639-2306　御所市三室20

中央検査科

TEL.0745-62-3585　FAX.0745-63-2335

713528 上田　賀代子

254407 出口　真太郎

704056 堀之内　美貴

294420 多川　有加里

294372 田中　伴康

294355 吉田　恭教

294410 村田　育代

294163 山本　賢次◎

9290030　宇陀市立病院
〒633-0298　宇陀市榛原萩原815

臨床検査科

TEL.0745-82-0381　FAX.0745-82-0151

290380 井作　二美

294289 片岡　絵美

294153 加藤　由美

294518 菊田　健太

◎ 294019 木下　裕子

711823 友井　翼

702210 福本　愛記

294029 藤原　美子

294188 山本　周一

274827 山本　祐三

9290067　医療法人 橿原友紘会 大和橿原病院
〒634-0045　橿原市石川町81

臨床検査科

TEL.0744-27-1071　FAX.0744-27-4609

290049 今田　周二

294222 川越　由美子

294472 川崎　洋高

◎ 294366 阪口　晴久

294012 田平　昭彦

276609 村瀬　結香

294250 仲野　隆一

294419 西野　由佳

9290077　一般財団法人 奈良県健康づくり財団
〒636-0302　磯城郡田原本町宮古404-7

健康指導課検査係

TEL.0744-32-0230　FAX.0744-32-8664

294503 上田　睦

294108 木村　雅文

723351 狩野　早紀

294109 田中　利文

702737 森村　さや香

◎ 294486 武村　文香

294087 山口　美貴

9290037　医療法人 翠悠会 翠悠会診療所
〒634-0007　橿原市葛本町676-1

検査室

TEL.0744-26-2222　FAX.0744-25-4957

294291 伊藤　千代◎

9290024　社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院
〒633-0054　桜井市大字阿部323

中央検査室

TEL.0744-43-5001　FAX.0744-46-3065

290077 猪田　猛久

715786 今村　仁美

710438 植田　慶喜

707727 川東　香奈

290299 久保　俊美

290169 小西　加代子

◎

290324 小西　啓文

272204 佐子　肇

290200 髙橋　秀一

294508 野口　唯

294061 原口　朋子

723131 古関　将太

290266 三角　由美

710426 森口　鈴香

700140 森本　有香

703665 安井　孝輔

294221 吉田　由美

9290079　秋津鴻池病院
〒639-2273　御所市池の内1064

検査室

TEL.0745-63-0601　FAX.0745-62-1092

294401 福井　稔子◎ 294466 森本　友規
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9290085　社会医療法人 平成記念病院
〒634-0813　橿原市四条町827

検査室

TEL.0744-29-3300　FAX.0744-29-3309

294523 出原　朋美

274846 内間　司

294519 木村　啓子

294263 草深　恵美

276628 小林　由美

727362 城山　優

294411 田中　由美

294311 八段　良実

294232 藤原　宗典◎

294358 古澤　瑠衣

701998 宮林　さちえ

294196 森井　多美子

294310 森澤　陽子

9290098　中井記念病院
〒635-0051　大和高田市根成柿151-1

臨床検査科

TEL.0745-21-1100　FAX.0745-21-1101

294314 岩崎　眞規◎ 718970 鈴木　壱弥 294469 大和谷　真紀

9290105　医療法人 弘仁会 南和病院
〒638-0833　吉野郡大淀町福神1-181

臨床検査科

TEL.0747-54-5800　FAX.0747-54-5700

294405 中谷　光良◎

9790003　医療法人 医誠会 橿原リハビリテーション病院
〒634-0032　橿原市田中町104-1　

検査科

TEL.0744-25-1251　FAX.0744-20-2071

711103 奥埜　史江◎

9790005　南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター
〒638-8551　吉野郡大淀町大字福神8番1

臨床検査部

TEL.0747-54-5000　FAX.0747-54-5020

726958 井澤　佑紀

294086 泉　　昭彦

278492 乾　　朝子

290373 井上　清子

294128 岩本　洋一

290364 上杉　一義

723388 志茂　友香

354657 杉田　彩

290153 辻本　武寛

725557 土田　悠加

294014 道本　実保

294333 中澤　浩世

290156 中村　雅子

304058 中本　健治

294213 西浦　晃代

712599 東　　千紗

290128 松本　奈津子

294425 山田　浩二

294127 山中　雅美◎

9790006　藤井会 香芝生喜病院
〒639-0252　香芝市穴虫3300-3

臨床検査室

TEL.0745-71-8115

707743 大谷　孝至

9290071　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合リハビリテーションセンター
〒636-0345　磯城郡田原本町大字多722

　　検査科

TEL.0744-32-0200　FAX.0744-32-0208

294316 岡田　優子 ◎ 724951 川地　礼恵

9290096　医療法人 桂会 平尾病院
〒634-0076　橿原市兵部町6-28

検査室

TEL.0744-24-4700　FAX.0744-25-4672

294279 鬼追　恵子◎ 294142 新子　千晶
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北部地区
234878 藤井　昌代

271805 中尾　和子

276232 馬場　初音

290035 山名　正夫

290053 東中　千鶴子

290255 高橋　浩

294099 玄　　春枝

294112 田村　訓子

294207 西村　佳代子

294315 井田　美保

294322 木山　文惠

294391 松村　亜希

294402 藤本　裕美

294435 森田　直之

294501 新井　陽香

中部地区
145286 船木　光代

290040 山中　亨

290075 有馬　幸子

290114 木寺　英明

290205 前川　芳明

290215 南　　義弘

290270 鎌田　典子

290290 藤本　佳永

290366 島川　宏一

294020 吉田　恵三子

294041 安田　正利

294198 中西　昇

294223 濱　　玲

294248 片岡　有喜

294301 林田　英子

294390 橋口　遼

294427 橋本　一二三

294498 福山　愛子

710571 森本　達也

南部地区
272123 竹中　真理

290046 丹羽　欣正

290090 倉本　智津子

290174 酒井　篤子

290217 増谷　喬之

290269 山下　幹男

294412 原　　智子

294421 吉田　恵美

294462 前田　雅子

704268 森ノ内　理恵

【自宅会員】
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未設定
205231 今井　祐子

265079 池西　典子

265151 田辺　祥子

272187 福島　茂樹

274590 田中　美樹

275370 今村　美貴

276540 石田　朋子

277383 清水　麻記

277462 高橋　めぐみ

278535 中谷　賢司

286562 大越　美香

290037 今泉　純一

290089 白本　里美

290125 西田　英子

290142 市村　輝義

290158 大峠　和彦

290170 野村　真

290194 苗加　貞男

290296 池内　和代

290301 奥村　敦子

728162 丸川　澄世

290323 薮内　博史

290347 山口　正悟

294138 中野　佐多子

294141 澤田　美穂

294229 岡本　絵里子

294277 植村　のり子

294325 仲北　友子

294332 横田　由美子

294438 森村　実加

294517 篠前　優香

374379 新井　明子

700659 阪田　麻美

702277 経種　奈々子

705664 今西　千絵

714389 祐東　佳代

715781 杉田　美咲緒

721108 開作　友美

721355 片嶋　仁美

723759 西畑　大樹

724981 宮本　彩

県外会員
275076 中村　知世

276273 篠浦　久嗣

277648 喜幡　聖子

290362 片岡　直樹

294042 片岡　直昭

294296 竹田　知広

294446 松下　隆史

718075 末田　和子

720082 藤野　太祐
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営業統括本部 第一営業部 大阪セールス＆サービスオフィス

関西中部営業部 京都支店

試薬機器阪奈支店 紀和課

大阪支店 医薬診断薬２課

感染症領域営業本部

関西営業部 一課

営業統括本部営業第一部西日本営業ユニット関西支店

診断薬事業本部 営業統括部 西日本営業部関西エリア

西日本営業部 近畿営業所

奈良支社 検査部

大阪営業所

大阪支店 ライフサイエンス部診断試薬課

奈良営業所

堺営業所

堺営業所

奈良支店

奈良営業所

営業推進部 大阪営業所

営業推進部 販促専門グループ

大阪支社　診断薬事業担当

岡島　武史

高橋　史生

大石　高義

村田　成穂

米村　三郎

平原　伸

坂川　幸司

中野　浩輝

安岡　孝志

羽場　大輔　

竹下　高広

岩﨑　睦生

島川　智哉

藤原　達夫

岩永　剛

簗場  浩二

津山　純一

黒台　昇次

安本　秀幸

中尾　吉希

小谷　剛

ア－クレイマ－ケティング（株）

アボット　ジャパン（株）

アルフレッサ（株）

アルフレッサファーマー（株）

アボットダイアグノスティクスメディカル（株）

栄研化学（株）

（株）エイアンドティー

（株）ＬＳＩメディエンス

ｵｰｿ・ｸﾘﾆｶﾙ・ﾀ ｲ゙ｱｸ ﾉ゙ｽﾃｨｯｸｽ（株）

（株）大阪血清微生物研究所

（株）カイノス

関東化学（株）

（株）ビ－・エム・エル

（株）関薬

（株）エスアールエル

ｷｬﾉﾝﾒﾃ ｨ゙ｶﾙｼｽﾃﾑｽ （゙株）

京都和光純薬（株）

極東製薬工業（株）

小西医療器（株）

（株）三和化学研究所

会　員　名 担当者名 住　　所

賛助会員

サウスホレストビル４F　　TEL.050-5533-5585

第12長谷ビル7階　　TEL.075-213-6230

TEL.0742-63-2320

TEL.06-6941-2815

新宿NSビル7階　　TEL.03-5326-7177

田村駒ビル3階　　TEL.06-6264-5312

大阪国際ビルディング21階　　TEL.06-7611-2297

TEL.06-6862-0013

新大阪トラストタワー7F　　TEL.06-6350-2250

TEL.0744-24-0530

新大阪アーズビル9F　　TEL.06-6370-1131

淀屋橋フレックスタワー11階　　TEL.06-6222-3709

中井ビル2F　　TEL.0742-30-5551

TEL.072-279-3355

TEL.0744-24-6431

Ｔ・Ｔビル２階　　TEL.0742-23-9831

TEL.0744-23-1311

新大阪第2ドイビル3F　　TEL.06-6304-5446

TEL.06-4805-7360

ツイン２１ＭＩＤタワー35階　　TEL.06-4790-8530

〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19

〒604-8151 京都市中京区橋弁慶町227

〒630-8144 奈良市東九条町178-1

〒540-8575 大阪市中央区石町2-9

〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1

〒541-0052 大阪市中央区安土町3-3-9

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13

〒561-0804  豊中市曽根南町3-7-12

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36

〒634-0813 橿原市四条町556-6

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-32

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11

〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33

〒591-8033 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3-673

〒634-0006 橿原市新賀町237-1

〒630-8241 奈良県奈良市高天町10-1

〒634-0803 橿原市上品寺町370-55

〒532-0011 大阪市淀川区西中島2-14-6

〒532-0031 大阪市淀川区加島4-17-32

〒540-6135 大阪市中央区城見2-1-61
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西日本営業本部 近畿・北陸ゾーン

大阪支店 大阪第三営業所 営業係

大阪第二支店

西日本第1営業所

診断システム事業部

大阪営業所

大阪支店

診断薬営業部 第二営業所 近畿営業課

西日本営業部 関西エリア

大阪支店

診断薬 営業部

大阪支店 第一営業所

関西支店 科学・医用システム部 医用システムＧｒ

関西支社 ＩＶＤシステムセンター

臨床検査薬営業本部 西日本営業部 大阪営業課

西日本営業部 大阪支店

奈良営業所

大阪オフィス

営業本部 医用営業部 大阪セールスチーム

日置　義博

太田　泰之

大倉　翼

平野　和夫

高橋　綾香

増成　健示

鈴木　芳洋

田村　大祐

柳川　孝介

小峰　佑哉

木村　巧

濵浦　亮

石坂　真

荒木　憲彦

重松　輝俊

清水　克幸

三谷　喜美規

湯浅　由紀

二宮　武史

ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀ ｲ゙ｱｸ ﾉ゙ｽﾃｨｯｸｽ（株）

シスメックス（株）

（株）シノテスト

積水メディカル（株）

東洋紡（株）

チェスト（株）

デンカ生研（株）

日水製薬（株）

ニットーボーメディカル（株）

日本電子（株）

バイオ・ラッド ラボラトリース（株）

日立化成ﾀ ｲ゙ｱｸ ﾉ゙ｽﾃｨｸｽ/ｼｽﾃﾑｽ （゙株）

（株）日立ハイテクノロジ－ズ

富士フィルムメディカル（株）

富士フイルム和光純薬（株）

富士レビオ（株）

フクダﾞ電子近畿販売（株）

ベックマン・コールター（株）

（株）堀場製作所

会　員　名 担当者名 住　　所

賛助会員

ゲートシティ大崎ウエストタワー　　TEL.03-3493-9556

コンパーノビル5F　　TEL.06-6337-8300

TEL.06-6378-3171

上村ニッセイビル16F　　TEL.06-6350-6581

TEL.06-6348-3335

森之宮シルクビル4F　　TEL.06-6975-7071

まるみやビル　　TEL.06-6307-7061

第10マイダビル501B　　TEL.03-5846-5611

日生伏見町ビル新館3階　　TEL.06-6208-4957

ニッセイ新大阪南口ビル　　TEL.06-6304-3944

天王洲セントラルタワー20階　　TEL.03-6361-7070

新ダイビル9F　　TEL.06-6147-4308

上村ニッセイビル　　TEL.050-3139-4824

大阪ベイタワーオフィス7F　　TEL.06-7688-6967

TEL.06-6203-2031

ピカソ三国ビル4Ｆ　　TEL.0120-292-832

TEL.0744-24-2161

ＴＯＣ有明ウエストタワー　　TEL.090-9104-7441

新大阪上野東洋ビル4Ｆ　　TEL.06-6390-8011

〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1

〒564-0053 吹田市江の木町17-1

〒564-0051 吹田市豊津町30-5

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31

〒530-8230 大阪市北区堂島浜2-2-8

〒537-0022 大阪市東成区中本2-11-5

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-7-18

〒564-0051 吹田市豊津町11-34

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-3-10

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-5

〒140-0002  東京都品川区東品川2-2-24

〒530-0004大阪市北区堂島浜1-2-1

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31

〒552-0007 大阪市港区弁天町1-2-1

〒540-8605 大阪市中央区道修町3-1-2

〒532-0033 大阪市淀川区新高3-9-14

〒634-0075 橿原市子房町12-37

〒135-0063 東京都江東有明3-5-7

〒532-0011大阪市淀川区西中島7-4-17
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ライフサイエンス営業本部 西日本営業課

西日本営業部 近畿ブロック

南大阪営業所

試薬関西営業部 試薬茨木・奈良支店

大阪営業所

大阪第一支店 営業二課

杉本　由喜男

原田　輝隆

佐藤　雅知

宮本　庸彰

坂下　雅哉

原田　憲助

松浪硝子工業（株）

（株）ミズホメデイー

ミナト医科学（株）

（株）メディセオ

ラジオメ－タ－（株）

ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

会　員　名 担当者名 住　　所

賛助会員

TEL.072-433-1163

エスティ西梅田ビル3F　　TEL.06-6458-5711

TEL.072-276-7260

TEL.0744-21-0871

新大阪飯田ビル5F　　TEL.06-6350-2000

千里朝日阪急ビル12F　　TEL.06-4863-7621

〒596-0049 岸和田市八阪町2-1-10

〒553-0003 大阪市福島区福島5-3-7

〒599-8272 堺市中区深井中町3278

〒634-0072 橿原市醍醐町272-1

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-33

〒560-0082 豊中市新千里東町1-5-3
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独自の自動化技術によりオペレーターの機器管理業務を軽減し、
いま求められる診療支援への注力を可能にします。

Atellica CH930 生化学自動分析装置　届出番号：13B1X10041000036　　Atellica IM1300 免疫自動分析装置　届出番号：13B1X10041000037　　
Atellica IM1600 免疫自動分析装置　届出番号：13B1X10041000038　　

Atellica Solution

Control
Simplicity
Be�er 
    Outcomes

免疫・生化学統合分析装置

お客様支援センター TEL 0120-543-455
www.healthcare.siemens.co.jp

QC保冷庫に保存された精度管理物質を、
設定したスケジュールに合わせて自動で測定。

双方向・一本検体搬送システムによる、
生化学・免疫検査工程の高度な自動化。

装置を遠隔管理・操作することで、
効率的に優先業務を実施。

オートQC　Atellica マグライン オペレータータブレット



A4 210×297㎜

処理能力を最大 ���テスト/時間にパワーアップ
させました。設置面積が約 ��％になり、コンパクト
に凝縮しました。※

更に乳び検体の測定に強くなりました。
ピアサーの改良により、必要な血漿量を抑えました。

お客様の声を取り入れ、検体の準備からデイリー
メンテナンスに至るまで、使い易さに拘りました。

サポートプログラムと独自のネットワークサービス、
そして全国約���名のサービスマンが、安心できる
環境をお届けします。

全自動血液凝固測定装置

CN-�����CN-����

P owerful productivity

※CS-����との比較

PAnalytical ower

Operational P ower

owerful servicesP

P ower4

NEW

www.sysmex.co.jp

*外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。

製造販売元

支　　  店  仙　台 ���-���-���� 北関東 ���-���-���� 東　京 ��-����-���� 名古屋 ���-���-����
  大　阪 ��-����-���� 広　島 ���-���-���� 福　岡 ���-���-���� 
営　業　所  札　幌 ���-��� -�� �� 盛　岡 ���-���-���� 長　野 ����-��-���� 新　潟 ���-���-����
  千　葉 ���-���-���� 横　浜 ���-���-���� 静　岡 ���-���-���� 金　沢 ���-���-����
  京　都 ���-���-�� �� 神　戸 � ��-��� -���� 高　松 � ��-���-���� 岡　山 ���-���-����
  鹿児島 ���-���-���� 
日本・東アジア地域本部  ��-����-���� 

（お問い合わせ先）
本　  社　神戸市中央区脇浜海岸通�丁目�番�号　〒���-����

医療機器製造販売届出番号：��B�X�����������（CN-����）
医療機器製造販売届出番号：��B�X�����������（CN-����）
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変化し続ける医療環境の中で生まれるお客様の課題に、
　　　　　　    というトータルソリューションで貢献します。

スペースあたりの生産性向上、検査業務の

効率化による余剰時間・人員の創出、共通性

とミスを防ぐ設計による作業品質の向上に

寄与します。

スペースあたりの生産性向上、検査業務の

効率化による余剰時間・人員の創出、共通性

とミスを防ぐ設計による作業品質の向上に

寄与します。

標準化と自動化による生産性の向上、精度

管理とトレーサビリティを含む質の高い

検査、経営支援や診断支援による付加価値

業務の実現に貢献します。

標準化と自動化による生産性の向上、精度

管理とトレーサビリティを含む質の高い

検査、経営支援や診断支援による付加価値

業務の実現に貢献します。

〒108-6305 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館
TEL:03-4555-1000　© Abbott Japan Co., Ltd. 2018

販売名：Alinity i  システム　医療機器届出番号：12B1X00001000032　　販売名：Alinity h システム　医療機器届出番号：12B1X00001000033
Alinity、AlinIQはアボット・ラボラトリーズが所有する登録商標です。

全自動化学発光免疫
測定装置

臨床検査システム

保守サービス

経営管理システム

診断支援システム

D I A G N O S T I C S

CHOOSE TRANSFORMATION TM

Achieve measurably better healthcare performance
www.abbott.co.jp

生化学・免疫
インテグレーション装置

全自動総合血液学
分析装置

i_solution広告版下_A4縦mono.pdf   1   2018/11/02   13:04















ご施設に最適な構成に。
7種のバリエーション

II
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