
2022年2月1日（火）
2021年度都道府県がん診療連携協議会連絡協議会PDCAサイクルフォーラム

がんゲノム医療と臓器横断的がん薬物療法への対応

東北大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学分野
東北大学病院がんセンター

同 腫瘍内科
石岡千加史



がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
「診療機能」「医療従事者」に関して・・

・・その前に自己紹介
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• 宮城県がん診療連携協議会（発足時～、現在2回目の会長）

• 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会

• がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議

• 文科省補助金事業の第1～3期「東北がんプロ」

（2011年～統括コーディネーター）

―長年にわたりお世話になりました

• 日本臨床腫瘍学会（2019年～理事長）

• がん対策推進協議会（2020年～委員）
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東北大学病院*における役割

個別化医療センター

*都道府県がん診療連携拠点病院
小児がん拠点病院
がんゲノム医療中核拠点病院



東北大学病院腫瘍内科―2019年度の新患患者数―
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セカンドオピニオン外来 33名
遺伝子パネル検査 103名

合計 549名

常時、がん薬物療法専門医が10～11人在籍

がん薬物療法専門医：令和4年
• 新規認定4名（学内2名、関連病院2名）
• 東北大3名→県内関連病院
• 関連病院から1名→東北大
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 第3期基本計画に明記されているがんゲノム医療については、がん診療連携拠点
病院への普及が遅れている。また、がんゲノム医療の登場により、がん薬物療法
の分野では従来の臓器別あるいはがん種別診療体制を見直し、臓器横断的診療体
制の構築がより一層求められている。

 しかし、がん診療連携拠点病院（特に地域がん診療連携拠点病院）の多くは、病
院の中心となってがんゲノム医療と臓器横断的がん治療を担う腫瘍内科医（ある
いはがん薬物療法専門医）の複数配置が実現しておらず（★）、そのような診療
体制の構築が困難な状況にある。

 日本臨床腫瘍学会のデータによれば、がん薬物療法専門医は毎年100名以上認定
され、その75％は既にがん診療連携拠点病院に配置されている。

 しかし、昨今のがんゲノム医療の進歩は目覚ましく、がん診療連携拠点病院の枠
組みはこれに追いつけていないのが現状であろう。

（★）がん対策推進協議会における第3期がん対策推進基本計画の中間評価でがん薬物療法専
門医の病院当たりの配置数は、国立がん研究センター２病院（平均で約70名）、都道府県が
ん診療連携拠点病院（平均約7名）と地域がん診療連携拠点病院の間に大きな格差がある（平
均2名未満）。

意見抄録（提案事項）前半

がんゲノム医療と臓器横断的がん薬物療法への対応

がん診療連携拠点病院と
がんゲノム医療中核拠点病院等の在り方
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 そこで、新しいがん診療連携拠点病院の指定要件のがん薬物療法専門医につ

いて、非常勤医師によるがんゲノム医療やがん薬物療法診療（例えば、がん

ゲノム医療外来、腫瘍内科外来、化学療法センター外来などで）について、

要件の１つとすることを提案する。

 また、がんゲノム医療やそれに伴う高度ながん薬物療法（臓器横断的薬剤使

用、特定臨床研究や患者申出療養、治験など）への患者のアクセスを加速す

るために、一部は遠隔医療を導入する枠組みを要件に加えることを提案する。

意見抄録（提案事項）後半

補足：がん薬物療法の診療機能の
「プロセス」で指定、「アウトカ

ム」更新（評価）



 高まる腫瘍内科医のニーズ

• がん薬物療法と分子標的治療薬

• がんゲノム医療と個別化がん医療

 腫瘍内科医の養成―現状と課題―

 がん診療連携拠点病院とがんゲノム医療

がんゲノム医療と臓器横断的がん薬物療法への対応
（本日の話題）
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がん分子標的薬の開発状況―世界市場での承認薬数
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加速する
新薬開発、適応拡大

→治療成績向上
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非小細胞肺癌におけるアンブレラ型薬剤開発

EGFR阻害薬

ALK阻害薬

KRAS G12C阻害薬

HER2阻害薬

NTRK阻害薬

BRAF阻害薬

ROS1阻害薬

RET阻害薬

MET阻害薬

ALK阻害薬
CLIP1-LTK fusion
0.4％

ドライバー遺伝子毎
に小分子阻害薬
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免疫チェックポイント阻害薬の台頭

引用 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=434

標的分子 一般名（商品名） 効能・効果（承認順）

PD-1

ニボルマブ（オプジーボ）

悪性黒色腫
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性
（MSI-High）を有する結腸・直腸癌

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌

ペンブロリズマブ（キトルーダ）

悪性黒色腫
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌
がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を
有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）注）
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌

＊治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結
腸・直腸癌

＊PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

注）条件付き早期承認対象

CTLA-4 イピリムマブ（ヤーボイ）

根治切除不能な悪性黒色腫
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の 高頻度マイクロサテライト不安定性
（MSI-High）を有 する結腸・直腸癌
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

PD-L1

アベルマブ（バベンチオ）
根治切除不能なメルケル細胞癌
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

アテゾリズマブ（テセントリク）
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
進展型小細胞肺癌
切除不能な肝細胞癌

イミフィンジ（デュルバルマブ）
切除不能な局所進行の非小細胞肺癌の根治的化学放射線療法後の維持療法

進展型小細胞肺癌

３標的、６剤、25効能・効果



2019年10月改訂第2版出版

＜主な内容＞

①dMMR（MSI-H, MMR-IHC)とICIs

②NTRK遺伝子異常とNTRK阻害薬

臓器横断的がん薬物療法の登場

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会編
日本小児血液・がん学会協力
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ペンブロリズマブ：
がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定
性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）



2019年10月改訂第2版出版

＜主な内容＞

①dMMR（MSI-H, MMR-IHC)とICIs

②NTRK遺伝子異常とNTRK阻害薬

臓器横断的がん薬物療法の登場

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会編
日本小児血液・がん学会協力

NTRK検査法

• NCCオンコパネル
• Foundation CDx
• Foundation Liquid CDx

が保険償還
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エヌトレクチニブとラロトレクチニブ：
NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌
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弘前大学医学部附属病院
• 岩手医科大学附属病院
• 秋田大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院
• 宮城県立がんセンター
• 福島県立医科大学病院
新潟大学医歯学総合病院
• 新潟県立がんセンター
• さいたま赤十字病院

がんゲノム医療中核拠点病院、拠点病院と連携病院の指定

がんゲノム医療連携病院連絡会議
 第1回 2018年6月18日（平成30年度）
～
 第8回 2021年10月15日（令和3年度）

厚生労働省補助金事業

2019年9月
がんゲノム医療拠点病院33病
院指定（弘前、山形および新
潟の各大学病院を含む）

静岡県立静岡がんセンター(2020年度～）

→161→183カ所

11→12
がんゲノム医療拠点病院 33
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薬価収載後の遺伝子パネル検査に関する課題

• 結果が来る前やエキスパートパネルを行う前に患者が亡くなった場合は
48,000点は算定できない。

• 何らかの原因で解析不能となり再解析した場合も算定は1回限り

• 連携病院からの依頼で中核拠点病院がエキスパートパネルを開催するが、中
核拠点病院には報酬は入らない。

注意



症例提示画面 連携病院との画面

がんゲノム診断カンファレンスの定期開催

腫瘍内科医 腫瘍内科医

腫瘍内科医

腫瘍内科医

分子病理医

臨床遺伝専門医
（遺伝科）

認定遺伝カ
ウンセラー

呼吸器
内科医

薬剤師

連携病院間とのWeb会議

腫瘍内科医
臨床遺伝専門医
（遺伝科）

婦人科医
（主治医）

婦人科医

がんプロ学生共同研究企業

共同研究企業

利便性と効率性の向上のために、システムを改良予定 16

COVID-19対策でウェ
ブ会議を強化

• 時間とマンパワー
• 標準化
• 説明・同意→検査外注→結果

の解釈→主治医・患者へ回答
まで1～2か月

毎月80～100件
→報告書作成システム開発
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腫瘍内科医＊の必要性

• がん薬物療法の急速の進歩：

分子標的治療薬増加、免疫チェックポイント阻害薬登場

• 多様化する有害事象対策：irAEほか

• 臓器横断的治療薬の登場：臓器別がん種から分子型がん種の治療

• 個別化がん医療の幕開け：

遺伝子パネル検査の保険適応、エキスパートパネル

• 患者の高齢化による併存疾患・機能低下：

新しい診療領域（腫瘍循環器学など）

• その他

＊日本臨床腫瘍学会は新専門医制度で
「がん薬物療法専門医」から「腫瘍内科専門医」に名称変更予定



A certifying examination 
in medical oncology was 
first offered in 1973. 

Medical oncology in the 
USA became a designated 
subspecialty of internal 
medicine in 1972 as a result 
of developments in cancer 
research, new cancer 
therapies, and awareness 
of the management needs 
of patients with cancer. 

Kennedy BJ, Lancet 354, 1999

In the 1997 
subspecialty
examinations, 
oncology ranked third 
(739 passed), below 
cardiovascular disease 
(1383 passed) and 
gastroenterology (828 
passed). Of the ten 
subspecialties, 
hematology ranked 
ninth (154 passed).
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米国では1972年に内科の
サブスペシャルティー

米国では1973年に第1回
腫瘍内科専門医試験

米国では1997年の内科
のサブスペシャルティー
試験の合格者1位循環器
内科、2位消化器内科、
3位腫瘍内科

米国における腫瘍内科（医）の歴史

48年前

血液内科医
の1.5倍



「多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン」まとめ

○取組概要：わが国のがん医療の課題解決のため、最新のがん医療に必要な学識・技能や国際レベルの臨床研究を推進する
能力を育み、大学、行政、職能団体、がん拠点病院や診療所、患者会や学会が連携しがんゲノム医療・個別化医療、希少がん・
難治がん、小児から高齢者のライフステージ毎の多様ながんの医療ニーズに応えるがん専門医療人を養成する。

取組大学：東北大学（連携大学：山形大学、福島県立医科大学、新潟大学）
取組名称：東北次世代がんプロフェッショナル養成プラン

専門分野 目標達成率 実績/計画

腫瘍内科 50.0% 11/22

腫瘍外科 18.2% 4/22

小児腫瘍 37.5% 3/8

緩和医療 25.0% 1/4

放射線治療 25.0% 2/8

歯 科 83.3% 5/6

計 37.1% 26/70

コメディカルコース

インテンシブコース

5年間の実績
腫瘍専門医養成コース

 全57コースを設置（新規ニーズに合わせて令和
元年度より2コース追加）

 東北大学インターネットスクール（ISTU）の臨床
腫瘍学特論に新規に約60講義を収録、インテン
シブコース参加者も聴講可能とした。

 シンポジウムやセミナーによるがん医療従事者
教育

 キャンサーボードを年間500回開催予定
 市民公開講座による一般市民へのがん教育実

施
 毎年、4大学合同セミナーを開催
 がんゲノム医療に関する教育体制を強化（遺伝

子診療部、遺伝カウンセリング部門による研修）
 がんゲノムや小児医療においての大学病院間

での定期的なカンファレンスでTV会議システム
の導入

 国際化対応：海外学会参加、海外医療機関視
察・研修、合同症例検討会等の開催

新規・拡充した教育プログラム

 東北地方のほとんどの診療科目でがんに関わる専門医、がん看護師数増加
 インターネット講義の聴講生、聴講数の増加
 本事業に係るシンポジウムやセミナー（計722回実施）
 市民公開講座の参加者（計10回実施）
 がんプロ事業を枠組みとしたWebカンファレンスの普及で東北地方の医療連

携、均てん化と集約化に貢献
 厚生労働省のがんゲノム医療中核拠点（東北大学）、拠点（山形大学と新潟

大学）および連携（福島県立医科大学）病院に指定

成果・効果

専門分野 目標達成率 実績/計画
腫瘍内科 33.3% 16/48
腫瘍外科 18.2% 8/44
小児腫瘍 25.0% 4/16
緩和医療 37.5% 3/8
放射線治療 45.8% 11/24

歯科 125.0% 15/12
計 37.5% 57/152

専門分野 目標達成率 実績/計画
がん看護専門看護師 70.4% 19/27
がん専門薬剤師 0% 0/4
医学物理士 75.0% 30/40

計 69.0% 49/71

目標達成率 実績/計画
平成29年度 202.2% 542/268
平成30年度 200.6% 668/333
令和元年度 162.0% 747/461
令和2年度 294.6% 1358/461
令和3年度 237.5％ 1095/461

計 222.3％ 4410/1984

成果の概要

最終的な外部評価は
2022年2～3月

医師以外のメディカルスタッフコース



専門分野 大学名
目標達成率% （実績／計画）

大学別 専門領域別

放射線治療

東北大学 41.6% (5/12)
32.1% (9/28)山形大学 50% (4/8)

福島医大 0% (0/8)

がん薬物療法

東北大学 81.2% (13/16)
44.4% (16/36)山形大学 25% (2/8)

福島医大 8.3% (1/12)
緩和医療 東北大学 0% (0/12) 0% (0/12)

乳 腺
東北大学 0% (0/12)

37.5% (9/24)
福島医大 75% (9/12)

婦人科 東北大学 16.6% (2/12) 16.6% (2/12)

計 32.1%(36/112)

１．腫瘍専門医養成コース（博士課程）の目標達成率
ー専門分野別ー
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第１期がんプロの成果



専門分野 大学名
目標達成率% （実績／計画）

大学別 専門領域別

放射線治療

東北大学 41.7% (5/12)

32.6% (15/46)
山形大学 41.7% (5/12)

福島医大 8.3% (1/12)

新潟大学 40.0% (4/10)

がん薬物療法

東北大学 13.6% (6/44)

15.9% (14/88)
山形大学 25.0% (3/12)

福島医大 8.3% (1/12)

新潟大学 20.0% (4/20)

緩和医療
東北大学 25.0% (1/4)

16.7% (2/12)
新潟大学 12.5% (1/8)

腫瘍外科

東北大学 3.3% (2/60)

31.3% (25/80)福島医大 116.7% (14/12)

新潟大学 112.5% (9/8)

歯 科 東北大学 75.0% (9/12) 75.0% (9/12)

計 27.3% (65/238)

１．腫瘍専門医養成コース（博士課程）の目標達成率
ー専門分野別ー

21第1期 36人

第2期がんプロ
の成果



専門分野 大学名
目標達成率% （実績／計画）
大学別 専門領域別

放射線治療

東北大学 50.0% (4/8)

45.8% (11/24)
山形大学 37.5% (3/8)
福島医大 50.0% (2/4)
新潟大学 50.0% (2/4)

がん薬物療法

東北大学 40.0% (8/20)

33.3% (16/48)
山形大学 25.0% (4/16)
福島医大 50.0% (3/6)
新潟大学 16.7% (1/6)

緩和医療 東北大学 37.5% (3/8) 37.5% (3/8)

腫瘍外科

東北大学 20.8% (5/24)

18.2% (8/44)福島医大 25.0% (3/12)
新潟大学 0% (0/8)

歯 科 東北大学 125.0% (15/12) 125.0% (15/12)

小児腫瘍

東北大学 25.0% (2/8)

25.0%    (4/16)福島医大 25.0% (1/4)
新潟大学 25.0% (1/4)

計 37.5% (57/152)

１．腫瘍専門医養成コース（博士課程）の目標達成率
ー専門分野別ー

22

第1期36人第2期65人

第3期がんプロの成果
（2022年2月外部評価） ※令和4年1月現在

• 履修者は4大学の腫瘍内科講座（初年度募集できず4年間）
• がん薬物療法専門医合格者100人（2021年）

→4年間に全国で461人増加
• 4県の人口は全人口の5.87％（2020年推計）

→461人 Ｘ 0.0587 ＝ 27.06人
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がん薬物療法専門医の養成数
全国のがん診療連携拠点病院に専門医を配置すること
認定開始：2006年

2021年4月 1,530名

新規認定
≒100名/年

がんプロフェッショナル養成プラン

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

次世代がんプロ養成プラン

2024年までに
計 2,000名 を目標

47

2022 年4月現在
認定者数合計: 1,610名
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順位 都道府県
認定者数
（8年間）

全国 949
1東京都 192
2大阪府 86
3千葉県 65
4愛知県 61
5福岡県 49
6神奈川県 43
7兵庫県 42
8北海道 39
9京都府 32

10宮城県 26

順位 都道府県
認定者数
（8年間）

47高知県 0
47宮崎県 0
44鹿児島県 1
44大分県 1
44和歌山県 1
39沖縄県 2
39岩手県 2
39富山県 2
39香川県 2
39山梨県 2

都道府県別がん薬物療法専門医養成数（8年間合計）：実数

Best 10 Worst 10
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順位 都道府県
認定者数
（8年間）

人口100万人当
たりの8年間の

認定者数

全国 949 7.521776693
1徳島県 12 16.48351648
2佐賀県 12 14.72392638
3東京都 192 13.79211264
4奈良県 18 13.53383459
5京都府 32 12.38869532
6岡山県 23 12.16931217
7宮城県 26 11.27493495
8愛媛県 15 11.20238984
9福井県 8 10.41666667

10千葉県 65 10.38504553

順位 都道府県
認定者数
（8年間）

人口100万人当
たりの8年間の

認定者数

47高知県 0 0
46宮崎県 0 0
45鹿児島県 1 0.624219725
44大分県 1 0.881057269
43和歌山県 1 1.081081081
42沖縄県 2 1.376462491
41岩手県 2 1.62999185
40埼玉県 13 1.768707483
39富山県 2 1.915708812
38岐阜県 4 2.013085053

都道府県別がん薬物療法専門医養成数（8年間合計）：対人口100万人

Best 10 Worst 10

相変わらず地域格
差が大きい
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がん診療連携拠点病院における腫瘍内科の設置と専門医数（2013年、2020年）

対象：がん診療連携拠点病院
回答 270病院 腫瘍内科設置：2013年 107（39.3％）→2020年 145（53.7％）

７年間に統計学的に有意（P<0.01）に増加

Arai M et al. Current status of medical oncology in Japan and changes over the 
most recent 7-year period: results of a questionnaire sent to designated cancer. 
JJCO 2021 1093/jjco/hyab135. Online ahead of print.

東北大

宮城県立がんセ
仙台医療セ

東北医科薬科大
大崎市民

石巻赤十字
東北労災



病院名 病院機能 腫瘍内科常勤がん薬物
療法専門医 長期出張 外勤支援

宮城県立がんセ 都道府県がん拠点 〇 2 →〇
大崎市民 地域がん拠点（高度） 〇 4 〇
仙台医療セ 地域がん拠点 〇 2 〇
石巻赤十字 地域がん拠点（特殊） 〇 1 〇
東北労災 地域がん拠点 〇 1
東北医科薬科大学 地域がん拠点 〇 3 〇
岩手県立中央病院 地域がん拠点 〇 1 〇
みやぎ県南中核 がん診療 〇 〇
岩手県立磐井 地域がん拠点 〇
仙台厚生 その他 →〇 1→2 〇
石巻市立 その他 〇
公立刈田 その他 〇
仙台オープン その他 〇
米谷病院 その他 〇
古川星陵病院 その他 〇
仙石病院 その他 〇
仙南病院 その他 〇
同済病院 その他 〇
掖済会病院 その他 〇
坂病院 その他 〇
河原町病院 その他 〇
広瀬病院 その他 〇
宮城中央病院 その他 〇 27

がん診療連携拠点病院・東北大学病院の腫瘍内科における診療支援（2021年）

ｘｃ
約30％の治療

関連病院への診療支援（がん薬
物療法）は必要



地域がん診療連携拠点病院, 
470, 31%

都道府県がん診療連携拠点病院, 
383, 25%

地域がん診療連携拠点病院（高度型）, 
207, 14%

国立がん研究センター, 72, 5%

地域がん診療連携拠点病院
（特例型）, 5, 0%

地域がん診療病院, 4, 0%

特定領域がん診療連携拠点病院, 
1, 0%

指定無し, 388, 25%

がん薬物療法専門医のがん拠点病院所属状況 地域がん診療連携拠点病院

都道府県がん診療連携拠点
病院

地域がん診療連携拠点病院
（高度型）

国立がん研究センター

地域がん診療連携拠点病院
（特例型）

地域がん診療病院

特定領域がん診療連携拠点
病院

指定無し

がん診療連携拠点病院のがん薬物療法専門医数（割合）2020年度
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約４分の３の専門医はがん拠点病院に所属

約4分の１を無視できない



がん薬物療法専門医のがん拠点病院所属数（グラフ用）

がん拠点病院カテゴリー
専門医数

（2021年4月）

地域がん診療連携拠点病院 470
都道府県がん診療連携拠点病院 383
地域がん診療連携拠点病院（高度型） 207
国立がん研究センター 72
地域がん診療連携拠点病院（特例型） 5
地域がん診療病院 4
特定領域がん診療連携拠点病院 1

指定無し 388
1,530人

がん拠点病院等1施設当たりのがん薬物療法専門医数

がん拠点病院カテゴリー
専門医数

（2021年4月）

がん拠点病院等
指定施設数

（2021年8月データ）

がん拠点病院等1施設当たりの
がん薬物療法専門医数（平均）

地域がん診療連携拠点病院 470 296 1.6
都道府県がん診療連携拠点病院 383 51 7.5
地域がん診療連携拠点病院（高度型） 207 50 4.1
国立がん研究センター 72 2 36.0
地域がん診療連携拠点病院（特例型） 5 5 1.0
地域がん診療病院 4 46 0.1
特定領域がん診療連携拠点病院 1 1 1.0

1,142 451 2.5
人 施設 人

がん診療連携拠点病院当たりのがん薬物療法専門医数（割合）2020年度
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1,142人（74.6％）は拠点病院に勤務

がん対策推進基本計画における中間評価指標

0
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30

35

40
医療機関当たりのがん薬物療法専門医数

2018年 2019年 2020年

+18.0%

+13.6%

+11.9%

+14.2%

• 均てん化されていない
• 格差はむしろ拡大

相変わらず医療機関間
格差が大きい
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都道府県がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院

腫瘍内科あり

腫瘍内科なし

腫瘍内科なし

専門医外勤

がん薬物療法の格差要因

地域がん診療（連携拠点）病院

腫瘍内科医の配置から見た
がん薬物療法の現状

中規模

中小規模

小規模

がん薬物療法

大規模

加齢による併存
疾患・機能障害

遠距離通院
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都道府県がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院

腫瘍内科あり

腫瘍内科あり

腫瘍内科あり

専門医養成
赴任、長期出張

中々、実現に至らない

地域がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院

腫瘍内科医の配置から見た
がん薬物療法の目標（均てん化）

中規模

中規模

中規模

がん薬物療法

大規模



東北大学病院がん薬物療法研修参加施設

山形県
東北中央病院

第２期がんプロでも5年で50病院が参加

第3期がんプロがん薬物療法チーム研修（インテンシブコース）

秋田県
能代山本医師会病院

受講年度 受講決定機関 受講年度 受講決定機関

仙台厚生病院 総合南東北病院

済生会山形済生病院 東北中央病院

東北医科薬科大学若林病院 枡記念病院

仙台オープン病院 仙台オープン病院

総合花巻病院 栗原市立栗原中央病院

能代山本医師会病院 坂総合クリニック

公立置賜総合病院 竹田綜合病院

登米市立登米市民病院 能代山本医師会病院

白河厚生総合病院 津軽保健生活協同組合 健生病院

公立岩瀬病院 岩手県立大船渡病院

石巻赤十字病院 公立学校共済組合 東北中央病院

坂総合クリニック 栗原市立栗原中央病院

青森市民病院 社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院

仙台市立病院 公立相馬総合病院

一関病院 新潟市民病院

由利組合総合病院 済生会　新潟病院

山形済生病院

山形県立河北病院

南相馬市立総合病院

公立学校共済組合 東北中央病院

気仙沼市立病院

総合南東北病院

済生会新潟病院

北福島医療センター

白河厚生総合病院

平成30年度
(8機関）

平成31年度
令和元年度

(7機関）

令和2年度
（8機関）

令和3年度
（8機関）

平成29年度
(10機関）

第3期受講者 参加人数
2017年度：30名 2018年度：24名 2019年度：21名
2020年度：24名 2021年度：24名

第3期：県別機関について
青森県：2施設 岩手県：3施設
宮城県：10施設 秋田県：2施設
山形県：5施設 福島県：8施設
新潟県：2施設

青森県
健生病院

岩手県
岩手県立大船渡病院

新潟県
新潟市民病院

済生会 新潟病院

宮城県
栗原市立栗原中央病院

福島県
呉羽総合病院

公立相馬総合病院

多様な新ニーズに加えて

従来から持続するニーズ
への対応

医師・看護師・薬剤師
が1チームで参加


第3期

		がん薬物療法研修受講決定機関一覧 ヤクブツリョウホウケンシュウ ジュコウケッテイキカン イチラン



		受講年度 ジュコウ ネンド		受講決定機関 ジュコウケッテイキカン		受講年度 ジュコウ ネンド		受講決定機関 ジュコウケッテイキカン

		平成29年度
(10機関） ヘイセイ ネンド キカン		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		令和2年度
（8機関） レイワ ネンド キカン		総合南東北病院 ソウゴウ ミナミ トウホクビョウイン

				済生会山形済生病院 サイセイカイ ヤマガタ サイセイ ビョウイン				東北中央病院 トウホクチュウオウ ビョウイン

				東北医科薬科大学若林病院 トウホクイカ ヤッカ ダイガク ワカバヤシ ビョウイン				枡記念病院 マス キネン ビョウイン

				仙台オープン病院 センダイ ビョウイン				仙台オープン病院 センダイ ビョウイン

				総合花巻病院 ソウゴウ ハナマキ ビョウイン				栗原市立栗原中央病院 クリハラ シリツ クリハラ チュウオウ ビョウイン

				能代山本医師会病院				坂総合クリニック

				公立置賜総合病院 コウリツ オキタマ ソウゴウ ビョウイン				竹田綜合病院 タケダ ソウゴウ ビョウイン

				登米市立登米市民病院 トメシ リツ トメシミン ビョウイン				能代山本医師会病院

				白河厚生総合病院 シラカワ コウセイ ソウゴウ ビョウイン		令和3年度
（8機関） レイワ ネンド キカン		津軽保健生活協同組合 健生病院 ツガル ホケン セイカツ キョウドウ クミアイ ケンセイ ビョウイン

				公立岩瀬病院 コウリツ イワセ ビョウイン				岩手県立大船渡病院 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン

		平成30年度
(8機関） ヘイセイ ネンド キカン		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジビョウイン				公立学校共済組合 東北中央病院 コウリツ ガッコウ キョウサイ クミアイ トウホクチュウオウ ビョウイン

				坂総合クリニック				栗原市立栗原中央病院 クリハラ シリツ クリハラ チュウオウ ビョウイン

				青森市民病院 アオモリシミン ビョウイン				社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院 シャダン イリョウホウジン クレハ カイ クレハ ソウゴウ ビョウイン

				仙台市立病院 センダイ シリツ ビョウイン				公立相馬総合病院 コウリツ ソウマ ソウゴウ ビョウイン

				一関病院 イチノセキ ビョウイン				新潟市民病院 ニイガタ シミン ビョウイン

				由利組合総合病院 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン				済生会　新潟病院 サイセイカイ ニイガタ ビョウイン

				山形済生病院 ヤマガタ サイセイ ビョウイン

				山形県立河北病院 ヤマガタ ケンリツ カホク ビョウイン

		平成31年度
令和元年度
(7機関） ヘイセイ ネンド レイワ ガンネンド キカン		南相馬市立総合病院 ミナミ ソウマ シリツ ソウゴウ ビョウイン

				公立学校共済組合 東北中央病院 コウリツ ガッコウ キョウサイ クミアイ トウホクチュウオウ ビョウイン

				気仙沼市立病院 ケセンヌマ シリツ ビョウイン

				総合南東北病院 ソウゴウ ミナミ トウホクビョウイン

				済生会新潟病院 サイセイ カイ ニイガタ ビョウイン

				北福島医療センター キタフクシマ イリョウ

				白河厚生総合病院 シラカワ コウセイ ソウゴウ ビョウイン
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がんゲノム医療推進に向けた取組（厚生労働省）

この関係が不明確
’弱い’



申込者数：411名

医師：125名薬剤師：38名看護師：100名その他：148
名

がんゲノム
医療従事者養成WEB研修会

NO 所属先 総数 医師 薬剤師 看護師 その他

1 弘前大学医学部附属病院 9 4 0 2 3

2 青森労災病院 9 1 0 7 1

3 青森市民病院 5 2 0 0 3

4 八戸市立市民病院 5 0 1 0 4

5 青森労災病院 4 0 0 2 2

6 青森県立中央病院 3 0 0 1 2

7 黒石厚生病院 2 0 2 0 0

8 八戸市立市民病院 2 1 0 0 1

9 青森新都市病院 2 2 0 0 0

10 弘前市立病院 2 0 0 1 1

11 三沢市立三沢病院 2 0 0 2 0

12 十和田市立中央病院 2 1 0 1 0

13 鯵ヶ沢病院内科 1 1 0 0 0

【青森県：13機関】 48 12 3 16 17

1 岩手医科大学付属病院泌尿器科 3 1 0 1 1

2 岩手県立大船渡病院看護部 2 0 0 2 0

3 岩手県立中央病院産婦人科 1 1 0 0 0

4 岩手県立大学看護学部 1 0 0 1 0

5 岩手県立釜石病院看護部 1 0 0 1 0

【岩手県：5機関】 8 2 0 5 1

1 綜合南東北病院南東北BNCT研究センタ 25 20 0 0 5

2 東北大学病院 18 8 3 2 5

3 宮城県立がんセンター 9 2 0 2 5

4 仙台厚生病院 7 1 0 0 6

5 東北医科薬科大学病院 5 1 1 2 1

6 東北労災病院 3 0 0 1 2

7 大崎市民病院 3 1 0 1 1

8 仙台医療センター 2 0 2 0 0

9 石巻赤十字病院 2 0 0 0 2

10 東北大学医学部 1 1 0 0 0

11 東北大学災害科学国際研究所災害産婦 1 1 0 0 0

12 公立黒川病院 1 1 0 0 0

13 仙台オープン病院 1 1 0 0 0

14 東北公済病院 1 1 0 0 0

15 石巻市立病院 1 0 0 1 0

16 クオール薬局こづる店 1 0 1 0 0

17 中川薬局 1 0 1 0 0

18 みやぎ県南中核病院 1 0 1 0 0

【宮城県：18機関】 83 38 9 9 27

1 秋田大学医学部附属病院 6 1 0 3 2

2 秋田赤十字病院 5 3 0 0 2

3 市立秋田総合病院 5 5 0 0 0

4 由利組合総合病院 4 1 0 3 0

5 秋田大学医学部 3 3 0 0 0

6 市立横手病院 1 1 0 0 0

7 秋田労災病院 1 0 0 1 0

8 中通総合病院 1 1 0 0 0

9 北秋田市民病院 1 0 0 1 0

【秋田県：9機関】 27 15 0 8 4

NO 所属先 総数 医師 薬剤師 看護師 その他

1 山形大学医学部附属病院 33 3 2 27 1

2 公立置賜総合病院 7 2 0 1 4

3 山形県立中央病院 5 0 0 0 5

4 日本海総合病院 3 2 0 0 1

5 山形市立病院済生館 3 0 0 0 3

6 山形大学医学部 2 1 0 0 1

7 山形県立中央病院 2 1 0 1 0

8 北村山公立病院 2 0 2 0 0

9 山形県立中央病院 2 1 0 0 1

10 山形県立河北病院 2 1 0 1 0

【山形県：10機関】 61 11 4 30 16

1 福島県立医科大学 22 19 0 0 3

2 福島県立医科大学附属病院 22 3 3 5 11

3 星総合病院 3 0 1 1 1

4 太田熱海病院 2 0 2 0 0

5 南東北がん陽子線治療センター 1 1 0 0 0

6 北福島医療センター 1 0 1 0 0

7 南東北第二病院 1 1 0 0 0

8 福島赤十字病院 1 0 1 0 0

9 いわき市医療センター 1 1 0 0 0

10 公立岩瀬病院 1 0 0 0 1

11 太田西ノ内病院 1 0 0 0 1

【福島県：11機関】 56 25 8 6 17

1 新潟県立がんセンター 17 8 2 4 3

2 新潟市民病院薬剤部 11 1 7 3 0

3 新潟大学医歯学総合病院 8 0 1 5 2

4 長岡赤十字病院 6 0 0 2 4

5 佐渡総合病院 4 0 0 4 0

6 新潟大学大学院医歯学総合研究科 2 2 0 0 0

7 長岡中央総合病院 2 1 0 1 0

8 新潟県立中央病院 2 0 0 0 2

9 下越病院 2 1 0 0 1

10 新潟大学医学部 1 1 0 0 0

11 新潟県立十日町病院 1 0 0 1 0

12 NHO新潟病院 1 1 0 0 0

13 新潟県立新発田病院 1 1 0 0 0

14 魚沼基幹病院 1 1 0 0 0

【新潟県：14機関】 59 17 10 20 12

1 さいたま赤十字病院産婦人科 15 2 2 0 11

2 慶応大学医学部病理学教室 12 0 0 0 12

3 帝京大学病院病理診断部 9 0 0 0 9

4 君津中央病院看護部 8 2 0 3 3

5 株式会社EP綜合東京支店 7 0 0 0 7

6 埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床 4 0 0 0 4

7 順天堂大学医学部附属順天堂病院 2 0 0 0 2

8 井上記念病院検体検査科 1 0 0 0 1

9 東邦大学薬学部 1 0 1 0 0

10 青梅市立総合病院看護部 1 0 0 1 0

11 帯広第一病院看護部 1 0 0 1 0

12 市立吹田市民病院外科 1 1 0 0 0

13 大阪医科薬科大学病院臨床研究センター 1 0 0 0 1

14 熊本大学病院がんゲノムセンター 1 0 0 0 1

15 日本医学臨床検査研究所 1 0 0 0 1

16 あすなろ薬局 1 0 0 1 0

17 太田歯科医院 1 0 0 0 1

18 GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 1 0 0 0 1

19 くるみ薬局 1 0 1 0 0

【東北以外：19機関】 69 5 4 6 54

総合計【総計：99機関】 411 125 38 100 148

第3期受講者 参加人数
2019年度：261名 2020年度：572名 2021年度：513名

がんゲノム医療インテンシブコース 令和3年度


発表用 (最終版)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ																														東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ																		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		1		弘前大学医学部附属病院		9		4		0		2		3																		1		山形大学医学部附属病院 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン		33		3		2		27		1

		2		青森労災病院 アオモリ ロウサイ ビョウイン		9		1		0		7		1		411																2		公立置賜総合病院 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン		7		2		0		1		4

		3		青森市民病院 アオモリシミン ビョウイン		5		2		0		0		3																		3		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン		5		0		0		0		5

		4		八戸市立市民病院 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン		5		0		1		0		4																		4		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		3		2		0		0		1

		5		青森労災病院 アオモリ ロウサイ ビョウイン		4		0		0		2		2																		5		山形市立病院済生館 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン		3		0		0		0		3

		6		青森県立中央病院 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		3		0		0		1		2																		6		山形大学医学部 ヤマガタダイガク イガクブ		2		1		0		0		1

		7		黒石厚生病院 クロイシ コウセイ ビョウイン		2		0		2		0		0																		7		山形県立中央病院 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		8		八戸市立市民病院 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン		2		1		0		0		1																		8		北村山公立病院 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン		2		0		2		0		0

		9		青森新都市病院 アオモリ シントシ ビョウイン		2		2		0		0		0																		9		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		0		1

		10		弘前市立病院 ヒロサキ シリツ ビョウイン		2		0		0		1		1																		10		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		2		1		0		1		0

		11		三沢市立三沢病院 ミサワシリツ ミサワビョウイン		2		0		0		2		0																				【山形県：10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		12		十和田市立中央病院 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0																		1		福島県立医科大学 フクシマケンリツイカダイガク		22		19		0		0		3

		13		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		1		1		0		0		0																		2		福島県立医科大学附属病院 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン		22		3		3		5		11

				【青森県：13機関】 アオモリケン キカン		48		12		3		16		17																		3		星総合病院 ホシソウゴウビョウイン		3		0		1		1		1

		1		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		3		1		0		1		1																		4		太田熱海病院 オオタ アタミ ビョウイン		2		0		2		0		0

		2		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		2		0		0		2		0																		5		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		1		1		0		0		0

		3		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		1		1		0		0		0																		6		北福島医療センター キタ フクシマ イリョウ		1		0		1		0		0

		4		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		1		0		0		1		0																		7		南東北第二病院 ミナミトウホク ダイニビョウイン		1		1		0		0		0

		5		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0																		8		福島赤十字病院 フクシマ セキジュウジ ビョウイン		1		0		1		0		0

				【岩手県：5機関】 イワテ ケン キカン		8		2		0		5		1																		9		いわき市医療センター シ イリョウ		1		1		0		0		0

		1		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		25		20		0		0		5																		10		公立岩瀬病院 コウリツ イワセビョウイン		1		0		0		0		1

		2		東北大学病院 トウホクダイガク ビョウイン		18		8		3		2		5																		11		太田西ノ内病院 オオタ ニシ ウチビョウイン		1		0		0		0		1

		3		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		9		2		0		2		5																				【福島県：11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		4		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		7		1		0		0		6																		1		新潟県立がんセンター ニイガタケンリツ		17		8		2		4		3

		5		東北医科薬科大学病院 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン		5		1		1		2		1																		2		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		11		1		7		3		0

		6		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		3		0		0		1		2																		3		新潟大学医歯学総合病院 ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン		8		0		1		5		2

		7		大崎市民病院 オオサキシミンビョウイン		3		1		0		1		1																		4		長岡赤十字病院 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン		6		0		0		2		4

		8		仙台医療センター センダイ イリョウ		2		0		2		0		0																		5		佐渡総合病院 サド ソウゴウビョウイン		4		0		0		4		0

		9		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		2		0		0		0		2																		6		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		2		2		0		0		0

		10		東北大学医学部 トウホクダイガク イガクブ		1		1		0		0		0																		7		長岡中央総合病院 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		11		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		1		1		0		0		0																		8		新潟県立中央病院 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン		2		0		0		0		2

		12		公立黒川病院 コウリツ クロカワ ビョウイン		1		1		0		0		0																		9		下越病院 カエツ ビョウイン		2		1		0		0		1

		13		仙台オープン病院 センダイ ビョウイン		1		1		0		0		0																		10		新潟大学医学部 ニイガタダイガク イガクブ		1		1		0		0		0

		14		東北公済病院 トウホク コウ サイ ビョウイン		1		1		0		0		0																		11		新潟県立十日町病院 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン		1		0		0		1		0

		15		石巻市立病院 イシノマキ シリツ ビョウイン		1		0		0		1		0																		12		NHO新潟病院 ニイガタビョウイン		1		1		0		0		0

		16		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		1		0		1		0		0																		13		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1		1		0		0		0

		17		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		1		0		1		0		0																		14		魚沼基幹病院 サカナヌマ キカンビョウイン		1		1		0		0		0

		18		みやぎ県南中核病院 ケンナンチュウカクビョウイン		1		0		1		0		0																				【新潟県：14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

				【宮城県：18機関】 ミヤギ ケン キカン		83		38		9		9		27																		1		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		15		2		2		0		11

		1		秋田大学医学部附属病院 アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン		6		1		0		3		2																		2		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		12		0		0		0		12

		2		秋田赤十字病院 アキタセキジュウジビョウイン		5		3		0		0		2																		3		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		9		0		0		0		9

		3		市立秋田総合病院 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウインゲカ		5		5		0		0		0																		4		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		8		2		0		3		3

		4		由利組合総合病院 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン		4		1		0		3		0																		5		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		7		0		0		0		7

		5		秋田大学医学部 アキタダイガク イガクブ		3		3		0		0		0																		6		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		4		0		0		0		4

		6		市立横手病院 シリツ ヨコテ ビョウイン		1		1		0		0		0																		7		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		2		0		0		0		2

		7		秋田労災病院 アキタ ロウサイビョウイン		1		0		0		1		0																		8		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		1		0		0		0		1

		8		中通総合病院 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン		1		1		0		0		0																		9		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		1		0		1		0		0

		9		北秋田市民病院 キタアキタ シミンビョウイン		1		0		0		1		0																		10		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		1		0		0		1		0

				【秋田県：9機関】 アキタ ケン キカン		27		15		0		8		4																		11		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0

		1		山形大学医学部附属病院 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン		33		3		2		27		1																		12		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		1		1		0		0		0

		2		公立置賜総合病院 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン		7		2		0		1		4																		13		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		1		0		0		0		1

		3		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン		5		0		0		0		5																		14		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		1		0		0		0		1

		4		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		3		2		0		0		1																		15		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		1		0		0		0		1

		5		山形市立病院済生館 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン		3		0		0		0		3																		16		あすなろ薬局 ヤッキョク		1		0		0		1		0

		6		山形大学医学部 ヤマガタダイガク イガクブ		2		1		0		0		1																		17		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		1		0		0		0		1

		7		山形県立中央病院 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0																		18		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		1		0		0		0		1

		8		北村山公立病院 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン		2		0		2		0		0																		19		くるみ薬局 ヤッキョク		1		0		1		0		0

		9		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		0		1																				【東北以外：19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

		10		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		2		1		0		1		0																				総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		125		38		100		148

				【山形県：10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		1		福島県立医科大学 フクシマケンリツイカダイガク		22		19		0		0		3																						656

		2		福島県立医科大学附属病院 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン		22		3		3		5		11

		3		星総合病院 ホシソウゴウビョウイン		3		0		1		1		1

		4		太田熱海病院 オオタ アタミ ビョウイン		2		0		2		0		0

		5		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		1		1		0		0		0

		6		北福島医療センター キタ フクシマ イリョウ		1		0		1		0		0

		7		南東北第二病院 ミナミトウホク ダイニビョウイン		1		1		0		0		0

		8		福島赤十字病院 フクシマ セキジュウジ ビョウイン		1		0		1		0		0

		9		いわき市医療センター シ イリョウ		1		1		0		0		0

		10		公立岩瀬病院 コウリツ イワセビョウイン		1		0		0		0		1

		11		太田西ノ内病院 オオタ ニシ ウチビョウイン		1		0		0		0		1

				【福島県：11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		1		新潟県立がんセンター ニイガタケンリツ		17		8		2		4		3

		2		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		11		1		7		3		0

		3		新潟大学医歯学総合病院 ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン		8		0		1		5		2

		4		長岡赤十字病院 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン		6		0		0		2		4

		5		佐渡総合病院 サド ソウゴウビョウイン		4		0		0		4		0

		6		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		2		2		0		0		0

		7		長岡中央総合病院 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		8		新潟県立中央病院 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン		2		0		0		0		2

		9		下越病院 カエツ ビョウイン		2		1		0		0		1

		10		新潟大学医学部 ニイガタダイガク イガクブ		1		1		0		0		0

		11		新潟県立十日町病院 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン		1		0		0		1		0

		12		NHO新潟病院 ニイガタビョウイン		1		1		0		0		0

		13		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1		1		0		0		0

		14		魚沼基幹病院 サカナヌマ キカンビョウイン		1		1		0		0		0

				【新潟県：14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

		1		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		15		2		2		0		11

		2		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		12		0		0		0		12

		3		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		9		0		0		0		9

		4		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		8		2		0		3		3

		5		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		7		0		0		0		7

		6		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		4		0		0		0		4

		7		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		2		0		0		0		2

		8		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		1		0		0		0		1

		9		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		1		0		1		0		0

		10		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		1		0		0		1		0

		11		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0

		12		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		1		1		0		0		0

		13		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		1		0		0		0		1

		14		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		1		0		0		0		1

		15		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		1		0		0		0		1

		16		あすなろ薬局 ヤッキョク		1		0		0		1		0

		17		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		1		0		0		0		1

		18		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		1		0		0		0		1

		19		くるみ薬局 ヤッキョク		1		0		1		0		0

				【東北以外：19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

				総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		125		38		100		148





作業中

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウ ジュウジ シャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		青森県【13機関】 アオモリケン キカン		48		12		3		16		17

		岩手県【5機関】 イワテ ケン キカン		8		2		0		5		1

		宮城県【18機関】 ミヤギ ケン キカン		83		37		9		10		27

		秋田県【9機関】 アキタ ケン キカン		27		15		0		8		4

		山形県【10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		福島県【11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		新潟県【14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

		東北以外【19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

		総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		124		38		101		148





発表用 (3)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		43		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		17		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		20		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		5		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		13		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		24		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		2		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		11		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		12		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		15		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		14		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		7		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		35		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		4		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		18		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		23		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		32		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		9		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		30		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		45		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師

		10		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		22		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		27		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		28		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		33		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		38		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		42		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		3		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		16		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		8		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		26		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		31		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		29		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		37		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		6		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		41		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		34		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		1		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		44		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		19		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		21		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		25		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		36		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		39		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		40		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ





発表用 (2)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		1		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		2		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		3		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		4		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		5		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		6		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		7		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		8		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		9		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		10		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		11		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		12		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		13		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		14		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		15		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		16		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		17		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		18		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		19		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		20		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		21		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		22		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		23		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		24		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		25		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		26		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		27		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		28		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		29		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		30		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		31		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		32		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		33		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		34		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		35		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		36		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		37		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		38		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		39		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		40		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		41		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		42		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		43		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		44		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		45		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師
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		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ		氏名 シメイ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4		鈴木　章史 スズキ ショウ シ

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ												工藤　さくら クドウ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ												後藤　多恵子 ゴトウ タエコ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ												鈴木　理紗子 スズキ リサコ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ												三浦　孝之 ミウラ タカユキ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師												高野　忠夫 タカノ タダオ

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ												六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師												片岡　史弥 カタオカ フミヤ

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師												五十嵐　江美 イガラシ エミ

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師												山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												髙橋　充 タカハシ ジュウ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ												原田　成美 ハラダ ナルミ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												稲葉　英恵 イナバ ハナエ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山下　千草 ヤマシタ チグサ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン												渋谷　恵美子 シブヤ エミコ

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ												石川　祐子 イシカワ ユウコ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師												清水　孝規 シミズ タカノリ

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ												三木　康宏 ミキ ヤスヒロ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8		鈴木　美那子 スズキ ミナコ

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												草刈　悟 クサカリ サトル

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												鈴木　一生 スズキ イッセイ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												中島　清聖 ナカジマ セイ セイ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												辻村　葵 ツジムラ アオイ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												櫻井　真由美 サクライ マユミ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												阿部　時也 アベ トキ ナリ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14		齋藤　元伸 サイトウ モトノブ

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ												坂本　渉 サカモト ワタル

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ												金内　洋一 カナウチ ヨウイチ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師												木村　哲 キムラ サトシ

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												奥津　美穂 オクツ ミホ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師												加茂　矩士 カモ

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ												植田　牧子 ウエダ マキコ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ												松村　勇輝 マツムラ イサム テル

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師												高川　佳明 タカカワ ヨシアキ

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師												遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師												山田　仁 ヤマダ ジン

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ												武藤　哲史 ムトウ テツシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ												川瀬　友貴 カワセ トモ キ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ												峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ												喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												村松　萌 ムラマツ モエ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												山田　匠希 ヤマダ ショウ キ

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師												深見　伸一 フカミ シンイチ

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師												田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												岡　佑香 オカ ユウ カオリ

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ												箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC												佐藤　みつ子 サトウ コ

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC												佐藤　基子 サトウ モトコ

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ												新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大沼　友美 オオヌマ トモミ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												伊與田　友和 イヨダ トモカズ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW												菅原　裕 スガワラ ユウ

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ												阿部　富美子 アベ フミコ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ												古内　容子 フルウチ ヨウコ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ												齋藤　栄美子 サイトウ エミコ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												一条　あゆみ イチジョウ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　詠子 サトウ エイコ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												加井　丈治 カイ ジョウジ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												村越　政仁 ムラコシ セイ ジン

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												菅野　晴夫 カンノ ハルオ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山口　千里 ヤマグチ センリ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												氏家　由起子 ウジイエ ユキコ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師												小林　正悟 コバヤシ ショウゴ

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師												林　学 ハヤシ マナブ

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3		中川　悟 ナカガワ サトル

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												三富　亜希 ミトミ アキ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												高野　可赴 タカノ カ フ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ												塩路　和彦 シオジ カズヒコ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW												塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												丸山　聡 マルヤマ サトシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												大滝　麻由子 オオタキ マユコ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ												佐藤　信昭 サトウ ノブアキ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ												渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												土田　美紀 ツチダ ミキ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												泉　瑠美 イズミ ルミ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												畔上　公子 アゼガミ キミコ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												勝山　里佳 カツヤマ リカ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師												今井　洋介 イマイ ヨウスケ

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												波多野　千津子 ハタノ チヅコ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5		武田　和子 タケダ カズコ

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												工藤　紀子 クドウ ノリコ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												渡邉　いづみ ワタナベ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2		近藤　英作 コンドウ エイサク

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ												田沼　順一 タヌマ ジュンイチ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師												高村　佳緒里 タカムラ カオリ

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												加藤　由起子 カトウ ユ キ コ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン												橋本　淳史 ハシモト アツシ

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												杉間　海斗 スギマ カイ ト

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												後藤　理恵 ゴトウ リエ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												園部　里美 ソノベ サトミ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2		鈴木　修平 スズキ シュウヘイ

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												神田　悟 カンダ サトル

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ												今野　亜希湖 コンノ アキ コ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												佐野　裕美 サノ ヒロミ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												藤田　亜里沙 フジタ アリサ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム												鏡　優子 カガミ ユウコ

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												久保田　祐子 クボタ ユウコ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												鈴木　理恵 スズキ リエ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												武田　奈津美 タケダ ナツミ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												加藤　慶子 カトウ ケイコ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												大宮　澄子 オオミヤ スミコ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												伊藤　咲 イトウ サキ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												髙橋　良子 タカハシ リョウコ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												安部　いずみ アベ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												松田　裕美 マツダ ヒロミ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												鈴木　麗美 スズキ レイミ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												阿部　晃子 アベ アキコ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												鈴木　麻友美 スズキ マユミ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												石清水　美央 イワシミズ ミオ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												関　有貴 セキ ユキ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												佐藤　順二 サトウ ジュンジ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												工藤　真実 クドウ シンジツ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												大西　彩子 オオニシ アヤコ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												金子　基子 カネコ モトコ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												堀米　明美 ホリゴメ アケミ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												後藤　恵 ゴトウ メグミ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ												河合　賢朗 カワイ ケン ロウ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム												矢作　美晴 ヤハギ ミハル

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												小林　拓史 コバヤシ タク シ

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師												福島　大造 フクシマ ダイゾウ

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ												西川　真央 ニシカワ マオ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ												木村　亮介 キムラ リョウスケ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師												藤生　浩一 フジ セイ コウイチ

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師												宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師												高井　良尋 タカイ ヨ ジン

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												鈴木　信康 スズキ ノブヤス

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												和田　瑞季 ワダ ミズ キ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師												佐藤　まり子 サトウ コ

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師												永橋　孝之 ナガハシ タカユキ

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師												成井　貴 ナルイ タカシ

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ												髙山　香名子 タカヤマ カナコ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												赤塚　祐子 アカツカ ユウコ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												加納　宣康 カノウ ノブヤス

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師												大杉　純 オオスギ ジュン

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師												窪田　和雄 クボタ カズオ

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ												佐藤　睦子 サトウ ムツコ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ												松山　純子 マツヤマ ジュンコ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師												梅原　さや香 ウメハラ カオリ

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師												深谷　保男 フカヤ ヤスオ

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師												鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												本多　通孝 ホンダ ミチタカ

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5		佐山　幸 サヤマ サチ

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												内城　孝之 ウチ シロ タカユキ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大山　友紀 オオヤマ ユキ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												島　真央 シマ マオ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												植木　美幸 ウエキ ミユキ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師												海法　道子 カイ ホウ ミチコ

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												竹内　美華 タケウチ ビ ハナ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師												福原　達朗 フクハラ タツロウ

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大薄　真由美 オオスキ マユミ

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11		宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ												下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												井田　道子 イダ ミチコ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　沙知子 サトウ サチコ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山岸　均 ヤマギシ ヒトシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師												斉藤　毅 サイトウ ツヨシ

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												亀井　陽子 カメイ ヨウコ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												川口　宏美 カワグチ ヒロミ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												船橋　幸子 フナバシ サチコ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム												石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム												富田　美香 トミタ ミカ

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC												林　直美 ハヤシ ナオミ

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8		笠井　亮子 カサイ リョウコ

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												石井　美樹子 イシイ ミキコ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐野　竣亮 サノ シュン スケ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島　貴 コジマ タカシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												河野　純一 コウノ ジュンイチ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												赤嶺　亮 アカミネ トオル

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6		遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												阿部　恵 アベ メグミ

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												千葉　杏璃 チバ アン リ

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												大川　明日香 オオカワ アスカ

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												木村　未佳 キムラ ミ カ

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ												五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC												石井　祐美 イシイ ユミ

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2		寺田　美保 テラタ ミホ

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ												納富　理絵 ノウ トミ リエ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												成田　かすみ ナリタ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												伊藤　結貴 イトウ ユキ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												田口　郁子 タグチ イクコ

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師												阿部　ゆき アベ

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師												打波　宇 ウ ナミ ウ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師												奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師												渡辺　剛 ワタナベ ゴウ

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2		宮野　紀子 ミヤノ ノリコ

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												高木　友幸 タカギ トモユキ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW												小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3		川村　麻緒

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ												高畑　武功 タカハタ ブコウ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島　啓子 コジマ ケイコ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												小友　香奈子 オトモ カナコ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ												工藤　耕 クドウ コウ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師												齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ												佐藤　温 サトウ オン

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小林　弘実 コバヤシ ヒロミ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0		片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ												福田　淳 フクダ ジュン

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師												長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ												里吉　清文 サトヨシ キヨフミ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ												髙橋　まや タカハシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		佐藤　由佳 サトウ ユカ

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ												寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4		鳥羽　里穂 トバ リホ

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												船橋　光政 フナバシ ミツマサ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小林　康人 コバヤシ ヤスヒト

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3		楠美　智巳 クスミ トモミ

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ												和田　豊人 ワダ トヨヒト

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山田　ゆかり ヤマダ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4		小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												沼澤　早紀 ヌマザワ サキ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												髙橋　美咲 タカハシ ミサキ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												金子　章江 カネコ アキエ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師												小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0		佐藤　雄大 サトウ ユウダイ

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												伊藤　沙恵 イトウ サエ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												武藤　浩司 ムトウ コウジ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												稲田　有花 イナダ ユウハナ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												莪山　叶実 ヤマ カナ ミ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7		上野　裕香 ウエノ ユカ

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC												福井　愛純 フクイ アイ ジュン

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC												豊田　さと子 トヨタ コ

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC												大貫　真依 オオヌキ マイ

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC												星野　愛美 ホシノ アイ ミ

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC												町田　敦子 マチダ アツコ

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC												村井　尚美 ムライ ナオミ

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0		鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ												山内　美佐 ヤマウチ ミサ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ												打矢　和子 ウチヤ カズコ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ												鈴木　聡子 スズキ サトコ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3		平野　昌代 ヒラノ マサヨ

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												髙橋　晴美 タカハシ ハルミ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師												海保　隆 カイホ タカシ

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC												藤野　綾香 フジノ アヤカ

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC												春木　恵 ハルキ メグミ

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ												白石　真由美 シライシ マユミ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ												畦元　亮作 アゼ モト リョウサク

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン												小原　令子 オバラ レイコ

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0		金子　美紀 カネコ ミキ

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												榎　祐季 エノキ ユウ キ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												金子　由香 カネコ ユカ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												木下　香澄 キノシタ カスミ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1		山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ												菅原　恵 スガワラ ケイ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師												井出　佳宏 イデ ヨシヒロ

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1		加賀　淑子 カガ シュクコ

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												岡田　浩司 オカダ コウジ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												永澤　真矢 ナガサワ マヤ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												佐藤　よしみ サトウ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1		櫻田　尚子 サクラダ ショウコ

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												高畑　英智 タカハタ ヒデトモ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		佐藤　孝之 サトウ タカユキ

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												巖田　麻紀 ガン タ マキ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0		三富　弘子 ミトミ ヒロコ

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												常盤　かおり トキワ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												村越　真人 ムラコシ マナト

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												伊藤　和彦 イトウ カズヒコ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												鈴木　訓史 スズキ クン シ

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3		夛田　耕一 タダ コウイチ

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												成澤　瑠美 ナルサワ ルミ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師												矢矧　みどり ヤビキ

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1		吉田　真弓 ヨシダ マユミ

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												小清水　浩子 コシミズ ヒロコ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師												西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												菊地　瞳 キクチ ヒトミ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												田中　幸子 タナカ サチコ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												松倉　節子 マツクラ セツコ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												河村　義雄 カワムラ ヨシオ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		伊勢　裕子 イセ ユウコ

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン												安田　有理 ヤスダ ユウリ

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1		武田　こずえ タケダ

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム												千坂　あゆみ チサカ

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ												坂元　和宏 サカモト カズヒロ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0		髙橋　久美子 タカハシ クミコ

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐々木　公子 ササキ キミコ

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1		滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大竹　仁子 オオタケ ジンコ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												佐藤　敦 サトウ アツシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1		前川　滋克 マエカワ シゲル カツ

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム												熊谷　直記 クマガイ ナオキ

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												三浦　一穂 ミウラ カズホ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0		西　隆 ニシ タカシ

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師												佐々木　洸太 ササキ コウタ

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師												里吉　梨香 サトヨシ リカ

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師												髙橋　貴一 タカハシ キイチ

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2		三上　英子 ミカミ エイコ

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												塗谷　智子 ヌリヤ トモコ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												野坂　知加 ノサカ チ カ

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0		鈴木　由美 スズキ ユミ

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師												笹原　由理子 ササハラ ユリコ

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												服部　豊 ハットリ ユタカ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		坂井　育美 サカイ イクミ

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン												齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4		奥沢　悦子 オクサワ エツコ

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												齋藤　真帆 サイトウ マホ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												松長　夢子 マツナガ ユメコ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												田村　健悦 タムラ ケンエツ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2		丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ												栗原　誠 クリハラ マコト

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ												横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3		加藤　法男 カトウ ノリオ

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山田　隆志 ヤマダ タカシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ												橋本　幸子 ハシモト サチコ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師												田村　優子

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ												白井　直美 シライ ナオミ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0		小川　知恵 オガワ チエ

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師												岡部　隆一 オカベ リュウイチ

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1		阿部　光展 アベ コウ テン

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ												緒形　真也 オガタ シンヤ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1		福眞　春美 フク シン ハルミ

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ												海老名　明美 エビナ アケミ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		安部　一秀 アベ カズヒデ

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												平野　貴志 ヒラノ タカシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0		蛯名　千絵 エビナ チエ

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ												甲地　泰子 コウ チ ヤスコ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2		遠藤　恵子 エンドウ ケイコ

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大城　真里 オオシロ マリ

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												八木　美菜 ヤギ ミナ

		4		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ												渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ

		11		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ												大槻　修一 オオツキ シュウイチ

		18		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師												高木　祐希 タカギ ユウ キ

		19		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ												丹羽　誠 ニワ マコト

		20		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ												三浦　史晴 ミウラ フミハル

		30		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ												有山　智博 アリヤマ トモヒロ

		32		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ

		42		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ												太田　健太郎 オオタ ケンタロウ

		48		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ												一柳　統 イチヤナギ トウ

		58		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												山口　聡 ヤマグチ サトシ

		65		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ												飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ

		70		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ												大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ

		73		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ												細川　舞 ホソカワ マイ

		80		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ												山田　久美子 ヤマ タ クミコ

		82		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐藤　愛恵 サトウ アイ エ

		115		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ												岩田　真弥 イワ タ マヤ

		136		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ												目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ

		140		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												成田　久美子 ナリタ クミコ

		149		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC												甲斐　あずさ カイ

		150		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐々木　美紀 ササキ ミキ

		145		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												辻　眞理子 ツジ マリコ

		186		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師												永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ

		193		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ												鈴木　敏文 スズキ トシフミ

		236		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												古舘　美佳 フルタテ ミカ

		239		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												小川　拓洋 オガワ タク ヨウ

		250		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ												本間　慶一 ホンマ ケイイチ

		259		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス

		273		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師												本多　つよし ホンダ

		274		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師												南　優子 ミナミ ユウコ

		301		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐藤　ルミ子 サトウ コ

		319		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師												関　義信 セキ ヨシノブ

		338		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												柴田　純子 シバタ ジュンコ

		345		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												森合　博一 モリアイ ヒロカズ

		361		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ

		368		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												髙橋　詩織 タカハシ シオリ

		374		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ												島津　文代 シマヅ フミヨ

		376		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												福田　晃子 フクダ テルコ

		379		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐々木　理恵子 ササキ リエコ

		380		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ												岩崎　真梨子 イワサキ マリコ

		390		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ

		391		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ

		399		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												丸山　真紀子 マルヤマ マキコ

		400		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師												高杉　かおり タカスギ

		403		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC												岩田　敏代 イワタ トシヨ

				南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師												村上　昌雄 ムラカミ マサオ
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		NO		氏名 シメイ		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ

		1		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		2		高野　可赴 タカノ カ フ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		3		鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		4		渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		5		近藤　英作 コンドウ エイサク		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ

		6		鈴木　章史 スズキ ショウ シ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		7		鈴木　修平 スズキ シュウヘイ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		8		神田　悟 カンダ サトル		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		9		前川　滋克 マエカワ シゲル カツ		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		10		河合　賢朗 カワイ ケン ロウ		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		11		大槻　修一 オオツキ シュウイチ		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		12		小川　知恵 オガワ チエ		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		13		片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ

		14		川村　麻緒		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師

		15		福田　淳 フクダ ジュン		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		16		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		17		加賀　淑子 カガ シュクコ		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師

		18		高木　祐希 タカギ ユウ キ		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		19		丹羽　誠 ニワ マコト		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		20		三浦　史晴 ミウラ フミハル		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		21		工藤　耕 クドウ コウ		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		22		西　隆 ニシ タカシ		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ

		23		鈴木　由美 スズキ ユミ		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ

		24		河村　義雄 カワムラ ヨシオ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		25		今野　亜希湖 コンノ アキ コ		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		26		中川　悟 ナカガワ サトル		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		27		三富　亜希 ミトミ アキ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		29		岡田　浩司 オカダ コウジ		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		30		有山　智博 アリヤマ トモヒロ		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		31		町田　敦子 マチダ アツコ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		32		河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		33		工藤　さくら クドウ		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		34		丸山　聡 マルヤマ サトシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		35		石井　祐美 イシイ ユミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		36		安部　一秀 アベ カズヒデ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		37		佐藤　由佳 サトウ ユカ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		38		寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		39		寺田　美保 テラタ ミホ		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム

		40		納富　理絵 ノウ トミ リエ		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		41		佐藤　敦 サトウ アツシ		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		42		太田　健太郎 オオタ ケンタロウ		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		43		塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		44		佐野　裕美 サノ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		藤田　亜里沙 フジタ アリサ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		46		田村　健悦 タムラ ケンエツ		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		47		佐藤　信昭 サトウ ノブアキ		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		48		一柳　統 イチヤナギ トウ		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		49		坂井　育美 サカイ イクミ		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		50		大沼　友美 オオヌマ トモミ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		51		武田　和子 タケダ カズコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		52		工藤　紀子 クドウ ノリコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		渡邉　いづみ ワタナベ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		56		鳥羽　里穂 トバ リホ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		57		沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		58		山口　聡 ヤマグチ サトシ		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		59		塩路　和彦 シオジ カズヒコ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		60		植田　牧子 ウエダ マキコ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		61		里吉　清文 サトヨシ キヨフミ		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		62		小林　康人 コバヤシ ヤスヒト		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		渋谷　恵美子 シブヤ エミコ		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		64		松村　勇輝 マツムラ イサム テル		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		65		飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		66		成田　かすみ ナリタ		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		67		岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		68		佐山　幸 サヤマ サチ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		伊與田　友和 イヨダ トモカズ		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		70		大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		71		鏡　優子 カガミ ユウコ		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		72		横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		73		細川　舞 ホソカワ マイ		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		74		齋藤　元伸 サイトウ モトノブ		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		75		坂本　渉 サカモト ワタル		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		金内　洋一 カナウチ ヨウイチ		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		77		加藤　慶子 カトウ ケイコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		78		山内　美佐 ヤマウチ ミサ		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		79		齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		80		山田　久美子 ヤマ タ クミコ		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		81		久保田　祐子 クボタ ユウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		82		佐藤　愛恵 サトウ アイ エ		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		83		鈴木　理恵 スズキ リエ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		84		大滝　麻由子 オオタキ マユコ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		85		楠美　智巳 クスミ トモミ		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		86		宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		87		新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		88		金子　美紀 カネコ ミキ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		89		和田　豊人 ワダ トヨヒト		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		90		高畑　武功 タカハタ ブコウ		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		91		田沼　順一 タヌマ ジュンイチ		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		92		平野　貴志 ヒラノ タカシ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		93		武藤　哲史 ムトウ テツシ		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		94		榎　祐季 エノキ ユウ キ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		95		上野　裕香 ウエノ ユカ		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC

		96		土田　美紀 ツチダ ミキ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		97		大宮　澄子 オオミヤ スミコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		98		寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		99		菅原　恵 スガワラ ケイ		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		100		武田　奈津美 タケダ ナツミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		101		川瀬　友貴 カワセ トモ キ		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		102		伊勢　裕子 イセ ユウコ		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		103		伊藤　咲 イトウ サキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		104		笠井　亮子 カサイ リョウコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		105		石井　美樹子 イシイ ミキコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		106		三上　英子 ミカミ エイコ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		佐野　竣亮 サノ シュン スケ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		108		菅原　裕 スガワラ ユウ		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		109		山田　ゆかり ヤマダ		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		110		齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		河野　純一 コウノ ジュンイチ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		114		峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		115		岩田　真弥 イワ タ マヤ		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		116		坂元　和宏 サカモト カズヒロ		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		117		遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		118		阿部　恵 アベ メグミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		千葉　杏璃 チバ アン リ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		120		長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		121		大川　明日香 オオカワ アスカ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		木村　未佳 キムラ ミ カ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		123		金子　由香 カネコ ユカ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		124		渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		125		小島　貴 コジマ タカシ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		赤嶺　亮 アカミネ トオル		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		127		箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		128		小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		129		佐藤　みつ子 サトウ コ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		130		小島　啓子 コジマ ケイコ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		131		井出　佳宏 イデ ヨシヒロ		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		132		髙橋　良子 タカハシ リョウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		133		遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		134		安部　いずみ アベ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		135		泉　瑠美 イズミ ルミ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		136		目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		137		蛯名　千絵 エビナ チエ		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		138		佐藤　基子 サトウ モトコ		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		139		笹原　由理子 ササハラ ユリコ		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		140		成田　久美子 ナリタ クミコ		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		141		高村　佳緒里 タカムラ カオリ		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		142		柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		143		鈴木　麗美 スズキ レイミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		145		辻　眞理子 ツジ マリコ		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		斉藤　毅 サイトウ ツヨシ		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		147		杉間　海斗 スギマ カイ ト		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		後藤　理恵 ゴトウ リエ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		149		甲斐　あずさ カイ		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		150		佐々木　美紀 ササキ ミキ		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		151		内城　孝之 ウチ シロ タカユキ		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		152		安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		153		佐藤　孝之 サトウ タカユキ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		154		打矢　和子 ウチヤ カズコ		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		155		池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		156		櫻田　尚子 サクラダ ショウコ		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師

		157		奥津　美穂 オクツ ミホ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		158		矢作　美晴 ヤハギ ミハル		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		159		亀井　陽子 カメイ ヨウコ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		160		安田　有理 ヤスダ ユウリ		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		161		峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		162		笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		163		高川　佳明 タカカワ ヨシアキ		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		164		阿部　光展 アベ コウ テン		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		165		小林　拓史 コバヤシ タク シ		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		166		鈴木　麻友美 スズキ マユミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		167		福島　大造 フクシマ ダイゾウ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		168		加茂　矩士 カモ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		169		高畑　英智 タカハタ ヒデトモ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		170		沼澤　早紀 ヌマザワ サキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		髙橋　美咲 タカハシ ミサキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		172		石川　祐子 イシカワ ユウコ		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		173		八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		174		堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		175		木村　哲 キムラ サトシ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		176		髙橋　久美子 タカハシ クミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		177		鈴木　美那子 スズキ ミナコ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		178		草刈　悟 クサカリ サトル		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		鈴木　一生 スズキ イッセイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		中島　清聖 ナカジマ セイ セイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		辻村　葵 ツジムラ アオイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		櫻井　真由美 サクライ マユミ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		阿部　時也 アベ トキ ナリ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		185		今井　洋介 イマイ ヨウスケ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		186		永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		187		髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		188		藤生　浩一 フジ セイ コウイチ		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		190		阿部　ゆき アベ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		191		高井　良尋 タカイ ヨ ジン		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		192		巖田　麻紀 ガン タ マキ		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		193		鈴木　敏文 スズキ トシフミ		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		194		小友　香奈子 オトモ カナコ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		195		鈴木　信康 スズキ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		196		渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		阿部　晃子 アベ アキコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		198		高木　友幸 タカギ トモユキ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		199		鈴木　聡子 スズキ サトコ		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		200		畔上　公子 アゼガミ キミコ		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		201		木下　香澄 キノシタ カスミ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		202		永橋　孝之 ナガハシ タカユキ		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		203		阿部　富美子 アベ フミコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		204		下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		井田　道子 イダ ミチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		佐藤　沙知子 サトウ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		207		古内　容子 フルウチ ヨウコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		208		山岸　均 ヤマギシ ヒトシ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		209		園部　里美 ソノベ サトミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		210		塗谷　智子 ヌリヤ トモコ		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		211		和田　瑞季 ワダ ミズ キ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		佐藤　まり子 サトウ コ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		213		水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		214		佐藤　順二 サトウ ジュンジ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		工藤　真実 クドウ シンジツ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		216		川口　宏美 カワグチ ヒロミ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		船橋　幸子 フナバシ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		219		成井　貴 ナルイ タカシ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		220		加藤　由起子 カトウ ユ キ コ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		221		髙山　香名子 タカヤマ カナコ		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		赤塚　祐子 アカツカ ユウコ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		224		永澤　真矢 ナガサワ マヤ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		225		秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		齋藤　栄美子 サイトウ エミコ		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		227		波多野　千津子 ハタノ チヅコ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		228		加藤　法男 カトウ ノリオ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		里吉　梨香 サトヨシ リカ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		230		大山　友紀 オオヤマ ユキ		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		231		福眞　春美 フク シン ハルミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ

		232		加納　宣康 カノウ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		233		佐々木　公子 ササキ キミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		234		島　真央 シマ マオ		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		235		小林　正悟 コバヤシ ショウゴ		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		236		古舘　美佳 フルタテ ミカ		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		237		勝山　里佳 カツヤマ リカ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		238		大杉　純 オオスギ ジュン		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		239		小川　拓洋 オガワ タク ヨウ		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		240		石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		241		林　学 ハヤシ マナブ		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		242		山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC

		243		大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		244		窪田　和雄 クボタ カズオ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		245		滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		246		金子　章江 カネコ アキエ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		248		奥沢　悦子 オクサワ エツコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		植木　美幸 ウエキ ミユキ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		250		本間　慶一 ホンマ ケイイチ		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		251		髙橋　まや タカハシ		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		252		佐藤　睦子 サトウ ムツコ		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		253		後藤　多恵子 ゴトウ タエコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		鈴木　理紗子 スズキ リサコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		255		橋本　淳史 ハシモト アツシ		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		256		齋藤　真帆 サイトウ マホ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		257		熊谷　直記 クマガイ ナオキ		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		258		山下　千草 ヤマシタ チグサ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		259		渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		261		大竹　仁子 オオタケ ジンコ		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		262		佐藤　温 サトウ オン		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		263		斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		264		甲地　泰子 コウ チ ヤスコ		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		265		松山　純子 マツヤマ ジュンコ		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		266		三木　康宏 ミキ ヤスヒロ		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		267		小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		268		服部　豊 ハットリ ユタカ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		269		喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		270		西川　真央 ニシカワ マオ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		木村　亮介 キムラ リョウスケ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		272		佐々木　洸太 ササキ コウタ		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		273		本多　つよし ホンダ		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		274		南　優子 ミナミ ユウコ		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		275		富田　美香 トミタ ミカ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		276		福井　愛純 フクイ アイ ジュン		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		277		澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		大西　彩子 オオニシ アヤコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		279		丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		280		山田　隆志 ヤマダ タカシ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		281		緒形　真也 オガタ シンヤ		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		282		小林　弘実 コバヤシ ヒロミ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		船橋　光政 フナバシ ミツマサ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		284		遠藤　恵子 エンドウ ケイコ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師

		285		竹内　美華 タケウチ ビ ハナ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		286		梅原　さや香 ウメハラ カオリ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		287		矢矧　みどり ヤビキ		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		288		松田　裕美 マツダ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		289		岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		290		豊田　さと子 トヨタ コ		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		291		鈴木　訓史 スズキ クン シ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		292		海老名　明美 エビナ アケミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		293		奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		294		村越　真人 ムラコシ マナト		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		295		松倉　節子 マツクラ セツコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		296		濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		297		小原　令子 オバラ レイコ		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		298		夛田　耕一 タダ コウイチ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		299		成澤　瑠美 ナルサワ ルミ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		橋本　幸子 ハシモト サチコ		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		301		佐藤　ルミ子 サトウ コ		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		302		田村　優子		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		303		三富　弘子 ミトミ ヒロコ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		304		山田　仁 ヤマダ ジン		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		305		大貫　真依 オオヌキ マイ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		306		春木　恵 ハルキ メグミ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		307		常盤　かおり トキワ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		308		岡部　隆一 オカベ リュウイチ		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		309		渡辺　剛 ワタナベ ゴウ		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		310		平野　昌代 ヒラノ マサヨ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		311		栗原　誠 クリハラ マコト		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		312		三浦　孝之 ミウラ タカユキ		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		313		海保　隆 カイホ タカシ		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		314		菊地　瞳 キクチ ヒトミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		田中　幸子 タナカ サチコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		316		髙橋　晴美 タカハシ ハルミ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		317		福原　達朗 フクハラ タツロウ		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		318		長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		319		関　義信 セキ ヨシノブ		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		320		吉田　真弓 ヨシダ マユミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		321		後藤　恵 ゴトウ メグミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		322		佐藤　雄大 サトウ ユウダイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		323		伊藤　沙恵 イトウ サエ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		武藤　浩司 ムトウ コウジ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		金子　基子 カネコ モトコ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		327		藤野　綾香 フジノ アヤカ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		328		大城　真里 オオシロ マリ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		329		三浦　一穂 ミウラ カズホ		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		330		高野　忠夫 タカノ タダオ		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		331		鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		稲田　有花 イナダ ユウハナ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		莪山　叶実 ヤマ カナ ミ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		334		田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		335		深谷　保男 フカヤ ヤスオ		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		336		小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		337		長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		338		柴田　純子 シバタ ジュンコ		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		339		武田　こずえ タケダ		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		340		鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		341		六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		342		村松　萌 ムラマツ モエ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		343		星野　愛美 ホシノ アイ ミ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		344		箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		345		森合　博一 モリアイ ヒロカズ		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		347		片岡　史弥 カタオカ フミヤ		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		348		海法　道子 カイ ホウ ミチコ		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		349		石清水　美央 イワシミズ ミオ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		350		小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		351		清水　孝規 シミズ タカノリ		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		352		山田　匠希 ヤマダ ショウ キ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		353		関　有貴 セキ ユキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		354		小清水　浩子 コシミズ ヒロコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		355		伊藤　和彦 イトウ カズヒコ		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		356		白石　真由美 シライシ マユミ		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		357		堀米　明美 ホリゴメ アケミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		358		一条　あゆみ イチジョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		松長　夢子 マツナガ ユメコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		360		稲葉　英恵 イナバ ハナエ		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		361		長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		362		佐藤　詠子 サトウ エイコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		363		五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		364		遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		加井　丈治 カイ ジョウジ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		村越　政仁 ムラコシ セイ ジン		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		367		深見　伸一 フカミ シンイチ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		368		髙橋　詩織 タカハシ シオリ		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		369		髙橋　貴一 タカハシ キイチ		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		370		八木　美菜 ヤギ ミナ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		菅野　晴夫 カンノ ハルオ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		372		田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		373		五十嵐　江美 イガラシ エミ		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		374		島津　文代 シマヅ フミヨ		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		375		佐藤　よしみ サトウ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		376		福田　晃子 フクダ テルコ		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		377		大薄　真由美 オオスキ マユミ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		378		白井　直美 シライ ナオミ		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		379		佐々木　理恵子 ササキ リエコ		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		380		岩崎　真梨子 イワサキ マリコ		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		381		岡　佑香 オカ ユウ カオリ		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		382		千坂　あゆみ チサカ		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		383		山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		髙橋　充 タカハシ ジュウ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		伊藤　結貴 イトウ ユキ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		田口　郁子 タグチ イクコ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		387		村井　尚美 ムライ ナオミ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		388		五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		389		林　直美 ハヤシ ナオミ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		390		生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		391		飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		392		中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		393		宮野　紀子 ミヤノ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		394		渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		395		打波　宇 ウ ナミ ウ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		396		本多　通孝 ホンダ ミチタカ		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		397		畦元　亮作 アゼ モト リョウサク		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		398		齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		399		丸山　真紀子 マルヤマ マキコ		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		400		高杉　かおり タカスギ		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		401		西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		402		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		403		岩田　敏代 イワタ トシヨ		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		404		原田　成美 ハラダ ナルミ		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		405		山口　千里 ヤマグチ センリ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		406		村上　昌雄 ムラカミ マサオ		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師

		407		氏家　由起子 ウジイエ ユキコ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		408		野坂　知加 ノサカ チ カ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ





原本

		NO		申込日 モウシコミ ビ		氏名 シメイ		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		ＴＥＬ		ＭＡＩＬ

		1		10.26		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-293-1111		kobayashi.minako.th@mail.hosp.go.jp

		2				高野　可赴 タカノ カ フ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		kabutac@niigata-cc.jp

		3				鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-2795-8823		mado-ka1106@outlook.jp

		4				渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ		06-6387-3311		nori_watanababy@hotmail.co.jp

		5				近藤　英作 コンドウ エイサク		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		025-227-2102		ekondo@med.niigata-u.ac.jp

		6				鈴木　章史 スズキ ショウ シ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-728-4105		aksuzuki@hosp.tohoku.ac.jp

		7				鈴木　修平 スズキ シュウヘイ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		s-suzuki@med.id.yamagata-u.ac.jp

		8				神田　悟 カンダ サトル		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		s-kanda@med.id.yamagata-u.ac.jp

		9				前川　滋克 マエカワ シゲル カツ		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		019-613-7111		wadiwadi@dream.com

		10		10.27		河合　賢朗 カワイ ケン ロウ		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ		023-628-5336		masaaki-kawai@med.id.yamagata-u.ac.jp

		11				大槻　修一 オオツキ シュウイチ		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ		022-345-3101		otsuki02@jcom.home.ne.jp

		12		10.28		小川　知恵 オガワ チエ		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0258-35-3700		chieogawa1124@yahoo.co.jp

		13				片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		018-823-4171		ac110884@akita-city-hp.jp

		14		10.29		川村　麻緒		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		0172-39-5330		m-kawamura@hirosaki-u.ac.jp

		15				福田　淳 フクダ ジュン		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		090-7667-1824		ac090212@akita-city-hp.jp

		16		11.1		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		090-4477-1036		nochi23@icloud.com

		17				加賀　淑子 カガ シュクコ		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		022-259-1221		yoshiko.kaga@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		18				高木　祐希 タカギ ユウ キ		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師		090-4436-2037		kojikoji1077@icloud.com

		19				丹羽　誠 ニワ マコト		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ		0182-32-5001		niwa@yokote-mhp.jp

		20				三浦　史晴 ミウラ フミハル		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		019-653-1151		mfumi@cj8.so-net.ne.jp

		21				工藤　耕 クドウ コウ		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ		0172-39-5070		kkudo@hirosaki-u.ac.jp

		22				西　隆 ニシ タカシ		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		090-7561-7067		t-nishi@yushinkai.jp

		23				鈴木　由美 スズキ ユミ		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		023-685-2626		suzuki2443@yahoo.co.jp

		24				河村　義雄 カワムラ ヨシオ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		070-6952-9585		chocogonzalez14@gmail.com

		25				今野　亜希湖 コンノ アキ コ		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ		023-628-5858		iden-k@mws.id.yamagata-u.ac.jp

		26				中川　悟 ナカガワ サトル		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		satoru-n@niigata-cc.jp

		27				三富　亜希 ミトミ アキ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-266-5111		mitomi@niigata-cc.jp

		28				薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		yabu@niigata-cc.jp

		29				岡田　浩司 オカダ コウジ		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-259-1221		kokada@tohoku-mpu.ac.jp

		30				有山　智博 アリヤマ トモヒロ		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-7738-7824		tomohiro.ariyama@phar.toho-u.ac.jp

		31				町田　敦子 マチダ アツコ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC		080-6451-5032		at-machida@epsogo.co.jp

		32				河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0229-73-1335		yumitch.takumi@gmail.com

		33				工藤　さくら クドウ		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ		022-717-7254		sakura.k@med.tohoku.ac.jp

		34				丸山　聡 マルヤマ サトシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		s-maru@niigata-cc.jp

		35				石井　祐美 イシイ ユミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC		090-6252-8512		y.ishii@sendai-kousei-hospital.jp

		36				安部　一秀 アベ カズヒデ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-984-0088		kazu_a.abe@nifty.com

		37				佐藤　由佳 サトウ ユカ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		0172-52-4121		dokodemoys@gmail.com

		38				寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		0172-52-4121		terayama.y@kousei-hp.com

		39				寺田　美保 テラタ ミホ		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		018-801-7115		gangenom55@gmail.com

		40				納富　理絵 ノウ トミ リエ		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ		018-884-6575		notomi_rie@hos.akita-u.ac.jp

		41				佐藤　敦 サトウ アツシ		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6223-8824		spb98zn9@fuga.ocn.ne.jp

		42				太田　健太郎 オオタ ケンタロウ		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ		0257-22-2126		koota2005@kta.biglobe.ne.jp

		43				塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW		025-266-5111		yoko323bonheur@gmail.com

		44				佐野　裕美 サノ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7795-9984		hiroppn.rg410@docomo.ne.jp

		45				藤田　亜里沙 フジタ アリサ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5186-0257		ari.kashiwagura@gmail.com

		46				田村　健悦 タムラ ケンエツ		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0178-72-5140		tamura@hospital.hachinohe.aomori.jp

		47				佐藤　信昭 サトウ ノブアキ		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ		025-266-5111		nobus@niigata-cc.jp

		48				一柳　統 イチヤナギ トウ		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		0237-71-3131		oichiyan@ab.cyberhome.ne.jp

		49				坂井　育美 サカイ イクミ		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3818-3111		isakai@juntendo.ac.jp

		50				大沼　友美 オオヌマ トモミ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4479-6348		soemama-0826@tc5.so-net.ne.jp

		51		11.2		武田　和子 タケダ カズコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		take-da@ypch.gr.jp

		52				工藤　紀子 クドウ ノリコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		kudonor@ypch.gr.jp

		53				三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		mm17044@st.kitasato-u.ac.jp

		54				渡邉　いづみ ワタナベ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		12nosuke@gmail.com

		55				山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		sthtm.at.d5@gmail.com

		56				鳥羽　里穂 トバ リホ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		toriba.riho@pref.saitama.lg.jp

		57				沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		numagami.hidehiro@saitama-pho.jp

		58				山口　聡 ヤマグチ サトシ		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-551-0817		s.yamaguchi@jinsenkai.or.jp

		59				塩路　和彦 シオジ カズヒコ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ		025-266-5111		shioji@niigata-cc.jp

		60				植田　牧子 ウエダ マキコ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ		080-1838-8744		akabee60@gmail.com

		61				里吉　清文 サトヨシ キヨフミ		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		090-3367-3468		kiyofumi4321@gmail.com		1

		62				小林　康人 コバヤシ ヤスヒト		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-7017-6006		kobayashiyasuhito@yahoo.co.jp

		63				渋谷　恵美子 シブヤ エミコ		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン		022-717-7205		emilyn@surg.med.tohoku.ac.jp

		64				松村　勇輝 マツムラ イサム テル		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ		024-547-1252		yukimatsumura1980@gmail.com

		65				飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ		022-252-1111		iijima@openhp.or.jp

		66				成田　かすみ ナリタ		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		018-884-6200		kacorin.1977619@gmail.com

		67				岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5838-5982		iwaya1991shunpei@gmail.com

		68				佐山　幸 サヤマ サチ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		022-384-3151		miyuki-sayama@miyagi-pho.jp

		69				伊與田　友和 イヨダ トモカズ		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6689-4038		iyo-tomo@fmu.ac.jp

		70				大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ		022-227-2211		ak-ootoshi@tohokukosai.com

		71				鏡　優子 カガミ ユウコ		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム		023-628-5534		kagami0618@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

		72				横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ		022-275-1111		yu8sa1200k@gmail.com

		73				細川　舞 ホソカワ マイ		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ		019-694-2200		mai_h@iwate-pu.ac.jp

		74				齋藤　元伸 サイトウ モトノブ		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		024-547-1111		moto@fmu.ac.jp

		75				坂本　渉 サカモト ワタル		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		024-547-1259		ws1024@fmu.ac.jp

		76				金内　洋一 カナウチ ヨウイチ		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ		090-9632-1223		kaneuchi@fmu.ac.jp

		77				加藤　慶子 カトウ ケイコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4040-9052		keiko.gottsu@gmail.com

		78				山内　美佐 ヤマウチ ミサ		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ		0184-27-1200		misa@yuri-hospital.honjo.akita.jp

		79				齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン		090-2441-8146		sa-saito@juntendo.ac.jp

		80				山田　久美子 ヤマ タ クミコ		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ		022-252-4688		youki@tiara.ocn.ne.jp

		81				久保田　祐子 クボタ ユウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		070-5470-9695		y.kubota1204@gmail.com

		82				佐藤　愛恵 サトウ アイ エ		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0225-25-5555		sato.megumu@ishinomaki-city-hospital.jp

		83		11.4		鈴木　理恵 スズキ リエ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		023-633-1122		kgansen-ygt@mws1.id.yamagata-u.ac.jp

		84				大滝　麻由子 オオタキ マユコ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-266-5111		dipb331mayuo@gmail.com

		85				楠美　智巳 クスミ トモミ		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		017-734-2171		ksm36@abelia.ocn.ne.jp

		86				宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		048-852-1111		miyapon@shintoshin.nir.jp

		87				新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ		024-547-1088		fshinkai@fmu.ac.jp

		88				金子　美紀 カネコ ミキ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2325-8245		embellir.miki@hb.tp1.jp

		89				和田　豊人 ワダ トヨヒト		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ		017-734-2171		wadatoyo@gmail.com

		90				高畑　武功 タカハタ ブコウ		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ		0172-39-5346		takatake@hirosaki-u.ac.jp

		91				田沼　順一 タヌマ ジュンイチ		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ		025-227-2832		tanuma@dent.niigata-u.ac.jp

		92				平野　貴志 ヒラノ タカシ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-3122-9359		mongolian110@gmail.com

		93				武藤　哲史 ムトウ テツシ		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ		024-547-1252		smutoo@fmu.ac.jp

		94				榎　祐季 エノキ ユウ キ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7813-4573		y12x3y@icloud.com

		95				上野　裕香 ウエノ ユカ		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		090-5196-4569		ueno.yuka592@eps.co.jp

		96				土田　美紀 ツチダ ミキ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-266-5111		mikimikimikikko@gmail.com

		97				大宮　澄子 オオミヤ スミコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5231-5762		sumiko-cl.zola-crystalline@docomo.ne.jp

		98				寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0228-46-5000		wakako.sagae@okitama-hp.or.jp

		99				菅原　恵 スガワラ ケイ		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		090-9376-7390		k_komatsu4120@yahoo.co.jp

		100				武田　奈津美 タケダ ナツミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1818-1733		cn.ajaytystmooro1@gmail.com

		101				川瀬　友貴 カワセ トモ キ		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ		024-547-1321		kawase-t@fmu.ac.jp

		102		11.5		伊勢　裕子 イセ ユウコ		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0225-21-7220		anne-shirrley@yk2.so-net.ne.jp

		103				伊藤　咲 イトウ サキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3982-2971		aiueo299714@gmail.com

		104				笠井　亮子 カサイ リョウコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		ryoco-kasai@med.teikyo-u.ac.jp

		105				石井　美樹子 イシイ ミキコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		mikiko@med.teikyo-u.ac.jp

		106				三上　英子 ミカミ エイコ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-726-8275		3e1kob@gmail.com

		107				佐野　竣亮 サノ シュン スケ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		sano.s@med.teikyo-u.ac.jp

		108				菅原　裕 スガワラ ユウ		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW		024-547-1088		suga-yu@fmu.ac.jp

		109				山田　ゆかり ヤマダ		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4558-9950		yunyan9705@yahoo.co.jp

		110				齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		018-829-5000		seika@akita-med.jrc.or.jp

		111				南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		minami@med.teikyo-u.ac.jp

		112				向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		mukaiyama@med.teikyo-u.ac.jp

		113				河野　純一 コウノ ジュンイチ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		jun-k@med.teikyo-u.ac.jp

		114				峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ		024-547-1360		hiromine@fmu.ac.jp

		115				岩田　真弥 イワ タ マヤ		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ		0250-22-4711		dg.iwannn@gmail.com

		116				坂元　和宏 サカモト カズヒロ		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ		0229-23-3311		ksakamoto-och@h-osaki.jp

		117				遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-6029-2617		17v.yoshi@ezweb.ne.jp

		118				阿部　恵 アベ メグミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		090-2985-4394		m_may20@icloud.com

		119				千葉　杏璃 チバ アン リ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-1858-2851		1986.minnie.321@gmail.com

		120				長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-734-2171		mayfair.austin7@gmail.com

		121				大川　明日香 オオカワ アスカ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-1652-4651		adumi.bwm-rcbf.03ab04@docomo.ne.jp

		122				木村　未佳 キムラ ミ カ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		090-8612-7069		s0321._.mi8024@ezweb.ne.jp

		123				金子　由香 カネコ ユカ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1081-7159		yukappe02140424@gmail.com

		124				渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ		025-266-5111		aki-wata@niigata-cc.jp

		125				小島　貴 コジマ タカシ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		teikoji@med.teikyo-u.ac.jp

		126				赤嶺　亮 アカミネ トオル		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		akamine@med.teikyo-u.ac.jp

		127				箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ		024-547-1276		paco@fmu.ac.jp

		128				小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		0238-46-5000		takanobu.kojimahara@okitama-hp.or.jp		1

		129				佐藤　みつ子 サトウ コ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC		024-547-1111		mik@fmu.ac.jp

		130		11.8		小島　啓子 コジマ ケイコ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0172-39-5330		k-kojima@hirosaki-u.ac.jp

		131				井出　佳宏 イデ ヨシヒロ		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師		0234-26-2001		ideyosi@icloud.com

		132				髙橋　良子 タカハシ リョウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4888-5356		ryoko29643208@ezweb.ne.jp

		133				遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師		024-547-1290		yenyen@fmu.ac.jp

		134				安部　いずみ アベ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7060-6876		pora_i@yahoo.co.jp

		135				泉　瑠美 イズミ ルミ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1218-0862		duffy_micky_disneysea@yahoo.co.jp

		136				目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ		0176-23-5121		metoki@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp

		137				蛯名　千絵 エビナ チエ		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0176-53-2161		chieebina@gmail.com

		138				佐藤　基子 サトウ モトコ		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC		024-547-1771		moto-108@fmu.ac.jp

		139				笹原　由理子 ササハラ ユリコ		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師		023-685-2626		yurito@ypch.gr.jp

		140				成田　久美子 ナリタ クミコ		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0186-52-3131		naganonookumi@gmail.com

		141				高村　佳緒里 タカムラ カオリ		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師		025-227-2098		takamura@med.niigata-u.ac.jp

		142				柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-522-7711		apple.2424a@gmail.com

		143				鈴木　麗美 スズキ レイミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-8203-4113		bell-tree013@docomo.ne.jp

		144				猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-6550-1984		osaru1020@gmail.com

		145				辻　眞理子 ツジ マリコ		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-3979-1980		tujimari198146@gmail.com

		146				斉藤　毅 サイトウ ツヨシ		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師		048-852-1111		tsaito893@gmail.com

		147				杉間　海斗 スギマ カイ ト		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1979-7465		kkk.onepiece@i.softbank.jp

		148				後藤　理恵 ゴトウ リエ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7208-0673		riegoto.dq9@nuh.niigata-u.ac.jp

		149				甲斐　あずさ カイ		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC		096-373-5643		a-kai@jimu.kumamoto-u.ac.jp

		150				佐々木　美紀 ササキ ミキ		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0176-28-3523		miki-0710@mopera.net

		151				内城　孝之 ウチ シロ タカユキ		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		takayuki-uchijyou@miyagi-pho.jp

		152				安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		022-290-8850		k-yasuda@tohoku-mpu.ac.jp

		153		11.9		佐藤　孝之 サトウ タカユキ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4677-2748		takayuki_sato@keio.jp

		154				打矢　和子 ウチヤ カズコ		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ		090-5183-4902		m1503@std.rcakita.ac.jp

		155				池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-227-2695		chikeg@med.niigata-u.ac.jp

		156				櫻田　尚子 サクラダ ショウコ		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		090-7838-1528		maxsakura@ric.hi-ho.ne.jp

		157				奥津　美穂 オクツ ミホ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1290		m-okutsu@fmu.ac.jp

		158				矢作　美晴 ヤハギ ミハル		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム		023-628-5296		yahagi_m@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

		159				亀井　陽子 カメイ ヨウコ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		048-852-1111		yoko.555.kmi.ph@gmail.com

		160				安田　有理 ヤスダ ユウリ		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン		0225-21-7220		EZJ04625@nifty.com

		161		11.1		峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-488-0255		toooo0117@gmail.com

		162				笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-223-6161		sasahiro@med.niigata-u.ac.jp

		163				高川　佳明 タカカワ ヨシアキ		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師		080-1081-0374		yoshiaki.takagawa@rad.med.keio.ac.jp

		164				阿部　光展 アベ コウ テン		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		abemit@ypch.gr.jp

		165				小林　拓史 コバヤシ タク シ		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		024-934-5322		hiroshi_kobayashi_nhm@outlook.jp

		166				鈴木　麻友美 スズキ マユミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		023-633-1122		1120topaz@gmail.com

		167				福島　大造 フクシマ ダイゾウ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師		070-5621-3062		daizofk@yahoo.ne.jp

		168				加茂　矩士 カモ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師		024-547-1290		k0810@fmu.ac.jp

		169				高畑　英智 タカハタ ヒデトモ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		takahata_h_8nohe@yahoo.co.jp

		170				沼澤　早紀 ヌマザワ サキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		malulani_0515_m_12@yahoo.co.jp

		171				髙橋　美咲 タカハシ ミサキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		m-takahashi@biglobe.jp

		172				石川　祐子 イシカワ ユウコ		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ		022-717-7165		yuko.ishikawa.a8@tohoku.ac.jp

		173				八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-734-2171		yyagi84@gmail.com

		174				堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-2605		natsuehori.ff6@nuh.niigata-u.ac.jp

		175				木村　哲 キムラ サトシ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師		090-4556-8258		koala@fmu.ac.jp

		176		11.11		髙橋　久美子 タカハシ クミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2274-3844		mayumasa3105@gmail.com

		177				鈴木　美那子 スズキ ミナコ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5574-6604		minako-s@keio.jp

		178				草刈　悟 クサカリ サトル		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-7053-0507		kusakari@keio.jp

		179				鈴木　一生 スズキ イッセイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4069-0664		k.suzuki@z3.keio.jp

		180				大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		070-5011-6134		okado621424@keio.jp

		181				中島　清聖 ナカジマ セイ セイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1304-6317		kiyora-n@keio.jp

		182				辻村　葵 ツジムラ アオイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-7330-2563		a.tsujimura@keio.jp

		183				櫻井　真由美 サクライ マユミ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4021-3055		m-sakurai@keio.jp

		184				阿部　時也 アベ トキ ナリ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-5363-3764		tokiya.abe@keio.jp

		185				今井　洋介 イマイ ヨウスケ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師		025-266-5111		yosuke090342@gmail.com

		186				永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師		024-932-0503		kenji.nagata@mt.strins.or.jp

		187				髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2848-7400		yuuu252539@gmail.com

		188				藤生　浩一 フジ セイ コウイチ		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師		024-934-5322		koichifujiu@hotmail.com

		189				宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師		024-934-5322		h.munechika@mt.strins.or.jp

		190				阿部　ゆき アベ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師		018-884-6215		yuki-a@gipc.akita-u.ac.jp

		191				高井　良尋 タカイ ヨ ジン		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		090-2885-2546		y-takai@hirosaki-u.ac.jp

		192				巖田　麻紀 ガン タ マキ		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-2232-0714		iwata-maki@keio.jp

		193				鈴木　敏文 スズキ トシフミ		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ		018-833-1122		hobu@meiwakai.or.jp

		194				小友　香奈子 オトモ カナコ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0172-33-5111		k225@hirosaki-u.ac.jp

		195				鈴木　信康 スズキ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		090-2606-2619		nobuyasu2127@gmail.com

		196				渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5834-9603		ew1209bsk@gmail.com

		197				阿部　晃子 アベ アキコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1107-5317		multivitamin.1028@gmail.com

		198		11.12		高木　友幸 タカギ トモユキ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-33-1551		gaomulabotech6843@ac.auone-net.jp

		199				鈴木　聡子 スズキ サトコ		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ		080-5556-7096		satoling@ont.ne.jp

		200				畔上　公子 アゼガミ キミコ		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-266-5111		ki.azegami@gmail.com

		201				木下　香澄 キノシタ カスミ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2907-1012		orange.kon.12@gmail.com

		202				永橋　孝之 ナガハシ タカユキ		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師		080-1696-9681		nagahashi125@gmail.com

		203				阿部　富美子 アベ フミコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ		024-547-1777		fabe@fmu.ac.jp

		204				下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ		090-4424-8474		tango.iij@gmail.com

		205				井田　道子 イダ ミチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		CanonRockPlayer@yahoo.co.jp

		206				佐藤　沙知子 サトウ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		s-sato.0719@saitama-med.jrc.or.jp

		207				古内　容子 フルウチ ヨウコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ		024-547-1771		furu0912@fmu.ac.jp

		208				山岸　均 ヤマギシ ヒトシ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		karinto1235@gmail.com

		209		11.15		園部　里美 ソノベ サトミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-0354		kanezukanii@gmail.com

		210				塗谷　智子 ヌリヤ トモコ		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		017-726-8111		nuriya_1704@med.pref.aomori.jp

		211				和田　瑞季 ワダ ミズ キ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-5735-6356		1619441s@gmail.com

		212				佐藤　まり子 サトウ コ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		024-934-5322		s_mariko@hirosaki-u.ac.jp

		213				水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1269-0425		min.0905ko@gmail.com

		214				佐藤　順二 サトウ ジュンジ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7060-5137		oldnowbower@384.jp

		215				工藤　真実 クドウ シンジツ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4478-6478		dallermiboo@yahoo.co.jp

		216				川口　宏美 カワグチ ヒロミ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-844-7187		hiro1877kawa3986@gmail.com

		217				船橋　幸子 フナバシ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		funa.sa.1212@gmail.com

		218				松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1284-9964		nalc-naoh@outlook.jp

		219				成井　貴 ナルイ タカシ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師		080-1667-3004		naruitamd@gmail.com

		220				加藤　由起子 カトウ ユ キ コ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-0354		mappy.haruru@gmail.com

		221				髙山　香名子 タカヤマ カナコ		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ		070-5451-5868		kanaproton@gmail.com

		222				佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-2362-1177		sa10-10rina.726@docomo.ne.jp

		223				赤塚　祐子 アカツカ ユウコ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-934-5322		y.akatsuka@mt.strins.or.jp

		224				永澤　真矢 ナガサワ マヤ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-1810-7207		nagasawa@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		225				秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-6123-6481		zooomin0706@gmail.com

		226		11.16		齋藤　栄美子 サイトウ エミコ		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ		024-547-1085		semiko@fmu.ac.jp

		227				波多野　千津子 ハタノ チヅコ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-266-5161		hatano@niigata-cc.jp

		228				加藤　法男 カトウ ノリオ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0258-28-3600		kiazme@nct9.ne.jp

		229				里吉　梨香 サトヨシ リカ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師		018-829-5000		rika_satoyoshi@akita-med.jrc.or.jp

		230				大山　友紀 オオヤマ ユキ		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		　yuki-ooyama@miyagi-pho.jp

		231				福眞　春美 フク シン ハルミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		0172-34-3002		nakoshi@ruby.plala.or.jp

		232				加納　宣康 カノウ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		080-1139-8825		nkano@alpha.ocn.ne.jp

		233				佐々木　公子 ササキ キミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-7245-4700		spbs84a9@chive.ocn.ne.jp

		234		11.17		島　真央 シマ マオ		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-7337-0073		mao-shima@miyagi-pho.jp

		235				小林　正悟 コバヤシ ショウゴ		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師		024-547-1437		shogo@fmu.ac.jp

		236				古舘　美佳 フルタテ ミカ		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7933-6235		mika-furudate@pref.iwate.jp

		237				勝山　里佳 カツヤマ リカ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-266-5111		rhms35891_yknne_ank@icloud.com

		238				大杉　純 オオスギ ジュン		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師		090-5353-0270		josugi88@gmail.com

		239				小川　拓洋 オガワ タク ヨウ		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0178-46-0992		kk157ll1500pp0580@gmail.com

		240		11.18		石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム		048-852-1168		genome@saitama-med.jrc.or.jp

		241				林　学 ハヤシ マナブ		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師		024-547-1202		m884884@fmu.ac.jp

		242				山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		080-5572-1670		yama08@nihonkai-hos.jp

		243				大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-266-5111		rumika@niigata-cc.jp

		244				窪田　和雄 クボタ カズオ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師		090-5183-6001		kkubota@cpost.plala.or.jp

		245				滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-983-5511		hoshi_kensa@hoshipital.jp

		246				金子　章江 カネコ アキエ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		mt-path@okitama-hp.or.jp

		247				小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師		0238-46-5000		kozawa@okitama-hp.or.jp

		248				奥沢　悦子 オクサワ エツコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		etsu.jf7fhb@docomo.ne.jp

		249		11.19		植木　美幸 ウエキ ミユキ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		ueki-mi283@miyagi-pho.jp

		250				本間　慶一 ホンマ ケイイチ		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ				hommake@sbthp.jp

		251				髙橋　まや タカハシ		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ		018-823-4171		mayamasa414@yahoo.co.jp

		252				佐藤　睦子 サトウ ムツコ		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ		024-934-5718		mutsukosato4411@nifty.com

		253				後藤　多恵子 ゴトウ タエコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-717-7056		taeko0410@med.tohoku.ac.jp

		254				鈴木　理紗子 スズキ リサコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-717-7056		risuzuki@hosp.tohoku.ac.jp

		255				橋本　淳史 ハシモト アツシ		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン		025-368-9337		ashlivex@med.niigata-u.ac.jp

		256				齋藤　真帆 サイトウ マホ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		sakai.ma12345@gmail.com

		257				熊谷　直記 クマガイ ナオキ		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム		019-613-7111		naoki.kumagai@j.iwate-med.ac.jp

		258				山下　千草 ヤマシタ チグサ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-7772		c-yamashita@hosp.tohoku.ac.jp

		259				渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-534-6101		kbvsd708@ybb.ne.jp

		260		11.22		𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		ytakashi@med.id.yamagata-u.ac.jp

		261				大竹　仁子 オオタケ ジンコ		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4310-4574		jinjin.0521@gmail.com

		262				佐藤　温 サトウ オン		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ		0172-39-5345		sato1151@hirosaki-u.ac.jp

		263				斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6680-7725		maimaimaikon@icloud.com

		264				甲地　泰子 コウ チ ヤスコ		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ		090-2277-8823		yasuko.taoaka.4245@gmail.com

		265				松山　純子 マツヤマ ジュンコ		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ		0223-23-3151		jmatsuya@minamitohoku.jp

		266				三木　康宏 ミキ ヤスヒロ		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ		022-717-8050		miki@patholo2.med.tohoku.ac.jp

		267				小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW		0178-33-1551		renkei@aomorih.johas.go.jp

		268				服部　豊 ハットリ ユタカ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-4041-5075		progres@palette.plala.or.jp

		269				喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ		024-547-1165		e4g63@fmu.ac.jp

		270				西川　真央 ニシカワ マオ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ		080-3488-8348		m.nishikawa89@gmail.com

		271				木村　亮介 キムラ リョウスケ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ		090-9820-5046		ryosuke.k1985@gmail.com

		272				佐々木　洸太 ササキ コウタ		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師		017-757-8750		k-sasaki@yushinkai.jp

		273				本多　つよし ホンダ		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師		090-3501-0752		boo.honda@gmail.com

		274				南　優子 ミナミ ユウコ		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師		043-245-8807		yuco754@icloud.com

		275				富田　美香 トミタ ミカ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム		048-852-1111		chiken.jim2@saitama-med.jrc.or.jp

		276				福井　愛純 フクイ アイ ジュン		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC		080-2171-5870		fukui.azumi643@eps.co.jp

		277		11.24		澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		my-sawahashi@nifty.com

		278				大西　彩子 オオニシ アヤコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1822-4249		ooayandante.saran.sj@gmail.com

		279				丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5591-5997		ambulance-73@docomo.ne.jp

		280				山田　隆志 ヤマダ タカシ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0258-28-3600		taka_takashiyama2003@yahoo.co.jp

		281				緒形　真也 オガタ シンヤ		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		023-685-2626		siogata@ypch.gr.jp

		282				小林　弘実 コバヤシ ヒロミ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-8315-6170		kbhr5858@gmail.com

		283				船橋　光政 フナバシ ミツマサ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		funabashi.mitsumasa@saitama-pho.jp

		284				遠藤　恵子 エンドウ ケイコ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		03-5363-3844		ayako.harada@adst.keio.ac.jp

		285				竹内　美華 タケウチ ビ ハナ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		takeuchi-mi245@miyagi-pho.jp

		286				梅原　さや香 ウメハラ カオリ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師		080-1814-5548		ume_pon1103@yahoo.co.jp

		287				矢矧　みどり ヤビキ		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師		023-625-5555		midotin@ezweb.ne.jp

		288				松田　裕美 マツダ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		023-635-5104		pyunpyun1.0916@gmail.com

		289				岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-8050		e-iwabuchi@med.tohoku.ac.jp

		290				豊田　さと子 トヨタ コ		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC		090-9530-6225		sato1977march10@gmail.com

		291				鈴木　訓史 スズキ クン シ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-293-1111		suzu_no81@yahoo.co.jp

		292				海老名　明美 エビナ アケミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ		0172-34-3002		ebina2203@yahoo.co.jp

		293				奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師		018-801-7510		yokuda@med.akita-u.ac.jp

		294				村越　真人 ムラコシ マナト		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		080-1082-5620		dustychair3417@gmail.com

		295				松倉　節子 マツクラ セツコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		matunene_8_02_0509@yahoo.co.jp

		296				濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		h-miki@fmu.ac.jp

		297				小原　令子 オバラ レイコ		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン		0438-36-1071		yfe00914@nifty.com

		298				夛田　耕一 タダ コウイチ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-625-5555		ko.tada-30-01@docomo.ne.jp 

		299				成澤　瑠美 ナルサワ ルミ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-625-5555		te7.n.r.kaiya@gmail.com

		300				橋本　幸子 ハシモト サチコ		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ		090-3139-9747		shashi@nagaoka.jrc.or.jp

		301				佐藤　ルミ子 サトウ コ		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0237-73-3131		satorum@pref.yamagata.jp

		302		11.26		田村　優子		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師		080-5454-9676		kairiyuma.tam@outlook.com

		303				三富　弘子 ミトミ ヒロコ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-290-7421		hrknokorochan@yahoo.co.jp

		304				山田　仁 ヤマダ ジン		福島県立医科大学整形外科学講座		医師		024-547-1276		hyamada@fmu.ac.jp

		305				大貫　真依 オオヌキ マイ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC		070-3935-0040		onuki.mai391@eps.co.jp

		306				春木　恵 ハルキ メグミ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC		0438-36-1071		crc3@kc-hosp.or.jp

		307				常盤　かおり トキワ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-8738-8821		kanaboon4433@gmail.com

		308				岡部　隆一 オカベ リュウイチ		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師		0258-35-3700		ryuent0129@yahoo.co.jp

		309				渡辺　剛 ワタナベ ゴウ		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師		018-884-6215		gowata@med.akita-u.ac.jp

		310				平野　昌代 ヒラノ マサヨ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4942-0871		masayoyuzu@yahoo.co.jp

		311				栗原　誠 クリハラ マコト		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ		022-275-1111		him@tohokuh.johas.go.jp

		312				三浦　孝之 ミウラ タカユキ		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ		022-717-7205		takayuki-m@surg.med.tohoku.ac.jp

		313				海保　隆 カイホ タカシ		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師		0438-36-1071		kaikai05hot16@gmail.com

		314				菊地　瞳 キクチ ヒトミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		pretty-pito@ezweb.ne.jp

		315				田中　幸子 タナカ サチコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		ycuibinpg@icloud.com

		316				髙橋　晴美 タカハシ ハルミ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0438-36-1071		harup4@ybb.ne.jp

		317				福原　達朗 フクハラ タツロウ		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師		022-384-5151		fukuhara-tatsuro@miyagi-pho.jp

		318				長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師		090-5189-2065		iniy.hase6@gmail.com

		319				関　義信 セキ ヨシノブ		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師		025-777-3200		y-seki@med.niigata-u.ac.jp

		320		11.29		吉田　真弓 ヨシダ マユミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		mayucox.615@docomo.ne.jp

		321				後藤　恵 ゴトウ メグミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1821-9265		the-extra-terrestrial.0529@softbank.ne.jp

		322				佐藤　雄大 サトウ ユウダイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		080-2165-0521		pudaicon@gmail.com

		323				伊藤　沙恵 イトウ サエ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6120-7930		saepoyo_1211@yahoo.co.jp

		324				長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-281-5151		marguerite.0903@icloud.com

		325				武藤　浩司 ムトウ コウジ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-281-5151		kyo610m@yahoo.co.jp

		326				金子　基子 カネコ モトコ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		023-633-1122		mkaneko.0106@med.id.yamagata-u.ac.jp

		327				藤野　綾香 フジノ アヤカ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC		0438-36-1071		crc@kc-hosp.or.jp

		328				大城　真里 オオシロ マリ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-1769-0844		mari.hasegawa@adst.keio.ac.jp

		329				三浦　一穂 ミウラ カズホ		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		019-613-7111		kazuho.miura32@gmail.com

		330				高野　忠夫 タカノ タダオ		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師		022-717-7122		ttakano@med.tohoku.ac.jp

		331				鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-9147-6126		apgj3@icloud.com

		332				稲田　有花 イナダ ユウハナ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-8088-5723		yuukainada0725@gmail.com

		333				莪山　叶実 ヤマ カナ ミ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-2567-6358		green1933gym@docomo.ne.jp

		334				田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		023-635-5121		s-tanaka@med.id.yamagata-u.ac.jp

		335				深谷　保男 フカヤ ヤスオ		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師		090-4043-8909		profyacchan@icloud.com

		336				小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0242-75-2899		m-koji@fmu.ac.jp		1

		337				長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3984-3958		himemari-361444@ezweb.ne.jp

		338				柴田　純子 シバタ ジュンコ		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		090-2607-5069		manamao_shiba@yahoo.co.jp

		339				武田　こずえ タケダ		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-7075-3574		kozue-kozue@ceres.ocn.ne.jp		1

		340				鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師		024-934-5322		saginoya999@icloud.com

		341				六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ		080-1849-6326		masahiro.rokugo.e2@tohoku.ac.jp

		342				村松　萌 ムラマツ モエ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1165		moe-m@fmu.ac.jp

		343		11.3		星野　愛美 ホシノ アイ ミ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC		080-9533-1362		hoshino.aimi552@eps.co.jp

		344				箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-3191-8514		sena-box14-8819@i.softbank.jp

		345				森合　博一 モリアイ ヒロカズ		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0248-75-3111		woodsfit@yahoo.co.jp

		346				中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-5739-5109		papapapaaaan4@au.com

		347				片岡　史弥 カタオカ フミヤ		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師		080-2402-0673		a9mb1039@yahoo.co.jp

		348				海法　道子 カイ ホウ ミチコ		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師		090-4042-7329		sakumichi3306@gmail.com

		349		12.1		石清水　美央 イワシミズ ミオ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-9536-5953		black-cat-08-20@docomo.ne.jp

		350				小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		024-547-1165		yasu-ko@fmu.ac.jp

		351				清水　孝規 シミズ タカノリ		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師		022-717-7063		takanori_432@yahoo.co.jp

		352				山田　匠希 ヤマダ ショウ キ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		024-547-1165		ya-shoki@fmu.ac.jp

		353				関　有貴 セキ ユキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-6059-4423		2yu4ri5ha@gmail.com

		354				小清水　浩子 コシミズ ヒロコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		himita.8@gmail.com

		355				伊藤　和彦 イトウ カズヒコ		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		025-281-5151		itokazuhiko2002@yahoo.co.jp

		356				白石　真由美 シライシ マユミ		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ		0438-36-1071		m.shiraishi@kc-hosp.or.jp

		357				堀米　明美 ホリゴメ アケミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-1062-5942		kerokko1003@icloud.com

		358				一条　あゆみ イチジョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		ayu@fmu.ac.jp

		359		12.2		松長　夢子 マツナガ ユメコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		yumepea68@gmail.com

		360				稲葉　英恵 イナバ ハナエ		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1812-6447		hanae.inaba.b3@tohoku.ac.jp

		361				長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-9751-8747		yui.ai.2012.09.28@docomo.ne.jp

		362				佐藤　詠子 サトウ エイコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		utako330@fmu.ac.jp

		363				五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		gnhnrk@lapis.plala.or.jp

		364		12.3		遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		reboot.pooler.88@gmail.com

		365				加井　丈治 カイ ジョウジ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		desksrood@yahoo.co.jp

		366				村越　政仁 ムラコシ セイ ジン		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		murako@fmu.ac.jp

		367				深見　伸一 フカミ シンイチ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師		080-5336-6608		fukashin@fmu.ac.jp

		368				髙橋　詩織 タカハシ シオリ		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		0224-51-5500		shioributachan@gmail.com

		369				髙橋　貴一 タカハシ キイチ		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師		080-1836-8055		kiichi-takahashi@hotmail.co.jp

		370				八木　美菜 ヤギ ミナ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5397-2855		yui-to@joetsu.ne.jp

		371		12.6		菅野　晴夫 カンノ ハルオ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7936-6038		haru1951@fmu.ac.jp

		372				田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師		090-1770-3740		keiichrou522@gmail.com

		373				五十嵐　江美 イガラシ エミ		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師		022-717-7262		emi.igarashi.d6@tohoku.ac.jp

		374				島津　文代 シマヅ フミヨ		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ		070-1148-1064		jakefumi2@gmail.com

		375				佐藤　よしみ サトウ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		022-259-1221		yoshimi-sato@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		376				福田　晃子 フクダ テルコ		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		fukudat@med.teikyo-u.ac.jp

		377				大薄　真由美 オオスキ マユミ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-6450-7310		y2022.y@wind.ocn.ne.jp

		378				白井　直美 シライ ナオミ		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ		0258-28-3600		s-naomi@nagaoka.jrc.or.jp

		379				佐々木　理恵子 ササキ リエコ		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-925-1188		sasaki59714@ohta-hp.or.jp

		380				岩崎　真梨子 イワサキ マリコ		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ		080-4376-1736		mariko.Iwasaki@ge.com

		381		12.7		岡　佑香 オカ ユウ カオリ		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		090-3130-7129		y-oka@fmu.ac.jp

		382				千坂　あゆみ チサカ		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム		090-9533-4330		starsac39@yahoo.co.jp

		383				山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師		022-717-8539		yamitsu@med.tohoku.ac.jp

		384				髙橋　充 タカハシ ジュウ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-8539		mitsu.takahashi.a2@tohoku.ac.jp

		385				伊藤　結貴 イトウ ユキ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		018-884-6283		ytezu1936@hos.akita-u.ac.jp

		386				田口　郁子 タグチ イクコ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		018-884-6283		ikuko-taguchi@hos.akita-u.ac.jp

		387		12.8		村井　尚美 ムライ ナオミ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC		080-2332-9752		murai.naomi689@eps.co.jp

		388				五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ		080-1831-4502		garasi_fiftystorm@yahoo.co.jp

		389				林　直美 ハヤシ ナオミ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC		048-852-1111		chiken.crc1@saitama-med.jrc.or.jp

		390				生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0798-40-3373		kimikotama@yahoo.ne.jp

		391				飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-1657-9563		yuka_yukarin0929@yahoo.co.jp

		392		12.9		中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ				star.rabbit0710@gmail.com

		393				宮野　紀子 ミヤノ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		m_nori7@yahoo.co.jp

		394				渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		smdyf589@yahoo.co.jp

		395				打波　宇 ウ ナミ ウ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師		018-884-6126		huchi@gipc.akita-u.ac.jp

		396		12.1		本多　通孝 ホンダ ミチタカ		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		080-9555-6384		mhonda1017@gmail.com

		397				畦元　亮作 アゼ モト リョウサク		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ		0438-36-1071		jzf00535@nifty.com

		398				齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師		0172-39-5346		saito.ken@hirosaki-u.ac.jp

		399				丸山　真紀子 マルヤマ マキコ		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3228-7933		makiikoa@gmail.com

		400				高杉　かおり タカスギ		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師		090-4636-5766		kabocha@muse.ocn.ne.jp

		401				西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師		0178-331551		nishiya@jomon.ne.jp

		402		12.13		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		024-934-5330		khirose@hirosaki-u.ac.jp

		403				岩田　敏代 イワタ トシヨ		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC		072-683-1221		toshiyo.iwata@ompu.ac.jp

		404				原田　成美 ハラダ ナルミ		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ		090-2979-0610		n.harada@med.tohoku.ac.jp

		405		12.14		山口　千里 ヤマグチ センリ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		ychisato@fmu.ac.jp

						村上　昌雄 ムラカミ マサオ		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師		024-934-3888		mmuraka2013@gmail.com

						氏家　由起子 ウジイエ ユキコ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		024-547-1085		yukikouj@fmu.ac.jp

				12.16		野坂　知加 ノサカ チ カ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-726-8275		akensaa1414@gmail.com
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発表用 (最終版)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ																														東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ																		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		1		弘前大学医学部附属病院		9		4		0		2		3																		1		山形大学医学部附属病院 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン		33		3		2		27		1

		2		青森労災病院 アオモリ ロウサイ ビョウイン		9		1		0		7		1		411																2		公立置賜総合病院 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン		7		2		0		1		4

		3		青森市民病院 アオモリシミン ビョウイン		5		2		0		0		3																		3		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン		5		0		0		0		5

		4		八戸市立市民病院 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン		5		0		1		0		4																		4		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		3		2		0		0		1

		5		青森労災病院 アオモリ ロウサイ ビョウイン		4		0		0		2		2																		5		山形市立病院済生館 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン		3		0		0		0		3

		6		青森県立中央病院 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		3		0		0		1		2																		6		山形大学医学部 ヤマガタダイガク イガクブ		2		1		0		0		1

		7		黒石厚生病院 クロイシ コウセイ ビョウイン		2		0		2		0		0																		7		山形県立中央病院 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		8		八戸市立市民病院 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン		2		1		0		0		1																		8		北村山公立病院 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン		2		0		2		0		0

		9		青森新都市病院 アオモリ シントシ ビョウイン		2		2		0		0		0																		9		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		0		1

		10		弘前市立病院 ヒロサキ シリツ ビョウイン		2		0		0		1		1																		10		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		2		1		0		1		0

		11		三沢市立三沢病院 ミサワシリツ ミサワビョウイン		2		0		0		2		0																				【山形県：10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		12		十和田市立中央病院 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0																		1		福島県立医科大学 フクシマケンリツイカダイガク		22		19		0		0		3

		13		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		1		1		0		0		0																		2		福島県立医科大学附属病院 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン		22		3		3		5		11

				【青森県：13機関】 アオモリケン キカン		48		12		3		16		17																		3		星総合病院 ホシソウゴウビョウイン		3		0		1		1		1

		1		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		3		1		0		1		1																		4		太田熱海病院 オオタ アタミ ビョウイン		2		0		2		0		0

		2		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		2		0		0		2		0																		5		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		1		1		0		0		0

		3		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		1		1		0		0		0																		6		北福島医療センター キタ フクシマ イリョウ		1		0		1		0		0

		4		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		1		0		0		1		0																		7		南東北第二病院 ミナミトウホク ダイニビョウイン		1		1		0		0		0

		5		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0																		8		福島赤十字病院 フクシマ セキジュウジ ビョウイン		1		0		1		0		0

				【岩手県：5機関】 イワテ ケン キカン		8		2		0		5		1																		9		いわき市医療センター シ イリョウ		1		1		0		0		0

		1		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		25		20		0		0		5																		10		公立岩瀬病院 コウリツ イワセビョウイン		1		0		0		0		1

		2		東北大学病院 トウホクダイガク ビョウイン		18		8		3		2		5																		11		太田西ノ内病院 オオタ ニシ ウチビョウイン		1		0		0		0		1

		3		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		9		2		0		2		5																				【福島県：11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		4		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		7		1		0		0		6																		1		新潟県立がんセンター ニイガタケンリツ		17		8		2		4		3

		5		東北医科薬科大学病院 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン		5		1		1		2		1																		2		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		11		1		7		3		0

		6		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		3		0		0		1		2																		3		新潟大学医歯学総合病院 ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン		8		0		1		5		2

		7		大崎市民病院 オオサキシミンビョウイン		3		1		0		1		1																		4		長岡赤十字病院 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン		6		0		0		2		4

		8		仙台医療センター センダイ イリョウ		2		0		2		0		0																		5		佐渡総合病院 サド ソウゴウビョウイン		4		0		0		4		0

		9		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		2		0		0		0		2																		6		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		2		2		0		0		0

		10		東北大学医学部 トウホクダイガク イガクブ		1		1		0		0		0																		7		長岡中央総合病院 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		11		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		1		1		0		0		0																		8		新潟県立中央病院 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン		2		0		0		0		2

		12		公立黒川病院 コウリツ クロカワ ビョウイン		1		1		0		0		0																		9		下越病院 カエツ ビョウイン		2		1		0		0		1

		13		仙台オープン病院 センダイ ビョウイン		1		1		0		0		0																		10		新潟大学医学部 ニイガタダイガク イガクブ		1		1		0		0		0

		14		東北公済病院 トウホク コウ サイ ビョウイン		1		1		0		0		0																		11		新潟県立十日町病院 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン		1		0		0		1		0

		15		石巻市立病院 イシノマキ シリツ ビョウイン		1		0		0		1		0																		12		NHO新潟病院 ニイガタビョウイン		1		1		0		0		0

		16		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		1		0		1		0		0																		13		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1		1		0		0		0

		17		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		1		0		1		0		0																		14		魚沼基幹病院 サカナヌマ キカンビョウイン		1		1		0		0		0

		18		みやぎ県南中核病院 ケンナンチュウカクビョウイン		1		0		1		0		0																				【新潟県：14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

				【宮城県：18機関】 ミヤギ ケン キカン		83		38		9		9		27																		1		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		15		2		2		0		11

		1		秋田大学医学部附属病院 アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン		6		1		0		3		2																		2		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		12		0		0		0		12

		2		秋田赤十字病院 アキタセキジュウジビョウイン		5		3		0		0		2																		3		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		9		0		0		0		9

		3		市立秋田総合病院 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウインゲカ		5		5		0		0		0																		4		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		8		2		0		3		3

		4		由利組合総合病院 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン		4		1		0		3		0																		5		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		7		0		0		0		7

		5		秋田大学医学部 アキタダイガク イガクブ		3		3		0		0		0																		6		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		4		0		0		0		4

		6		市立横手病院 シリツ ヨコテ ビョウイン		1		1		0		0		0																		7		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		2		0		0		0		2

		7		秋田労災病院 アキタ ロウサイビョウイン		1		0		0		1		0																		8		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		1		0		0		0		1

		8		中通総合病院 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン		1		1		0		0		0																		9		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		1		0		1		0		0

		9		北秋田市民病院 キタアキタ シミンビョウイン		1		0		0		1		0																		10		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		1		0		0		1		0

				【秋田県：9機関】 アキタ ケン キカン		27		15		0		8		4																		11		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0

		1		山形大学医学部附属病院 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン		33		3		2		27		1																		12		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		1		1		0		0		0

		2		公立置賜総合病院 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン		7		2		0		1		4																		13		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		1		0		0		0		1

		3		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン		5		0		0		0		5																		14		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		1		0		0		0		1

		4		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		3		2		0		0		1																		15		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		1		0		0		0		1

		5		山形市立病院済生館 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン		3		0		0		0		3																		16		あすなろ薬局 ヤッキョク		1		0		0		1		0

		6		山形大学医学部 ヤマガタダイガク イガクブ		2		1		0		0		1																		17		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		1		0		0		0		1

		7		山形県立中央病院 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		1		0																		18		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		1		0		0		0		1

		8		北村山公立病院 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン		2		0		2		0		0																		19		くるみ薬局 ヤッキョク		1		0		1		0		0

		9		山形県立中央病院 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン		2		1		0		0		1																				【東北以外：19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

		10		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		2		1		0		1		0																				総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		125		38		100		148

				【山形県：10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		1		福島県立医科大学 フクシマケンリツイカダイガク		22		19		0		0		3																						656

		2		福島県立医科大学附属病院 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン		22		3		3		5		11

		3		星総合病院 ホシソウゴウビョウイン		3		0		1		1		1

		4		太田熱海病院 オオタ アタミ ビョウイン		2		0		2		0		0

		5		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		1		1		0		0		0

		6		北福島医療センター キタ フクシマ イリョウ		1		0		1		0		0

		7		南東北第二病院 ミナミトウホク ダイニビョウイン		1		1		0		0		0

		8		福島赤十字病院 フクシマ セキジュウジ ビョウイン		1		0		1		0		0

		9		いわき市医療センター シ イリョウ		1		1		0		0		0

		10		公立岩瀬病院 コウリツ イワセビョウイン		1		0		0		0		1

		11		太田西ノ内病院 オオタ ニシ ウチビョウイン		1		0		0		0		1

				【福島県：11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		1		新潟県立がんセンター ニイガタケンリツ		17		8		2		4		3

		2		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		11		1		7		3		0

		3		新潟大学医歯学総合病院 ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン		8		0		1		5		2

		4		長岡赤十字病院 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン		6		0		0		2		4

		5		佐渡総合病院 サド ソウゴウビョウイン		4		0		0		4		0

		6		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		2		2		0		0		0

		7		長岡中央総合病院 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		2		1		0		1		0

		8		新潟県立中央病院 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン		2		0		0		0		2

		9		下越病院 カエツ ビョウイン		2		1		0		0		1

		10		新潟大学医学部 ニイガタダイガク イガクブ		1		1		0		0		0

		11		新潟県立十日町病院 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン		1		0		0		1		0

		12		NHO新潟病院 ニイガタビョウイン		1		1		0		0		0

		13		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1		1		0		0		0

		14		魚沼基幹病院 サカナヌマ キカンビョウイン		1		1		0		0		0

				【新潟県：14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

		1		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		15		2		2		0		11

		2		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		12		0		0		0		12

		3		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		9		0		0		0		9

		4		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		8		2		0		3		3

		5		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		7		0		0		0		7

		6		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		4		0		0		0		4

		7		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		2		0		0		0		2

		8		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		1		0		0		0		1

		9		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		1		0		1		0		0

		10		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		1		0		0		1		0

		11		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		1		0		0		1		0

		12		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		1		1		0		0		0

		13		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		1		0		0		0		1

		14		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		1		0		0		0		1

		15		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		1		0		0		0		1

		16		あすなろ薬局 ヤッキョク		1		0		0		1		0

		17		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		1		0		0		0		1

		18		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		1		0		0		0		1

		19		くるみ薬局 ヤッキョク		1		0		1		0		0

				【東北以外：19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

				総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		125		38		100		148





作業中

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウ ジュウジ シャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		青森県【13機関】 アオモリケン キカン		48		12		3		16		17

		岩手県【5機関】 イワテ ケン キカン		8		2		0		5		1

		宮城県【18機関】 ミヤギ ケン キカン		83		37		9		10		27

		秋田県【9機関】 アキタ ケン キカン		27		15		0		8		4

		山形県【10機関】 ヤマガタ ケン キカン		61		11		4		30		16

		福島県【11機関】 フクシマ ケン キカン		56		25		8		6		17

		新潟県【14機関】 ニイガタ ケン キカン		59		17		10		20		12

		東北以外【19機関】 トウホクイガイ キカン		69		5		4		6		54

		総合計【総計：99機関】 ソウゴウケイ ソウケイ キカン		411		124		38		101		148





発表用 (3)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		43		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		17		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		20		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		5		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		13		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		24		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		2		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		11		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		12		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		15		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		14		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		7		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		35		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		4		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		18		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		23		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		32		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		9		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		30		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		45		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師

		10		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		22		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		27		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		28		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		33		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		38		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		42		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		3		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		16		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		8		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		26		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		31		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		29		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		37		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		6		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		41		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		34		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		1		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		44		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		19		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		21		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		25		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		36		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		39		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		40		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ





発表用 (2)

		東北大学がんゲノム医療従事者養成web研修会 トウホクダイガク イリョウジュウジシャ ヨウセイ ケンシュウカイ

		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		1		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		2		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		3		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		4		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		5		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		6		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		7		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		8		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		9		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		10		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		11		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		12		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		13		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		14		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		15		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		16		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		17		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		18		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		19		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		20		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		21		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		22		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		23		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		24		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		25		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		26		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		27		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		28		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		29		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		30		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		31		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		32		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		33		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		34		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		35		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		36		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		37		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		38		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		39		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		40		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		41		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		42		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		43		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		44		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		45		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師





Sheet1 (3)

		NO		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		総数 ソウスウ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		その他 タ		氏名 シメイ

		6		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		19		9		3		3		4		鈴木　章史 スズキ ショウ シ

		33		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ												工藤　さくら クドウ

		253		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ												後藤　多恵子 ゴトウ タエコ

		254		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ												鈴木　理紗子 スズキ リサコ

		289		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ

		312		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ												三浦　孝之 ミウラ タカユキ

		330		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師												高野　忠夫 タカノ タダオ

		341		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ												六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ

		347		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師												片岡　史弥 カタオカ フミヤ

		373		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師												五十嵐　江美 イガラシ エミ

		383		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師												山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ

		384		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												髙橋　充 タカハシ ジュウ

		404		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ												原田　成美 ハラダ ナルミ

		360		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												稲葉　英恵 イナバ ハナエ

		258		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山下　千草 ヤマシタ チグサ

		63		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン												渋谷　恵美子 シブヤ エミコ

		172		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ												石川　祐子 イシカワ ユウコ

		351		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師												清水　孝規 シミズ タカノリ

		266		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ												三木　康宏 ミキ ヤスヒロ

		177		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8		鈴木　美那子 スズキ ミナコ

		178		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												草刈　悟 クサカリ サトル

		179		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												鈴木　一生 スズキ イッセイ

		180		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ

		181		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												中島　清聖 ナカジマ セイ セイ

		182		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												辻村　葵 ツジムラ アオイ

		183		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												櫻井　真由美 サクライ マユミ

		184		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												阿部　時也 アベ トキ ナリ

		74		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		43		22		3		4		14		齋藤　元伸 サイトウ モトノブ

		75		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ												坂本　渉 サカモト ワタル

		76		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ												金内　洋一 カナウチ ヨウイチ

		175		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師												木村　哲 キムラ サトシ

		157		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												奥津　美穂 オクツ ミホ

		168		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師												加茂　矩士 カモ

		60		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ												植田　牧子 ウエダ マキコ

		64		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ												松村　勇輝 マツムラ イサム テル

		163		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師												高川　佳明 タカカワ ヨシアキ

		336		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ

		133		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師												遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ

		304		福島県立医科大学整形外科学講座		医師												山田　仁 ヤマダ ジン

		93		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ												武藤　哲史 ムトウ テツシ

		101		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ												川瀬　友貴 カワセ トモ キ

		114		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ												峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ

		269		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ												喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ

		342		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												村松　萌 ムラマツ モエ

		350		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ

		352		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												山田　匠希 ヤマダ ショウ キ

		367		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師												深見　伸一 フカミ シンイチ

		372		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師												田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ

		381		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師												岡　佑香 オカ ユウ カオリ

		127		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ												箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ

		129		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC												佐藤　みつ子 サトウ コ

		138		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC												佐藤　基子 サトウ モトコ

		87		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ												新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ

		50		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大沼　友美 オオヌマ トモミ

		69		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												伊與田　友和 イヨダ トモカズ

		108		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW												菅原　裕 スガワラ ユウ

		203		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ												阿部　富美子 アベ フミコ

		207		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ												古内　容子 フルウチ ヨウコ

		296		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ

		226		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ												齋藤　栄美子 サイトウ エミコ

		358		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												一条　あゆみ イチジョウ

		362		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　詠子 サトウ エイコ

		364		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ

		365		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												加井　丈治 カイ ジョウジ

		366		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												村越　政仁 ムラコシ セイ ジン

		371		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												菅野　晴夫 カンノ ハルオ

		405		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山口　千里 ヤマグチ センリ

				福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												氏家　由起子 ウジイエ ユキコ

		235		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師												小林　正悟 コバヤシ ショウゴ

		241		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師												林　学 ハヤシ マナブ

		26		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		17		8		2		4		3		中川　悟 ナカガワ サトル

		27		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												三富　亜希 ミトミ アキ

		28		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ

		2		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												高野　可赴 タカノ カ フ

		59		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ												塩路　和彦 シオジ カズヒコ

		43		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW												塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ

		34		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ												丸山　聡 マルヤマ サトシ

		84		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												大滝　麻由子 オオタキ マユコ

		47		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ												佐藤　信昭 サトウ ノブアキ

		124		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ												渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ

		96		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												土田　美紀 ツチダ ミキ

		135		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												泉　瑠美 イズミ ルミ

		200		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												畔上　公子 アゼガミ キミコ

		237		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												勝山　里佳 カツヤマ リカ

		185		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師												今井　洋介 イマイ ヨウスケ

		227		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												波多野　千津子 ハタノ チヅコ

		243		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ

		51		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		0		5		武田　和子 タケダ カズコ

		52		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												工藤　紀子 クドウ ノリコ

		53		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ

		54		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												渡邉　いづみ ワタナベ

		55		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ

		5		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		11		3		1		5		2		近藤　英作 コンドウ エイサク

		91		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ												田沼　順一 タヌマ ジュンイチ

		141		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師												高村　佳緒里 タカムラ カオリ

		220		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												加藤　由起子 カトウ ユ キ コ

		255		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン												橋本　淳史 ハシモト アツシ

		147		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												杉間　海斗 スギマ カイ ト

		148		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												後藤　理恵 ゴトウ リエ

		155		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ

		162		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス

		174		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ

		209		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												園部　里美 ソノベ サトミ

		7		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		35		4		2		27		2		鈴木　修平 スズキ シュウヘイ

		8		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												神田　悟 カンダ サトル

		25		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ												今野　亜希湖 コンノ アキ コ

		44		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												佐野　裕美 サノ ヒロミ

		45		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												藤田　亜里沙 フジタ アリサ

		71		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム												鏡　優子 カガミ ユウコ

		81		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												久保田　祐子 クボタ ユウコ

		83		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												鈴木　理恵 スズキ リエ

		100		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												武田　奈津美 タケダ ナツミ

		77		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												加藤　慶子 カトウ ケイコ

		97		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												大宮　澄子 オオミヤ スミコ

		103		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												伊藤　咲 イトウ サキ

		132		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												髙橋　良子 タカハシ リョウコ

		134		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												安部　いずみ アベ

		288		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												松田　裕美 マツダ ヒロミ

		187		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ

		143		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												鈴木　麗美 スズキ レイミ

		144		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ

		196		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ

		197		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												阿部　晃子 アベ アキコ

		161		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ

		166		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												鈴木　麻友美 スズキ マユミ

		349		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												石清水　美央 イワシミズ ミオ

		353		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												関　有貴 セキ ユキ

		214		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												佐藤　順二 サトウ ジュンジ

		215		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												工藤　真実 クドウ シンジツ

		278		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												大西　彩子 オオニシ アヤコ

		334		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ

		326		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												金子　基子 カネコ モトコ

		260		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ

		357		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												堀米　明美 ホリゴメ アケミ

		321		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												後藤　恵 ゴトウ メグミ

		337		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ												長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ

		10		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ												河合　賢朗 カワイ ケン ロウ

		158		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム												矢作　美晴 ヤハギ ミハル

		402		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		25		20		0		0		5		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ

		165		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												小林　拓史 コバヤシ タク シ

		167		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師												福島　大造 フクシマ ダイゾウ

		270		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ												西川　真央 ニシカワ マオ

		271		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ												木村　亮介 キムラ リョウスケ

		188		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師												藤生　浩一 フジ セイ コウイチ

		189		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師												宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ

		191		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師												高井　良尋 タカイ ヨ ジン

		195		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												鈴木　信康 スズキ ノブヤス

		211		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												和田　瑞季 ワダ ミズ キ

		212		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師												佐藤　まり子 サトウ コ

		202		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師												永橋　孝之 ナガハシ タカユキ

		219		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師												成井　貴 ナルイ タカシ

		221		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ												髙山　香名子 タカヤマ カナコ

		222		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ

		223		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												赤塚　祐子 アカツカ ユウコ

		232		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												加納　宣康 カノウ ノブヤス

		238		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師												大杉　純 オオスギ ジュン

		244		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師												窪田　和雄 クボタ カズオ

		252		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ												佐藤　睦子 サトウ ムツコ

		265		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ												松山　純子 マツヤマ ジュンコ

		286		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師												梅原　さや香 ウメハラ カオリ

		335		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師												深谷　保男 フカヤ ヤスオ

		340		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師												鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ

		396		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師												本多　通孝 ホンダ ミチタカ

		68		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		2		0		2		5		佐山　幸 サヤマ サチ

		151		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												内城　孝之 ウチ シロ タカユキ

		230		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大山　友紀 オオヤマ ユキ

		234		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												島　真央 シマ マオ

		249		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												植木　美幸 ウエキ ミユキ

		348		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師												海法　道子 カイ ホウ ミチコ

		285		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												竹内　美華 タケウチ ビ ハナ

		317		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師												福原　達朗 フクハラ タツロウ

		377		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大薄　真由美 オオスキ マユミ

		86		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		15		2		2		0		11		宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ

		204		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ												下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ

		205		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												井田　道子 イダ ミチコ

		206		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐藤　沙知子 サトウ サチコ

		208		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山岸　均 ヤマギシ ヒトシ

		146		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師												斉藤　毅 サイトウ ツヨシ

		159		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												亀井　陽子 カメイ ヨウコ

		213		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ

		216		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												川口　宏美 カワグチ ヒロミ

		217		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												船橋　幸子 フナバシ サチコ

		218		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ

		225		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ

		240		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム												石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ

		275		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム												富田　美香 トミタ ミカ

		389		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC												林　直美 ハヤシ ナオミ

		104		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		8		0		0		0		8		笠井　亮子 カサイ リョウコ

		105		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												石井　美樹子 イシイ ミキコ

		107		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐野　竣亮 サノ シュン スケ

		125		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島　貴 コジマ タカシ

		111		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ

		112		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ

		113		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												河野　純一 コウノ ジュンイチ

		126		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												赤嶺　亮 アカミネ トオル

		117		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		7		1		0		0		6		遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ

		118		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												阿部　恵 アベ メグミ

		119		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												千葉　杏璃 チバ アン リ

		121		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												大川　明日香 オオカワ アスカ

		122		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC												木村　未佳 キムラ ミ カ

		388		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ												五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ

		35		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC												石井　祐美 イシイ ユミ

		39		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		9		4		0		3		2		寺田　美保 テラタ ミホ

		40		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ												納富　理絵 ノウ トミ リエ

		66		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												成田　かすみ ナリタ

		385		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												伊藤　結貴 イトウ ユキ

		386		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												田口　郁子 タグチ イクコ

		190		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師												阿部　ゆき アベ

		395		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師												打波　宇 ウ ナミ ウ

		293		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師												奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ

		309		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師												渡辺　剛 ワタナベ ゴウ

		393		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		2		2		宮野　紀子 ミヤノ ノリコ

		394		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ

		198		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												高木　友幸 タカギ トモユキ

		267		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW												小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ

		14		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		9		4		0		2		3		川村　麻緒

		90		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ												高畑　武功 タカハタ ブコウ

		130		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小島　啓子 コジマ ケイコ

		194		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												小友　香奈子 オトモ カナコ

		21		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ												工藤　耕 クドウ コウ

		398		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師												齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ

		262		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ												佐藤　温 サトウ オン

		282		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小林　弘実 コバヤシ ヒロミ

		346		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ

		13		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		5		5		0		0		0		片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ

		15		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ												福田　淳 フクダ ジュン

		318		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師												長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス

		61		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ												里吉　清文 サトヨシ キヨフミ

		251		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ												髙橋　まや タカハシ

		37		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		佐藤　由佳 サトウ ユカ

		38		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ												寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ

		56		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		4		0		0		0		4		鳥羽　里穂 トバ リホ

		57		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ

		283		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												船橋　光政 フナバシ ミツマサ

		62		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												小林　康人 コバヤシ ヤスヒト

		85		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		5		2		0		0		3		楠美　智巳 クスミ トモミ

		89		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ												和田　豊人 ワダ トヨヒト

		109		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山田　ゆかり ヤマダ

		120		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ

		173		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ

		128		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		7		2		0		1		4		小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン

		170		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												沼澤　早紀 ヌマザワ サキ

		171		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												髙橋　美咲 タカハシ ミサキ

		98		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ

		246		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												金子　章江 カネコ アキエ

		247		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師												小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ

		392		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ

		322		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		7		0		7		0		0		佐藤　雄大 サトウ ユウダイ

		323		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												伊藤　沙恵 イトウ サエ

		324		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ

		325		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												武藤　浩司 ムトウ コウジ

		331		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ

		332		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												稲田　有花 イナダ ユウハナ

		333		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												莪山　叶実 ヤマ カナ ミ

		95		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		7		0		0		0		7		上野　裕香 ウエノ ユカ

		276		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC												福井　愛純 フクイ アイ ジュン

		290		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC												豊田　さと子 トヨタ コ

		305		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC												大貫　真依 オオヌキ マイ

		343		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC												星野　愛美 ホシノ アイ ミ

		31		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC												町田　敦子 マチダ アツコ

		387		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC												村井　尚美 ムライ ナオミ

		3		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0		鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ

		78		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ												山内　美佐 ヤマウチ ミサ

		154		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ												打矢　和子 ウチヤ カズコ

		199		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ												鈴木　聡子 スズキ サトコ

		310		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		8		2		0		3		3		平野　昌代 ヒラノ マサヨ

		316		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												髙橋　晴美 タカハシ ハルミ

		313		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師												海保　隆 カイホ タカシ

		327		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC												藤野　綾香 フジノ アヤカ

		306		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC												春木　恵 ハルキ メグミ

		356		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ												白石　真由美 シライシ マユミ

		397		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ												畦元　亮作 アゼ モト リョウサク

		297		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン												小原　令子 オバラ レイコ

		88		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		4		0		0		4		0		金子　美紀 カネコ ミキ

		94		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												榎　祐季 エノキ ユウ キ

		123		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												金子　由香 カネコ ユカ

		201		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												木下　香澄 キノシタ カスミ

		242		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		3		2		0		0		1		山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ

		99		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ												菅原　恵 スガワラ ケイ

		131		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師												井出　佳宏 イデ ヨシヒロ

		17		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		5		1		1		2		1		加賀　淑子 カガ シュクコ

		29		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												岡田　浩司 オカダ コウジ

		152		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ

		224		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												永澤　真矢 ナガサワ マヤ

		375		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												佐藤　よしみ サトウ

		156		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		2		1		0		0		1		櫻田　尚子 サクラダ ショウコ

		169		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												高畑　英智 タカハタ ヒデトモ

		153		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		佐藤　孝之 サトウ タカユキ

		192		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												巖田　麻紀 ガン タ マキ

		303		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		4		1		0		3		0		三富　弘子 ミトミ ヒロコ

		307		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												常盤　かおり トキワ

		294		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												村越　真人 ムラコシ マナト

		355		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ												伊藤　和彦 イトウ カズヒコ

		1		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ

		291		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												鈴木　訓史 スズキ クン シ

		298		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		0		3		夛田　耕一 タダ コウイチ

		299		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												成澤　瑠美 ナルサワ ルミ

		287		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師												矢矧　みどり ヤビキ

		320		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		9		1		0		7		1		吉田　真弓 ヨシダ マユミ

		354		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												小清水　浩子 コシミズ ヒロコ

		363		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ

		401		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師												西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ

		314		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												菊地　瞳 キクチ ヒトミ

		315		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												田中　幸子 タナカ サチコ

		295		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												松倉　節子 マツクラ セツコ

		277		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ

		24		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												河村　義雄 カワムラ ヨシオ

		102		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		伊勢　裕子 イセ ユウコ

		160		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン												安田　有理 ヤスダ ユウリ

		339		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		3		1		0		1		1		武田　こずえ タケダ

		382		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム												千坂　あゆみ チサカ

		116		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ												坂元　和宏 サカモト カズヒロ

		176		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0		髙橋　久美子 タカハシ クミコ

		233		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐々木　公子 ササキ キミコ

		245		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		1		1		1		滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ

		261		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												大竹　仁子 オオタケ ジンコ

		41		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												佐藤　敦 サトウ アツシ

		9		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		3		1		0		1		1		前川　滋克 マエカワ シゲル カツ

		257		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム												熊谷　直記 クマガイ ナオキ

		329		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												三浦　一穂 ミウラ カズホ

		22		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		2		2		0		0		0		西　隆 ニシ タカシ

		272		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師												佐々木　洸太 ササキ コウタ

		16		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		5		3		0		0		2		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ

		67		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ

		229		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師												里吉　梨香 サトヨシ リカ

		369		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師												髙橋　貴一 タカハシ キイチ

		110		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ

		106		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		3		0		0		1		2		三上　英子 ミカミ エイコ

		210		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												塗谷　智子 ヌリヤ トモコ

				青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												野坂　知加 ノサカ チ カ

		23		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0		鈴木　由美 スズキ ユミ

		139		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師												笹原　由理子 ササハラ ユリコ

		263		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ

		268		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												服部　豊 ハットリ ユタカ

		49		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		坂井　育美 サカイ イクミ

		79		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン												齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ

		248		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		1		0		4		奥沢　悦子 オクサワ エツコ

		256		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												齋藤　真帆 サイトウ マホ

		344		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ

		359		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												松長　夢子 マツナガ ユメコ

		46		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												田村　健悦 タムラ ケンエツ

		279		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		3		0		0		1		2		丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ

		311		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ												栗原　誠 クリハラ マコト

		72		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ												横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ

		228		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		5		0		0		2		3		加藤　法男 カトウ ノリオ

		280		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												山田　隆志 ヤマダ タカシ

		300		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ												橋本　幸子 ハシモト サチコ

		302		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師												田村　優子

		378		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ												白井　直美 シライ ナオミ

		12		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		2		1		0		1		0		小川　知恵 オガワ チエ

		308		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師												岡部　隆一 オカベ リュウイチ

		164		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		1		0		0		1		阿部　光展 アベ コウ テン

		281		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ												緒形　真也 オガタ シンヤ

		231		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		2		0		0		1		1		福眞　春美 フク シン ハルミ

		292		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ												海老名　明美 エビナ アケミ

		36		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		2		0		2		0		0		安部　一秀 アベ カズヒデ

		92		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												平野　貴志 ヒラノ タカシ

		137		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		2		0		0		2		0		蛯名　千絵 エビナ チエ

		264		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ												甲地　泰子 コウ チ ヤスコ

		284		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		2		0		0		0		2		遠藤　恵子 エンドウ ケイコ

		328		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												大城　真里 オオシロ マリ

		142		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		2		0		0		0		2		柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ

		370		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												八木　美菜 ヤギ ミナ

		4		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ												渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ

		11		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ												大槻　修一 オオツキ シュウイチ

		18		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師												高木　祐希 タカギ ユウ キ

		19		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ												丹羽　誠 ニワ マコト

		20		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ												三浦　史晴 ミウラ フミハル

		30		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ												有山　智博 アリヤマ トモヒロ

		32		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ

		42		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ												太田　健太郎 オオタ ケンタロウ

		48		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ												一柳　統 イチヤナギ トウ

		58		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												山口　聡 ヤマグチ サトシ

		65		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ												飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ

		70		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ												大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ

		73		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ												細川　舞 ホソカワ マイ

		80		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ												山田　久美子 ヤマ タ クミコ

		82		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐藤　愛恵 サトウ アイ エ

		115		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ												岩田　真弥 イワ タ マヤ

		136		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ												目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ

		140		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												成田　久美子 ナリタ クミコ

		149		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC												甲斐　あずさ カイ

		150		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐々木　美紀 ササキ ミキ

		145		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												辻　眞理子 ツジ マリコ

		186		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師												永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ

		193		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ												鈴木　敏文 スズキ トシフミ

		236		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												古舘　美佳 フルタテ ミカ

		239		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												小川　拓洋 オガワ タク ヨウ

		250		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ												本間　慶一 ホンマ ケイイチ

		259		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ												渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス

		273		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師												本多　つよし ホンダ

		274		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師												南　優子 ミナミ ユウコ

		301		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												佐藤　ルミ子 サトウ コ

		319		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師												関　義信 セキ ヨシノブ

		338		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ												柴田　純子 シバタ ジュンコ

		345		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												森合　博一 モリアイ ヒロカズ

		361		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ

		368		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ												髙橋　詩織 タカハシ シオリ

		374		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ												島津　文代 シマヅ フミヨ

		376		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												福田　晃子 フクダ テルコ

		379		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ												佐々木　理恵子 ササキ リエコ

		380		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ												岩崎　真梨子 イワサキ マリコ

		390		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ												生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ

		391		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ												飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ

		399		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ												丸山　真紀子 マルヤマ マキコ

		400		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師												高杉　かおり タカスギ

		403		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC												岩田　敏代 イワタ トシヨ

				南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師												村上　昌雄 ムラカミ マサオ
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		NO		氏名 シメイ		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ

		1		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		2		高野　可赴 タカノ カ フ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		3		鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		4		渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		5		近藤　英作 コンドウ エイサク		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ

		6		鈴木　章史 スズキ ショウ シ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		7		鈴木　修平 スズキ シュウヘイ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		8		神田　悟 カンダ サトル		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		9		前川　滋克 マエカワ シゲル カツ		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		10		河合　賢朗 カワイ ケン ロウ		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ

		11		大槻　修一 オオツキ シュウイチ		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ

		12		小川　知恵 オガワ チエ		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		13		片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ

		14		川村　麻緒		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師

		15		福田　淳 フクダ ジュン		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		16		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		17		加賀　淑子 カガ シュクコ		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師

		18		高木　祐希 タカギ ユウ キ		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師

		19		丹羽　誠 ニワ マコト		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		20		三浦　史晴 ミウラ フミハル		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		21		工藤　耕 クドウ コウ		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		22		西　隆 ニシ タカシ		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ

		23		鈴木　由美 スズキ ユミ		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ

		24		河村　義雄 カワムラ ヨシオ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		25		今野　亜希湖 コンノ アキ コ		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ

		26		中川　悟 ナカガワ サトル		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		27		三富　亜希 ミトミ アキ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		28		薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		29		岡田　浩司 オカダ コウジ		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		30		有山　智博 アリヤマ トモヒロ		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ

		31		町田　敦子 マチダ アツコ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		32		河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		33		工藤　さくら クドウ		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ

		34		丸山　聡 マルヤマ サトシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		35		石井　祐美 イシイ ユミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC

		36		安部　一秀 アベ カズヒデ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		37		佐藤　由佳 サトウ ユカ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		38		寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ

		39		寺田　美保 テラタ ミホ		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム

		40		納富　理絵 ノウ トミ リエ		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ

		41		佐藤　敦 サトウ アツシ		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		42		太田　健太郎 オオタ ケンタロウ		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ

		43		塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW

		44		佐野　裕美 サノ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		45		藤田　亜里沙 フジタ アリサ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		46		田村　健悦 タムラ ケンエツ		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		47		佐藤　信昭 サトウ ノブアキ		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		48		一柳　統 イチヤナギ トウ		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		49		坂井　育美 サカイ イクミ		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		50		大沼　友美 オオヌマ トモミ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		51		武田　和子 タケダ カズコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		52		工藤　紀子 クドウ ノリコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		53		三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		54		渡邉　いづみ ワタナベ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		55		山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		56		鳥羽　里穂 トバ リホ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		57		沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		58		山口　聡 ヤマグチ サトシ		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		59		塩路　和彦 シオジ カズヒコ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		60		植田　牧子 ウエダ マキコ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ

		61		里吉　清文 サトヨシ キヨフミ		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		62		小林　康人 コバヤシ ヤスヒト		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		63		渋谷　恵美子 シブヤ エミコ		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン

		64		松村　勇輝 マツムラ イサム テル		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		65		飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ

		66		成田　かすみ ナリタ		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		67		岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		68		佐山　幸 サヤマ サチ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		69		伊與田　友和 イヨダ トモカズ		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		70		大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		71		鏡　優子 カガミ ユウコ		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム

		72		横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		73		細川　舞 ホソカワ マイ		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ

		74		齋藤　元伸 サイトウ モトノブ		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		75		坂本　渉 サカモト ワタル		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		76		金内　洋一 カナウチ ヨウイチ		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ

		77		加藤　慶子 カトウ ケイコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		78		山内　美佐 ヤマウチ ミサ		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		79		齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン

		80		山田　久美子 ヤマ タ クミコ		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ

		81		久保田　祐子 クボタ ユウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		82		佐藤　愛恵 サトウ アイ エ		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		83		鈴木　理恵 スズキ リエ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		84		大滝　麻由子 オオタキ マユコ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		85		楠美　智巳 クスミ トモミ		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		86		宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		87		新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ

		88		金子　美紀 カネコ ミキ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		89		和田　豊人 ワダ トヨヒト		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		90		高畑　武功 タカハタ ブコウ		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		91		田沼　順一 タヌマ ジュンイチ		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ

		92		平野　貴志 ヒラノ タカシ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		93		武藤　哲史 ムトウ テツシ		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ

		94		榎　祐季 エノキ ユウ キ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		95		上野　裕香 ウエノ ユカ		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC

		96		土田　美紀 ツチダ ミキ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		97		大宮　澄子 オオミヤ スミコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		98		寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		99		菅原　恵 スガワラ ケイ		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		100		武田　奈津美 タケダ ナツミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		101		川瀬　友貴 カワセ トモ キ		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ

		102		伊勢　裕子 イセ ユウコ		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		103		伊藤　咲 イトウ サキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		104		笠井　亮子 カサイ リョウコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		105		石井　美樹子 イシイ ミキコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		106		三上　英子 ミカミ エイコ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		107		佐野　竣亮 サノ シュン スケ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		108		菅原　裕 スガワラ ユウ		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW

		109		山田　ゆかり ヤマダ		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		110		齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		111		南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		112		向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		113		河野　純一 コウノ ジュンイチ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		114		峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ

		115		岩田　真弥 イワ タ マヤ		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		116		坂元　和宏 サカモト カズヒロ		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		117		遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		118		阿部　恵 アベ メグミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		119		千葉　杏璃 チバ アン リ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		120		長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		121		大川　明日香 オオカワ アスカ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		122		木村　未佳 キムラ ミ カ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC

		123		金子　由香 カネコ ユカ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		124		渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		125		小島　貴 コジマ タカシ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		126		赤嶺　亮 アカミネ トオル		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		127		箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ

		128		小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		129		佐藤　みつ子 サトウ コ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		130		小島　啓子 コジマ ケイコ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		131		井出　佳宏 イデ ヨシヒロ		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		132		髙橋　良子 タカハシ リョウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		133		遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		134		安部　いずみ アベ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		135		泉　瑠美 イズミ ルミ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		136		目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		137		蛯名　千絵 エビナ チエ		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		138		佐藤　基子 サトウ モトコ		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC

		139		笹原　由理子 ササハラ ユリコ		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		140		成田　久美子 ナリタ クミコ		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		141		高村　佳緒里 タカムラ カオリ		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師

		142		柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		143		鈴木　麗美 スズキ レイミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		144		猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		145		辻　眞理子 ツジ マリコ		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		146		斉藤　毅 サイトウ ツヨシ		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師

		147		杉間　海斗 スギマ カイ ト		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		148		後藤　理恵 ゴトウ リエ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		149		甲斐　あずさ カイ		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC

		150		佐々木　美紀 ササキ ミキ		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		151		内城　孝之 ウチ シロ タカユキ		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		152		安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		153		佐藤　孝之 サトウ タカユキ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		154		打矢　和子 ウチヤ カズコ		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		155		池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		156		櫻田　尚子 サクラダ ショウコ		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師

		157		奥津　美穂 オクツ ミホ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		158		矢作　美晴 ヤハギ ミハル		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム

		159		亀井　陽子 カメイ ヨウコ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		160		安田　有理 ヤスダ ユウリ		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン

		161		峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		162		笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		163		高川　佳明 タカカワ ヨシアキ		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師

		164		阿部　光展 アベ コウ テン		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		165		小林　拓史 コバヤシ タク シ		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		166		鈴木　麻友美 スズキ マユミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		167		福島　大造 フクシマ ダイゾウ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		168		加茂　矩士 カモ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		169		高畑　英智 タカハタ ヒデトモ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		170		沼澤　早紀 ヌマザワ サキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		171		髙橋　美咲 タカハシ ミサキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		172		石川　祐子 イシカワ ユウコ		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ

		173		八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		174		堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		175		木村　哲 キムラ サトシ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		176		髙橋　久美子 タカハシ クミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		177		鈴木　美那子 スズキ ミナコ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		178		草刈　悟 クサカリ サトル		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		179		鈴木　一生 スズキ イッセイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		180		大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		181		中島　清聖 ナカジマ セイ セイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		182		辻村　葵 ツジムラ アオイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		183		櫻井　真由美 サクライ マユミ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		184		阿部　時也 アベ トキ ナリ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		185		今井　洋介 イマイ ヨウスケ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師

		186		永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		187		髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		188		藤生　浩一 フジ セイ コウイチ		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師

		189		宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		190		阿部　ゆき アベ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		191		高井　良尋 タカイ ヨ ジン		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		192		巖田　麻紀 ガン タ マキ		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		193		鈴木　敏文 スズキ トシフミ		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		194		小友　香奈子 オトモ カナコ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		195		鈴木　信康 スズキ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		196		渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		197		阿部　晃子 アベ アキコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		198		高木　友幸 タカギ トモユキ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		199		鈴木　聡子 スズキ サトコ		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ

		200		畔上　公子 アゼガミ キミコ		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		201		木下　香澄 キノシタ カスミ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		202		永橋　孝之 ナガハシ タカユキ		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師

		203		阿部　富美子 アベ フミコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		204		下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ

		205		井田　道子 イダ ミチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		206		佐藤　沙知子 サトウ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		207		古内　容子 フルウチ ヨウコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ

		208		山岸　均 ヤマギシ ヒトシ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		209		園部　里美 ソノベ サトミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		210		塗谷　智子 ヌリヤ トモコ		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		211		和田　瑞季 ワダ ミズ キ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		212		佐藤　まり子 サトウ コ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		213		水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		214		佐藤　順二 サトウ ジュンジ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		215		工藤　真実 クドウ シンジツ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		216		川口　宏美 カワグチ ヒロミ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		217		船橋　幸子 フナバシ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		218		松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		219		成井　貴 ナルイ タカシ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師

		220		加藤　由起子 カトウ ユ キ コ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		221		髙山　香名子 タカヤマ カナコ		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ

		222		佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		223		赤塚　祐子 アカツカ ユウコ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		224		永澤　真矢 ナガサワ マヤ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		225		秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		226		齋藤　栄美子 サイトウ エミコ		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ

		227		波多野　千津子 ハタノ チヅコ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		228		加藤　法男 カトウ ノリオ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		229		里吉　梨香 サトヨシ リカ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		230		大山　友紀 オオヤマ ユキ		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		231		福眞　春美 フク シン ハルミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ

		232		加納　宣康 カノウ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		233		佐々木　公子 ササキ キミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		234		島　真央 シマ マオ		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		235		小林　正悟 コバヤシ ショウゴ		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		236		古舘　美佳 フルタテ ミカ		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		237		勝山　里佳 カツヤマ リカ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		238		大杉　純 オオスギ ジュン		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		239		小川　拓洋 オガワ タク ヨウ		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		240		石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム

		241		林　学 ハヤシ マナブ		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師

		242		山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC

		243		大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		244		窪田　和雄 クボタ カズオ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		245		滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		246		金子　章江 カネコ アキエ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		247		小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師

		248		奥沢　悦子 オクサワ エツコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		249		植木　美幸 ウエキ ミユキ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		250		本間　慶一 ホンマ ケイイチ		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		251		髙橋　まや タカハシ		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		252		佐藤　睦子 サトウ ムツコ		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ

		253		後藤　多恵子 ゴトウ タエコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		254		鈴木　理紗子 スズキ リサコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ

		255		橋本　淳史 ハシモト アツシ		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン

		256		齋藤　真帆 サイトウ マホ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		257		熊谷　直記 クマガイ ナオキ		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム

		258		山下　千草 ヤマシタ チグサ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		259		渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		260		𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		261		大竹　仁子 オオタケ ジンコ		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		262		佐藤　温 サトウ オン		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		263		斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		264		甲地　泰子 コウ チ ヤスコ		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ

		265		松山　純子 マツヤマ ジュンコ		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		266		三木　康宏 ミキ ヤスヒロ		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ

		267		小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW

		268		服部　豊 ハットリ ユタカ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		269		喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		270		西川　真央 ニシカワ マオ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ

		271		木村　亮介 キムラ リョウスケ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ

		272		佐々木　洸太 ササキ コウタ		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		273		本多　つよし ホンダ		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師

		274		南　優子 ミナミ ユウコ		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師

		275		富田　美香 トミタ ミカ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム

		276		福井　愛純 フクイ アイ ジュン		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC

		277		澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		278		大西　彩子 オオニシ アヤコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		279		丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		280		山田　隆志 ヤマダ タカシ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		281		緒形　真也 オガタ シンヤ		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		282		小林　弘実 コバヤシ ヒロミ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		283		船橋　光政 フナバシ ミツマサ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		284		遠藤　恵子 エンドウ ケイコ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師

		285		竹内　美華 タケウチ ビ ハナ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		286		梅原　さや香 ウメハラ カオリ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師

		287		矢矧　みどり ヤビキ		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師

		288		松田　裕美 マツダ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		289		岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		290		豊田　さと子 トヨタ コ		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC

		291		鈴木　訓史 スズキ クン シ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		292		海老名　明美 エビナ アケミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ

		293		奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		294		村越　真人 ムラコシ マナト		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		295		松倉　節子 マツクラ セツコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		296		濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		297		小原　令子 オバラ レイコ		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン

		298		夛田　耕一 タダ コウイチ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		299		成澤　瑠美 ナルサワ ルミ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		300		橋本　幸子 ハシモト サチコ		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ

		301		佐藤　ルミ子 サトウ コ		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		302		田村　優子		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師

		303		三富　弘子 ミトミ ヒロコ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		304		山田　仁 ヤマダ ジン		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		305		大貫　真依 オオヌキ マイ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC

		306		春木　恵 ハルキ メグミ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		307		常盤　かおり トキワ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		308		岡部　隆一 オカベ リュウイチ		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師

		309		渡辺　剛 ワタナベ ゴウ		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		310		平野　昌代 ヒラノ マサヨ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		311		栗原　誠 クリハラ マコト		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ

		312		三浦　孝之 ミウラ タカユキ		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ

		313		海保　隆 カイホ タカシ		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		314		菊地　瞳 キクチ ヒトミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		315		田中　幸子 タナカ サチコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		316		髙橋　晴美 タカハシ ハルミ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		317		福原　達朗 フクハラ タツロウ		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師

		318		長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師

		319		関　義信 セキ ヨシノブ		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師

		320		吉田　真弓 ヨシダ マユミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		321		後藤　恵 ゴトウ メグミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		322		佐藤　雄大 サトウ ユウダイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		323		伊藤　沙恵 イトウ サエ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		324		長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		325		武藤　浩司 ムトウ コウジ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		326		金子　基子 カネコ モトコ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		327		藤野　綾香 フジノ アヤカ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC

		328		大城　真里 オオシロ マリ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		329		三浦　一穂 ミウラ カズホ		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		330		高野　忠夫 タカノ タダオ		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		331		鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		332		稲田　有花 イナダ ユウハナ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		333		莪山　叶実 ヤマ カナ ミ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		334		田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ

		335		深谷　保男 フカヤ ヤスオ		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師

		336		小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		337		長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		338		柴田　純子 シバタ ジュンコ		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		339		武田　こずえ タケダ		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		340		鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師

		341		六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		342		村松　萌 ムラマツ モエ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		343		星野　愛美 ホシノ アイ ミ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC

		344		箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		345		森合　博一 モリアイ ヒロカズ		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		346		中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		347		片岡　史弥 カタオカ フミヤ		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		348		海法　道子 カイ ホウ ミチコ		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師

		349		石清水　美央 イワシミズ ミオ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		350		小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		351		清水　孝規 シミズ タカノリ		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師

		352		山田　匠希 ヤマダ ショウ キ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		353		関　有貴 セキ ユキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		354		小清水　浩子 コシミズ ヒロコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		355		伊藤　和彦 イトウ カズヒコ		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		356		白石　真由美 シライシ マユミ		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ

		357		堀米　明美 ホリゴメ アケミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ

		358		一条　あゆみ イチジョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		359		松長　夢子 マツナガ ユメコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		360		稲葉　英恵 イナバ ハナエ		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		361		長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		362		佐藤　詠子 サトウ エイコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		363		五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		364		遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		365		加井　丈治 カイ ジョウジ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		366		村越　政仁 ムラコシ セイ ジン		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		367		深見　伸一 フカミ シンイチ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師

		368		髙橋　詩織 タカハシ シオリ		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ

		369		髙橋　貴一 タカハシ キイチ		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		370		八木　美菜 ヤギ ミナ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		371		菅野　晴夫 カンノ ハルオ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		372		田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		373		五十嵐　江美 イガラシ エミ		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		374		島津　文代 シマヅ フミヨ		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ

		375		佐藤　よしみ サトウ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		376		福田　晃子 フクダ テルコ		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		377		大薄　真由美 オオスキ マユミ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		378		白井　直美 シライ ナオミ		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ

		379		佐々木　理恵子 ササキ リエコ		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		380		岩崎　真梨子 イワサキ マリコ		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ

		381		岡　佑香 オカ ユウ カオリ		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		382		千坂　あゆみ チサカ		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム

		383		山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		384		髙橋　充 タカハシ ジュウ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		385		伊藤　結貴 イトウ ユキ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		386		田口　郁子 タグチ イクコ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ

		387		村井　尚美 ムライ ナオミ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC

		388		五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		389		林　直美 ハヤシ ナオミ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC

		390		生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ

		391		飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		392		中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		393		宮野　紀子 ミヤノ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		394		渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		395		打波　宇 ウ ナミ ウ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師

		396		本多　通孝 ホンダ ミチタカ		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師

		397		畦元　亮作 アゼ モト リョウサク		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		398		齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		399		丸山　真紀子 マルヤマ マキコ		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ

		400		高杉　かおり タカスギ		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師

		401		西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		402		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		403		岩田　敏代 イワタ トシヨ		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC

		404		原田　成美 ハラダ ナルミ		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ

		405		山口　千里 ヤマグチ センリ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ

		406		村上　昌雄 ムラカミ マサオ		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師

		407		氏家　由起子 ウジイエ ユキコ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ

		408		野坂　知加 ノサカ チ カ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ





原本

		NO		申込日 モウシコミ ビ		氏名 シメイ		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ		ＴＥＬ		ＭＡＩＬ

		1		10.26		小林　美奈子 コバヤシ ミナコ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-293-1111		kobayashi.minako.th@mail.hosp.go.jp

		2				高野　可赴 タカノ カ フ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		kabutac@niigata-cc.jp

		3				鈴木　円花 スズキ マドカ ハナ		由利組合総合病院看護部 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-2795-8823		mado-ka1106@outlook.jp

		4				渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ		06-6387-3311		nori_watanababy@hotmail.co.jp

		5				近藤　英作 コンドウ エイサク		新潟大学大学院医歯学総合研究科 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イ シ ガク ソウゴウ ケンキュウ カ		医師：分子細胞病理学教授 イシ ブンシ サイボウ ビョウリガク キョウジュ		025-227-2102		ekondo@med.niigata-u.ac.jp

		6				鈴木　章史 スズキ ショウ シ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-728-4105		aksuzuki@hosp.tohoku.ac.jp

		7				鈴木　修平 スズキ シュウヘイ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		s-suzuki@med.id.yamagata-u.ac.jp

		8				神田　悟 カンダ サトル		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		s-kanda@med.id.yamagata-u.ac.jp

		9				前川　滋克 マエカワ シゲル カツ		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		019-613-7111		wadiwadi@dream.com

		10		10.27		河合　賢朗 カワイ ケン ロウ		山形大学医学部外科学第一講座 ヤマガタダイガク イガクブ ゲカガクダイイチ コウザ		医師 イシ		023-628-5336		masaaki-kawai@med.id.yamagata-u.ac.jp

		11				大槻　修一 オオツキ シュウイチ		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師：外科 イシ ゲカ		022-345-3101		otsuki02@jcom.home.ne.jp

		12		10.28		小川　知恵 オガワ チエ		長岡中央総合病院看護部 ナガオカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0258-35-3700		chieogawa1124@yahoo.co.jp

		13				片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ		018-823-4171		ac110884@akita-city-hp.jp

		14		10.29		川村　麻緒		弘前大学医学部附属病院病理部		臨床検査技師		0172-39-5330		m-kawamura@hirosaki-u.ac.jp

		15				福田　淳 フクダ ジュン		市立秋田総合病院産婦人科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		090-7667-1824		ac090212@akita-city-hp.jp

		16		11.1		柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		090-4477-1036		nochi23@icloud.com

		17				加賀　淑子 カガ シュクコ		東北医科薬科大学病院検査部 トウホク イカヤッカダイガク ビョウイン ケンサブ		臨床検査技師		022-259-1221		yoshiko.kaga@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		18				高木　祐希 タカギ ユウ キ		下越病院検査課 カエツ ビョウイン ケンサ カ		臨床検査技師		090-4436-2037		kojikoji1077@icloud.com

		19				丹羽　誠 ニワ マコト		市立横手病院院長 シリツ ヨコテ ビョウイン インチョウ		医師 イシ		0182-32-5001		niwa@yokote-mhp.jp

		20				三浦　史晴 ミウラ フミハル		岩手県立中央病院産婦人科 イワテケンリツ チュウオウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		019-653-1151		mfumi@cj8.so-net.ne.jp

		21				工藤　耕 クドウ コウ		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ		0172-39-5070		kkudo@hirosaki-u.ac.jp

		22				西　隆 ニシ タカシ		青森新都市病院乳腺外科 アオモリ シントシ ビョウイン ニュウセン ゲカ		医師 イシ		090-7561-7067		t-nishi@yushinkai.jp

		23				鈴木　由美 スズキ ユミ		山形県立中央病院緩和ケアセンター ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンワ		看護師 カンゴシ		023-685-2626		suzuki2443@yahoo.co.jp

		24				河村　義雄 カワムラ ヨシオ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		070-6952-9585		chocogonzalez14@gmail.com

		25				今野　亜希湖 コンノ アキ コ		山形大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イデン シツ		看護師 カンゴシ		023-628-5858		iden-k@mws.id.yamagata-u.ac.jp

		26				中川　悟 ナカガワ サトル		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		satoru-n@niigata-cc.jp

		27				三富　亜希 ミトミ アキ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-266-5111		mitomi@niigata-cc.jp

		28				薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		yabu@niigata-cc.jp

		29				岡田　浩司 オカダ コウジ		東北医科薬科大学病院薬剤部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-259-1221		kokada@tohoku-mpu.ac.jp

		30				有山　智博 アリヤマ トモヒロ		東邦大学薬学部 トウホウ ダイガク ヤクガクブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-7738-7824		tomohiro.ariyama@phar.toho-u.ac.jp

		31				町田　敦子 マチダ アツコ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC		080-6451-5032		at-machida@epsogo.co.jp

		32				河上　裕瑞 カワカミ ユウ ズイ		中川薬局 ナカガワ ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0229-73-1335		yumitch.takumi@gmail.com

		33				工藤　さくら クドウ		東北大学病院婦人科 トウホクダイガク ビョウイン フジンカ		助産師 ジョサンシ		022-717-7254		sakura.k@med.tohoku.ac.jp

		34				丸山　聡 マルヤマ サトシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ		025-266-5111		s-maru@niigata-cc.jp

		35				石井　祐美 イシイ ユミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		CRC		090-6252-8512		y.ishii@sendai-kousei-hospital.jp

		36				安部　一秀 アベ カズヒデ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-984-0088		kazu_a.abe@nifty.com

		37				佐藤　由佳 サトウ ユカ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		0172-52-4121		dokodemoys@gmail.com

		38				寺山　芳子 テラヤマ ヨシコ		黒石厚生病院薬剤科 クロイシ コウセイ ビョウイン ヤクザイ カ		薬剤師 ヤクザイシ		0172-52-4121		terayama.y@kousei-hp.com

		39				寺田　美保 テラタ ミホ		秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン シンリョウ		事務 ジム		018-801-7115		gangenom55@gmail.com

		40				納富　理絵 ノウ トミ リエ		秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター アキタダイガク イガクブ フゾクビョウイン チイキイリョウ カンジャ シエン		看護師 カンゴシ		018-884-6575		notomi_rie@hos.akita-u.ac.jp

		41				佐藤　敦 サトウ アツシ		星総合病院薬剤部 ホシソウゴウビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6223-8824		spb98zn9@fuga.ocn.ne.jp

		42				太田　健太郎 オオタ ケンタロウ		NHO新潟病院脳神経外科 ニイガタビョウイン ノウシンケイゲカ		医師 イシ		0257-22-2126		koota2005@kta.biglobe.ne.jp

		43				塗茂　陽子 ヌリ モ ヨウコ		新潟県立がんセンター新潟病院患者サポートセンター ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンジャ		SMW		025-266-5111		yoko323bonheur@gmail.com

		44				佐野　裕美 サノ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7795-9984		hiroppn.rg410@docomo.ne.jp

		45				藤田　亜里沙 フジタ アリサ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガク イガクブ フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5186-0257		ari.kashiwagura@gmail.com

		46				田村　健悦 タムラ ケンエツ		八戸市立市民病院薬局 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0178-72-5140		tamura@hospital.hachinohe.aomori.jp

		47				佐藤　信昭 サトウ ノブアキ		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ		025-266-5111		nobus@niigata-cc.jp

		48				一柳　統 イチヤナギ トウ		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		0237-71-3131		oichiyan@ab.cyberhome.ne.jp

		49				坂井　育美 サカイ イクミ		順天堂大学医学部附属順天堂病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ジュンテンドウ ビョウイン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3818-3111		isakai@juntendo.ac.jp

		50				大沼　友美 オオヌマ トモミ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4479-6348		soemama-0826@tc5.so-net.ne.jp

		51		11.2		武田　和子 タケダ カズコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		take-da@ypch.gr.jp

		52				工藤　紀子 クドウ ノリコ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		kudonor@ypch.gr.jp

		53				三浦　理南子 ミウラ リ ミナミ コ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		mm17044@st.kitasato-u.ac.jp

		54				渡邉　いづみ ワタナベ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		12nosuke@gmail.com

		55				山口　瞳 ヤマグチ ヒトミ		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		sthtm.at.d5@gmail.com

		56				鳥羽　里穂 トバ リホ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		toriba.riho@pref.saitama.lg.jp

		57				沼上　秀博 ヌマガミ ヒデヒロ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		numagami.hidehiro@saitama-pho.jp

		58				山口　聡 ヤマグチ サトシ		北福島医療センター薬剤部 キタ フクシマ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-551-0817		s.yamaguchi@jinsenkai.or.jp

		59				塩路　和彦 シオジ カズヒコ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ		025-266-5111		shioji@niigata-cc.jp

		60				植田　牧子 ウエダ マキコ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツ イカ ダイガク サンカ フジンカガク コウザ		医師 イシ		080-1838-8744		akabee60@gmail.com

		61				里吉　清文 サトヨシ キヨフミ		市立秋田総合病院泌尿器科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ		090-3367-3468		kiyofumi4321@gmail.com		1

		62				小林　康人 コバヤシ ヤスヒト		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-7017-6006		kobayashiyasuhito@yahoo.co.jp

		63				渋谷　恵美子 シブヤ エミコ		東北大学病院総合外科		技術補佐員 ギジュツ ホサ イン		022-717-7205		emilyn@surg.med.tohoku.ac.jp

		64				松村　勇輝 マツムラ イサム テル		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ		024-547-1252		yukimatsumura1980@gmail.com

		65				飯島　秀弥 イイジマ シュウ ヤ		仙台オープン病院呼吸器内科 センダイ ビョウイン コキュウキナイカ		医師 イシ		022-252-1111		iijima@openhp.or.jp

		66				成田　かすみ ナリタ		秋田大学医学部付属病院病理部 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		018-884-6200		kacorin.1977619@gmail.com

		67				岩谷　俊平 イワタニ シュンペイ		秋田赤十字病院検査部 アキタ セキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5838-5982		iwaya1991shunpei@gmail.com

		68				佐山　幸 サヤマ サチ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		022-384-3151		miyuki-sayama@miyagi-pho.jp

		69				伊與田　友和 イヨダ トモカズ		福島県立医科大学附属病院薬剤部 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6689-4038		iyo-tomo@fmu.ac.jp

		70				大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ		022-227-2211		ak-ootoshi@tohokukosai.com

		71				鏡　優子 カガミ ユウコ		山形大学医学部附属病院医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン イジカ		事務 ジム		023-628-5534		kagami0618@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

		72				横濱　裕子 ヨコハマ ユウコ		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ		022-275-1111		yu8sa1200k@gmail.com

		73				細川　舞 ホソカワ マイ		岩手県立大学看護学部 イワテ ケンリツ ダイガク カンゴ ガクブ		看護師 カンゴシ		019-694-2200		mai_h@iwate-pu.ac.jp

		74				齋藤　元伸 サイトウ モトノブ		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		024-547-1111		moto@fmu.ac.jp

		75				坂本　渉 サカモト ワタル		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ		024-547-1259		ws1024@fmu.ac.jp

		76				金内　洋一 カナウチ ヨウイチ		福島県立医科大学整形外科学講座		医師 イシ		090-9632-1223		kaneuchi@fmu.ac.jp

		77				加藤　慶子 カトウ ケイコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4040-9052		keiko.gottsu@gmail.com

		78				山内　美佐 ヤマウチ ミサ		由利組合総合病院病理診断科 ユリ クミアイ ソウゴウ ビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ		0184-27-1200		misa@yuri-hospital.honjo.akita.jp

		79				齊藤　智望 サイトウ トモ ボウ		順天堂大学医学部人体病理病態学講座 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ ジンタイ ビョウリビョウタイガク コウザ		技術員 ギジュツ イン		090-2441-8146		sa-saito@juntendo.ac.jp

		80				山田　久美子 ヤマ タ クミコ		クオール薬局こづる店 ヤッキョク テン		薬剤師 ヤクザイシ		022-252-4688		youki@tiara.ocn.ne.jp

		81				久保田　祐子 クボタ ユウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		070-5470-9695		y.kubota1204@gmail.com

		82				佐藤　愛恵 サトウ アイ エ		石巻市立病院看護部 イシノマキ シリツ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0225-25-5555		sato.megumu@ishinomaki-city-hospital.jp

		83		11.4		鈴木　理恵 スズキ リエ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		023-633-1122		kgansen-ygt@mws1.id.yamagata-u.ac.jp

		84				大滝　麻由子 オオタキ マユコ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-266-5111		dipb331mayuo@gmail.com

		85				楠美　智巳 クスミ トモミ		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		017-734-2171		ksm36@abelia.ocn.ne.jp

		86				宮本　純孝 ミヤモト ジュン コウ		さいたま赤十字病院産婦人科 セキジュウジ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		048-852-1111		miyapon@shintoshin.nir.jp

		87				新貝　夫弥子 シンカイ オット ヤコ		福島県立医科大学病院がんゲノム医療診療部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウイン イリョウ シンリョウ ブ		がんゲノム医療コーディネーター イリョウ		024-547-1088		fshinkai@fmu.ac.jp

		88				金子　美紀 カネコ ミキ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2325-8245		embellir.miki@hb.tp1.jp

		89				和田　豊人 ワダ トヨヒト		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ		017-734-2171		wadatoyo@gmail.com

		90				高畑　武功 タカハタ ブコウ		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ		0172-39-5346		takatake@hirosaki-u.ac.jp

		91				田沼　順一 タヌマ ジュンイチ		新潟大学大学院医歯学綜合研究科口腔病理学分野 ニイガタダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウケンキュウカ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		歯科医師 シカ イシ		025-227-2832		tanuma@dent.niigata-u.ac.jp

		92				平野　貴志 ヒラノ タカシ		太田熱海病院薬剤部 オオタ アタミ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-3122-9359		mongolian110@gmail.com

		93				武藤　哲史 ムトウ テツシ		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 コキュウキ		医師 イシ		024-547-1252		smutoo@fmu.ac.jp

		94				榎　祐季 エノキ ユウ キ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7813-4573		y12x3y@icloud.com

		95				上野　裕香 ウエノ ユカ		株式会社EP綜合東京支店 カブシキガイシャ ソウゴウ トウキョウ シテン		CRC		090-5196-4569		ueno.yuka592@eps.co.jp

		96				土田　美紀 ツチダ ミキ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ヤクザイブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-266-5111		mikimikimikikko@gmail.com

		97				大宮　澄子 オオミヤ スミコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5231-5762		sumiko-cl.zola-crystalline@docomo.ne.jp

		98				寒河江　和加子 サガエ ワ カ コ		公立置賜総合病院看護部 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0228-46-5000		wakako.sagae@okitama-hp.or.jp

		99				菅原　恵 スガワラ ケイ		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイ ソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ		090-9376-7390		k_komatsu4120@yahoo.co.jp

		100				武田　奈津美 タケダ ナツミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1818-1733		cn.ajaytystmooro1@gmail.com

		101				川瀬　友貴 カワセ トモ キ		福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ジビインコウカ ガク コウザ		医師 イシ		024-547-1321		kawase-t@fmu.ac.jp

		102		11.5		伊勢　裕子 イセ ユウコ		石巻赤十字病院病理部 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0225-21-7220		anne-shirrley@yk2.so-net.ne.jp

		103				伊藤　咲 イトウ サキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3982-2971		aiueo299714@gmail.com

		104				笠井　亮子 カサイ リョウコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		ryoco-kasai@med.teikyo-u.ac.jp

		105				石井　美樹子 イシイ ミキコ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		mikiko@med.teikyo-u.ac.jp

		106				三上　英子 ミカミ エイコ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-726-8275		3e1kob@gmail.com

		107				佐野　竣亮 サノ シュン スケ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		sano.s@med.teikyo-u.ac.jp

		108				菅原　裕 スガワラ ユウ		福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ソウダン シエン		MSW		024-547-1088		suga-yu@fmu.ac.jp

		109				山田　ゆかり ヤマダ		青森市民病院病理診断科 アオモリ シミンビョウイン ビョウリ シンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4558-9950		yunyan9705@yahoo.co.jp

		110				齋藤　裕之 サイトウ ヒロユキ		秋田赤十字病院検査部 アキタセキジュウジビョウイン ケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		018-829-5000		seika@akita-med.jrc.or.jp

		111				南　秀坪 ミナミ シュウ ツボ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		minami@med.teikyo-u.ac.jp

		112				向山　淳児 ムカイヤマ ジュン ジ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		mukaiyama@med.teikyo-u.ac.jp

		113				河野　純一 コウノ ジュンイチ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		jun-k@med.teikyo-u.ac.jp

		114				峯村　浩之 ミネムラ ヒロユキ		福島県立医科大学呼吸器内科講座 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキナイカ コウザ		医師 イシ		024-547-1360		hiromine@fmu.ac.jp

		115				岩田　真弥 イワ タ マヤ		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ		0250-22-4711		dg.iwannn@gmail.com

		116				坂元　和宏 サカモト カズヒロ		大崎市民病院病理診断科 オオサキシミンビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ		0229-23-3311		ksakamoto-och@h-osaki.jp

		117				遠田　祥瑛 エンダ ショウ エイ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-6029-2617		17v.yoshi@ezweb.ne.jp

		118				阿部　恵 アベ メグミ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		090-2985-4394		m_may20@icloud.com

		119				千葉　杏璃 チバ アン リ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-1858-2851		1986.minnie.321@gmail.com

		120				長谷川　多紀子 ハセガワ タキコ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-734-2171		mayfair.austin7@gmail.com

		121				大川　明日香 オオカワ アスカ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		080-1652-4651		adumi.bwm-rcbf.03ab04@docomo.ne.jp

		122				木村　未佳 キムラ ミ カ		仙台厚生病院 センダイ コウセイ ビョウイン		MC		090-8612-7069		s0321._.mi8024@ezweb.ne.jp

		123				金子　由香 カネコ ユカ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1081-7159		yukappe02140424@gmail.com

		124				渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ		025-266-5111		aki-wata@niigata-cc.jp

		125				小島　貴 コジマ タカシ		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		teikoji@med.teikyo-u.ac.jp

		126				赤嶺　亮 アカミネ トオル		帝京大学病院病理診断部 テイキョウ ダイガク ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		akamine@med.teikyo-u.ac.jp

		127				箱崎　道之 ハコザキ ミチユキ		福島県立医科大学附属病院整形外科 フクシマケンリツ イカダイガク フゾクビョウイン セイケイゲカ		医師 イシ		024-547-1276		paco@fmu.ac.jp

		128				小島原　敬信 コジマ ハラ ケイ シン		公立置賜総合病院産婦人科 コウリツ オイタマ ソウゴウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ		0238-46-5000		takanobu.kojimahara@okitama-hp.or.jp		1

		129				佐藤　みつ子 サトウ コ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC		024-547-1111		mik@fmu.ac.jp

		130		11.8		小島　啓子 コジマ ケイコ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0172-39-5330		k-kojima@hirosaki-u.ac.jp

		131				井出　佳宏 イデ ヨシヒロ		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師		0234-26-2001		ideyosi@icloud.com

		132				髙橋　良子 タカハシ リョウコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4888-5356		ryoko29643208@ezweb.ne.jp

		133				遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師		024-547-1290		yenyen@fmu.ac.jp

		134				安部　いずみ アベ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7060-6876		pora_i@yahoo.co.jp

		135				泉　瑠美 イズミ ルミ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1218-0862		duffy_micky_disneysea@yahoo.co.jp

		136				目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ		0176-23-5121		metoki@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp

		137				蛯名　千絵 エビナ チエ		三沢市立三沢病院看護部 ミサワシリツ ミサワビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0176-53-2161		chieebina@gmail.com

		138				佐藤　基子 サトウ モトコ		福島県立医科大学付属病院臨床研究センター フクシマケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン リンショウ ケンキュウ		CRC		024-547-1771		moto-108@fmu.ac.jp

		139				笹原　由理子 ササハラ ユリコ		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師		023-685-2626		yurito@ypch.gr.jp

		140				成田　久美子 ナリタ クミコ		秋田労災病院看護部 アキタ ロウサイビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0186-52-3131		naganonookumi@gmail.com

		141				高村　佳緒里 タカムラ カオリ		新潟大学医学部臨床病理学講座 ニイガタダイガク イガクブ リンショウビョウリガク コウザ		医師		025-227-2098		takamura@med.niigata-u.ac.jp

		142				柳原　優香 ヤナギハラ ユウカ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-522-7711		apple.2424a@gmail.com

		143				鈴木　麗美 スズキ レイミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-8203-4113		bell-tree013@docomo.ne.jp

		144				猪股　晃博 イノマタ アキラ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-6550-1984		osaru1020@gmail.com

		145				辻　眞理子 ツジ マリコ		日本医学臨床検査研究所 ニホン イガク リンショウ ケンサ ケンキュウジョ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-3979-1980		tujimari198146@gmail.com

		146				斉藤　毅 サイトウ ツヨシ		さいたま赤十字病院乳腺外科 セキジュウジ ビョウイン ニュウセンゲカ		医師		048-852-1111		tsaito893@gmail.com

		147				杉間　海斗 スギマ カイ ト		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1979-7465		kkk.onepiece@i.softbank.jp

		148				後藤　理恵 ゴトウ リエ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガク イシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7208-0673		riegoto.dq9@nuh.niigata-u.ac.jp

		149				甲斐　あずさ カイ		熊本大学病院がんゲノムセンター クマモト ダイガク ビョウイン		GMRC		096-373-5643		a-kai@jimu.kumamoto-u.ac.jp

		150				佐々木　美紀 ササキ ミキ		十和田市立中央病院看護部 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0176-28-3523		miki-0710@mopera.net

		151				内城　孝之 ウチ シロ タカユキ		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		takayuki-uchijyou@miyagi-pho.jp

		152				安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		022-290-8850		k-yasuda@tohoku-mpu.ac.jp

		153		11.9		佐藤　孝之 サトウ タカユキ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4677-2748		takayuki_sato@keio.jp

		154				打矢　和子 ウチヤ カズコ		由利組合総合病院がん相談支援センター ユリクミアイソウゴウビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ		090-5183-4902		m1503@std.rcakita.ac.jp

		155				池亀　央嗣 イケガメ オウ ツグ		新潟大学医歯学総合病院病理部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-227-2695		chikeg@med.niigata-u.ac.jp

		156				櫻田　尚子 サクラダ ショウコ		八戸市立市民病院産婦人科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン サンフジンカ		医師		090-7838-1528		maxsakura@ric.hi-ho.ne.jp

		157				奥津　美穂 オクツ ミホ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1290		m-okutsu@fmu.ac.jp

		158				矢作　美晴 ヤハギ ミハル		山形大学医学部医事課 ヤマガタ ダイガク イガク ブ イジカ		事務 ジム		023-628-5296		yahagi_m@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

		159				亀井　陽子 カメイ ヨウコ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		048-852-1111		yoko.555.kmi.ph@gmail.com

		160				安田　有理 ヤスダ ユウリ		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		遺伝カウンセラー イデン		0225-21-7220		EZJ04625@nifty.com

		161		11.1		峯田　寿弘 ミネタ ジュ ヒロシ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-488-0255		toooo0117@gmail.com

		162				笹原　浩康 ササハラ ヒロヤス		新潟大学医歯学総合病院薬剤部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-223-6161		sasahiro@med.niigata-u.ac.jp

		163				高川　佳明 タカカワ ヨシアキ		福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座 フクシマケンリツイカダイガク テイシンシュウ シュヨウ セイギョ ガク コウザ		医師		080-1081-0374		yoshiaki.takagawa@rad.med.keio.ac.jp

		164				阿部　光展 アベ コウ テン		山形県立中央病院検査部 ヤマガタケンリツ チュウオウ ビョウイン ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-685-2626		abemit@ypch.gr.jp

		165				小林　拓史 コバヤシ タク シ		綜合南東北病院外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		024-934-5322		hiroshi_kobayashi_nhm@outlook.jp

		166				鈴木　麻友美 スズキ マユミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		023-633-1122		1120topaz@gmail.com

		167				福島　大造 フクシマ ダイゾウ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ショウカキナイカ		医師		070-5621-3062		daizofk@yahoo.ne.jp

		168				加茂　矩士 カモ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師		024-547-1290		k0810@fmu.ac.jp

		169				高畑　英智 タカハタ ヒデトモ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘシリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		takahata_h_8nohe@yahoo.co.jp

		170				沼澤　早紀 ヌマザワ サキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		malulani_0515_m_12@yahoo.co.jp

		171				髙橋　美咲 タカハシ ミサキ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		m-takahashi@biglobe.jp

		172				石川　祐子 イシカワ ユウコ		東北大学病院血液・免疫科 トウホクダイガク ビョウイン ケツエキ メンエキ カ		看護師 カンゴ シ		022-717-7165		yuko.ishikawa.a8@tohoku.ac.jp

		173				八木橋　祐弥 ヤギハシ ユウ ヤ		青森市民病院病理検査室 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-734-2171		yyagi84@gmail.com

		174				堀　夏恵 ホリ ナツ メグミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-2605		natsuehori.ff6@nuh.niigata-u.ac.jp

		175				木村　哲 キムラ サトシ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師		090-4556-8258		koala@fmu.ac.jp

		176		11.11		髙橋　久美子 タカハシ クミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナトビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2274-3844		mayumasa3105@gmail.com

		177				鈴木　美那子 スズキ ミナコ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5574-6604		minako-s@keio.jp

		178				草刈　悟 クサカリ サトル		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-7053-0507		kusakari@keio.jp

		179				鈴木　一生 スズキ イッセイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4069-0664		k.suzuki@z3.keio.jp

		180				大角　光歩子 オオカド ヒカリ ホ コ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		070-5011-6134		okado621424@keio.jp

		181				中島　清聖 ナカジマ セイ セイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1304-6317		kiyora-n@keio.jp

		182				辻村　葵 ツジムラ アオイ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-7330-2563		a.tsujimura@keio.jp

		183				櫻井　真由美 サクライ マユミ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-4021-3055		m-sakurai@keio.jp

		184				阿部　時也 アベ トキ ナリ		慶応大学医学部病理学教室 ケイオウ ダイガク イガクブ ビョウリガク キョウシツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-5363-3764		tokiya.abe@keio.jp

		185				今井　洋介 イマイ ヨウスケ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタ ケンリツ ニイガタビョウイン ナイカ		医師		025-266-5111		yosuke090342@gmail.com

		186				永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師		024-932-0503		kenji.nagata@mt.strins.or.jp

		187				髙橋　友紀恵 タカハシ ユキ エ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2848-7400		yuuu252539@gmail.com

		188				藤生　浩一 フジ セイ コウイチ		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン コキュウキゲカ		医師		024-934-5322		koichifujiu@hotmail.com

		189				宗近　宏次 ムネチカ ヒロツグ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師		024-934-5322		h.munechika@mt.strins.or.jp

		190				阿部　ゆき アベ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師		018-884-6215		yuki-a@gipc.akita-u.ac.jp

		191				高井　良尋 タカイ ヨ ジン		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		090-2885-2546		y-takai@hirosaki-u.ac.jp

		192				巖田　麻紀 ガン タ マキ		慶応大学医学部総合医科学研究センター ケイオウ ダイガク イガクブ ソウゴウ イカガク ケンキュウ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-2232-0714		iwata-maki@keio.jp

		193				鈴木　敏文 スズキ トシフミ		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ		018-833-1122		hobu@meiwakai.or.jp

		194				小友　香奈子 オトモ カナコ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0172-33-5111		k225@hirosaki-u.ac.jp

		195				鈴木　信康 スズキ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		090-2606-2619		nobuyasu2127@gmail.com

		196				渡部　衿花 ワタベ エリ ハナ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5834-9603		ew1209bsk@gmail.com

		197				阿部　晃子 アベ アキコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1107-5317		multivitamin.1028@gmail.com

		198		11.12		高木　友幸 タカギ トモユキ		青森労災病院中央検査部 アオモリ ロウサイ ビョウイン チュウオウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-33-1551		gaomulabotech6843@ac.auone-net.jp

		199				鈴木　聡子 スズキ サトコ		由利組合総合病院緩和ケア室 ユリクミアイソウゴウビョウイン カンワ シツ		看護師 カンゴシ		080-5556-7096		satoling@ont.ne.jp

		200				畔上　公子 アゼガミ キミコ		新潟県立がんセンター新潟病院病理部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		025-266-5111		ki.azegami@gmail.com

		201				木下　香澄 キノシタ カスミ		佐渡総合病院看護部 サド ソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-2907-1012		orange.kon.12@gmail.com

		202				永橋　孝之 ナガハシ タカユキ		綜合南東北病院消化器科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ カ		医師		080-1696-9681		nagahashi125@gmail.com

		203				阿部　富美子 アベ フミコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ		024-547-1777		fabe@fmu.ac.jp

		204				下道　日之 シタ ミチ ヒ ユキ		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		薬剤師 ヤクザイシ		090-4424-8474		tango.iij@gmail.com

		205				井田　道子 イダ ミチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		CanonRockPlayer@yahoo.co.jp

		206				佐藤　沙知子 サトウ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		s-sato.0719@saitama-med.jrc.or.jp

		207				古内　容子 フルウチ ヨウコ		福島県立医科大学附属病院臨床研究センター フクシマ ケンリツイカダイガクフゾクビョウイン リンショウ ケンキュウ		薬剤師 ヤクザイシ		024-547-1771		furu0912@fmu.ac.jp

		208				山岸　均 ヤマギシ ヒトシ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		karinto1235@gmail.com

		209		11.15		園部　里美 ソノベ サトミ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-0354		kanezukanii@gmail.com

		210				塗谷　智子 ヌリヤ トモコ		青森県立中央病院看護部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		017-726-8111		nuriya_1704@med.pref.aomori.jp

		211				和田　瑞季 ワダ ミズ キ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-5735-6356		1619441s@gmail.com

		212				佐藤　まり子 サトウ コ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		024-934-5322		s_mariko@hirosaki-u.ac.jp

		213				水谷　美菜子 ミズタニ ミナコ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1269-0425		min.0905ko@gmail.com

		214				佐藤　順二 サトウ ジュンジ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7060-5137		oldnowbower@384.jp

		215				工藤　真実 クドウ シンジツ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-4478-6478		dallermiboo@yahoo.co.jp

		216				川口　宏美 カワグチ ヒロミ		さいたま赤十字病院検査部 セキジュウジビョウインケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-844-7187		hiro1877kawa3986@gmail.com

		217				船橋　幸子 フナバシ サチコ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-852-1111		funa.sa.1212@gmail.com

		218				松澤　憲一郎 マツザワ ケンイチロウ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-1284-9964		nalc-naoh@outlook.jp

		219				成井　貴 ナルイ タカシ		綜合南東北病院消化器内科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師		080-1667-3004		naruitamd@gmail.com

		220				加藤　由起子 カトウ ユ キ コ		新潟大学医歯学総合病院看護部 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-227-0354		mappy.haruru@gmail.com

		221				髙山　香名子 タカヤマ カナコ		綜合南東北病院放射線治療科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン ホウシャセンチリョウカ		歯科医師 シカ		070-5451-5868		kanaproton@gmail.com

		222				佐藤　樹里奈 サトウ ジュリ ナ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-2362-1177		sa10-10rina.726@docomo.ne.jp

		223				赤塚　祐子 アカツカ ユウコ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-934-5322		y.akatsuka@mt.strins.or.jp

		224				永澤　真矢 ナガサワ マヤ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-1810-7207		nagasawa@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		225				秋間　瑞絵 アキマ ズイ エ		さいたま赤十字病院病理部 セキジュウジ ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-6123-6481		zooomin0706@gmail.com

		226		11.16		齋藤　栄美子 サイトウ エミコ		福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター フクシマケンリツ イカダイガクフゾクビョウイン リンショウ シュヨウ		看護師 カンゴシ		024-547-1085		semiko@fmu.ac.jp

		227				波多野　千津子 ハタノ チヅコ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケ ンリツガンセンターニイガタビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-266-5161		hatano@niigata-cc.jp

		228				加藤　法男 カトウ ノリオ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0258-28-3600		kiazme@nct9.ne.jp

		229				里吉　梨香 サトヨシ リカ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師		018-829-5000		rika_satoyoshi@akita-med.jrc.or.jp

		230				大山　友紀 オオヤマ ユキ		宮城県立がんセンター臨床検査部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		　yuki-ooyama@miyagi-pho.jp

		231				福眞　春美 フク シン ハルミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		社会福祉士 シャカイ フクシ シ		0172-34-3002		nakoshi@ruby.plala.or.jp

		232				加納　宣康 カノウ ノブヤス		綜合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		080-1139-8825		nkano@alpha.ocn.ne.jp

		233				佐々木　公子 ササキ キミコ		岩手県立大船渡病院看護部 イワテケンリツ オオフナト ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-7245-4700		spbs84a9@chive.ocn.ne.jp

		234		11.17		島　真央 シマ マオ		宮城県立がんセンター病理部 ミヤギケンリツ ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-7337-0073		mao-shima@miyagi-pho.jp

		235				小林　正悟 コバヤシ ショウゴ		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師		024-547-1437		shogo@fmu.ac.jp

		236				古舘　美佳 フルタテ ミカ		岩手県立釜石病院看護部 イワテケンリツ カマイシビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7933-6235		mika-furudate@pref.iwate.jp

		237				勝山　里佳 カツヤマ リカ		新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-266-5111		rhms35891_yknne_ank@icloud.com

		238				大杉　純 オオスギ ジュン		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師		090-5353-0270		josugi88@gmail.com

		239				小川　拓洋 オガワ タク ヨウ		あすなろ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0178-46-0992		kk157ll1500pp0580@gmail.com

		240		11.18		石山　恭輔 イシヤマ キョウスケ		さいたま赤十字病院医療連携課 セキジュウジ ビョウイン イリョウ レンケイ カ		事務 ジム		048-852-1168		genome@saitama-med.jrc.or.jp

		241				林　学 ハヤシ マナブ		福島県立医科大学附属病院消化器内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウカキナイカ		医師		024-547-1202		m884884@fmu.ac.jp

		242				山口　愛香里 ヤマグチ アイ カリ		日本海総合病院医事課 ニホンカイソウゴウビョウイン イジカ		MC		080-5572-1670		yama08@nihonkai-hos.jp

		243				大谷　留美香 オオタニ ルミ カオリ		新潟県立がんセンター新潟病院看護部 ニイガタケンリツ ニイガタビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		025-266-5111		rumika@niigata-cc.jp

		244				窪田　和雄 クボタ カズオ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師		090-5183-6001		kkubota@cpost.plala.or.jp

		245				滝澤　貴叙 タキザワ キ ジョ		星総合病院中央検査科 ホシソウゴウビョウイン チュウオウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-983-5511		hoshi_kensa@hoshipital.jp

		246				金子　章江 カネコ アキエ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツオキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0238-46-5000		mt-path@okitama-hp.or.jp

		247				小澤　孝一郎 オザワ コウイチロウ		公立置賜総合病院外科 コウリツ オイタマ ソウゴウ ビョウイン ゲカ		医師		0238-46-5000		kozawa@okitama-hp.or.jp

		248				奥沢　悦子 オクサワ エツコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		etsu.jf7fhb@docomo.ne.jp

		249		11.19		植木　美幸 ウエキ ミユキ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		ueki-mi283@miyagi-pho.jp

		250				本間　慶一 ホンマ ケイイチ		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ				hommake@sbthp.jp

		251				髙橋　まや タカハシ		市立秋田総合病院小児科 シリツ アキタソウゴウビョウイン ショウニカ		医師 イシ		018-823-4171		mayamasa414@yahoo.co.jp

		252				佐藤　睦子 サトウ ムツコ		綜合南東北病院神経心理学研究部門 ソウゴウミナミトウホクビョウイン シンケイシンリガク ケンキュウブモン		臨床心理士 リンショウ シンリシ		024-934-5718		mutsukosato4411@nifty.com

		253				後藤　多恵子 ゴトウ タエコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-717-7056		taeko0410@med.tohoku.ac.jp

		254				鈴木　理紗子 スズキ リサコ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホクダイガクビョウイン リンショウケンキュウスイシン		薬剤師 ヤクザイシ		022-717-7056		risuzuki@hosp.tohoku.ac.jp

		255				橋本　淳史 ハシモト アツシ		新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター ニイガタ ダイガク イシガク ソウゴウ ビョウイン リンショウケンキュウスイシン		専門職員 センモン ショクイン		025-368-9337		ashlivex@med.niigata-u.ac.jp

		256				齋藤　真帆 サイトウ マホ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		sakai.ma12345@gmail.com

		257				熊谷　直記 クマガイ ナオキ		岩手医科大学付属病院病院総務課 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ビョウイン ソウムカ		事務 ジム		019-613-7111		naoki.kumagai@j.iwate-med.ac.jp

		258				山下　千草 ヤマシタ チグサ		東北大学病院臨床研究推進センター トウホク ダイガク ビョウイン リンショウ ケンキュウ スイシン		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-7772		c-yamashita@hosp.tohoku.ac.jp

		259				渡部　寿康 ワタベ ジュ ヤス		福島赤十字病院薬剤部 フクシマ セキジュウジ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		024-534-6101		kbvsd708@ybb.ne.jp

		260		11.22		𠮷岡　孝志 ヨシオカ タカシ		山形大学医学部附属病院腫瘍内科 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		023-628-5224		ytakashi@med.id.yamagata-u.ac.jp

		261				大竹　仁子 オオタケ ジンコ		星総合病院看護部 ホシ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4310-4574		jinjin.0521@gmail.com

		262				佐藤　温 サトウ オン		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ		0172-39-5345		sato1151@hirosaki-u.ac.jp

		263				斉藤　麻衣子 サイトウ マイコ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6680-7725		maimaimaikon@icloud.com

		264				甲地　泰子 コウ チ ヤスコ		三沢市立三沢病院地域医療連携室 ミサワシリツ ミサワビョウイン チイキイリョウ レンケイシツ		看護師 カンゴシ		090-2277-8823		yasuko.taoaka.4245@gmail.com

		265				松山　純子 マツヤマ ジュンコ		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ		0223-23-3151		jmatsuya@minamitohoku.jp

		266				三木　康宏 ミキ ヤスヒロ		東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学 トウホク ダイガク サイガイ カガク コクサイ ケンキュウ ジョ		医師 イシ		022-717-8050		miki@patholo2.med.tohoku.ac.jp

		267				小笠原　嘉紀 オガサワラ ヨシノリ		青森労災病院地域医療連携室 アオモリ ロウサイ ビョウイン チイキ イリョウ レンケイ シツ		MSW		0178-33-1551		renkei@aomorih.johas.go.jp

		268				服部　豊 ハットリ ユタカ		北村山公立病院薬剤部 キタ ムラヤマ コウリツ ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-4041-5075		progres@palette.plala.or.jp

		269				喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ		024-547-1165		e4g63@fmu.ac.jp

		270				西川　真央 ニシカワ マオ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウ ゲカ		歯科医師 シカ イシ		080-3488-8348		m.nishikawa89@gmail.com

		271				木村　亮介 キムラ リョウスケ		綜合南東北病院口腔外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン コウクウゲカ		歯科医師 シカ イシ		090-9820-5046		ryosuke.k1985@gmail.com

		272				佐々木　洸太 ササキ コウタ		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師		017-757-8750		k-sasaki@yushinkai.jp

		273				本多　つよし ホンダ		いわき市医療センター産婦人科 シ イリョウ サンフジンカ		医師		090-3501-0752		boo.honda@gmail.com

		274				南　優子 ミナミ ユウコ		井上記念病院検体検査科 イノウエ キネンビョウイン ケンタイ ケンサカ		臨床検査技師		043-245-8807		yuco754@icloud.com

		275				富田　美香 トミタ ミカ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		治験事務 チケン ジム		048-852-1111		chiken.jim2@saitama-med.jrc.or.jp

		276				福井　愛純 フクイ アイ ジュン		株式会社EP綜合大阪支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオサカ シテン		CRC		080-2171-5870		fukui.azumi643@eps.co.jp

		277		11.24		澤橋　芳子 サワハシ ヨシコ		青森労災病院看護部 アオモリロウサイビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		my-sawahashi@nifty.com

		278				大西　彩子 オオニシ アヤコ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタ ダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1822-4249		ooayandante.saran.sj@gmail.com

		279				丸山　奈美恵 マルヤマ ナミエ		東北労災病院看護部 トウホク ロウサイ ビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-5591-5997		ambulance-73@docomo.ne.jp

		280				山田　隆志 ヤマダ タカシ		長岡赤十字病院病理診断部 ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ビョウリ シンダン ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0258-28-3600		taka_takashiyama2003@yahoo.co.jp

		281				緒形　真也 オガタ シンヤ		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ		023-685-2626		siogata@ypch.gr.jp

		282				小林　弘実 コバヤシ ヒロミ		弘前大学医学部附属病院病理部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-8315-6170		kbhr5858@gmail.com

		283				船橋　光政 フナバシ ミツマサ		埼玉県立循環器・呼吸器病センター臨床技術部 サイタマ ケンリツ ジュンカンキ コキュウキ ビョウ リンショウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		048-5366-9900		funabashi.mitsumasa@saitama-pho.jp

		284				遠藤　恵子 エンドウ ケイコ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師		03-5363-3844		ayako.harada@adst.keio.ac.jp

		285				竹内　美華 タケウチ ビ ハナ		宮城県立がんセンター臨床検査技術部 ミヤギ ケンリツ リンショウ ケンサ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-384-3151		takeuchi-mi245@miyagi-pho.jp

		286				梅原　さや香 ウメハラ カオリ		綜合南東北病院臨床検査科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師		080-1814-5548		ume_pon1103@yahoo.co.jp

		287				矢矧　みどり ヤビキ		山形市立病院済生館臨床検査室		臨床検査技師		023-625-5555		midotin@ezweb.ne.jp

		288				松田　裕美 マツダ ヒロミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		023-635-5104		pyunpyun1.0916@gmail.com

		289				岩淵　英里奈 イワブチ エイ リ ナ		東北大学病院病理部 トウホクダイガク ビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-8050		e-iwabuchi@med.tohoku.ac.jp

		290				豊田　さと子 トヨタ コ		株式会社EP綜合 カブシキガイシャ ソウゴウ		CRC		090-9530-6225		sato1977march10@gmail.com

		291				鈴木　訓史 スズキ クン シ		仙台医療センター薬剤部 センダイ イリョウ ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		022-293-1111		suzu_no81@yahoo.co.jp

		292				海老名　明美 エビナ アケミ		弘前市立病院医療連携室 ヒロサキ シリツ ビョウイン イリョウ レンケイ シツ		看護師 カンゴシ		0172-34-3002		ebina2203@yahoo.co.jp

		293				奥田　佑道 オクダ ユウ ミチ		秋田大学医学部付属病院呼吸器内科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン コキュウキナイカ		医師		018-801-7510		yokuda@med.akita-u.ac.jp

		294				村越　真人 ムラコシ マナト		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		080-1082-5620		dustychair3417@gmail.com

		295				松倉　節子 マツクラ セツコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		matunene_8_02_0509@yahoo.co.jp

		296				濱屋　美樹子 ハマ ヤ ミキコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		h-miki@fmu.ac.jp

		297				小原　令子 オバラ レイコ		君津中央病院遺伝カウンセリング室 キミツ チュウオウビョウイン イデン シツ		遺伝カウンセラー イデン		0438-36-1071		yfe00914@nifty.com

		298				夛田　耕一 タダ コウイチ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-625-5555		ko.tada-30-01@docomo.ne.jp 

		299				成澤　瑠美 ナルサワ ルミ		山形市立病院済生館臨床検査室 ヤマガタ シリツ ビョウイン サイセイ カン リンショウ ケンサ シツ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		023-625-5555		te7.n.r.kaiya@gmail.com

		300				橋本　幸子 ハシモト サチコ		長岡赤十字病院がん相談支援センター ナガオカ セキジュウジ ビョウイン ソウダン シエン		看護師 カンゴシ		090-3139-9747		shashi@nagaoka.jrc.or.jp

		301				佐藤　ルミ子 サトウ コ		山形県立河北病院看護部 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0237-73-3131		satorum@pref.yamagata.jp

		302		11.26		田村　優子		長岡赤十字病院検査技術課		臨床検査技師		080-5454-9676		kairiyuma.tam@outlook.com

		303				三富　弘子 ミトミ ヒロコ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		025-290-7421		hrknokorochan@yahoo.co.jp

		304				山田　仁 ヤマダ ジン		福島県立医科大学整形外科学講座		医師		024-547-1276		hyamada@fmu.ac.jp

		305				大貫　真依 オオヌキ マイ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤ シテン		CRC		070-3935-0040		onuki.mai391@eps.co.jp

		306				春木　恵 ハルキ メグミ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC		0438-36-1071		crc3@kc-hosp.or.jp

		307				常盤　かおり トキワ		新潟市民病院看護部 ニイガタ シミン ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-8738-8821		kanaboon4433@gmail.com

		308				岡部　隆一 オカベ リュウイチ		長岡中央綜合病院耳鼻咽喉科 チュウオウ ソウゴウ ビョウイン ジビインコウカ		医師		0258-35-3700		ryuent0129@yahoo.co.jp

		309				渡辺　剛 ワタナベ ゴウ		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師		018-884-6215		gowata@med.akita-u.ac.jp

		310				平野　昌代 ヒラノ マサヨ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-4942-0871		masayoyuzu@yahoo.co.jp

		311				栗原　誠 クリハラ マコト		東北労災病院 トウホク ロウサイ ビョウイン		診療情報管理士 シンリョウ ジョウホウ カンリ シ		022-275-1111		him@tohokuh.johas.go.jp

		312				三浦　孝之 ミウラ タカユキ		東北大学病院総合外科 トウホク ダイガク ビョウイン ソウゴウ ゲカ		医師 イシ		022-717-7205		takayuki-m@surg.med.tohoku.ac.jp

		313				海保　隆 カイホ タカシ		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師		0438-36-1071		kaikai05hot16@gmail.com

		314				菊地　瞳 キクチ ヒトミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		pretty-pito@ezweb.ne.jp

		315				田中　幸子 タナカ サチコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		ycuibinpg@icloud.com

		316				髙橋　晴美 タカハシ ハルミ		君津中央病院看護部 キミツ チュウオウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0438-36-1071		harup4@ybb.ne.jp

		317				福原　達朗 フクハラ タツロウ		宮城県立がんセンター呼吸器内科 ミヤギ コキュウキナイカ		医師		022-384-5151		fukuhara-tatsuro@miyagi-pho.jp

		318				長谷川　幸保 ハセガワ ユキヤス		市立秋田総合病院呼吸器内科 シリツ アキタソウゴウビョウイン コキュウキナイカ		医師		090-5189-2065		iniy.hase6@gmail.com

		319				関　義信 セキ ヨシノブ		魚沼基幹病院血液内科 サカナヌマ キカンビョウイン ケツエキナイカ		医師		025-777-3200		y-seki@med.niigata-u.ac.jp

		320		11.29		吉田　真弓 ヨシダ マユミ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		mayucox.615@docomo.ne.jp

		321				後藤　恵 ゴトウ メグミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1821-9265		the-extra-terrestrial.0529@softbank.ne.jp

		322				佐藤　雄大 サトウ ユウダイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		080-2165-0521		pudaicon@gmail.com

		323				伊藤　沙恵 イトウ サエ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-6120-7930		saepoyo_1211@yahoo.co.jp

		324				長澤　華月 ナガサワ ハナ ツキ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-281-5151		marguerite.0903@icloud.com

		325				武藤　浩司 ムトウ コウジ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		025-281-5151		kyo610m@yahoo.co.jp

		326				金子　基子 カネコ モトコ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		023-633-1122		mkaneko.0106@med.id.yamagata-u.ac.jp

		327				藤野　綾香 フジノ アヤカ		君津中央病院治験管理室 キミツ チュウオウ ビョウイン チケン カンリ シツ		CRC		0438-36-1071		crc@kc-hosp.or.jp

		328				大城　真里 オオシロ マリ		慶應義塾大学病院病理診断科 ケイオウギジュクダイガクビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-1769-0844		mari.hasegawa@adst.keio.ac.jp

		329				三浦　一穂 ミウラ カズホ		岩手医科大学附属病院看護部 イワテイカダイガクフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		019-613-7111		kazuho.miura32@gmail.com

		330				高野　忠夫 タカノ タダオ		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師		022-717-7122		ttakano@med.tohoku.ac.jp

		331				鶴田　瑞葵 ツルタ ズイ アオイ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-9147-6126		apgj3@icloud.com

		332				稲田　有花 イナダ ユウハナ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-8088-5723		yuukainada0725@gmail.com

		333				莪山　叶実 ヤマ カナ ミ		新潟市民病院薬剤部 ニイガタ シミン ビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		090-2567-6358		green1933gym@docomo.ne.jp

		334				田中　聡一郎 タナカ ソウイチロウ		山形大学医学部附属病院薬剤部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヤクザイ ブ		薬剤師 ヤクザイシ		023-635-5121		s-tanaka@med.id.yamagata-u.ac.jp

		335				深谷　保男 フカヤ ヤスオ		綜合南東北病院泌尿器科 ソウゴウ ミナミトウホクビョウイン ヒニョウキカ		医師		090-4043-8909		profyacchan@icloud.com

		336				小島原　美智恵 コジマハラ ミチ エ		福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 アイヅ イリョウ リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0242-75-2899		m-koji@fmu.ac.jp		1

		337				長尾　眞比賣 ナガオ シン ヒ バイ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3984-3958		himemari-361444@ezweb.ne.jp

		338				柴田　純子 シバタ ジュンコ		北秋田市民病院がん相談支援センター キタアキタ シミンビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		090-2607-5069		manamao_shiba@yahoo.co.jp

		339				武田　こずえ タケダ		大崎市民病院看護部 オオサキシミンビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-7075-3574		kozue-kozue@ceres.ocn.ne.jp		1

		340				鷺野谷　利幸 サギ ノ ヤ トシユキ		綜合南東北病院放射線診断科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセン シンダンカ		医師		024-934-5322		saginoya999@icloud.com

		341				六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ		080-1849-6326		masahiro.rokugo.e2@tohoku.ac.jp

		342				村松　萌 ムラマツ モエ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1165		moe-m@fmu.ac.jp

		343		11.3		星野　愛美 ホシノ アイ ミ		株式会社EP綜合大宮支店 カブシキガイシャ ソウゴウ オオミヤシテン		CRC		080-9533-1362		hoshino.aimi552@eps.co.jp

		344				箱石　瀬成 ハコイシ セ ナリ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツシミンビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		080-3191-8514		sena-box14-8819@i.softbank.jp

		345				森合　博一 モリアイ ヒロカズ		公立岩瀬病院臨床検査科 コウリツ イワセビョウイン リンショウケンサカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0248-75-3111		woodsfit@yahoo.co.jp

		346				中村　笑夢 ナカムラ エ ユメ		弘前大学医学部附属病院看護部 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		080-5739-5109		papapapaaaan4@au.com

		347				片岡　史弥 カタオカ フミヤ		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師		080-2402-0673		a9mb1039@yahoo.co.jp

		348				海法　道子 カイ ホウ ミチコ		宮城県立がんセンター婦人科 ミヤギケンリツ フジンカ		医師		090-4042-7329		sakumichi3306@gmail.com

		349		12.1		石清水　美央 イワシミズ ミオ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-9536-5953		black-cat-08-20@docomo.ne.jp

		350				小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		024-547-1165		yasu-ko@fmu.ac.jp

		351				清水　孝規 シミズ タカノリ		東北大学医学部産科婦人科学教室 トウホクダイガク イガクブ サンカ フジンカ ガク キョウシツ		医師		022-717-7063		takanori_432@yahoo.co.jp

		352				山田　匠希 ヤマダ ショウ キ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		024-547-1165		ya-shoki@fmu.ac.jp

		353				関　有貴 セキ ユキ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		080-6059-4423		2yu4ri5ha@gmail.com

		354				小清水　浩子 コシミズ ヒロコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		himita.8@gmail.com

		355				伊藤　和彦 イトウ カズヒコ		新潟市民病院腫瘍内科 ニイガタ シミン ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ		025-281-5151		itokazuhiko2002@yahoo.co.jp

		356				白石　真由美 シライシ マユミ		君津中央病院看護部 カンゴブ		看護師 カンゴシ		0438-36-1071		m.shiraishi@kc-hosp.or.jp

		357				堀米　明美 ホリゴメ アケミ		山形大学医学部附属病院看護部 ヤマガタダイガクイガクブフゾクビョウインカンゴブ		看護師 カンゴシ		090-1062-5942		kerokko1003@icloud.com

		358				一条　あゆみ イチジョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		ayu@fmu.ac.jp

		359		12.2		松長　夢子 マツナガ ユメコ		八戸市立市民病院臨床検査科 ハチノヘ シリツ シミン ビョウイン リンショウ ケンサ カ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		0178-72-5241		yumepea68@gmail.com

		360				稲葉　英恵 イナバ ハナエ		東北大学病院看護部 トウホクダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		080-1812-6447		hanae.inaba.b3@tohoku.ac.jp

		361				長谷川　敬子 ハセガワ ケイコ		帯広第一病院看護部 オビヒロ ダイイチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-9751-8747		yui.ai.2012.09.28@docomo.ne.jp

		362				佐藤　詠子 サトウ エイコ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		utako330@fmu.ac.jp

		363				五戸　徳子 ゴノヘ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		gnhnrk@lapis.plala.or.jp

		364		12.3		遠藤　美涼 エンドウ ビ リョウ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		reboot.pooler.88@gmail.com

		365				加井　丈治 カイ ジョウジ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		desksrood@yahoo.co.jp

		366				村越　政仁 ムラコシ セイ ジン		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		murako@fmu.ac.jp

		367				深見　伸一 フカミ シンイチ		福島県立医科大学血液内科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師		080-5336-6608		fukashin@fmu.ac.jp

		368				髙橋　詩織 タカハシ シオリ		みやぎ県南中核病院薬剤部 ケンナンチュウカクビョウイン ヤクザイブ		薬剤師 ヤクザイシ		0224-51-5500		shioributachan@gmail.com

		369				髙橋　貴一 タカハシ キイチ		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師		080-1836-8055		kiichi-takahashi@hotmail.co.jp

		370				八木　美菜 ヤギ ミナ		新潟県立中央病院病理診断科 ニイガタケンリツ チュウオウビョウイン ビョウリシンダンカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		090-5397-2855		yui-to@joetsu.ne.jp

		371		12.6		菅野　晴夫 カンノ ハルオ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマケンリツイカダイガク フゾクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-7936-6038		haru1951@fmu.ac.jp

		372				田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師		090-1770-3740		keiichrou522@gmail.com

		373				五十嵐　江美 イガラシ エミ		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師		022-717-7262		emi.igarashi.d6@tohoku.ac.jp

		374				島津　文代 シマヅ フミヨ		太田歯科医院 オオタ シカ イイン		歯科衛生士 シカ エイセイシ		070-1148-1064		jakefumi2@gmail.com

		375				佐藤　よしみ サトウ		東北医科薬科大学病院看護部 トウホクイカヤッカダイガクビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		022-259-1221		yoshimi-sato@hosp.tohoku-mpu.ac.jp

		376				福田　晃子 フクダ テルコ		帝京大学医学部附属病院医療技術部 テイキョウ ダイガク イガクブフゾクビョウイン イリョウ ギジュツ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		03-3964-1211		fukudat@med.teikyo-u.ac.jp

		377				大薄　真由美 オオスキ マユミ		宮城県立がんセンター看護部 ミヤギケンリツ カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-6450-7310		y2022.y@wind.ocn.ne.jp

		378				白井　直美 シライ ナオミ		長岡赤十字病院緩和ケアセンター カンワ		看護師 カンゴシ		0258-28-3600		s-naomi@nagaoka.jrc.or.jp

		379				佐々木　理恵子 ササキ リエコ		太田西ノ内病院病理部 オオタ ニシ ウチビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-925-1188		sasaki59714@ohta-hp.or.jp

		380				岩崎　真梨子 イワサキ マリコ		GEヘルスケアジャパンアカデミック本部 ホンブ		放射線技師 ホウシャセンギシ		080-4376-1736		mariko.Iwasaki@ge.com

		381		12.7		岡　佑香 オカ ユウ カオリ		福島県立医科大病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイ ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師		090-3130-7129		y-oka@fmu.ac.jp

		382				千坂　あゆみ チサカ		大崎市民病院医事課 オオサキ シミン ビョウイン イジカ		事務 ジム		090-9533-4330		starsac39@yahoo.co.jp

		383				山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師		022-717-8539		yamitsu@med.tohoku.ac.jp

		384				髙橋　充 タカハシ ジュウ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		022-717-8539		mitsu.takahashi.a2@tohoku.ac.jp

		385				伊藤　結貴 イトウ ユキ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		018-884-6283		ytezu1936@hos.akita-u.ac.jp

		386				田口　郁子 タグチ イクコ		秋田大学医学部付属病院がん相談支援センター アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ソウダンシエン		看護師 カンゴシ		018-884-6283		ikuko-taguchi@hos.akita-u.ac.jp

		387		12.8		村井　尚美 ムライ ナオミ		株式会社EP綜合福岡支店 カブシキガイシャ ソウゴウ フクオカ シテン		CRC		080-2332-9752		murai.naomi689@eps.co.jp

		388				五十嵐　公洋 イガラシ キミヒロ		仙台厚生病院消化器内科 センダイ コウセイ ビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ		080-1831-4502		garasi_fiftystorm@yahoo.co.jp

		389				林　直美 ハヤシ ナオミ		さいたま赤十字病院薬剤部 セキジュウジビョウイン ヤクザイ ブ		CRC		048-852-1111		chiken.crc1@saitama-med.jrc.or.jp

		390				生島　仁美子 イクシマ ヒトミ コ		くるみ薬局 ヤッキョク		薬剤師 ヤクザイシ		0798-40-3373		kimikotama@yahoo.ne.jp

		391				飯尾　友華子 イイオ トモ ハナ コ		青梅市立総合病院看護部 オウメ シリツ ソウゴウ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		090-1657-9563		yuka_yukarin0929@yahoo.co.jp

		392		12.9		中嶋　澄乃 ナカジマ スミ ノ		公立置賜総合病院臨床検査部 コウリツ オキタマソウゴウビョウイン リンショウケンサブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ				star.rabbit0710@gmail.com

		393				宮野　紀子 ミヤノ ノリコ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		m_nori7@yahoo.co.jp

		394				渡辺　季代子 ワタナベ キ ダイ コ		青森労災病院看護部 アオモリ ロウサイ ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		0178-33-1551		smdyf589@yahoo.co.jp

		395				打波　宇 ウ ナミ ウ		秋田大学医学部消化器外科学講座 アキタダイガク イガクブ ショウカキ ゲカガクコウザ		医師		018-884-6126		huchi@gipc.akita-u.ac.jp

		396		12.1		本多　通孝 ホンダ ミチタカ		総合南東北病院外科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ゲカ		医師		080-9555-6384		mhonda1017@gmail.com

		397				畦元　亮作 アゼ モト リョウサク		君津中央病院消化器内科 キミツ チュウオウ ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ		0438-36-1071		jzf00535@nifty.com

		398				齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師		0172-39-5346		saito.ken@hirosaki-u.ac.jp

		399				丸山　真紀子 マルヤマ マキコ		新潟県立十日町病院看護部 ニイガタケンリツ トウカマチビョウイン カンゴブ		看護師 カンゴシ		090-3228-7933		makiikoa@gmail.com

		400				高杉　かおり タカスギ		鯵ヶ沢病院内科 アジガサワ ビョウイン ナイカ		医師		090-4636-5766		kabocha@muse.ocn.ne.jp

		401				西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師		0178-331551		nishiya@jomon.ne.jp

		402		12.13		廣瀬　勝己 ヒロセ カツミ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師		024-934-5330		khirose@hirosaki-u.ac.jp

		403				岩田　敏代 イワタ トシヨ		大阪医科薬科大学病院臨床研究センター オオサカ イカヤッカダイガクビョウイン リンショウケンキュウ		CRC		072-683-1221		toshiyo.iwata@ompu.ac.jp

		404				原田　成美 ハラダ ナルミ		東北大学病院乳腺内分泌外科 トウホクダイガクビョウイン ニュウセンナイブンピツ ゲカ		医師 イシ		090-2979-0610		n.harada@med.tohoku.ac.jp

		405		12.14		山口　千里 ヤマグチ センリ		福島県立医科大学附属病院病理部 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ビョウリブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		024-547-1527		ychisato@fmu.ac.jp

						村上　昌雄 ムラカミ マサオ		南東北がん陽子線治療センター ミナミトウホク ヨウシセン チリョウ		医師		024-934-3888		mmuraka2013@gmail.com

						氏家　由起子 ウジイエ ユキコ		福島県立医科大学附属病院看護部 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク フゾク ビョウイン カンゴ ブ		看護師 カンゴシ		024-547-1085		yukikouj@fmu.ac.jp

				12.16		野坂　知加 ノサカ チ カ		青森県立中央病院臨床検査部 アオモリ ケンリツ チュウオウ ビョウイン リンショウ ケンサ ブ		臨床検査技師 リンショウ ケンサ ギシ		017-726-8275		akensaa1414@gmail.com
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申込者数：102名

がんゲノム医療
医師限定WEB研修会

NO 所属先 総数

1 福島県立医科大学腫瘍内科学講座 17

2 新潟県立がんセンター 7

3 東北大学病院 5

4 君津中央病院 5

5 秋田赤十字病院 4

6 弘前大学大学院医学系研究科 3

7 岩手医科大学 3

8 山形県立中央病院 3

9 石巻赤十字病院 3

10 青森市民病院 2

11 総合南東北病院 2

12 宮城県立がんセンター 2

13 青森労災病院 2

14 会津中央病院 2

15 弘前大学医学部附属病院 2

16 立川綜合病院 2

17 日本海総合病院 2

18 新潟大学大学院 2

19 綜合南東北病院 2

20 秋田大学医学部付属病院 2

21 東北医科薬科大学 1

22 東北医科薬科大学病院 1

23 魚沼基幹病院 1

24 弘前市立病院 1

25 坂総合病院 1

26 塩釜市立病院 1

27 新潟大学医歯学総合病院 1

28 むつ総合病院 1

29 由利組合総合病院 1

30 岩手医科大学付属病院 1

31 東北公済病院 1

32 公立黒川病院 1

33 中通総合病院 1

34 福島県立医科大附属病院 1

35 山形県立河北病院 1

36 十和田市立中央病院 1

37 青森新都市病院 1

38 新潟県立新発田病院 1

39 市立秋田総合病院 1

40 米沢市立病院 1

41 秋田大学大学院医学系研究科 1

42 さいたま赤十字病院 1

43 南東北第二病院 1

44 下越病院 1

45 市立吹田病院 1

46 岩手県立胆沢病院 1

47 福島県立医科大学 1

48 福島赤十字病院 1

49 英仁会病院 1

50 弘前大学大学院 1

総合計 102

がんゲノム医療インテンシブコース 令和3年度


最終版





		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ

		1		福島県立医科大学腫瘍内科学講座 フクシマケンリツイカダイガク シュヨウナイカガク コウザ		17

		2		新潟県立がんセンター ニイガタ ケンリツ		7

		3		東北大学病院 トウホクダイガクビョウイン		5

		4		君津中央病院 キミツ チュウオウ ビョウイン		5

		5		秋田赤十字病院 アキタ セキジュウジ ビョウイン		4

		6		弘前大学大学院医学系研究科 ヒロサキダイガク ダイガクイン イガクケイ ケンキュウカ		3

		7		岩手医科大学 イワテ イカダイガク		3

		8		山形県立中央病院 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン		3

		9		石巻赤十字病院 イシノマキ セキジュウジ ビョウイン		3

		10		青森市民病院 アオモリ シミン ビョウイン		2

		11		総合南東北病院 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		2

		12		宮城県立がんセンター ミヤギケンリツ		2

		13		青森労災病院 アオモリ ロウサイ ビョウイン		2

		14		会津中央病院 アイヅ チュウオウビョウイン		2

		15		弘前大学医学部附属病院		2

		16		立川綜合病院 タチカワソウゴウ ビョウイン		2

		17		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		2

		18		新潟大学大学院 ニイガタ ダイガク ダイガクイン		2

		19		綜合南東北病院 ソウゴウミナミトウホクビョウイン		2

		20		秋田大学医学部付属病院 アキタ ダイガク イガクブ フゾク ビョウイン		2

		21		東北医科薬科大学 トウホク イカ ヤッカ ダイガク		1

		22		東北医科薬科大学病院 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン		1

		23		魚沼基幹病院 ウオヌマ キカンビョウイン		1

		24		弘前市立病院 ヒロサキ シリツ ビョウイン		1

		25		坂総合病院 サカ ソウゴウ ビョウイン		1

		26		塩釜市立病院 シオガマシリツ ビョウイン		1

		27		新潟大学医歯学総合病院 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン		1

		28		むつ総合病院 ソウゴウビョウイン		1

		29		由利組合総合病院 ユリクミアイソウゴウビョウイン		1

		30		岩手医科大学付属病院 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン		1

		31		東北公済病院 トウホク コウ サイ ビョウイン		1

		32		公立黒川病院 コウリツ クロカワ ビョウイン		1

		33		中通総合病院 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン		1

		34		福島県立医科大附属病院 フクシマケンリツイカダイ フゾク ビョウイン		1

		35		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		1

		36		十和田市立中央病院 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン		1

		37		青森新都市病院 アオモリ シントシ ビョウイン		1

		38		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1

		39		市立秋田総合病院 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウインゲカ		1

		40		米沢市立病院 ヨネザワ シリツ ビョウイン		1

		41		秋田大学大学院医学系研究科 アキタ ダイガク ダイガクイン イガクケイ ケンキュウカ		1

		42		さいたま赤十字病院 セキジュウジ ビョウイン		1

		43		南東北第二病院 ミナミ トウホク ダイ ニ ビョウイン		1

		44		下越病院 カエツ ビョウイン		1

		45		市立吹田病院 シリツ スイタ ビョウイン		1

		46		岩手県立胆沢病院 イワテケンリツ イサワビョウイン		1

		47		福島県立医科大学 フクシマケンリツ イカダイガク		1

		48		福島赤十字病院 フクシマセキジュウジビョウイン		1

		49		英仁会病院 エイジンカイビョウイン		1

		50		弘前大学大学院 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン		1

				総合計 ソウゴウケイ		102





Sheet1





		NO		所属先 ショゾク サキ		総数 ソウスウ
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		24		むつ総合病院 ソウゴウビョウイン		1
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		28		公立黒川病院 コウリツ クロカワ ビョウイン		1

		29		中通総合病院 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン		1

		30		立川綜合病院 タチカワソウゴウ ビョウイン		1

		31		福島県立医科大附属病院 フクシマケンリツイカダイ フゾク ビョウイン		1

		32		日本海総合病院 ニホンカイソウゴウビョウイン		1

		33		山形県立河北病院 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン		1

		34		十和田市立中央病院 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン		1

		35		青森新都市病院 アオモリ シントシ ビョウイン		1

		36		新潟県立新発田病院 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン		1

		37		市立秋田総合病院 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウインゲカ		1

				総合計 ソウゴウケイ		76





元本

		NO		申込日 モウシコミ ビ		氏名 シメイ		所属先 ショゾク サキ		職種 ショクシュ

		1		12.1		佐藤　温 サトウ オン		弘前大学大学院医学系研究科腫瘍内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ シュヨウ ナイカガク コウザ		医師 イシ

		2				工藤　耕 クドウ コウ		弘前大学医学部附属病院小児科 ショウニカ		医師 イシ

		3				武市　和之 タケイチ カズユキ		会津中央病院産婦人科 アイヅ チュウオウビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		4				緒形　真也 オガタ シンヤ		山形県立中央病院病理診断科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		5				安田　純 ヤスダ ジュン		宮城県立がんセンターがんゲノム医療センター ミヤギケンリツ イリョウ		医師 イシ

		6				須田　剛士 スダ タケシ		魚沼基幹病院消化器内科 ウオヌマ キカンビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		7				小泉　淳 コイズミ アツシ		秋田大学医学部付属病院泌尿器科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		8				六郷　正博 ロクゴウ マサヒロ		東北大学病院耳鼻咽喉科 トウホク ダイガク ビョウイン ジビ インコウ カ		医師 イシ

		9				諸橋　聡子 モロハシ サトコ		弘前市立病院臨床検査科 ヒロサキ シリツ ビョウイン リンショウ ケンサ カ		医師 イシ

		10				堀井　明 ホリイ アキラ		坂総合病院遺伝子診断科 サカ ソウゴウ ビョウイン イデンシシンダンカ		医師 イシ

		11				真里谷　靖 マリヤ ヤスシ		青森労災病院放射線治療科 アオモリ ロウサイ ビョウイン ホウシャセン チリョウ カ		医師 イシ

		12				徳田　恵美 トクダ エミ		福島県立医科大学腫瘍内科学講座 フクシマケンリツイカダイガク シュヨウナイカガク コウザ		医師 イシ

		13				島貫　公義 シマヌキ キミヨシ		会津中央病院外科 アイヅ チュウオウビョウイン ゲカ		医師 イシ

		14				和田　豊人 ワダ トヨヒト		青森市民病院消化器内科 アオモリシミン ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		15		12.2		楠美　智巳 クスミ トモミ		青森市民病院病理診断科 アオモリシミン ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		16				佐藤　正幸 サトウ マサユキ		塩釜市立病院外科 シオガマシリツ ビョウイン ゲカ		医師 イシ

		17				阿部　ゆき アベ		秋田大学医学部付属病院消化器外科 アキタダイガクイガクブフゾクビョウイン ショウカキゲカ		医師 イシ

		18				林　学 ハヤシ マナブ		福島県立医科大学消化器内科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカキナイカガク コウザ		医師 イシ

		19				下平　秀樹 シモダイラ ヒデキ		東北医科薬科大学医学部腫瘍内科学 トウホク イカ ヤッカ ダイガク イガクブ シュヨウ ナイカガク		医師

		20				島田　能史 シマダ ヨシフミ		新潟大学医歯学総合病院消化器・一般外科 ニイガタダイガクイシガクソウゴウビョウイン ショウカキ イッパンゲカ		医師 イシ

		21				松浦　修 マツウラ オサム		むつ総合病院外科 ソウゴウビョウイン ゲカ		医師 イシ

		22		12.3		須田　竜一郎 スダ リュウイチロウ		君津中央病院外科 キミツチュウオウビョウイン ゲカ		医師 イシ

		23				山内　美佐 ヤマウチ ミサ		由利組合総合病院病理診断科 ユリクミアイソウゴウビョウイン ビョウリシンダンカ		医師 イシ

		24				髙橋　貴一 タカハシ キイチ		秋田赤十字病院新生児科 アキタセキジュウジビョウイン シンセイジ カ		医師

		25		12.6		嬉野　紀夫 ウレシノ ノリオ		君津中央病院腫瘍内科 キミツ チュウオウ ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		26				前川　滋克 マエカワ シゲル カツ		岩手医科大学付属病院泌尿器科 イワテ イカ ダイガク フゾク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		27				齋藤　元伸 サイトウ モトノブ		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		28				高畑　武功 タカハタ ブコウ		弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ ショウカキ ケツエキ ナイカ ガク コウザ		医師 イシ

		29				坂本　渉 サカモト ワタル		福島県立医科大学消化管外科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ショウカカン ゲカガクコウザ		医師 イシ

		30				小林　正悟 コバヤシ ショウゴ		福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科 フクシマケンリツイカダイガクフゾクビョウイン ショウニ シュヨウ ナイカ		医師

		31				大歳　晃平 オオ トシ コウ ヘイ		東北公済病院内科 トウホク コウ サイ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		32				海保　隆 カイホ タカシ		君津中央病院病院長 ビョウインチョウ		医師

		33				五十嵐　江美 イガラシ エミ		東北大学病院精神科 トウホクダイガクビョウイン セイシンカ		医師

		34				大槻　修一 オオツキ シュウイチ		公立黒川病院外科 コウリツ クロカワ ビョウイン ゲカ		医師 イシ

		35				鈴木　敏文 スズキ トシフミ		中通総合病院放射線科 ナカトオリ ソウゴウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		36				福島　紀雅 フクシマ ノリマサ		山形県立中央病院外科 ヤマガタ ケンリツ チュウオウ ビョウイン ゲカ		医師 イシ

		37				岡部　正明 オカベ マサアキ		立川綜合病院循環器内科 タチカワソウゴウ ビョウイン ジュンカンキナイカ		医師 イシ

		38				岡部　慈子 オカベ ジ コ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカフジンカ ガク コウザ		医師 イシ

		39				植田　牧子 ウエダ マキコ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカフジンカ ガク コウザ		医師 イシ

		40				武藤　哲史 ムトウ サトシ		福島県立医科大学呼吸器外科学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク コキュウキ ゲカ ガク コウザ		医師 イシ

		41				森　隆史 モリ タカフミ		福島県立医科大眼科学講座 フクシマケンリツイカダイ ガンカ ガクコウザ		医師 イシ

		42				中村　純 ナカムラ ジュン		福島県立医科大附属病院内視鏡診療部 フクシマケンリツイカダイ フゾク ビョウイン ナイシキョウ シンリョウ ブ		医師 イシ

		43				佐藤　千穂 サトウ チホ		日本海総合病院乳腺外科 ニホンカイソウゴウビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		44		12.7		一柳　統 イチヤナギ トウ		山形県立河北病院泌尿器科 ヤマガタケンリツ カホク ビョウイン ヒニョウキカ		医師 イシ

		45				加茂　矩士 カモ		福島県立医科大学産科婦人科学講座 フクシマケンリツイカダイガク サンカ フジンカガクコウザ		医師

		46				西塚　哲 ニシヅカ サトシ		岩手医科大学医歯薬総合研究所 イワテ イカ ダイガク イシヤク ソウゴウケンキュウジョ		医師 イシ

		47				田中　啓一郎 タナカ ケイイチロウ		福島県立医科大学眼科学講座 フクシマケンリツイカダイガク ガンカ ガク コウザ		医師

		48		12.1		目時　隆博 メトキ タカシ ヒロシ		十和田市立中央病院放射線科 トワダシリツ チュウオウ ビョウイン ホウシャセンカ		医師 イシ

		49				里吉　梨香 サトヨシ リカ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師

		50				小林　靖幸 コバヤシ ヤスユキ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマケンリツイカダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダンガク コウザ		医師

		51				喜古　雄一郎 キ コ ユウイチロウ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		52				鈴木　エリ奈 スズキ ナ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリ ビョウタイ シンダン ガク コウザ		医師 イシ

		53				松村　勇輝 マツムラ イサム テル		福島県立医科大学呼吸器外科 フクシマケンリツ イカダイガク コキュウキゲカ		医師 イシ

		54				大貫　幸二 オオヌキ コウジ		宮城県立がんセンター乳腺外科 ミヤギケンリツ ニュウセンゲカ		医師 イシ

		55				及川　隆喜 オイカワ タカシ キ		岩手医科大学消化器内科肝臓分野 イワテイカダイガク ショウカキナイカ カンゾウ ブンヤ		医師 イシ

		56				市川　さおり イチカワ		石巻赤十字病院産婦人科 イシノマキセキジュウジビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		57				齋藤　絢介 サイトウ ジュン スケ		弘前大学医学部附属病院腫瘍内科 ヒロサキダイガクイガクブフゾクビョウイン シュヨウナイカ		医師

		58		12.13		松山　純子 マツヤマ ジュンコ		綜合南東北病院脳神経外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン		医師 イシ

		59				西谷　大輔 ニシヤ ダイスケ		青森労災病院消化器内科 アオモリロウサイビョウイン ショウカキナイカ		医師

		60				安田　勝洋 ヤスダ カツヒロ		東北医科薬科大学病院腫瘍内科 トウホク イカ ヤッカ ダイガク ビョウイン シュヨウナイカ		医師 イシ

		61		12.14		薮崎　裕 ヤブサキ ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		62				山田　仁 ヤマダ ジン		福島県立医科大学整形外科学講座		医師

		63				佐々木　洸太 ササキ コウタ		青森新都市病院綜合診療科 アオモリ シントシ ビョウイン ソウゴウ シンリョウカ		医師

		64				山田　充啓 ヤマダ ジュウ ケイ		東北大学病院呼吸器内科 トウホクダイガクビョウイン コキュウキナイカ		医師

		65		12.15		渡辺　輝浩 ワタナベ テル ヒロシ		新潟県立がんセンター新潟病院小児科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウニカ		医師 イシ

		66				佐藤　信昭 サトウ ノブアキ		新潟県立がんセンター新潟病院院長 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン インチョウ		医師 イシ

		67				本間　慶一 ホンマ ケイイチ		新潟県立新発田病院病理診断科 ニイガタケ ケンリツ シバタ ビョウイン ビョウリ シンダン カ		医師 イシ

		68				土岐　力 トキ リキ		弘前大学大学院医学系研究科小児科学講座 ダイガクイン イガクケイケンキュウカ ショウニカガク コウザ		医師 イシ

		69				片岡　史弥 カタオカ フミヤ		東北大学病院消化器内科 トウホクダイガク ビョウイン ショウカキナイカ		医師

		70				髙橋　知也 タカハシ トモヤ		君津中央病院病院消化器内科 ビョウイン ショウカキ ナイカ		医師 イシ

		71				板倉　裕子 イタクラ ユウコ		石巻赤十字病院病理部 イシノマキセキジュウジビョウイン ビョウリブ		医師 イシ

		72				野上　仁 ノガミ ジン		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキゲカ		医師 イシ

		73		12.16		片寄　善久 カタヨリ ヨシヒサ		市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科 シリツ アキタ ソウゴウ ビョウイン ニュウセン ナイブンピツ ゲカ カ		医師 イシ

		74				中川　悟 ナカガワ サトル		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		75				塩路　和彦 シオジ カズヒコ		新潟県立がんセンター新潟病院内科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ナイカ		医師 イシ

		76				大杉　純 オオスギ ジュン		綜合南東北病院呼吸器外科 ソウゴウ ミナミ トウホク ビョウイン コキュウキ ゲカ		医師

		77		12.17		渡邊　孝男 ワタナベ タカオ		米沢市立病院内科 ヨネザワシリツビョウイン ナイカ		医師 イシ

		78		12.2		郷戸　千賀子 ゴウド チカコ		立川綜合病院産婦人科 タチカワソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師 イシ

		79				渡辺　剛 ワタナベ ゴウ		秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座 アキタダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ショウカキゲカガク コウザ		医師

		80		12.21		斉藤　毅 サイトウ ツヨシ		さいたま赤十字病院乳腺外科 ビョウリ ビョウタイ		医師

		81				田沼　順一 タヌマ ジュンイチ		新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウ ケンキュウ カ コウクウ ビョウリガク ブンヤ		医師 イシ

		82				清崎　雅宣 キヨサキ マサノブ		石巻赤十字病院慢性疼痛内科 イシノマキセキジュウジビョウイン マンセイ トウツウ ナイカ		医師 イシ

		83		12.24		永田　兼司 ナガタ ケン ツカサ		南東北第二病院内科 ミナミトウホク ダイニビョウイン ナイカ		医師

		84				岡　佑香 オカ ユウ カオリ		福島県立医科大学病理病態診断学講座 フクシマ ケンリツ イカ ダイガク ビョウリビョウタイ シンダンガク コウザ		医師 イシ

		85				畦元　亮作		君津中央病院消化器内科		医師

		86				岩田　真弥 イワ タ マヤ		下越病院消化器科 カエツ ビョウイン ショウカキカ		医師 イシ

		87				柿崎　綾乃 カキザキ アヤノ		秋田赤十字病院乳腺外科 アキタセキジュウジビョウイン ニュウセンゲカ		医師 イシ

		88		12.27		高野　可赴 タカノ カ フ		新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科 ニイガタケンリツ ニイガタ ビョウイン ショウカキ ゲカ		医師 イシ

		89				渡邉　法之 ワタナベ ノリユキ		市立吹田市民病院外科 シリツ スイタ シミンビョウイン ゲカ		医師 イシ

		90				井出　佳宏 イデ ヨシヒロ		日本海総合病院産婦人科 ニホン カイ ソウゴウ ビョウイン サンフジンカ		医師

		91		12.28		笹原　由理子 ササハラ ユリコ		山形県立中央病院腫瘍内科 ヤマガタケンリツ チュウオウビョウイン シュヨウナイカ		医師

		92				楠田　和幸 クスダ カズユキ		岩手県立胆沢病院外科 イワテケンリツ イサワビョウイン ゲカ		医師 イシ

		93		1.4		遠藤　雄大 エンドウ ユウダイ		福島県立医科大学産婦人科学講座 フクシマケンリツ イカダイガク サンフジンカ ガク コウザ		医師

		94				窪田　和雄 クボタ カズオ		綜合南東北病院放射線科 ソウゴウミナミトウホクビョウイン ホウシャセンカ		医師

		95				浅間　宏之 アサマ ヒロユキ		福島赤十字病院消化器内科 フクシマセキジュウジビョウイン ショウカキナイカ		医師 イシ

		96				高野　忠夫 タカノ タダオ		東北大学病院臨床研究推進センター リンショウ ケンキュウ スイシン		医師

		97				向田　和明 ムカイダ カズアキ		英仁会病院外科 エイジンカイビョウイン ゲカ		医師 イシ

		98		1.5		佐藤　まり子 サトウ コ		綜合南東北病院南東北BNCT研究センター ソウゴウミナミトウホクビョウイン ミナミトウホク ケンキュウ		医師

		99				吉澤　忠司 ヨシザワ チュウジ		弘前大学大学院医学系研究科病理生命科学講座 ヒロサキ ダイガク ダイガクインイガクケイケンキュウカ ビョウリセイメイカガク コウザ		医師 イシ

		100				宮澤　秀彰 ミヤザワ ヒデアキ		秋田赤十字病院消化器外科 アキタセキジュウジビョウイン ショウカキゲカ		医師 イシ

		101				斎木　琢郎 サイ キ タクロウ		新潟大学大学院医歯学総合研究科腫瘍内科学分野 ニイガタ ダイガク ダイガクイン イシガク ソウゴウ ケンキュウ カ シュヨウナイカ ガク ブンヤ		医師 イシ

		102		1.6		春日井　聡 カスガイ サトシ		岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野 イワテイカダイガク ナイカガクコウザ ショウカキナイカ ショウカカン ブンヤ		医師 イシ
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都道府県がん診療連携拠点病院
がんゲノム医療中核拠点病院

地域がん診療連携拠点病院
がんゲノム医療連携病院

腫瘍内科あり

腫瘍内科あり

腫瘍内科なし

専門医外勤

がんゲノム医療
新たな格差要因

地域がん診療連携拠点病院

がん薬物療法

ゲノム医療

中規模

中規模

小規模

ゲノム医療

腫瘍内科医の配置から見た
がん薬物療法とゲノム医療
の現状

加齢による併存
疾患・機能障害

遠距離通院



37

都道府県がん診療連携拠点病院

腫瘍内科なし 中小規模

がん薬物療法

 キャンサーボード
 レジメン審査
 エキスパートパネル
 治験紹介

 オンライン診療
 オンライン相談
 バーチャル医療

新たな連携
の仕組み

 オンライン医療連携
 オンライン診療
 バーチャル診療
 マイナンバーに紐付け

た患者情報

地域がん診療（連携拠点）病院

腫瘍内科医の配置から見た
がん薬物療法の将来
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 そこで、新しいがん診療連携拠点病院の指定要件のがん薬物療法専門医につ

いて、非常勤医師によるがんゲノム医療やがん薬物療法診療（例えば、がん

ゲノム医療外来、腫瘍内科外来、化学療法センター外来などで）について、

要件の１つとすることを提案する。

 また、がんゲノム医療やそれに伴う高度ながん薬物療法（臓器横断的薬剤使

用、特定臨床研究や患者申出療養、治験など）への患者のアクセスを加速す

るために、一部は遠隔医療を導入する枠組みを要件に加えることを提案する。

意見抄録（提案事項）後半

補足：がん薬物療法の診療機能の
「プロセス」で指定、「アウトカ

ム」更新（評価）
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１．地域がん診療連携拠点病院の指定要件

Ⅰ診療体制（１）診療機能④薬物療法の提供体制：

ウ）のレジメン審査やキャンサーボードとの連携協力について：

 がん医療の高度化（ゲノム医療や分子標的薬の適応拡大、新規承認）により、地

域がん診療連携拠点病院ですら最新医療にUPDATEできていない状況。

 WEBカンファレンスなどが日常化した社会情勢やがんゲノム医療でのエキスパー

トパネルの広域WEB会議開催などを考慮し、今後は、連携する都道府県がん診療

連携拠点病院に一極化して、治療レジメンの審査・登録を行う方が、医療水準の

均てん化の促進のみならず研究開発の促進に繋がる。必ずしも質の高いレジメン

審査が行われていないのが現状。

 広く、キャンサーボードについても広域症例検討会などの導入も必要であろう。

2021年度PDCAサイクルフォーラム 事前アンケート



山上に山、山また山 黒川利雄博士 （元東北大学総長）

Ishioka C, Tohoku University 40

ご清聴ありがとうございました。
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